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教員の資質能力の向上を目指した学校経営 

 

―― 「玉中メソッド」による授業改善研修を通して ―― 

 

五 島 浩 一＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

School Management Aiming at Improving Teacher Attributes and Abilities 
: Through Class Improvement Training using the“Tamachu Method” 

 
Koichi GOTOH 

 

 

キーワード：教員の資質能力，校内研修，授業改善，授業研究，玉中メソッド 

 

校内研修を充実させることによって教員の資質能力を向上させ学校の組織力を高めていくことは、これからの学校経営に

おける重要な課題である。しかし、特に中学校や高等学校において、専門教科や学年などのまとまりが逆に障害となって学

校全体で研修に向かうことを阻害している現状も見られる。そこで、本稿は、教員に求められる資質能力を向上させるために

「玉中メソッド」という独自の校内研修の仕組みをつくり、校内研修を核とした学校経営に取り組んでいる中学校の実践から、

その成果と課題について考察していくことを目的とした。 

「玉中メソッド」のねらい、チーム編成の仕方、校内研修の進め方について実際に筆者が校内研修に関わりながら調査し、

その成果や課題等について教員に対するアンケート調査をもとに分析、考察した。その結果、チーム編成の工夫、授業研究

の時間や場の確保に関するマネジメント、授業研究を日常化する工夫、校長をはじめとするミドルリーダーのリーダーシップ

が、校内研修の活性化と教員の意識改革につながっていることが確認できた。 

 

 

はじめに 

 

教員の大量退職・大量採用やミドルリーダーとなるべき年齢層の教員が少なくなるなどにより、

学校における年齢構成や経験年数の不均衡が生じている。文部科学省が実施する学校教員統計調査

の平成16年度と平成28年度を比較すると、50歳以上の教員の割合が公立小学校で 6.4％、公立中

学校で14.7％、公立高等学校で 14％といずれも大きく上昇しており、いずれの校種においても、教

員全体の3分の1以上を大きく上回っている。一方で、30歳未満（20歳代）の教員の割合を見てみ 

――――――――― 
*茨城大学教育学部 
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ると、公立小学校で8.6％、公立中学校で 7.5％、公立高等学校で 3.5％とこちらも上昇している 1)。 
このことは、今学校は教員経験年数が少ない若手教員と管理職以外の年配教員でその多くが構成されて

おり、その二つの層をつなぐべき中間のいわゆるミドルリーダーが極端に不足している状態であることを

表している。 

 かつての学校では、教育に関する知識や指導技術その他ありとあらゆる学校文化が、経験が豊富な先

輩教員から若手教員に伝承されてきた。それは、改まった形というよりも日常の対話や雑談の中で、ある

いは先輩の姿から、教育実践の中でごく自然に学ぶといったものが多かった。いわゆる師弟関係に基づ

いた職人の世界のようでもあった。しかし、現在多く見られる親子ほど年の離れた年配教員と若手教員ば

かりの学校組織の中では、年配教員は若手教員に過剰に気を遣い過ぎて、指導したいことや助言したい

ことも遠慮することもある。若手教員にしてみても、遠慮や妙な気遣いから相談したいことがあってもなか

なか言い出せなくなるのは目に見えている。今までの学校のような、自然な形での知識や技術の伝承は

困難である。 

もちろん、今まで学校で行われてきたことがすべてそのままでよいというわけではない。教育に関する

知識も日々更新されなければならず、指導技術についてもその時代に応じて日進月歩である。しかし、

学校が長年かけて築いてきた財産である知恵や技を次の世代に伝えていかなければ、教員一人一人の

資質能力の向上は望めない。各学校が意図的・計画的に学校文化を伝承していく仕組みを構築すること

が求められるのである。 

そのためには、校内研修をどのように計画し位置付けていくかが重要になってくると考えられるが、果

たして現状はどうであろうか。学校組織が直面している課題に対応できるような校内研修が実施されてい

るだろうか。以前、筆者がかかわって中学校の研究主任を対象に調査した結果によると、校内研修で授

業研究を行う際の問題点についての自由記述に、「他の教科専門の先生との情報交換や教科間に共通

する課題について議論する場面がつくれない」「各教科の専門教員が 1 人ずつの学校であるため、自己

研修が中心になってしまう」「各教科を横断した指導方法を確立しづらい」などが挙げられた 2)。小学校で

は、比較的、特定の教科にこだわらず教員全員が共通の課題意識をもって校内研修に取り組みやすい

傾向にあるようだが、中学校や高等学校においては、教員の専門教科を超えて校内研修を実施すること

自体が困難であるという結果が、この調査から見て取れる。全教職員に当事者意識をもたせ、一人一人

の資質能力の向上を目指すにはどうすればよいかが、中学校や高等学校において校内研修を進める上

での課題であると言える。 

そこで本稿では、筆者が指導講師として依頼を受けかかわってきた、校内研修を核とした学校経営を

通して教員の資質能力向上を目指した中学校の実践事例を基に、その方策の成果や有効性について考

察していきたい。 

 

 

１ 校内研修と学校経営 

 

2015 年の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学び

合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（以下「2015答申」）では、これからの時代の教員

に求められる資質能力として次のように述べられている。 
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・これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や自

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

情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識を有機的に結び付け構造化する力 

・アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、道徳教育の充実、小学校における外国語教育の早

期化・教科化、ICT の活用、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応などの新

たな課題に対応できる力量 

・「チーム学校」の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組織的・協働的に諸

課題の解決に取り組む力 3) 

  

教員としての使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専門的知識、実践的指導力、総合

的人間力、コミュニケーション能力等が、今までに何度も答申などで示されてきた、時代を超えて不易とさ

れる教員に求められる資質能力である。それに加え、新たに上記のような資質能力が求められている。目

まぐるしく変化する時代とともに、新たな課題にも対応できるようになるために、教員も変化し成長し続け

なければならないのである。 

こういった教員の資質能力の向上を図るために、養成・採用・研修の一体的な改革の必要性が叫ばれ

ている。そのための具体的方策の一つとして、「教員育成指標」を策定し、指標に基づいて教員の養成・

採用・研修の計画を見直し実施することが求められている。「2015 答申」の「４．改革の具体的な方向性」

の中で、「「教員は学校で育つ」ものであり、教員の資質能力を向上させるためには、経験年数や職能、

専門教科ごとに行われる校外研修の体系的な実施とともに、学校内において同僚の教員とともに支え合

いながら、OJT を通じて日常的に学び合う校内研修及び園内研修の充実や、個々の教員が自ら課題を

持って自律的、主体的に行う研修（中略）とりわけ、授業研究をはじめとした校内研修及び園内研修の充

実を図ることが重要」であると示されている 4)。法定研修や教育委員会が実施する研修はもちろんのこと、

「校長のリーダーシップの下、研修リーダー等を校内に設け、校内研修実施計画を整備し、組織的・継続

的な研修を推進する」ことが不可欠であるとも示されている 5)。学校が自発的、継続的に計画、実施する校

内研修の充実が、改めて強く求められているのである。 

 また、今回改訂された学習指導要領では、学校教育目標実現のためにカリキュラム・マネジメントの確立

の重要性が示されている。2016年の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」の中でも、「全ての教職員が「カリキュラ

ム・マネジメント」の必要性を理解し、日々の授業等についても、教育課程全体の中での位置付けを意識

しながら取り組む必要がある」と示され、全教職員が学校教育目標とのつながりや教育課程全体とのつな

がりを意識して日々の教育活動に取り組んでいくことが求められている 6)。それぞれの学校がそれぞれの

学校を基盤としたカリキュラムを、教職員のみならず児童生徒、保護者、地域住民とともに創り出していく

ことが、これまで以上に求められているとも言えよう。学校がどのような児童生徒の育成を目指すのかとい

った学校教育目標を見つめ直し、その実現のためにどのようにカリキュラム・マネジメントを進めていくか

を真剣に考えて学校経営に取り組んでいかなければならないのである。そのような学校経営を行っていく

上で、校内研修はたいへん重要な役割を持っているといえる。 

中留は校内研修について「校内研修とは校内の全教職員が自校の教育目標に対応した学校としての

教育課題を達成するために共通のテーマ（主題）を解決課題として設定し、それを学内・外の関係者との
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連携を踏まえながら、学校全体として計画的、組織的、科学的に解決していく実践の営みである」と定義

している 7)。校内研修の目的を鑑みても、校内研修を学校経営の原動力の一つとして活用し、学校に応じ

た教育課題を解決できるようにするためにその充実を図っていくことが、学校におけるこれからの大きな

課題の一つである。 

 

 

２ 校内研修の意義と課題 

 

(1) 校内研修の意義 

校内研修の最大の目的は、研修をすることによって学校の教育目標を達成することである。詳しく述べ

るならば、学校教育目標達成のための課題を解決するために、教員一人一人の教職に関する専門的な

知識・技能等の資質能力を高め、それらを結集した組織としての学校力を高め、その過程で協働して取り

組むことを通して教員同士の同僚性を高めたりリーダーを育てたりすることである。 

チームスポーツにおいてもそうであるが、チームの目標を達成するために課題を設定し、その課題を

解決するために練習計画を立て実施と評価を繰り返しながら成長していく。その練習の過程でリーダーを

中心としたチームワークを育んでいく。まさに相通じる部分があるのではないだろうか。さらに、チーム力

を向上させるためには、結局のところ個人の力を伸ばしたりリーダーを育てたりしなければならないところ

も同じである。学校も、教員一人一人の指導力が向上することによって、学校全体としての力である学校

力が向上するのである。 

 教員個人の資質能力は、学校という場所で実際に児童生徒と向き合い、関係をつくりながら指導する過

程の中で高められるものである。小島は「若い教師にとって最初に勤務した学校の教師集団は大学に続

く第二の学校である」と述べている 8)。さらに、教員の力量について「指導の場面では様々な問題や課題

に直面して、それを解決する過程で実践知を蓄積しながら力量を向上させ、教師として成長していく。自

らの向上意欲を前提に子どもとの関係や同僚教師・教師集団、校長などとの関係の中で形成されることの

ほうが多い。」と述べている 9)。教員が資質能力を身に付け向上させていくのは、学校現場での経験の中

で研修を積み重ねていくしかないのである。 

現在、若手教員に多く見られる離職の問題がある。その要因は単に教員としての力量不足だけではな

いだろうが、教員としての経験を重ねていっても成長や自己変革が見られないとしたら、自分自身に失望

しやる気をなくしたとしてもおかしくない。そのような意味からも、学校独自の自発的な校内研修が必要不

可欠なものになってくる。 

 

(2) 校内研修を実施する上での課題 

 校内研修を実施していく上でどのようなことに困難を抱えているのであろうか。小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校の研究主任を対象とした青森県の調査によると、以下のような結果が見られた。 

  ・研修の時間がない 

  ・教員の多忙感がある 

  ・教員間の意識の差がある 

  ・教員が負担を感じている 
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  ・教科の壁（中、高）、専門性の差（特支） 

  ・共通理解が難しい 

  ・研究の進め方に悩む 

  ・研究テーマがうまく設定できない 

  ・話合いがうまくいかない 

  ・研修が形骸化し、成果を生かしにくい 10) 

これらを整理すると、研修時間をどう確保するか、研修に向かう教員の意識をどう高めるか、教科や専

門分野を超えた研修の場をどうつくるか、研修の進め方をどうするかにまとめることができる。これらは、先

述した筆者がかかわった中学校を対象とした調査で得られた結果ともほぼ一致している。 

そこで、これらの課題を解決しながら校内研修を充実させていくために重要なことは以下の点であると

考える。 

①目的や目標の明確化 

何のためにそれをするのか、それをすることによって何が変わるのかを、教員が自覚できるようにす

る。そのことによって、多忙感や負担感を軽減し、研修に向かう意識を高めることもできる。 

②具体性と実践性 

例えば、児童生徒に十分身についていない力を育成するためにといった具体的な教育場面におけ

る実践的な課題に取り組むことで、児童生徒の成長につなげていく。 

③日常性と継続性 

期日、時間、場所などを柔軟に調整し、研修が日常的で継続的に進められるように研修計画を立て

る。このことが研修の負担感を減らすことにつながる。 

④主体性と全員参加性 

主体的に全員が参加できるように、研修内容に応じてワークショップ型の研修や話合いのスタイルな

どを工夫する。 

⑤協働性 

さまざまな経験や能力、個性をもった教員が、共通の目標達成に向けて協働的に取り組み、互いに

資質能力を高め合えるようにする。 

⑥リーダーの存在 

研究主任をはじめ複数のミドルリーダーがベテラン教員と若手教員をつなぎ、教員一人一人の資質

能力向上が図れるような研修体制を構築する。 

 

 

３ 「玉中メソッド」 

 

 これまで述べてきたように、教員一人一人の資質能力を向上させ、教員集団の協働性や同僚性を高め、

学校としての組織力を高めていくためには、校内研修の充実が欠かせない。しかしながら課題も多く、特

に、中学校や高等学校では教科専門の教員を中心に学習指導が展開されていることから、教科を超えて

全教員で共通の課題意識をもって授業研究などの校内研修に取り組むことが難しい面がある。それを解

決するために、授業研究の仕組みを見直し組織的に校内研修に取り組んでいる事例である「玉中メソッド」
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について見ていきたい。「玉中メソッド」とは、茨城県行方市立玉造中学校で平成 30 年度から取り組んで

いる独自の校内授業研究のスタイルのことである。玉造中学校では「玉中メソッド」による授業改善研修を

学校経営の柱として位置付け取り組んでいる。そのねらいや方法については、同校の資料に表１のように

記されている。 

表１ 玉造中学校校内授業研究スタイル（玉中メソッド） 

１ ねらい 

 〇 授業研究の日常化 

 〇 若手教員の授業力の向上と次世代のミドルリーダーの育成 

 〇 「主体的・対話的で深い学び」の視点での授業改善 

2 授業研究のもち方 

 〇 チーム内授業研究・・・1月に 1回、各チームから授業者を決定し、チーム研修を実施する。チー

ム内で1巡したら、2周目に入る。チーム内で指導案（略案）検討や授業後の反省を行う。授業は、

各チームの計画に沿って実施される。 

 〇 代表授業研究・・・月１回程度、校内授業研究として各チームの代表者が月曜日の 6 校時に公開

授業を行う。授業者は、授業 1週間前に指導案（略案）を作成する。授業後に全体で協議を行い、

チームキャプテンが校内指導主事として、協議後の総括を行う。 

３ チーム 

（1） ４～5 人の異なる教科、学年、年齢でチームを編制する。各チームに、チームキャプテンを置く。

チームキャプテンは、代表授業研究時に校内指導主事を務める。 

（2） 各チームで授業公開の順番を決め、1か月に 1回の授業公開を行う。ただし、代表授業研究を実

施する先生は、その授業を 1回分としてよいことにする。 

（3） 各チーム、授業公開が全員終了したら、2周目に入る。 

（4） 授業公開に当たって 

  ① チーム内で指導案（略案）を協働立案する。 

  ② 「本時の課題設定」「話合い活動の内容と方法」についてチームで協議するとともに、指導案

（略案）には単元計画を載せる。 

  ③ チームキャプテンは、授業公開前に指導案（略案）作成のためにチームのメンバを招集し、会

議を開く。（時間は 30分程度、1回のみ） 

  ④ 完成した略案は、チームのメンバーだけでなく全職員に配付する。 

  ⑤ 授業時に、背面の白板に拡大した指導案（略案）を貼り、付箋紙を用意しておく。 

  ⑥ 授業後は速やかにチーム内の反省会を開き、今後の指導やチーム研修に生かす。 

（5） 授業参観は、チーム内のメンバーはできるだけ参観できるよう、授業者が見せたい授業ではな

く、単元計画に沿ってチームのメンバーが集まりやすい授業を公開する。また、チーム外のメンバー

も空き時間の場合は参観し、授業に関するコメントを付箋紙に記入し、拡大した略案に貼る。 

（6） 研究協議は、チーム内で実施する。（30分程度） 

   研究協議のポイントは、「先生の指導」ではなく、「生徒の学び」に視点を置く。拡大略案を使って

協議する。 
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「玉中メソッド」の主な特徴をまとめると、次の 3つが挙げられる。 

まず１つ目は、専門教科、担当学年、年齢や教職経験年数の異なる教員でチームを編制し、そのチー

ムが授業改善のための研修の母体となっている点である。中学校で授業研究をするとなるとどうしても専

門教科単位で行うことが多くなる。当然、協議する内容も、生徒の学びの実際よりも教材そのものに関す

る内容が多くなりがちである。専門教科の担当教員が複数いる教科はまだよいが、一人の教員しかいな

い教科もあり、授業研究は深まらない。また、中学校では、学年主任を中心とした学年のまとまりを重視す

る傾向が強い。そのこと自体は決して問題になることではないのだが、学年のまとまりが強くなればなるほ

ど、他の学年や他の教員と意見を交わしたり、協働して教育活動に取り組んだりする機会が減っていく可

能性が高くなる。結果として、固定化されたメンバー内での限られた価値観や人間関係の中で、教員とし

ての資質能力向上が望めないこともあり得る。「玉中メソッド」でチームを編制する際には、専門教科も学

年もばらばらのチームを作ったところが大きな特徴である。さらに、教職の経験年数の違う、つまり若手か

らベテランまでが混在するチームにした点も特徴と言えよう。 

 ２つ目は、授業改善のための研修の「日常化と集約化」が図られている点である。まず、編制したチーム

が主体となり、授業研究を自分たちで設定し実施するといった「授業研究の日常化」が図られている。さら

に、月に 1 回代表者による公開授業と全体での研究協議を行い、全教員で学び合い共有し合う「授業研

究の集約化」が位置付けられている。授業研究を「日常化と集約化」の 2 本立てで構成し、校内研修を推

進している点が特徴的である。 

 ３つ目は、全体での研修を可能にするためのマネジメントが効果的に機能している点である。２つ目で

も述べた全体で研修する場と時間をどう工夫してつくっていくかは、多くの学校が抱える課題である。全

員で授業を参観したいけれど他の学級を自習にするわけにはいかないため、全体での研修は諦めてし

まう学校も少なくないのではないだろうか。そこで、通常は 5校時までで終了になる月曜日の 6校時に代

表授業研究を位置付けている。授業を公開する学級以外は 5 校時終了後に速やかに生徒を下校させ、

その後、代表教員が授業をする学級の生徒だけを残して 6 校時に授業を行い全員で参観できるようにし

ている。さらに、授業が終了しその学級の生徒も下校させた後に、全員で協議を行っているのである。時

間を生み出す工夫、校内研修に対する生徒や保護者の理解を求める働きかけなどのマネジメントが、こ

の研修のスタイルを可能にしているのである。 

「2015 答申」に「校内研修の充実に関する先進的事例としては、どの教員も主体的に参加できるように

校内に複数のチームを設け、各チームに経験豊富なベテランの教員やミドルリーダーとしての活躍が期

待される教員、教職経験の浅い若手教員や初任者の教員、臨時的任用の教員をバランスよく配置して行

う研修や、ベテランの教員やミドルリーダークラスの教員がメンターとして若手教員等の指導や助言を行

ったり、授業研究などを行ったりしながらチーム内で学び合う中で初任者等の若手教員を育成するいわ

ゆるメンター方式の研修を導入し、効果を上げている例がある。このメンター方式の研修については、若

手教員の育成のみならず、ミドルリーダーの育成の観点からも有効な取組である。」と示されている 11)。

「玉中メソッド」は、チームの編成の仕方、ミドルリーダーを生かした研修運営など、まさに校内研修を充実

させるための先進的な事例といえるのではないだろうか。 

 

 

４ 「玉中メソッド」による校内研修の実践 
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令和元年度に取り組んだ「玉中メソッド」の内容は以下のとおりである。 

(1) チームの編制 

５～６名で構成するチームが４チーム編成された。それぞれのチームのリーダーは、ベテラン教員や

学年主任を除いた若手の中堅教員の中から決定している。これには、次期学年主任や様々な教育場面

におけるリーダーとして成長してほしいという校長の方針や願いが反映されている。「はじめに」でも述べ

たが、ミドルリーダーとしての人材育成はこれからの学校にとって重要な課題の一つとなっている。それ

に対して、授業研究を核とした校内研修を通して、教員一人一人の授業力を高めること、ベテラン教員の

知識や技術を若手に伝承すること、さらにはミドルリーダーの育成をも含めた人材育成を図ることがねら

いとされている。 

 

(2) チーム内授業研究 

1 学期は、４月に１回、５月に３回、６月に４回、チーム内での授業研究を実施した。2 学期は、９月に５

回、１０月に４回、１１月に４回、１２月に５回、チーム内での授業研究を実施した。3 学期は、１月に４回、２

月に３回、チーム内授業研究を実施した。合計すると１年間で 33回の授業研究を実施した。この数は、年

度初めの４月、年度末の３月、夏季休業中の７、８月を除くと、１か月あたりおよそ４回は授業研究を実施し

たことになる。 

 

(3) 代表授業研究 

計 7回の代表授業研究を実施した。いずれも、月曜日通常日課の 5校時終了後に該当学級生徒のみ

を残して授業参観を行い、その後全教員で研究協議を行った。研究協議の前半は、各チームに分かれ

てチーム内で協議し、その後全体で共有する。続いて講師（筆者）による指導と講話を行った。 

各回の授業内容と研究協議の視点は表２のとおりである。 

 

表２ 令和元年度代表授業研究 

実施月 教科・領域 単 元 協議の視点 

５月 数学 3学年「式の利用」  玉造中授業スタイル 

６月 社会 2学年「世界から見た日本の人口」  話合い活動の工夫 

７月 社会 1学年「日本列島の誕生と大陸との交流」 生徒が主体的に学ぶ 

１０月 理科 2学年「動物の分類」  話合いを活性化する 

１１月 数学 1学年「量の変化と比例、反比例」 聴き合う対話を大切にする 

１月 国語 2学年「走れメロス、何がメロスを走らせた

のか」  

「わかった」「できた」と実感でき

る 

２月 理科 1学年「大地の変化 地震」 振り返りをどうさせるか 

 

(4) アンケートの結果 

2月の代表授業研究の後、教員にアンケート調査を実施した。アンケートの内容は表３のとおりである。 

１は「変わった」「変わらない」の 2択で、それ以外はすべて自由記述とした。 
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表３ アンケートの内容 

教職年数（講師経験も含む） 

担当教科 

１ この 1年間で、日頃授業で大切にすることは代わりましたか。 

２ １で変わった人は、具体的にどのように変わりましたか。 

３ そのように変わったきっかけは何だと思いますか。 

４ 自分が目指している授業を行うために、取り組んだことはありますか。 

５ 玉中メソッドは、自分自身や学校全体にどのような影響をもたらしたと思いますか。 

 

 アンケートの実施日は 2020年 2月 17日、対象は行方市立玉造中学校の管理職をのぞいた 21名であ

る。調査結果の中で、今回考察していきたい１、３、５の結果について表４に示す。 

 

表４ アンケートの結果（一部抜粋） 

１ この 1年間で、日頃授業で大切にすることは変わりましたか。 

  変わった・・・20名     変わらない・・・1名 

 

３ そのように変わったきっかけは何だと思いますか。 

講師の講話・・・５名 

他教科の先生の授業参観・・・５名 

学校全体で取り組んでいる研修・・・５名 

課題の工夫の必要性・・・３名 

玉造中の研修カリキュラム・・・２名 

相互授業参観・・・１名 

研究協議での他の先生の話・・・１名 

何を学ばせたいかを明確にする・・・１名 

生徒をどうにかしたい気持ち・・・１名 

生徒の姿の変容・・・１名 

指導技術を高めたい・・・１名 

 

５ 「玉中メソッド」は、自分自身や学校全体にどのような影響をもたらしたと思いますか。 

①他教科の授業を参観して、「自分ならどうするか」ということを考える機会になった。既習事項を生か

して考えること、話合いまでのもっていき方、話合いのさせ方等、共通する部分も多くあり、自分の教

材研究へ生かすことができた。 

②他の教科の授業を参観することで、新しい発見や改めて大切なことに気づく機会となりました。 

③授業を見てもらう、他の先生方の授業を参観することで、自分の授業を振り返るよい機会となりまし

た。参観する中で、他教科とのつながりを感じ、専門教科以外の授業を考えることも大事なことだと

気づきました。毎日の授業をこなすことに精一杯でしたが、じっくりと一つの授業について考え、実
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践し、よりよいものになるよう改善策を考える研究授業を行って、素直に楽しいと感じました。 

日頃の授業でも、短い時間になりますが、RPDCAサイクルを実践していきたいと思いました。 

④技能教科への取組も考えつつ学ぶことができました。負担感もあったと感じるので、もっとグループ

での相互参観に重きをおいて研修したかったです。 

⑤学校全体でやることで、大事なことや効果的な方法などを共有できた。共通してやっていくべきこと

が何かがわかった。周囲の先生にもみられているということで、自分の意識が高まった。いろいろな

アイディアを学べて自分のスキルアップにつながった。 

⑥自分だけでなく、組織全体の意識を高めることにつながった。 

⑦授業力の向上につながっていると思うが、玉中メソッドの実施のために授業を変更したり、スケジュ

ールを変えていくのは負担感が増していく。子どもたちも時間割が変わっていくので、やりづらいと

思う。月曜6時間目を有効に使っていくべきだと思う。 

⑧子どもたちの授業に取り組む姿勢やルーティーンが共通していて、落ち着いた生活や授業態度に

つながっていると思う。 

⑨話合いの活性化や聴き合うこと、学びについて考える機会となりました。 

⑩授業のベースとなる部分を意識して臨むことができるので、基盤をつくってくれるものになりました。

工夫や改善を重ね、よりよい授業にしようという思いが高まりました。 

⑪自分の授業を見せることに対し、抵抗が少なくなった。他の人の授業を見ることで、授業中にどのよ

うな部分に気を配る必要があるか、客観的に考えることができた。 

学校全体としては忙しくなったという意見も聞くが、授業力や先生方の研修や発表の力は向上したと

思う。 

⑫自分自身としては授業改善のきっかけづくりになっているが、全体としては負担感があったかもしれ

ません。 

⑬学習指導の工夫、改善に努められた。自分の指導力に欠けている点を見つめ、補う努力を高めて

いくことができた。教師集団の結束力が一層強化された。 

生徒の授業に対する取組意識と学習意欲、学びの姿勢が高まった。落ち着いた生活態度が送れて

いる。 

⑭教員一人一人が、自分の授業改善に向けて真剣に取り組もうとする姿勢や、授業改善に向けてのい

ろいろな視点をもつことができたと思う。 

⑮玉造中で育てたい生徒がどのような生徒か、全職員で共通理解し、それに向けて全職員で実践で

きている。 

 

４名は無回答、2名は質問内容と違った回答 

 

 

５ 考察 

 

アンケートの結果をもとにして、「玉中メソッド」による校内研修が教員の資質能力の向上に有効であっ

たのかを考察する。 
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まず、「この 1 年間で、日頃授業で大切にすることは変わりましたか。」という質問に対して、21 名中 20

名が「変わった」と回答している。変わったきっかけとして「講師の講話」「他教科の先生の授業参観」「学

校全体で取り組んでいる研修」という記述があったのはいずれも5名で、最も多かった。続いて「課題の工

夫の必要性を感じた」が 3名、「玉造中の研修カリキュラム」が２名であった。これらは、いずれも「玉中メソ

ッド」を核とした校内研修に関連したものである。「課題の工夫の必要性」は一見すると校内研修とは関係

ないように思えるが、特に代表授業研究のチームでの協議や講師（筆者）による講話の中で繰り返し話題

になったことであり、まさに校内研修で取り組んできたことがきっかけになったと言える。また、1 名だけの

記述ではあったが「相互授業参観」をきっかけとして挙げている教員がいた。これらの結果から、授業改

善、授業力向上という校内研修の目的を全教職員が共有し継続的に授業研究を行ってきたことで、日頃

の自分の授業実践を見つめ直すきっかけとなり、よりよい授業に変えていこうとする意識を高めることにつ

ながったことがうかがえる。 

次に、質問項目5において記述されたものの中で出現したキーワードを挙げると、表５のとおりである。 

 

表５ 質問５の回答に出現した言葉 

ア 授業改善・改善策・工夫や改善・授業を振り返る 

イ 授業参観・授業を見せる 

ウ （他教科と）共通する・つながり 

エ 授業力 

オ 学校全体・組織全体・全職員・教師集団 

カ 考える機会 

キ 意識が高まる・思いが高まる・真剣に取り組む 

ク 負担感 

ケ 楽しい 

コ （生徒の）授業態度 

サ （生徒の）学習意欲 

シ （生徒の）落ち着いた生活態度 

 

これらを整理すると、＜授業に関すること＞＜教員に関すること＞＜校内研修の在り方に関すること＞

＜生徒に関すること＞の 4 つのカテゴリーに整理することができよう。当然ではあるが授業に関する記述

がたいへん多く、中でも、アのように授業改善について記述した教員が多いことから、自校の実態や課題

を踏まえた研修の目的が十分教員に浸透しており、しかも授業改善への取組が実現しつつあることがうか

がえる。また、授業を参観したり自分の授業を参観してもらったりすることが当たり前のことになり、⑪にあ

るように自分の授業を見せることへの抵抗も少なくなっているという記述から、授業研究の日常化が図ら

れていることが分かる。これは、チームを核にした授業研究の体制づくりをしてチーム内での研修を行い、

代表授業研究の際も、チームでの協議や代表授業に向けての指導案検討などを何度も繰り返し経験す

ること通して、メンバー同士が立場や年齢などを超えて、互いに意見を述べ合い高め合うような批判的信

頼関係が構築されているからではないかと考える。そのような信頼関係を基盤として、ベテラン教員がも

っている経験知を伝え、若手の教員が力量を高め、彼らをつなぐミドルリーダーが育っていくのである。
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「玉中メソッド」という独自の校内研修スタイルを核とした取組を通して、その基盤づくりがなされていると言

えよう。 

また、「玉中メソッド」による授業改善研修は、教員の意識や授業力を変えるだけではなく、コ・サ・シの

ように生徒たちも影響を及ぼしつつあることを、⑧や⑬の記述からも読み取ることができる。しかも、それ

は学習面のみならず生活面にまで波及していると書かれている。まさに、校内研修を核とした学校経営の

実現の姿であろう。 

「玉中メソッド」におけるチーム編制の効果はどうであったのか。先に述べたように、若手、中堅、ベテラ

ンが一緒になることで、それぞれの持ち味を出しながらそれぞれの立場で成長していくことができるという

意味で効果的であったと考えられる。さらに、ウのように①、③、④の中に「（教科を超えて）共通する部分」

「他教科とのつながりを感じ」「技能教科への取組も考えつつ」などの記述がみられた。これは、専門教科

ごとの壁が高いという、多くの中学校が陥りやすい教科主義をなくし、全教職員で共通の目的や目標に向

かって協働して取り組んでいくということに近づけた表れだと言えよう。教科を超えたチーム編制をし、教

科を超えて共通する視点を見出せるような授業研究を行うことで、全教職員が一つの教師集団として学校

運営に向かうことができたのではないだろうか。このような視点からも、チーム編制の仕方は有効であった

と考えられる。 

一方で、負担感という言葉も 3 名の教員が記述していた。④は、全体で行う代表授業研究に対する負

担感のことを述べており、もっと日常的な相互授業参観を行っていくべきだという意見である。⑦はチーム

内授業研究の時間確保についての負担について述べている。⑫は、全教職員を見たときに、負担感を

抱えている教員に気付いてこのように記述したと考えられる。いずれも、負担であるから校内研修は必要

ない、あるいはもっと減らすべきだと考えているわけではない。取り組んできたよさを感じつつ、研修の進

め方にさらに改善の余地があることを指摘した、よい意味で批判的で建設的な意見である。③は、教職経

験年数が少ない若手教員であるが、「研究授業を行って、素直に楽しいと感じました」と記述している。若

手教員の成長にも「玉中メソッド」が有効に働いていると言えるのではないだろうか。 

このような成果をもたらした要因として、「玉中メソッド」という仕組みをつくり校内研修を推進しようとした

リーダーの存在を欠かすことはできない。チーム編成の方法に見られるように、今まで中学校の教員文化

ともいえる当たり前を避け、新たなつながりをつくることによって授業研究の活性化をねらったのである。

校内の人的資源である教員一人一人をどう生かすか、どう育てるかを見据え、適材適所にミドルリーダー

とその次期候補となる教員を配置した校長のリーダーシップと、それを支え実行に移していったリーダー

となる教員の力があってこその成果であると考えられる。 

 

 

おわりに 

 

現在、多くの学校において教員の年齢構成や経験年数の不均衡が問題となっている。それによっ

て、指導技術や知識などの学校文化を伝承していく仕組みを構築することが課題の一つになっている。

その課題を解決するためには、校内研修をどのように充実させていくかが重要なのであるが、特に中学

校や高等学校においては、教員の専門教科を超えて校内研修を実施すること自体が困難であるという現

状がある。全教職員に当事者意識をもたせ資質能力の向上を目指すにはどうすればよいかが、中学校
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や高等学校において校内研修を進める上での大きな課題となっている。 

 今回調査した中学校では、校長のリーダーシップのもと「玉中メソッド」という独自の校内研修の仕組み

を構築し、その充実に向けて取り組んでいる。具体的には、専門教科、担当学年、年齢や教職経験年数

の異なる教員でチームを編制し授業改善研修の母体とする、授業改善のための研修の「日常化と集約化」

を図る、全体での研修を可能にするためのマネジメントをするという取組である。 

 「玉中メソッド」による校内研修に取り組んだ結果として、次のような成果を見て取ることができた。 

まず、全教職員でチームを編制し授業改善に取り組むという「玉中メソッド」の目的を全教職員が共有し、

継続して授業研究を行ってきたことで、日々の授業実践を振り返り見つめ直すきっかけとなった。さらに、

よりよい授業とはどのような授業か、そのような授業を実践するために何が必要かを考え、自分の授業を

変えていこうとする意識を高めることにつながった。 

次に、教員の専門教科、年齢や教職経験年数を考慮しバランスよくチームを編制したことにより、中学

校においても、教科を超えて共通の視点をもって授業研究に取り組むことができた。また、チームの中で

ベテランが豊富な経験から意見を述べたり、若手が素直に感じたことを述べたり、中堅教員がそれらをう

まくつないで話合いをファシリテートしたりする姿が見られた。それによって、率直な意見を出し合いなが

ら互いに高め合える批判的信頼関係を築くことにもつながった。さらに、チームのメンバーで授業を参観

し合うことが当たり前のことになり、授業研究の日常化が図られた。 

さらに、「玉中メソッド」による校内研修は、教員の授業に対する意識を高め、授業力を中心とした資質

能力向上に有効に働いただけではなく、学習意欲の向上や落ち着いた生活態度といったよい影響を生

徒たちにも及ぼすことができた。 

教員の負担感を軽くするために、授業研究の日程や時間の確保をどうするか、さらに授業研究の日常

化を図るための進め方をどうするかなどの部分で改善の余地があることも明らかになった。 

本研究では、「玉中メソッド」による授業改善研修が、教員の意識を変えたり、教員同士の関係性を構築

したり、研修の日常化を図ったりすることにつながったことはある程度確認できたが、教員一人一人の資

質能力の何がどのように向上したかの検証は不十分である。今後も継続して関わり、検証していきたい。 
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歴史事象の多角的理解に向けた検地要具の製作 

 

 

 

千 葉 真 由 美＊ ・ 平 山 稜＊＊ ・矢 野 圭 太 郎＊＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Making a Survey Tool for Multilateral Understanding of a History Phenomenon 
 

Mayumi CHIBA , Ryou HIRAYAMA and Keitarou YANO 

 

 

キーワード：日本史，歴史教育，検地要具，製作，実践 

 

本稿は，日本史の学習において，時代背景や歴史事象への深い理解につなげる題材としての検地に着目した実践報告

である。近世の検地を実際に体験する学習の一環として，検地要具を製作，その準備から要具の完成に至るまでの活動をま

とめた。 

製作した要具は「十字木」「縄巻き」「細見竹」「梵天竹」である。検地要具を描いた図を参考に，それぞれの要具に必要な

材料の選定を行い，設計図を作成した。そして設計図をもとにして，製作段階でも工夫を重ねつつ，要具完成に向けた活動

を進めた。参加者それぞれが試行錯誤し，単純なつくりに見える要具でも難しい作業となったが，検地という歴史事象を考え

る際，要具の製作という技術的視点を持つことへの気づきも見られた。社会科だけではない他教科との連携の視点，また学

校教育における体験のあり方も考えるきっかけになった。 

本活動は，歴史事象を多角的に理解し，教科の枠組みを越えた融合的な学び，実践的な学びを具体化できるものとして

位置付けることができる。 

 

 

はじめに 

 

日本史の学習における「検地」，特に豊吉秀吉による「太閤検地」は歴史上の画期として，小学校

から扱われる内容であると共に，時代背景や歴史事象への深い理解につなげることのできる題材と

考えられる。一方で，前近代の社会で「実際に土地を測る」という行為がいかなる知識と技術をも

って行われたのか，歴史の発展段階を大観し考察していくことも必要であろう。それは「検地」そ

のものをいかに理解するかという問題につながる。検地施行のあり方，そして検地の知識や技術を 

―――――――― 
*茨城大学教育学部  **茨城大学大学院教育学研究科教科教育専攻社会科教育専修 
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考察することで，歴史事象の多角的理解につなげることができるのではないか。 

昨年度，検地を実際に体験する学習から，実践者の反応および実践の課題について検討した1)。

検地の実践は社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融合的な科目として

の学び，実践的な科目としての学びにつながることが確認できた。そして実践の参考とした図から

は，検地要具のうち「十字」を重視すべきであろうとの見通しを立てた。この「十字」ほかいくつ

かの検地要具は，現在容易に入手できるものではない。検地にあたっては製作が必要となるため，

要具の製作自体を，歴史事象の多角的な理解へつなげる学習活動にすることも可能と考えた。材料

選定や製作にかかる時間などについて考える活動を通して，「検地を実施できること」の歴史的意

義も理解できると考える。 

本稿は，検地を実際に体験する学習の一環として検地要具を製作する活動，具体的には製作の準

備から要具完成に至るまでの活動をまとめた実践報告である。 

なお本稿のうち，2(1)・3(1)は平山が，2(2)・3(2)は矢野が，その他は千葉が執筆した。また 4

では平山，矢野のほか，参加者の感想を掲載している。 

 
 

１ 検地要具の図と製作の流れ 

 

製作にあたっては，検地要具を描いた図として一般に知られている『徳川幕府県治要略』2) の

挿絵「検地要具之図」（図 13) ）を手がかりに，製作が必要な要具を検討し，材料を購入すること

とした。分度や曲尺など現在でも比較的容易に入手できるものはあるが，検地の主要な要具である

「十字」「水縄」「細見竹」「梵天竹」は製作を必要とする。このうち本稿では，「十字」を「十字

木」と，縄そのものを指す「水縄」については縄を巻く要具として「縄巻き」と表記する。 

 

  

図1 「検地要具之図」（『徳川幕府県治要略』より） 

「水縄」 

「十字」 

「梵天竹」 

「細見竹」 
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また図1と同じ『徳川幕府県治要略』の挿絵で知られる「検地之図各筆検地ノ分」から，十字木

の使用（図2）と縄巻き・細見竹・梵天竹・間竿の使用（図 3）の様子がうかがえる。図 2からは十

字木が2本の水縄を直角に交差させるための要具であること，さらに帳簿らしきものを持った検地

役人が直角を確認しているようすが読み取れる。図 3では，測量する土地の四隅に細見竹を立て，

細見竹の間に梵天竹を立てた上で，梵天竹まで引いた水縄の長さを間竿で測っている。 

 

                   

 

 

近世当時の要具の製作については不明な点が多いため，まずはこれらの図を参考に製作を進める

こととした。製作は，材料の選定→設計図作成→要具の製作，という工程とした。要具は後日再び

行う予定である検地の実践で使用することを想定する。要具の素材や重量も考慮する必要があるた

め，材料の選定から行うこととした。なお，予め作成する設計図はあくまでも大まかなものと考え，

製作段階では試行錯誤しながらの作業となることを想定した。 

2020年3月，まずホームセンターにて材料を選定，購入した。そして，茨城大学教育学部マニフ

ァクチャリング室において，2日間の製作活動を行った。参加者のうち，平山稜（大学院 1年次生），

菊池啓太・沼田和希・矢野圭太郎（以上，学部 4年次生）が十字木と縄巻きの製作を，大津麻由・

砂押茉央・髙橋奈々恵（以上，学部 3年次生）が細見竹と梵天竹の製作に従事した。なお縄に1間

の間隔でビニールテープを付した後，縄を巻き付ける作業は後日に行い，この作業には山口和泉（学

部3年次生）が加わった。 

 

 

 

 

 

図2 十字木の使用のようす 

図3 縄巻き・細見竹・梵天竹・間竿の使用のようす 
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２ 材料の選定と要具の設計 

 

(1)材料の選定 

『徳川幕府県治要略』の挿絵「検地要具之図」を参考に，必要な検地要具，その製作方法，そし

て必要な材料を考えた。製作する検地要具で主なものは，十字木・縄巻き・細見竹・梵天竹の4点

である。 

まず，十字木に必要な材料について考えた。十字木の製作工程は2つの方法が考えられた。一つ

は，厚い正方形の板の四方を切り取り，四辺のそれぞれ中点を直角に結ぶ直線を描くように溝を掘

っていく方法である。この溝は，縄が通る幅と深さでなければならない。もう一つは，薄い正方形

のベニヤ板①の上に，角材①を縄が通る間隔を空けて接着し，四方を切り取る方法である（後掲写

真1，2）。材料を選定する際は，どちらの方法でも製作ができるように板や角材を選び，購入した。

十字木は検地の際，土地の中心に立つ者が持ち，縄を通して直角であることを確認する要具である。

そのため，持ちやすさや縄を通しやすいかなど，実用的な視点をもって選定した。 

次に，縄巻きの製作に必要な材料について考えた。まず，検地で使用する縄の太さや質感を想像

することが難しく，縄の選定に時間を要した。昨年度，検地の実践を行った際，縄が重く，持ち上

げることが困難になってしまい，また縄を巻く作業も大変であった。そのため，今回は持ち上げる

ことが可能なほど軽いこと，距離を取っても見えるほど太いこと，また雨に強いことなどを条件と

した。これらの条件を満たしたものが，麻を使用した太さ 6mm のマニラロープであった。また縄

巻きに関しては，中心に通す丸棒と縄を支えるベニヤ板②を3枚，板を支える角材②を4本購入し

た（後掲写真3）。これらの選定に関しても，製作方法が想像できなかったため，比較的時間を要し

た。縄巻きは，持ち上げた状態で縄を巻いたり引っ張ったりするため，材料の選定は特に重さに重

点を置いた。丸棒も，縄や板を支えなければならないため太く丈夫なものを選んだ（後掲写真 4）。

またこれらも十字木同様，実際の使いやすさを考えて選定した。 

細見竹・梵天竹は，竹を2種類と，藁，書道半紙を購入した。竹は違いが分かるよう，色を分け

た。また，距離を取っても見えるようにするために太く，持ち運びやすくするために軽いものを選

んだ。 

以上のように材料の選定を行った。要具を作る際には，実際の使用感を想像して考えなければな

らないことがわかり，技術的な視点が培われた。しかし，歴史上で使用していた要具を製作する際

は，さらに当時の時代背景や環境，技術などを想像する力も必要となるだろう。社会科の授業の中

で培われる，歴史的思考力（または想像力）の必要性をより感じた。 

 

(2)要具の設計 

『徳川幕府県治要略』の挿絵「検地要具之図」を参考に，製作が必要な十字木・縄巻き・細見竹・

梵天竹の4点の設計を行った。 

まず，十字木の設計について考えた。図1からは1枚の板を十字に切り，縄を通す溝を掘ってい

るように見え，製作することが困難だと判断した。そのため，薄いベニヤ板を正方形に切り，その

上に厚く細い角材を8本並べ，四方を切り取るように設計した（図4）。図2にあるように，十字木

は，計測する土地の中心で担当者が直角を保ち続ける必要がある。そこで，角材やベニヤ板はでき
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るだけ軽いものが適していると考えた。また，縄を通す溝は，縄の太さが6mmだったので，幅10mm，

高さ12mmに設定し，縄を直交させて重ねる部分も溝からはみ出さないように設計をした。 

次に縄巻きの設計を行った（図5）。まず，薄いベニヤ板を円形に切り，その中心に穴を開けたも

のを3枚用意する。次に，添え木となる角材を150mmに切り，先に用意した円形の板を差し込む

溝を掘り，3 枚の板と 2 本の角材を固定する。そして，最後に 910mm の丸棒を中心に通す。図 1

を見ると，薄い板2枚に2本の角材を添えて固定し，中心に丸い棒状の木材を挿しているように見

えた。昨年度，検地の実践を行った際，縄が非常に重く，2枚の板では強度が不安であると判断し，

薄いベニヤ板は3枚として設計をした。また，図1では丸棒が抜けないように細い杭のようなもの

が刺さっているため，回転部を支える箇所に2本の釘を刺して代用することとした。 

細見竹は，竹の先端に藁をくくりつけるように設計をした。図1の細見竹の藁の下部は，細く絞

り込んだ形に見える。そのため，藁を一度下向きにし，縄で結び，結んだ箇所で折り返してもう一

度縄で結ぶように工夫をした（図6）。 

梵天竹は，竹の先端に半紙を貼り付けるよう設計した。しかし，ただ半紙を貼り付けるだけでは

ボリュームがなく，大量の半紙が必要となる。そのため，半紙を貼り付ける前に布のようなものを

竹の先端に巻きつけてボリュームをだし，見栄えが良くなるように工夫をした（図7）。 

以上のように，十字木や縄巻きは溝の幅や角材の長さなど細かな数字まで設定をしたが，実際の

要具製作の際には，技術的な視点からも考えて修正を行なっていく必要があると感じた。 

 

 

 

図4 「十字木」設計図 
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図5 「縄巻き」設計図 

 

 

 

図6 「細見竹」設計図 
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図7 「梵天竹」設計図 

（＊図4～7の設計図はすべて矢野圭太郎による。） 

 

 

３ 要具の製作 

 

(1)十字木の製作 

前述の通り，十字木の製作方法は二通り考えられたが，溝を掘る作業が困難なことから，薄い正

方形の板の上に，厚く細い角材を縄が通る間隔を空けて接着し，四方を切り取る方法を選択した。 

製作工程は，角材①から長さ220mmを4本，190mmを4本作る→この角材8本を薄板に十字

になるように接着する→薄板の四方を接着した角材に沿って切断する，という手順となった。 

まず，十字木は直角を測る要具のため，接着する角材が 90 度になるように，丁寧に測りながら

行った。また，角材の間に縄を通すのだが，縄と角材の間隔が空いていると縄が左右に動き，直角

ではなくなってしまうことを防ぐことが必要だった。これらの留意点を踏まえ，板に記す下書きも

慎重に作業を行わなければならなかった。また，木材を切断する際も，曲がってしまったり，必要

以上に切りすぎてしまったりすれば要具として使えなくなってしまうため，注意して切断をした。 

十字木は角度を測る要具であるため，慎重に作業を行わなければならず，想定していたよりも時

間を要した。江戸時代当時，どのような方法で十字木を製作していたかは明確ではないが，十字木

は，領主に納める年貢量を決めるための重要な要具であったことも踏まえると，今回のように慎重

に製作したのではないかと考えることができる。 

 

〔十字木製作の流れ〕 

(1)角材①から長さ220mmを4本，190mmを4本作る。 

(2)ベニヤ板①に印をつけ，太さ6mmの縄が通るよう，角材①8本をベニヤ板に接着する。 

(3)ベニヤ板①の四つ角を切り完成（写真2）。 
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ベニヤ板①    角材① 

 

  

写真1 角材をベニヤ板に取り付けた状態      写真2 完成した「十字木」 

 

(2)縄巻きの製作 

次に縄巻きの製作について述べる。まず中心部の3枚の薄い板は，前述した設計図では円形とし

ていたが，ベニヤ板②を綺麗な円形に切ることは困難だと判断し，八角形に変更をした。600mm×

450mmのベニヤ板②を290mm×290mmの正方形に切り，四隅を切り落として八角形の板を作る

こととなった。 

そして，3 枚のベニヤ板を固定する添え木を製作した。図 5 の設計図では添え木を長さ 150mm

で2本製作する予定であったが，強度に不安があるため，長さ200mmで4本に変更した。角材②

を長さ200mmに4本切り，先に切った厚さ４mmのベニヤ板②が入る溝を等間隔で掘った後，ベ

ニヤ板と角材を仮に組んで，形状や強度を確認した（写真3）。 

次にベニヤ板を八角形にして，板の中心で直角に交わるように線を引き，交点に丸棒が入る穴を

開けた。 

その後，3 枚のベニヤ板と 4 本の角材をボンドで先に固定し，ボンドが乾いてから釘で固定をし

た。材料の選定時には縄巻きに使う予定であった角材①（写真 1）を十字木で使用し，十字木で使

用する予定であった角材②（写真 3）を縄巻きの添え木に使用したため，厚みが不足し，釘で固定

する際に添え木が少し割れてしまった。そのため，細い釘やボンドを使用した。 

丸棒をベニヤ板に通した後，丸棒に回転部を支える釘を通すための小さな穴を開けて，縄を巻く

部分に通した。設計時は釘などで回転する部分を止める予定であったが，釘では板に刺さってしま

い，割れてしまう恐れがあるため，釘で止める予定だった箇所に麻紐を何重にも巻いて代用した（写

真4）。 

縄巻きは，非常に長く重い縄を巻き，使用頻度が高いため，強度が必要になると感じた。しかし，

強度が増すことに比例して重量も増すため，検地の実践の際は重さが担当者の負担になるだろう。

そのためにも，設計・製作と使用時のバランスの調整が重要になると考える。 

 なお，検地では土地の縦と横の長さを同時に測るため，縄巻きは同じものを 2 点製作している。 
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〔縄巻き（2点）製作の流れ〕 

(1)ベニヤ板②を29cm×29cmの板6枚に切断する。 

(2)角材②から20cmの角材を8本作る。 

(3)角材に板がはまるように切り込みを入れる。 

(4)板6枚を八角形にする。 

(5)板6枚に丸棒が通るように穴をあける。 

(6)板を角材にはめる（釘を打つなど）。 

(7)丸棒に穴をあけ，紐を通し何重にも巻いて滑り止めにする。 

(8)縄に六尺（180cm）ごとの印をつける。 

(9)縄を巻いて完成（写真4）。 

 

 

ベニヤ板②       角材②       麻紐           丸棒 

 

  

写真3 ベニヤ板と角材で仮組み        写真4 完成した「縄巻き」 

 

(3)細見竹・梵天竹の製作 

細見竹は，図6のように藁を麻紐で固定していく作業となった。竹に藁を取り付けるために，竹

に穴を開け，麻紐を通してから藁を付け，藁を折り曲げた上でさらに麻紐で巻くという工程である

（写真5）。藁の固定が難しく，2日目に藁の長さを揃えることで，形が整った。 

梵天竹は，書道用の半紙を竹に取り付けるものとした。しかし半紙をどのように切り，形を整え，

また厚みを出して竹に取り付けるか，作業はかなり難しいものとなった（写真6）。図1のような形

にはなかなか整わないようであった。 

一見すると単純な構造に見える要具であっても，実際に使用に耐え得る要具として，図の通りに

製作するには，工夫が必要であることがわかる。しかしながら2日間で細見竹・梵天竹を4本ずつ，

計8本を竹にしっかりと固定した状態で完成させることができた（写真7）。 
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写真5 藁の取り付け         写真6 半紙を使った梵天竹作り 

 

 

写真7 完成した「細見竹」と「梵天竹」 

 

 

４ 製作の成果 

 

参加者は社会科を専門とする院生と学生であり，普段は工具などに触れる機会がほとんどない。

そのため，のこぎりを使用する練習など基礎的な作業からはじめている。その後，木材に目印を付

け下書きをする，カットするなどの作業を経た上で，「十字木」は角材をベニヤ板に取り付け，乾燥

させるところまでを行い（写真 1），「細見竹」は 3 本の製作までに至った。1 日目は約 3 時間の作

業となった。 

2日目は昼休みをはさんで5時間の作業となった。「十字木」のベニヤ板を切って完成させ（写真

2），その後「縄巻き」も完成させた。なお，縄に1間ごとにビニールテープで目印を付け，縄巻き

に縄を巻く作業は後日行っている（写真 4）。「細見竹」は前日製作していた 3 本の藁の先端を整え

るなどしながら全4本を，その後「梵天竹」全4本を完成させた。 

 2日間の参加者による感想は，以下の通りである。 
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〇材料の選定・要具の設計では，当時その要具がどのように使われていたのか，どのように作った

ら使いやすいのか，といった想像をしながら行ったため，江戸時代当時の環境や技術，心境を想像

する力が培われた。 

製作では，技術科の視点でこそわかることが多くあり，他教科との連携の重要性を感じたととも

に，想定したものと実際完成したものが乖離していたことから，当時の技術や文化を復元するため

の史料の重要性も感じた。 

本研究を小中学校の授業に活かす際，児童生徒が検地をいかに理解し，検地の様子を想起できる

のかが最重要であるように思う。残存する絵図や検地帳を読むにとどまるのではなく，検地を体験

することや要具を使用することは，歴史的思考力の育成に非常に大きく影響する。こうした研究が

増え，経験を通した授業が増えていくと，児童生徒にとってより良い学習ができるのではないかと

思う。                                     （平山稜） 

 

〇率直な感想として「難しかった」と感じている。なぜなら，木材のけがきや切断の際にずれが生

じると検地要具として意味のないものになってしまうため，絶対に正確でなければならないためで

ある。正確であることがいかに重要かを実感した。 

また，こういった作業を当然のように近世の人々はこなしていたということから，現代人が失っ

た感覚のようなものがあるのではないか，道具の満ち溢れた状況は必ずしもよいことばかりではな

いのではないか，などと考えさせられた。                    （菊池啓太） 

 

〇私が製作に関わったのは「縄巻き」である。木材に下書きをするところまでは順調であったが，

実際に工具を使って木材の加工を行う際に苦労した。中学校で学習したのこぎりと鉋の扱い方をす

っかり忘れていたのである。木材はうまく切り出せず，教員のアドバイスを受け，やっとのことで

3 枚の板材を切り出すことができた。その後，組み立てに入るわけであるが，それはこの活動の重

要な一コマであったように感じる。この活動には，社会や技術・算数などの知識や技能が必要で，

教員のアドバイスも重要な活動になるが，学生がどうすべきか対話の中で最適解を導きだそうとす

ることに意義があったと考える。ただ，設計図通りに切り出して終わりではなく，「強度を上げるに

は」「持ち手はどのくらいの長さにすべきか」など活動の中で生じる課題に対して協働し取り組むこ

とが求められた。学校教育においても，よりよい課題の解決のために分野横断的な視点から思考を

めぐらせ創造力をもって協働することができる活動であると感じた。        （沼田和希） 

 

〇設計・製作を通して，作ってみないとわからないことが多かった。設計図はあくまで理想にすぎ

ず，木材の長さや厚さ，種類など製作時に度々変更することがあった。また，木材によっては釘を

刺すことで割れてしまうものもあった。そのため，学校教育に取り入れるためには，木材の種類や

使用する工具など，他教科と連携して行う必要があると感じた。 

また，木材をのこぎりで真っ直ぐに切る作業や釘を打つ作業など，慣れない大学生が行い，予定

していたよりもかなりの時間を要した。子どもがすべての作業を学校で行うにはより時間を要する

ため，あらかじめ切られている木材を用意するなどの工夫が必要になってくると感じた。 

                                  （矢野圭太郎） 
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〇細見竹・梵天竹の製作にあたってもやはり指標となるものが図しかなかった。作り方はもちろん

細部の構造や素材すらもわからなかったので，図にあるものを再現するための作り方を考えるとこ

ろに手こずった。製作に使う材料も当時あったものだけに限定したので，見た目通り再現するため

に切り方や付け方も工夫した。細見竹に藁を付けるために，竹に穴を開け麻紐を通してから藁を巻

き，切れないように丁寧に折り曲げまた麻紐で巻く。様々な方法を試しながらなんとか出来たが，

実際の作り方とは違うように思われた。また，梵天竹のボリュームを出すために半紙の切り方を変

えたり，半紙を何枚か重ねてみたりしたが，完成したものは図より小さいものになってしまった。 

繰り返し行われる検地で使用されるため，要具自体が丈夫であることが求められる。今回は見た

目の再現だけで精一杯だったので，次回はその点のクオリティも上げていきたい。 （大津麻由） 

 

〇私は，主に細見竹と梵天竹の製作に携わった。その当時実際に使われていたものにできる限り近

づけるために試行錯誤しながら作業を進めていったが，忠実に再現することは予想以上に難しかっ

た。特に梵天竹の製作では，薄い紙を用いたため竿や紐との相性が悪く，なかなか綺麗な形になら

ない点で苦戦した。検地を行う際の目印のような役割を果たす要具であるため，しっかりと目につ

くように内側の紙を分厚く固定しボリュームを出すことにした。その結果，最初は薄くて存在感の

なかった梵天竹を厚みのあるものに改良することができた。 

今回検地に使う要具を製作してみて，ここまで手間がかかるものかと驚いたのが正直な感想であ

る。現代でならば短時間で簡単にできてしまうことを当時の人々は膨大な時間と手間をかけて行っ

ていたことについて，今までもわかってはいたが，実際に自分が体験してみてその大変さを改めて

感じた。今まで検地について教科書に載っている程度の知識しか持っていなかったが，言葉で聞き

目で見て学ぶだけでなく，実際に体験することでより深い理解や興味に繋がることを自分自身体感

することができた。                             （砂押茉央） 

 

〇参考にできる図があったため，具体的なイメージをもって製作できたのは良かった。当時に近い

材料で作ったが，梵天竹の半紙の量や付け方，細見竹の藁の付け方は試行錯誤し，何が正解か分か

らず，難しかった。竹に穴をあける，藁を縛るなど力が必要な作業が多く，子どもだけ，教員が女

性だけだと製作が難しいと感じた。また，製作した細見竹・梵天竹が本来の機能を果たせるのかは

疑問に残った。検地を行っていた当時は，どのように製作し，使用していたのか詳しく知りたいと

思った。 

 検地を実施するにも，要具を製作するにも，社会科の知識だけでなく，算数・数学科，技術科な

ど他の教科の知識・技能が必要であり，教科横断的な学習活動の１つとして面白いのではないかと

感じた。小学校では検地を，中学校・高等学校では簡単なものから要具の製作も行っていくという

ように，発達段階に応じて活動内容を増やしていくことができるので，長期的に実施すると児童生

徒も楽しいのではないかと思った。                      （髙橋奈々恵） 
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    写真8 「縄巻き」製作のようす       写真9 「細見竹」製作のようす 

 

参加者それぞれが試行錯誤し，相談をしながら作業を進めていったことがわかる。単純に見える

要具でも自ら想像をしながら，慣れない材料を使っての作業は難しいようであった。一方で，検地

という歴史事象を考える際，要具の製作という技術的視点を持つことへの気づきも見られた。当時

の技術力を考えることは，歴史の発展段階を考えることにもつながっていく。また社会科だけでは

ない他教科との連携の視点，また学校教育における体験のあり方も考えるきっかけになったようで

ある。参加者が協働する，互いに相談しながら完成させていく活動として，大変有意義なものであ

ったといえるだろう。 

 

おわりに 

 

本稿は検地要具の製作，その準備から要具の完成に至るまでの活動をまとめた実践報告である。

本活動については今後，歴史教育および学校での学習体験の具体的な活用方法としても考察を進め

ていきたいと考える。その際，小中高のそれぞれの学習段階を含めた検討も必要であろう。一方で，

検地要具の製作や検地の体験は社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融

合的な学び，実践的な学びを具体化できるものであることは間違いない。今回製作した要具は，再

び実際に検地を体験する学習において活用し，引き続き検討を進める予定である。 

 

 ＊本稿で報告した活動に際し，技術教育教室の大西有氏には，十字木製作でベニヤ板を材料とし

て使用するなどの設計のアイデアから，当日の製作に至るまで細部にわたり助言をいただきま

した。また当日は数学教育教室の吉井豊氏にも立ち会っていただきました。ここに感謝の意を

記します。 

 

1) 千葉真由美・吉井豊・大西有「歴史教育における数学的知識の活用―検地の実践から―」『茨城

大学教育実践研究』第38号，2019年，1-10． 
2) 安藤博編『徳川幕府県治要略』（赤城書店，1915年）． 
3) 図1・2・3共に，「国立国会図書館デジタルコレクション」より。 
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中学校理科におけるデータ解釈能力の育成 

―― 長期的な授業の介入を通して ―― 

 

宮 本 直 樹* 

(2020年10月 21日受理) 

 

 

Development of Data Interpretation Capability in Lower Secondary School Science: 
 Introducing Long-Term Class Intervention 

 
Naoki MIYAMOTO 

 

 

キーワード：データ解釈能力、長期的な介入、理科授業、変数 

 

本研究では、生徒のデータ解釈能力を育成するための基礎的知見を得るために、長期的に複数回の授業実践を行い、

生徒のデータ解釈能力の変容を明らかにし、これを踏まえて、データ解釈能力の育成の指導法を示唆することを目的とした。

その結果、レポートのデータ解釈の記述内容の分析より、「比例関係に関するデータ解釈」と「独立変数と従属変数を踏まえ

たデータ解釈」を合わせた記述に関しては、「定比例の法則の導出」から「オームの法則の導出」の授業実践において、科学

的に正しいデータ解釈が増加した。一方、「変則データに関するデータ解釈」はどの実践においても少なく、「数式化したデ

ータ解釈」は「定比例の法則の導出」を除くと皆無であった。この要因は、表データをグラフに変換し、関係性を把握、関係式

を導出といったデータ解釈のプロセスを認識できていないことが起因していると考えられる。したがって、データ解釈能力の

育成指導法を示唆すれば、独立変数や従属変数を踏まえた科学的探究の遂行の継続を基軸とし、独立変数と従属変数から

成る関係性の把握でとどまるのではなく、数式化まで表現させることや、変則データを踏まえデータ解釈をさせるような指導、

上述したような数式化のデータ解釈のプロセスを認識させる指導が必要となる。 

 

はじめに 

 

 中学校理科授業におけるデータ解釈能力の育成は、周知の通り、科学的探究能力育成の一つとし

て重視しなければならない（例えば、文部科学省、2018）。しかしながら、データ解釈能力の育成は、

短期的に容易に育成できる能力ではない。つまり、データ解釈能力育成には、長期的な理科授業に

よる介入が必要である。 
中学校において、この長期的にデータ解釈能力を育成することに主眼を置いた理科授業を行い、

基礎的な知見が得られれば、データ解釈能力育成に関す指導への示唆を与えることができ、ひいて 
―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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は、生徒のデータ解釈能力が育成されるであろう。 
 生徒のデータ解釈能力育成に関する先行研究を見てみると、データ解釈能力を育成する授業づく

りの基礎的知見を得るために、仮設設定によってデータ解釈能力が育成された研究（宮本、2104）

や、仮説設定後の「結果の予想」を行うことによって、データ解釈能力が育成された研究（宮本、

2106）がある。 
 しかしながら、上述した先行研究は、2〜4時間程度の授業実践で行なったデータ解釈能力育成に

関する研究である。言わば、データ解釈能力促進に関する研究である。データ解釈能力を短期間の

理科授業で育成することは困難である。データ解釈能力とは、継続的に、長期的に育成される能力

であるためである。これに関して、今井ほか（2017）は、「仮説の構築の仕方、その検証をするため

の実験のデザインの仕方、結果の解釈の仕方などを身につけるには多くの経験を必要とし、長い時

間がかかる」と述べている。また、Roth & Roychoudhury（1993）は，12歳の生徒を対象とした、14

ヶ月もの期間にもおよぶ探究授業(open-inquiry laboratory)は，データ分析と解釈するスキル等を促進

させたことから、「プロセス・スキルズは独立して教えられる必要はない。実験が有意義な文脈で遂

行された時、統合的なプロセス・スキルズ（適切な変数の同定と定義、解釈・変換・データの分析、

実験の計画や設計、仮説の形成）はしだいに促進され、洗練した高いレベルに達する」と指摘した。

これにより、科学的探究の繰り返しを長期的に行うことによって、データ解釈は促進されることが

わかる。 
 そこで、データ解釈能力を育成する長期的に複数回の理科授業実践を行い、生徒のデータ解釈能

力の変容を探る必要がある。 
 
 

研究の目的及び方法 
 

本研究では、生徒のデータ解釈能力を育成するための基礎的知見を得るために、長期的に複数回

の授業実践を行い、生徒のデータ解釈能力の変容を明らかにし、これを踏まえて、データ解釈能力

の育成の指導法を示唆することを目的とする。研究の方法としては、まず、骨子として、「1.問い

の提示」「2.仮説の設定（個人）」「3.仮説の採択（グループ、クラス）」「4.仮説を検証するための実

験方法の考案（作成する表とグラフについても考える）」「5.結果の予想（考案した実験方法に対す

る結果の予測）」「6.実験の遂行」「7.表やグラフの作成」「8.データ解釈（個人、グループ）」「9.結

論」といった科学的探究プロセスを設定する。これらの科学的探究プロセスを設定した理由は、先

述した先行研究（宮本 2104：宮本 2016）より、仮説の洗練化や採択を含む設定や、この仮説を検

証するための実験方法の考案後の結果の予想を遂行することで、データ解釈能力が促進されたとい

う基礎的知見が得られているためである。また、授業に関するデータは、レポートのデータ解釈に

関する記述内容から収集・分析した。なお、授業に使用したレポートの構成は、問い、仮説（自分

の仮説、グループの仮説、クラスの仮説）、仮説を検証するための実験方法、結果の予想、結果

（表やグラフの利用）、データ解釈として考察（自分の考察、グループの考察）、結論の順であり、

設定した科学的探究プロセスと対応する。 
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授業実践と結果及び考察 

 

授業実践 

対象は茨城県内第 2学年の公立A中学校 31名である。1〜5回の実践授業における内容項目、教

科書単元中の章名（有馬朗人他、2015）、観察・実験内容、授業実践日時、配当時間は、表 1に示す。

なお、授業実践を行う内容項目及び単元は、データ解釈に困難を有する、または、表やグラフから

独立変数や従属変数を踏まえてパターンや傾向を読み取り推論することができる単元内の実験・観

測とした（表 1）。 

 
表 1 実践授業の概要 

回 内容項目 章 観察・実験内容 授業実践日時 配当時間 

1 
化学変化と

物質の質量 
化学変化と物質の質量 

定比例の法則の

導出 
2018年 6月 15日 
2018年 6月 18日 

2 

2 化学変化 熱が発生する化学変化 
熱が発生する化

学変化 
2018年 6月 25日 
2018年 6月 29日 

2 

3 電流 
電流・電圧の関係と抵

抗 
オームの法則の

導出 
2018年 11月 2日 
2018年 11月 5日 

2 

4 電流 電流のはたらき 電熱線の発熱 

2018年11月14日 

2018年11月16日 
（短縮授業） 
2018年11月19日 
（短縮授業） 

3 

（短縮授業

だったため

3時間配当

となった） 

5 気象観測 気象観測 
気象観測による

天気の変化 

2019年 1月 16日 

2019年 1月 19日 
2 

 
それでは、第 1〜5回の各実践内容に触れながら詳細に見ていくこととする。なお、データ解釈内

容が顕著に表現されているレポートの記述欄「データ解釈（個人）」、つまり、「データ解釈として考

察（自分の考察）」に着目してどの授業も分析した。 

 
「定比例の法則の導出」における授業実践 

問いは、「銅と酸素が化合するとき、銅の質量と酸素の質量との間にはどのような規則性があるの

だろうか」であった。授業の科学的探究プロセスを具体的に述べると、「1.問いの提示」「2.問いに対

する仮説を生徒個人で考えさせる」「3.生徒の仮説をグループで共有化し、その仮説を基にしてクラ

スで洗練化し、クラスの仮説を設定する」「4.クラスの仮説を検証するための実験方法を考案させる」

「5.問いに対する結果の予想を生徒個人で考えさせる」「6.データを記録する表を提示する。さらに、

2 つのグラフ（銅の質量と酸化銅の質量のグラフ、銅の質量と化合した酸素の質量のグラフ）作成

の仕方を説明する。具体的には、縦軸、横軸のラベル、目盛りの間隔の取り方、データプロットの
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仕方を説明する。変則データの扱いに関しては、生徒自身で判断するように指示する」「7.問いを検

証するために実験を遂行させ、その後、提示した表へデータを記録、2 つのグラフを作成させ、作

成した表やグラフから生徒自身でデータを解釈させる。その後、グループで話し合いをし、データ

を解釈させる」「8.生徒のデータ解釈を踏まえて、結論を導出する」といった順である。なお、独立

変数や従属変数に関しては、上述した「6.」の表を提示した際に、説明した。この実践は、宮本（2014）

を参照している。次に、生徒のレポートの記述内容の分析の枠組みについて述べる。分析の枠組み

はレベルで表現し、レベルが高くなると、分析の枠組みであるデータ解釈内容が高次化していく。

つまり、「レベル 4：数式化したデータ解釈」「レベル 3：比例関係に関するデータ解釈」「レベル 2：

独立変数と従属変数を踏まえたデータ解釈」「レベル 1：その他（レベル 2〜4 以外、科学的に正し

くないデータ解釈も含む）」「レベル 0：無記入」といった分析の枠組みとなる。また、「変則データ

に関するデータ解釈」も生徒の記述に見られた。このデータ解釈は、レベル 1〜4のどのレベルのデ

ータ解釈内容と関連するので、分析の枠組みとしてのレベルには当てはめず、別の枠組みとして扱

った。なお、本実践における分析対象生徒数は、欠席者もいたため、28名であった。また、その生

徒のデータ解釈に関するのべ記述数は 34となった。その結果、レベル 4の記述数の割合が 14.7%で

あった（表 2）。これは、生徒の仮説をグループで共有化し、その仮説を基にしてクラスで洗練化し、 
 

表 2 分析の枠組み（レベル）別生徒数(「定比例の法則の導出」の授業実践) 

分析の枠組み（レベル） 生徒の記述例（原文のまま） のべ記述数（%） 

レベル 4：質量比（銅：酸

=4：1）とデータ解釈して

いる 

化合した酸素の量→銅の質量が 0.4g増えると

化合した酸素の量も約 0.1g増え、比例の関係

となった。このことから銅と酸素の比が 4：1

になったと考えられる 

5（14.7） 

レベル 3：銅と化合した酸

素の間にある比例の関係

に関してデータ解釈して

いる 

銅の一定の質量と酸素の一定の質量が結びつ

きその関係は比例していることがわかった 
12（35.3） 

レベル 2：銅と化合した酸

素の増加に関してデータ

解釈している 

化合した酸素の量は、銅の質量が大きくなっ

て、酸素の質量が大きくなった 
6（17.6） 

レベル 1：その他（レベル

2〜4 以外、科学的に正し

くないデータ解釈も含

む） 

銅と酸素が結びついて、質量が重くなる 6（17.6） 

レベル 0：無記入 なし 4（11.8） 

変則データに関して科学

的に正しくデータ解釈し

ている 

グラフからわかることは、質量の増え方は右

上がりで、化合した酸素の量には、バラつきが

あった 

1（2.9） 
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クラスの仮説を設定した際に、科学的には誤りではあるものの、銅と酸素の質量比を、銅と酸素の

化合の化学反応式から「銅：酸素=2:1」や、銅と酸素の化合の化学反応式の原子の数から「銅：酸

素=1:1」と仮説を立て、規則性を銅と酸素の質量比と捉え、仮説を確かめる実験方法を考え、実験

の遂行したためであると考えられる。規則性を比で表すと認識できていたことも考えられる。また、

レベル 3ののべ記述数が 35.3%、レベル 2ののべ記述数が17.6%であった（表 2）。これは、独立変

数や従属変数を踏まえて仮説を設定したこと、表やグラフから独立変数や従属変数を踏まえてデー

タを解釈させたことが要因として考えられる。 
 

「熱が発生する化学変化」における授業実践 

問いは、「鉄と酸素が化合するとき、温度はどうなるのだろうか」であった。授業の科学的探究プ

ロセスを具体的に述べると、「定比例の法則の導出」における授業とほぼ同様であるが、「6.データ

を記録する表を提示する。さらに、グラフ（時間と温度のグラフ）作成の仕方を説明する。具体的

には、縦軸、横軸のラベル、目盛りの間隔の取り方、データプロットの仕方を説明する。変則デー

タの扱いに関しては、生徒自身で判断するように指示する」「7.問いを検証するために実験を遂行さ

せ、その後、提示した表へデータを記録、そして、グラフを作成させ、作成した表やグラフから個

人でデータを解釈させる。その後、グループで話し合いをし、データを解釈させる」のみ異なる。

なお、独立変数や従属変数に関しては、上述した「6.」の表を提示した際に、説明した。次に、生徒

のレポートの記述内容の分析の枠組みについて述べる。分析の枠組みは同様にレベルで表し、レベ

ルが高くなると、分析の枠組みであるデータ解釈内容が高次化していく。つまり、「レベル 3：独立

変数と従属変数の関係の要因に関するデータ解釈」「レベル 2：独立変数と従属変数を踏まえたデー 

 
表 3 分析の枠組み（レベル）別生徒人数(「熱が発生する化学変化」の授業実践) 

分析の枠組み（レベル） 生徒の記述例（原文のまま） のべ記述数（%） 

レベル 3：鉄の酸化による

発熱に関してデータ解釈

している 

酸素と鉄が化合するとき温度は上がる。化学

変化が終わると温度は低くなった→化学変化

（鉄＋酸素）が起きると自ら熱を発すると考

えられる 

7（22.6） 

レベル 2：鉄の酸化による

時間と温度に関し、データ

解釈している 

温度がずっと上がっていき、13 分になったら

だんだんと温度が下がっていった 
14（45.2） 

レベル 1：その他（レベル

2〜4以外、科学的に正しく

ないデータ解釈も含む） 
食塩水を入れると温度が上がる 7（22.6） 

レベル 0：無記入 なし 3（9.7） 

変則データに関して科学

的に正しくデータ解釈し

ている 
なし 0（0.0） 
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タ解釈」「レベル 1：その他（レベル 2〜3 以外、科学的に正しくないデータ解釈も含む）」「レベル

0：無記入」といった分析の枠組みとなる。また、「変則データに関するデータ解釈」も設定したが、

生徒の記述に見られなかった。なお、本実践における分析対象生徒数は、欠席者もいたため、28名

であった。また、その生徒のデータ解釈に関するのべ記述数は 31となった。その結果、レベル 3の

生徒が 22.6%いた（表 3）。これは、生徒の仮説をグループで共有化し、その仮説を基にしてクラス

で洗練化し、クラスの仮説を設定した際に、「燃焼（光や熱を出す激しい反応）による化合だから、

温度が高くなる」といった仮説がクラスで採択され、この仮説を踏まえて、結果の予想をし、実験

を遂行したためであると考えられる。また、レベル 2の生徒が 45.2%いた（表 3）。これは、教師が

結果の予想時に、時間と温度の関係のラフなグラフを作成させた。これにより、具体的に先ほどの

仮説が可視化できたことにも起因すると考えられる。 
 
「オームの法則の導出」における授業実践 

問いは、「電熱線にかかる電圧と電流の間には、どのような関係があるのだろうか」であった。授

業の科学的探究プロセスを具体的に述べると、「定比例の法則の導出」における授業とほぼ同様であ

るが、「4.クラスの仮説を検証するための実験方法を考案させる。その際、表における独立変数、従

属変数の表示の仕方及びグラフの横軸（独立変数）、縦軸（従属変数）のラベル、目盛りの間隔の取

り方、データプロットの仕方を考えさせる。また、変則データ（変則値）の扱いに関しては、生徒

自身で判断するように指示する」「6.問いを検証するために実験を遂行させ、その後、表へデータを

記録、そして、グラフ（電圧と電流のグラフ）を作成させ、作成した表やグラフから個人でデータ

を解釈させる。その後、グループで話し合いをし、データを解釈させる」「7.生徒のデータ解釈を踏

まえて、結論を導出する」のみ異なる。このように、この実践から、独立変数と従属変数を踏まえ

て実験方法を考案させた。この実践は、宮本（2016）を参照している。次に、生徒のレポートの記

述内容の分析の枠組みについて述べる。レベルは分析の枠組みで同様に表し、レベルが高くなると、

分析の枠組みであるデータ解釈内容が高次化していく。つまり、「レベル 4：数式化したデータ解釈」

「レベル 3：比例関係に関するデータ解釈」「レベル 2：独立変数と従属変数を踏まえたデータ解釈」

「レベル 1：その他（レベル 2〜レベル 4 以外、科学的に正しくないデータ解釈も含む）」「レベル

0：無記入」といった分析の枠組みとなる。また、「変則データに関するデータ解釈」も生徒の記述

に見られた。このデータ解釈は、レベル 1〜4のどのレベルのデータ解釈内容と関連するので、分析

の枠組みとしてのレベルには当てはめず、別のカテゴリとして扱った。なお、本実践における分析

対象生徒数は、28 名であった。また、その生徒のデータ解釈に関するのべ記述数は 44 となった。

その結果、「電圧と電流の間にある比例関係」に言及したデータ解釈をしていた生徒が 54.5%いた

（表 4）。これも、独立変数や従属変数を踏まえて仮説を設定、実験方法の考案をしたこと、表やグ

ラフからデータを解釈させたことに起因していると考えられる。一方で、レベル 4の生徒が皆無で

あった（表 4）ことから、「電圧と電流の間にある比例の関係」とデータ解釈することが達成点との

認識があり、その比例関係を数式化するというデータ解釈観の形成がなされていないためであると

考えられる。 
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表 4 分析の枠組み（レベル）別生徒人数（「オームの法則の導出」の授業実践） 

分析の枠組み（レベル） 生徒の記述例（原文のまま） のべ記述数（%） 

レベル 4：電圧＝抵抗×電

流とデータ解釈している 
なし 0（0.0） 

レベル3：電圧と電流の間

にある比例の関係に関し

てデータ解釈している 

グラフが原点を通る右上がりの直線になったこ

とから、電熱線にかかる電圧と電流の間には比

例の関係がある 

24（54.5） 

レベル2：電圧と電流の増

加に関してデータ解釈し

ている 
電圧が大きくなると電流も大きくなる 16（36.4） 

レベル 1：その他（レベル

2〜4以外、科学的に正し

くないデータ解釈も含

む） 

だいたい直線 1（2.3） 

レベル 0：無記入 なし 1（2.3） 

変則データに関して科学

的に正しくデータ解釈し

ている 

電圧を 1V上げるごとに 60〜70Aの電流が流れ

たことから、電圧と電流は供なって増えること

がわかる。誤差は生じるが、大体は規則的な変

化である 

2（4.5） 

 
「電熱線の発熱」における授業実践 

問いは、「電流によって発生する熱は、電力の大きさとどのように関係しているのだろうか」であ

った。この時点では、「熱量」という用語は未学習であったため、「熱」という表現を使用した。授

業の科学的探究プロセスを具体的に述べると、「定比例の法則の導出」における授業とほぼ同様であ

るが、「4.クラスの仮説を検証するための実験方法を考案させる。その際、表における独立変数、従

属変数の表示の仕方及びグラフの横軸（独立変数）、縦軸（従属変数）のラベル、目盛りの間隔の取

り方、データプロットの仕方を考えさせる。また、変則データ（変則値）の扱いに関しては、生徒

自身で判断するように指示する」「6.問いを検証するために実験を遂行させ、その後、表へデータを

記録、そして、2つのグラフ（電流を流した時間と水の上昇温度及び電力と水の温度変化のグラフ）

を作成させ、作成した表やグラフから個人でデータを解釈させる。その際、『熱量』の定義を導入し、

『熱量』『電力』『時間』の関係を示す数式も考え（解釈）させる。その後、グループで話し合いを

し、データを解釈させる」「7.生徒のデータ解釈を踏まえて、結論を導出する」のみ異なる。このよ

うに、この実践でも、独立変数と従属変数を踏まえて実験方法を考案させた。また、「電流を流した

時間」-「水の上昇温度」のグラフは省き、「電力」-「5分後の水の上昇温度」のグラフのみとした。

次に、生徒のレポートの記述内容の分析の枠組みについて述べる。レベルは分析の枠組みで同様に

表し、レベルが高くなると、分析の枠組みであるデータ解釈内容が高次化していく。つまり、「レベ

ル 4：数式化したデータ解釈」「レベル 3：比例関係に関するデータ解釈」「レベル 2：独立変数と従  
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表 5 分析の枠組み（レベル）別生徒人数（「電熱線の発熱」の授業実践） 

分析の枠組み（レベル） 生徒の記述例（原文のまま） のべ記述数（%） 

レベル 4：熱量＝電力×時

間とデータ解釈している 
なし 0（0.0） 

レベル 3：熱量と電力の

大きさの間にある比例の

関係に関してデータ解釈

している 

電流によって発生する熱は電力の大きさと比例

の関係になっていると思われる 
20（48.8） 

レベル 2：熱量と電力の

大きさの増加に関してデ

ータ解釈している 

グラフから、電流によって発生する熱が大きく

なると、電力は少しずつ大きくなる 
1（2.4） 

レベル 1：その他（レベル

2〜4以外、科学的に正し

くないデータ解釈も含

む） 

数値にバラつきがあったので比例の関係にない 8（19.5） 

レベル 0：無記入 なし 2（4.9） 

変則データに関して科学

的に正しくデータ解釈し

ている 

3.5V の時のデータは回路が他の班と違ったの

ではないか 
10（24.4） 

 
属変数を踏まえたデータ解釈」「レベル 1：その他（レベル 2〜レベル 4以外、科学的に正しくない

データ解釈も含む）」「レベル 0：無記入」といった分析の枠組みとなる。また、「変則データに関す

るデータ解釈」も生徒の記述に見られた。このデータ解釈は、レベル 1〜3のどのレベルのデータ解

釈内容と関連するので、レベルには当てはめず、別のカテゴリとして扱った。なお、本実践におけ

る分析対象生徒数は、27 名であった。また、その生徒のデータ解釈に関するのべ記述数は 41 とな

った。加えて、先述したように、「熱量」は未学習であるため、レポートの生徒の記述は「熱」とい

う表現をしている。その結果、「熱量と電力の大きさの間にある比例関係」に言及したデータ解釈を

していた生徒が 48.8%いた（表 5）。これは、仮説設定から表やグラフの作成まで一貫して、独立変

数と従属変数を踏まえて推論させたことと、換言すれば、指導したことによると考えられる。一方

で、レベル 4の生徒が皆無であった（表 5）ことから、「熱量と電力の大きさの間にある比例の関係」

とデータ解釈することが達成点との認識があり、これもその比例関係を数式化するというデータ解

釈観の形成がなされていないためであると考えられる。 
 

「気象観測による天気の変化」における授業実践 

問いは、「気温や湿度、気圧、風向、風力と天気の変化の間にはどのような関係があるのだろうか」

であった。授業の科学的探究プロセスを具体的に述べると、「定比例の法則の導出」における授業と

ほぼ同様であるが、「4.クラスの仮説を検証するための観測方法を考案させる。その際、気温や湿度、
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気圧と天気のデータを得る観測時間（観測時間の間隔）、データを表現する表やグラフの選択、表や

グラフの構成（独立変数、従属変数の表示の仕方、グラフの横軸（独立変数）、縦軸（従属変数）の

ラベル、目盛りの間隔の取り方）も考えさせる。なお、風向と風力は気象台のデータを活用するこ

とを伝える」「6.問いを検証するために観測を遂行させ、その後、データを表に記録、そして、グラ

フ（時刻と気圧、時刻と気温、時刻と湿度のグラフ）を作成させ、作成したグラフから個人でデー

タを解釈させる。その後、グループで話し合いをし、データを解釈させる」のみ異なる。このよう

に、この実践でも、独立変数と従属変数を踏まえて実験方法を考案させた。なお、観測データとし

て、2018年 12月 8日（くもり）、2019年 1月 16日（快晴または晴）の気象台の表データを使用し

た。ただし、2019年 1月 16日の 6時間分のデータは、生徒が測定採取したものを使用した。また、

気圧のグラフは、2018 年 12 月 8 日または、2019 年 1 月 16 日のどちら一方の気圧グラフを描くよ

うに教師が指示したため比較ができず、2018 年 12 月 8 日または、2019 年 1 月 16 日の気圧と天気

の変化の関係について生徒は言及できていない。そのため、教師による考察（データ解釈）や結論

（まとめ）の気圧と天気の関係に関する内容は分析から省いた。次に、生徒のレポートの記述内容

の分析の枠組みについて述べる。レベルは分析の枠組みで同様に表し、レベルが高くなると、分析

の枠組みであるデータ解釈内容が高次化していく。つまり、「レベル 2：気温の変化と湿度の変化を

踏まえたデータ解釈」「レベル 1：その他（レベル 2以外、科学的に正しくないデータ解釈も含む）」

「レベル 0：無記入」といった分析の枠組みとなる。また、「変則データに関するデータ解釈」も設

定したが、生徒の記述に見られなかった。なお、本実践における分析対象生徒数は、29名であった。

また、その生徒のデータ解釈に関するのべ記述数は 39となった。その結果、レベル 2の生徒が 41.0%

にとどまった（表 6）。これは、教師と生徒の間でのやり取りであるクラスの仮説の吟味、ブラッシ

ュアップしなかったことによると考えられる。つまり、独立変数と従属変数の認識が十分ではなか

ったと考えられる。附言すれば、自分の仮説を立てる前に、「晴れ、くもり、雨」によってそれら（気

温、湿度、気圧、風向、風力）がどう変わるかを教師が生徒に投げかけ、「晴れ、くもり、雨」を踏 

 
表 6 分析の枠組み（レベル）別生徒人数（「気象観測による天気の変化」の授業実践） 

レベル（分析の枠組み） 生徒の記述例（原文のまま） のべ記述数（%） 

レベル 2：気温の上昇（下

降）と湿度の低下（上昇）

に関してデータ解釈して

いる 

気温が低いと湿度が高く、気温が高いと湿度が

低い 
15（41.0） 

レベル 1：その他（レベル

2以外、科学的に正しくな

いデータ解釈も含む） 
気温の変化が晴れの日の方が大きい 21（53.8） 

レベル 0：無記入 なし 2（5.1） 

変則データに関して科学

的に正しくデータ解釈し

ている 
なし 0（0.0） 
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まえて、天気の変化を考えさせた。このように、考え方の視点を与え、クラスの仮説を設定する際

に、教師がグループの仮説を踏まえてまとめてしまったことが要因と考えられる。 
 

 
おわりに 

 

本研究では、生徒のデータ解釈能力を育成するための基礎的知見を得るために、長期的に複数回

の授業実践を行い、生徒のデータ解釈能力の変容を明らかにし、これを踏まえて、データ解釈能力

の育成の指導法を示唆することを目的とした。その結果、レポートのデータ解釈の記述内容の分析

より、「比例関係に関するデータ解釈」と「独立変数と従属変数を踏まえたデータ解釈」を合わせた

記述に関しては、「定比例の法則の導出」から「オームの法則の導出」の授業実践において、科学的

に正しいデータ解釈が増加した。これは、「熱が発生する化学変化」の授業実践においても、表やグ

ラフから独立変数や従属変数を踏まえた科学的探究を遂行した効果であると言える。また、「電熱線

の発熱」の授業実践は、短縮授業であったため、生徒の思考が途切れ途切れになったため、「比例関

係に関するデータ解釈」「独立変数と従属変数を踏まえたデータ解釈」に関して、科学的に正しいデ

ータ解釈が増加しなかったと考えられる。加えて、「気象観測による天気の変化」の授業実践におい

ては、独立変数と従属変数の認識が十分ではなかったと考えられる。一方、「変則データに関するデ

ータ解釈」はどの実践においても少なく、「数式化したデータ解釈」は「定比例の法則の導出」を除

くと皆無であった。数式化は、中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、2008）においては求

められているものではないものの、表データをグラフに変換し、関係性を把握、関係式を導出とい

ったデータ解釈のプロセスを認識できていないことが起因していると考えられる。 
データ解釈能力の育成指導法を示唆すれば、独立変数や従属変数を踏まえた科学的探究の遂行の

継続を基軸とし、独立変数と従属変数から成る関係性の把握でとどまるのではなく、数式化まで表

現させることや、変則データを踏まえデータ解釈をさせるような指導、上述したような数式化のデ

ータ解釈のプロセスを認識させる指導が今後、必要となる。 
 
 

付記 

 

本論文は，2020 年第 70 回日本理科教育学会全国大会（岡山大学）の発表資料を大幅に加筆、修

正したものである。 
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本研究では、本校の科学的探究活動の指導の改善を図ることを目的とした。その結果、まず「基本コンセプトテ

スト」の実施から、生徒は「基本コンセプト」の各概念について、おおむね理解ができていた。次に、科学的探究の

実践から、「基本コンセプト」の概念を利用しているが、「試行回数、対照実験」については利用が少ない。最後に、

アンケート調査から、基本コンセプトの必要性、基本コンセプトテストの評価問題としての妥当性、基本コンセプト

テストの科学的探究活動への有用性が確認された。また、「試行回数、対照実験」の重要性を挙げる生徒が多かっ

た。また、科学的探究活動後の生徒への聞き取り調査より、科学的探究活動を振り返る際、「基本コンセプト」の各

概念にフィードバックしていたことから、「基本コンセプト」は、実験計画時だけではなく、科学的探究活動の振り

返り時や改善に役立つことも明らかとなった。以上より、本校の科学的探究活動の指導の改善を図ることができたと

言える。 

 

 

はじめに 

 

文部科学省では、将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施す

る高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール（以下、SSH）」として指定している（科学技術

振興機構、2019）。多くの SSH 指定校では、科学的探究活動を中心に実施している。もちろん、科

学的探究活動の指導法は様々であり、評価方法も同様である。 
指定校からは、解決すべき様々な課題が提起されている。例えば、令和元年度に開催された SSH 
―――――――― 
*清真学園高等学校・中学校  **茨城大学教育学部 
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情報交換会では、教員の参加する分科会で、「新しい SSHの取組をどのように研究開発するか」「SSH

事業をどのように評価するか」「より高度な思考力・判断力・表現力を育成するための教科領域を超

えた教科・科目をどのように研究開発すればよいか」「課題研究の教員の指導力を向上させるために

は、どのような工夫をすればよいか」等の議題が設定され、議論が展開された（国立研究開発法人

科学技術振興機構、2020）。また、これまでの研究でも、SSH校での指導を担当する教員は、探究活

動の指導について困難を感じていることが報告されている（中村、2019）。 
本校でも、SSH事業の中心として科学的探究活動を行っており、上述した課題についての議題を

踏まえ、どのような指導・支援が有効なのかについて模索を続けてきた。複数の教員間で、いくつ

かの共通した指導法が抽出され、その過程で、Cothronら（2006：29-39）の “Four Question Strategy” 

が、検証可能な仮説の設定に至る段階において、有効に機能した例が見られた（平田・十文字、2019）。

Cothronら（2006：3-28）は、実験計画に必要な主要な概念を“Basic Concepts”（以下、基本コンセ

プト）として、この概念の理解が、生徒の科学的な探究能力を向上させるために有効であるとして

いる。基本コンセプトについての指導を導入することで、生徒は最初に持った素朴な疑問から、具

体的な課題、仮説を設定することが可能となる。また、教員や生徒の間で、科学的探究の基本コン

セプトについての共通理解があれば、研究内容に対するクリティカルな検討を、相互が納得できる

形でできるようになることが期待できる。 
以上のように、「基本コンセプト」を導入することで、本校の科学的探究活動が充実すると考えら

れる。 

 

 

研究の目的および方法 

 

本研究では、本校の科学的探究活動の指導の改善を図ることを目的とする。研究の方法としては、

オーセンティックな科学的探究を示している Students and Research: Practical Strategies for Science 

Classrooms and Competitions (Fourth Edition)（Cothron et al.,2006）（以下、SR）に使用し、まず、この

SRの中で示されている「基本コンセプト」である仮説、独立変数、従属変数、定数、対照実験、試

行回数を科学的探究活動に導入する。具体的には、まず、SRの中で“Basic Concepts”に関連した章

の翻訳を行う。「基本コンセプト」とは、“Basic Concepts”のことであり、実験を計画するための主

要な概念とされている 1)。この「基本コンセプト」の中には、中学までの学習では出てこないもの

や、異なる意味で使用されるものがある。例えば、独立変数（independent variable）、従属変数（dependent 

variable）という用語は、数学・理科の教科書に記載はない。数学では中学 1年の関数で、「ⅹや yの

ように、いろいろな値をとる文字を変数という」と記述がある。例えば一次関数 y=ax+bでは、xは

独立変数、yは従属変数と考えられる。定数（constants）という用語は、数学では、中学 1年の比例

で、「比例の式 y=axの文字 aは定数であり、比例定数という」と記述がある（藤井ほか、2016）。理

科では中学校の教科書には記載がないが、高等学校の物理基礎では、「ばね定数」（國友ほか、2016）、

化学基礎では、「アボガドロ定数」「ファラデー定数」の記載がある（野村ほか、2011）。生徒が定数

という語に持っているイメージは、SRで示すものとは異なっている可能性がある。次に、生徒に対

し「基本コンセプト」の説明を行った。さらに、「基本コンセプト」の概念の定着を図るためのテス

トを作成し実施した。テストは「基本コンセプト」の説明直後に行った。最後に、「基本コンセプト」



十文字・宮本：SSH 科学的探究活動の指導改善 

- 43 - 

 

が、生徒が自ら行った科学的探究活動にどのような効果があったかを確認するために、アンケート

や聞き取り調査を行った。 

なお、研究の実施期間は 2019年 4月から 2020年 6月で、対象となる生徒は、清真学園高等学校

第 1学年生徒 138名である。対象生徒は、1年間を通し、学校設定科目「探究基礎」（1単位）と、

「総合的な探究の時間」（1単位）において課題研究に取り組み、2019年 3月に、その研究のまとめ

を行い、発表用スライドを作成した 2)。 
 
 

「基本コンセプト」の説明 

 

生徒に対し「基本コンセプト」の説明を行った。実施時期は 2019年 9月で、生徒の課題研究の

テーマが決定した時期となる。本校の卒業生が過去に行った課題研究の中から、「基本コンセプ

ト」を明確に取り上げることができるものを選び、それを元に実験シナリオを作成した。その実

験シナリオを利用し、「基本コンセプト」のそれぞれの概念に当たるものは何かについて説明した

（表 1）。 
 

表 1 実験シナリオ 

Ｓさんは、ニワトリはどのような色のエサを好むのかについて興味を持ち、実験を行った。 
米を食用色素、赤、青、黄、緑、茶で着色したものと、着色しないものを、それぞれ 10gず

つ用意した。同じニワトリに 10分間食べさせた後、残った米を色別に分け、それぞれの重さ

を測り、食べた量を計算した。5回の実験の平均をとり、エサの色ごとに食べた量を比較し

た。普段食べている葉の色と同じ、緑色のものを最も多く食べるのではないかと予測したが、

一番多く食べたのは黄色のエサだった。赤色のエサはまったく食べなかった。 
（卒業生の課題研究を改変して作成） 

 

この実験シナリオから、「基本コンセプト」の各概念を抽出すると、独立変数はエサの色、従属

変数は食べたエサの重さ、定数は、エサに使用した米、与えたエサの重さ 10ｇ、食べさせた時間

10分間、同じニワトリの個体、試行回数は 5、対照実験は着色しないエサ、仮説は、ニワトリは

緑色になると、エサを最も多く食べる、タイトルは、ニワトリに与えるエサの色と食べる量の関

係、となる。 

 

 

「基本コンセプトテスト」の作成と実施 

 

SRの各章末に付された確認問題 “Practice” を参考に「基本コンセプト」の理解度を評価するた

めに、「基本コンセプトテスト」を作成（表 2）し、実施した。以下に作成したテストを示す。 
テストでは、実験についての説明文を読み、そこから「基本コンセプト」の各概念を抽出するこ

とで、生徒の理解度を確認するとともに、「基本コンセプト」の理解を促す。SRには問題がいくつ

か紹介されているが、最初に「基本コンセプト」を導入するために、Chapter１にある 2つの問を 
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表 2 基本コンセプトテスト 

問１ 次の実験について読み、問いに答えなさい。 
あるショッピングモールでは、床タイルを傷から保護するために、より高価な「A社製フロア

ワックス」が、より安価な「B社製フロアワックス」より優れているかどうかを判断したいと

考えていました。各ブランドのフロアワックス 1リットルを、モールのメインホールの 5つの

試験区画のそれぞれに塗布しました。テストした区画はすべて同じサイズで、同じ種類のタイ

ルで覆われていました。他の 5つの試験区画はワックスを塗りませんでした。3週間後、各テス

ト区画のタイルにある引っかき傷の数を数えました。 
 
（1）次の①～⑤にあたるものを答えなさい。 

① 独立変数（意図的に操作して変化させた条件、原因） 
② 従属変数（独立変数の変化により影響をうけるもの、結果） 
③ 定数（実験で変化させてはいけない、統一する条件） 
④ 試行回数 
⑤ 対照実験 

（2）次の例に従って、この実験の内容が伝わるようにタイトルをつくりなさい。 
（独立変数の変化）が（従属変数）に与える影響 

（3）次の例に従って、この実験に対する仮説を書きなさい。 
もし（独立変数を…のように変化させると）、（従属変数に…のような影響が出る） 
 

問２ 次の実験の説明について読み、問いに答えなさい。 
材料：ミジンコ、ビーカー（250mL）、試験管、顕微鏡、さまざまな温度の水、スライドガラ

ス、メスシリンダー、スチロールカップ、ワセリン、爪楊枝 
手順 1 
実験室グループに割り当てられた温度の水 150mLをスチロールカップに入れます（ 0℃、

10℃、20℃、30℃そして、40℃）。安定性を高めるためにカップを 250mLビーカーに入れま

す。ミジンコを含む水を入れた試験管を、各温度の水に入れ 10分間待ちます。スライドがミジ

ンコと同じ温度になるように、清潔なスライドガラスもカップに入れます。 
手順２ 
ミジンコのためのスライドを準備します。爪楊枝を使用して、スライドの中央近くに少量の

ワセリンを塗ります。薬さじを使って試験管からミジンコを取り出し、ワセリンの上に置きま

す。スライドを顕微鏡のステージにすばやく置き、焦点を合わせます。15秒間の心拍数を数

え、4倍してデータを記録します。この操作を 5回繰り替えし、平均を計算し心拍数と温度の関

係を調べます。 
 
（1）次の①～⑤にあたるものを答えなさい。 

① 独立変数 
② 従属変数 
③ 定数 
④ 試行回数 
⑤ 対照実験 

（2）次の例に従って、この実験の内容が伝わるようにタイトルをつくりなさい。 
（独立変数の変化）が（従属変数）に与える影響 

（3）次の例に従って、この実験に対する仮説を書きなさい。 
もし（独立変数を…のように変化させると）、（従属変数に…のような影響が出る） 

（出典：Cothron, J. H., Giese, R. N. & Rezba, R. J. 2006. Students and Research: Practical Strategies for 

Science Classrooms and Competitions (Fourth Edition). Kendall Hunt Pub Co, 11, 13を改変） 
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選んだ。これらの問いは SR中の章末にある practiceを翻訳し、改変し出題した。問 1のフロアワ

ックステストは、理科で取り上げられるような実験だけではなく、身近で実用的な問題解決に、

「基本コンセプト」が利用できることを示している。昨年度までの科学的探究活動では、身近なテ

ーマに取り組む例が多かったことから、生徒に「基本コンセプト」を紹介する上で適している。問

2のミジンコの心拍数の問題は、問 1とは対照的に、自然の持つ法則性に対する純粋な好奇心に基

づいた問いであり、生物を材料としている点でも適している。(1)では「基本コンセプト」の各概

念をとりあげた。(2)のタイトルは(1)の「独立変数」と「従属変数」から作成するように、形式を

指定した。(3)の仮説は、「独立変数」と「従属変数」の間の関係を予測する問題である。なお、問

2は問 1とは別の実験手順を示しているが、問いの順序・内容は同様である。 

 

 

「基本コンセプトテスト」の結果と考察 

 

実施したテストより、各概念別の得点率を図１に示す。なお、調査者は、138名である。問１に

おいて「独立変数」、「従属変数」の正答率はそれぞれ 83.3％、87.3％と 8割を超えており、高い理

解度を示した。「定数」については、正答率が 49.6％と半分以下であった。この問では、文中より

複数の条件を抽出する必要があるが、すべてを記述できた生徒は少なかった。また、前述のように

「定数」という語は、通常の数学・理科の授業で使用される意味とずれがあることで、解答できな

かった可能性がある。指導の際は「定数」に変えて、「制御変数」という用語を使用することで、

誤解を減らすように改善を行う必要がある。「試行回数」の正答率は 50.0％と低かった。文脈より

正解は 5だが、実験は 1回しか行っていないことから、1という誤答が多く見られた。「対照実

験」は、72.5％と高い正解率だった。「タイトル」と「仮説」はどちらも、「独立変数」と「従属変

数」を使用して作成する問であるが、「タイトル」の正答率は 71.7％、「仮説」は 60.5％と 10ポイ

ント以上差が出た。「タイトル」は「独立変数」と「従属変数」を機械的に当てはめる操作で作成 
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できるが、「仮説」は、自分の推論を加える必要があり、その点が難易度を上げている可能性がある。 
問 2においても問 1と設問の構造は同じであり、同様の傾向がみられた。違いがみられるのは、

「試行回数」の正答率が高いことと、「対照実験」の正答率が 21.7％と、問１に比べて著しく低い

ことである。正答率の低い原因としては、文中に「対照実験」を明確に示す記述がないことが考え

られる。「基本コンセプト」として必要な要素が、文中に記載されていないことを指摘すること

は、文中にあるものを抽出するより難易度が高く、解答できなかったのではないか 3)。また、対照

実験は 0℃である、という誤答は、「対照実験」の指導について参考となる。間違った生徒は「対

照実験」について、条件が「ない」ものと考えていること、さらに 0℃という温度を水の融点では

なく、温度が「ない」ことと誤解していることが推測される。 
基本コンセプトテストの結果から、各概念について生徒はおおむね理解できている。正答率の低

い問に対しては、補足説明を行い、次の科学的探究の実践に移った。 
 
 

科学的探究の実践 

 

清真学園高等学校はSSHに指定されており、高校 1学年に所属する全員が、授業（「探究基

礎」：1単位、「総合的な学習の時間」：1単位）で課題研究に取り組んでいる。「探究基礎」は、探

究的な学習の過程、課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現に必要とされる様々な手法を

学ぶことを目的にした学校設定科目である。「総合的な探究の時間」では、多様なテーマ別のゼミ

に所属し、課題研究を行っている。以下の表 3に、本校の高校 1年生が行った探究活動のうち、自

然科学分野を対象とし、実験を行っている研究 17とその内容を示した。それ以外の研究について

は、資料に表を示した。この表 3と資料の表は、生徒の制作した発表用スライドの内容から筆者が

読み取ったものに加え、アンケートや聞き取り調査によって作成した。 

「独立変数」と「従属変数」に関しては、すべての研究で設定されている。「タイトル」では

「基本コンセプト」で示している形式に従い、2つの変数の関係を明示した形式のものもみられる

が、別の形式のものもある。3番「アシナガバチの社会性について〜異巣間の蜂たちの関係性〜」

では、自分が課題とする大きなテーマをタイトルにしている。「基本コンセプト」の示す「タイト

ル」は、１つの実験についてのものであり、複数の実験を行う課題研究のタイトルとは違いが出る

こともある。「試行回数」は研究によって大きく差がある。1と答えた研究が複数みられるが、「試

行回数」が少ない原因の大部分は、研究をした時間が短いためである。また、11番「スピーカー

の穴と周波数特性の関係」では、スピーカーの制作に時間がかかることと、周波数のデータは安定

しており、測定の回数によるデータ変化がほぼ無いことから、１回の測定で良いと判断したようで

ある。6番「タナゴの人工産卵の研究」では、計画のみで実験は実施していないので 0となってい

る。生徒へのアンケートや聞き取り調査によると、生徒は試行回数を増やし、信頼性を高める必要

があることは認識していた。「基本コンセプト」を導入した効果の 1つと考えられる。「定数」につ

いては、設定はしているが、１つを挙げるだけで、複数の定数を考慮できていないものや、示す内

容に具体性が欠けるものが見られる。例えば、15番「石鹸の材料による性質の違い」では「作り

方」という回答で、その内容を具体的に記述していない。これらは試行回数が少ないことが原因で

ある可能性がある。過去の指導経験より、「定数」を計画段階ですべて予測して列挙することは、 
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表 3 生徒の科学的探究課題一覧 

 

 
現実的には困難である。同条件の実験を繰り返し行い、得られた結果を比較した時に、実験方法や

条件はすべて揃えたはずなのに、データが違うことに気づく。その原因を考察する中で、「定数」

を何にすればよいのか判断するのではないだろうか。「対照実験」については、生徒の作成した発

表用資料に記載が無いものがあり、アンケートや聞き取りでも「なし」という回答例が見られた。

「独立変数」を変化させ、その結果を比較することは行っているが、設定した独立変数と対照実験

が結びついているという認識がないと言える。 
 
 

アンケート調査の作成とその結果と考察 

 

「基本コンセプト」が、生徒が自ら行った科学的探究活動の効果を確認する目的で、アンケート

調査を上記の 17研究（表 3）を行った 38名を対象に行った。設問 1では、基本コンセプトの必要

性、設問 2では、基本コンセプトテストの妥当性、設問 3では、基本コンセプトの有用性、設問 4

では、研究を計画・実施するうえで、重要だと思う基本コンセプトを回答させた。さらに、設問 5

では、基本コンセプトの有用性を回答させた。なお、設問1～3は、4件法（1.まったくそう思わな

い、2.あまりそう思わない、3.ややそう思う、4.とてもそう思う）、設問 4は、「独立変数、従属変

数、定数、試行回数、対照実験、タイトル、仮説」から複数選択、設問 5は自由記述で回答させた

（図 2～5、表 4）。 

番号 ゼミ名 人数 タイトル 独立変数
試行

回数
従属変数 定数 対照実験 仮説

1
進化学

1
周囲の環境が蟻の行動に与える変化に

ついて

エサの周辺の土壌

のpＨ
1

蟻が集まった数 蟻の種類、観察期間 中性（操作をし

ない状態）

蟻はアルカリ性を嫌う。

2
進化学

1
伊豆諸島に生息するヤマトフキバッタ

の生物系統地理学の研究

バッタが生息する

島の違い
10

バッタの体の各

部のサイズ

測定部位及び方法 なし 島ごとに個体差が生まれる。特に島同士が離れて

いるほど違いが現れやすい

3
進化学

1
アシナガバチの社会性について～異巣

間の蜂たちの関係性～

アシナガバチの羽

を切る、切らない
1

女王とワーカー5

頭の寿命

蜂の数 なし 外役活動を行う個体は寿命が短くなり、外役活動

をあまりしない個体は、寿命が伸びる。

4
進化学

1
クモの個体の大きさが、クモの巣の大

きさに与える影響

蜘蛛の糸に作用さ

せる溶剤
10

蜘蛛の糸の強度 蜘蛛の種類，溶剤に浸す時

間，溶剤の濃度

通常の蜘蛛の糸

の強度

蜘蛛の糸は水には強いが有機溶剤の中には弱いも

のがある

5
進化学

1 蚊の種類による吸血行動の違い
蚊の種類

17
吸血時に肢上げ

を行うか

蚊の種類 なし 蚊の種類が違うと，吸血時の行動に違いがみられ

る

6
進化学

1 タナゴの人口産卵法の開発
貝の代替物となる

容器の形状
0

産卵するか タナゴの種類・飼育環境 貝の場合 タナゴの人工産卵を可能にする代替物があるだろ

う

7

進化学

1
梅のシアン化物の消失過程

梅の加工方法、製

造期間 1

シアン化物残存

量

製法・梅の木・シアン化物残

存量の測定方法

何も加工しない

梅

製造過程で、加工により分解される→棄却、方法

又は加工の有無によらず自然に分解される

8
クリーン

エネルギー
5

フルーツ酵母を用いたバイオエタノー

ルの製造

酵母の種類・発酵

時間
1

生成するエタ

ノール量

温度・基質量・容器 市販の酵母 天然酵母には市販の酵母より効率の良いものがあ

る

9

化学総合

5
エッセンシャルオイによる発泡ポリス

チレン分解

エッセンシャルオ

イルの温度、種

類。

3

発泡スチロール

が溶ける量

ビーカーの大きさ、オイルの

種類、発泡スチロールの種類

なし エッセンシャルオイルの温度が高いほど溶ける量

が多い。

10

微生物

3
アカントアメーバの分布と土壌のpH

の関係性

寒天培地のpH、土

の採取場所

3

アカントアメー

バの存在

土を採取した日、寒天培地の

種類、シャーレの大きさ、温

度、培養させる日数、土の

量、寒天の量、与えた納豆菌

の濃度、与えた納豆菌の量

違う場所で採取

した土

異なるpHの寒天培地でアカントアメーバを培養

したら、アカントアメーバの生息状況に違いがあ

る。

11
サラウンド

3 スピーカーの穴と周波数特性の関係
スピーカー正面の

穴の有無
1

音の周波数別の

Hz

箱の容積 なし 穴を開ければ低音が大きくなる

12
サラウンド

1 オートワウの作成
エフェクターの有

無
1

周波数特性 使用した機材 エフェクターを

通さない音

なし

13
ロボット

2 四足歩行ロボットを思い通りに動かす
センサーが感知す

る距離
5

壁にぶつかるか

どうか

ロボット本体，コースの形状 初期のプログラ

ム

ロボットを動かすのに最適なプログラム設定があ

る

14
ロボット

5 マイクロロボットの曲がる角度の限界
コースの角度

30
コースを曲がり

切れるか

ロボット本体，コースの形状 なし 現プログラムで曲がる角度に限界がある

15
手作りして

科学する
2 石鹸の材料による性質の違い

石鹸の材料とする

油脂
1

測定法を試行錯

誤している

作り方 市販の石鹸 ごま油での石鹸が汚れを良く落とす

16
手作りして

科学する
2 再生紙作りにおける材料による違い

再生紙の材料
2

強度　書きやす

さなど

作り方 コピー用紙 草を材料とした再生紙は強度が強い

17
手作りして

科学する
3 漬物の科学

寒天培地に加える

物質・濃度
1

カビが生えるか

生えないか

寒天の種類、温度，時間 何も添加してな

い寒天

寒天の糖度、塩の濃度、酢の濃度が高ければ高い

ほどカビが生えない
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アンケート調査の結果より、設問 1では、肯定的な回答（ややそう思う、とてもそう思う）が 9

割以上となり、基本コンセプトの内容理解の必要性を認識していることがわかる。設問 2では、肯

定的な回答が 9割となり、基本コンセプトの評価問題としての妥当性を認識している。設問 3で

は、肯定的な回答が 9割となり、特に「とてもそう思う」と回答した生徒が、4割以上であった。

このことから基本コンセプトは、実際に研究を行う上での有用性が認識されている。設問 4より、

生徒は「試行回数」と「対照実験」について特に重要だと感じている。この点について、設問 5の

記述からも同様の傾向が読み取れる。 
しかしながら、聞き取り調査によると、実験の終了後に振り返る時点で、「基本コンセプト」の

各概念にフィードバックし、実験の不備に気付き、それを基に次回の実験の改善点とするパターン

が多かった。さらに、「基本コンセプト」の有用性として、それらの各概念を知ったことで、実験

の不備に気付くことができたという声が聞かれた。 
 

 

 

 

 

図 4 設問 3の回答 図 5 設問 4の回答（複数回答可、回答数 92） 

図 2 設問 1の回答 図 3 設問 2の回答 



十文字・宮本：SSH 科学的探究活動の指導改善 

- 49 - 

 

表 4 設問 5の回答 

基本コンセプトの内容が、自分の研究を計画・実施するうえで役に立ちましたか 
 自分の研究には試行回数が足りないと改めて思い知らされ、今年度の研究で試行回数を増やそうと
するきっかけとなった。 

 調べること以外の条件は揃えること。データが多い方が関係がよくわかること。 

 実験回数を重ねる事によって、実験データの正確さを測る事ができた。 

 自分の研究を客観的に見ることができ新たなアイデアへとつながった。 

 比較する実験を考える時に役立った。 

 実験で正確な値を出すために試行回数が重要だった。 

 定数：結果を見て、どの要因が影響したのかを比べやすくなった。 

 従属変数：結果を数値化することに苦労したが、結果を一つの物差しで比べられるようになり、考
察がしやすくなった。 

 基本コンセプトを使い、それに沿って研究が行える。 

 結果から表を作り、発表などの場面でわかりやすく説明することができた。 

 材質のみ変えて測定を行う。（対照実験） 

 再生紙の強度の実験を複数回行うことで正確な結果に近づいた。 

 研究の結果の正確性を上げる方法、研究の仕方がわかった。 

〔生徒の記述は、原文のままである〕 
 
 

おわりに 

 

本研究では、本校の科学的探究活動の指導の改善を図ることを目的とした。その結果、まず「基

本コンセプトテスト」の結果から、生徒は「基本コンセプト」の各概念について、おおむね理解で

きた。次に、科学的探究の実践から、生徒はその研究で、おおむね「基本コンセプト」の各概念を

利用しているが、「試行回数、対照実験」についての意識は低いことがわかった。最後にアンケー

ト調査から、基本コンセプトの必要性、基本コンセプトの評価問題としての妥当性、研究に使用す

る際の有用性が示された。特に、「試行回数、対照実験」の重要性を挙げる生徒が多い。加えて、

科学的探究の実践や生徒への聞き取り調査より、実験の終了後の振り返り際に、「基本コンセプ

ト」の各概念にフィードバックしていたことから、「基本コンセプト」は、実験計画時だけではな

く、その振り返り時や改善時に使用されることも明らかとなった。以上の結果より、本校の科学的

探究活動の指導について改善を図ることができた。また、今後の指導改善について、有益な情報が

得られた。 

 しかしながら、課題も残っている。方法の項目で述べたように、“constants” を「定数」とした

が、数学や理科で学習してきた用法とは意味が異なっていることから、混乱を与えた可能性は否定

できない。改善案としては「制御変数」という語をあてることが考えられる。また、「試行回数」

については、実験で得られるデータ数を考慮し、補足説明する必要がある。 
 

 

付記 

 

本論文は、2020年第 70回日本理科教育学会全国大会（岡山大学）及び、日本科学教育学会第 44

回年会（姫路）の発表資料を大幅に加筆、修正したものである。 
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注 

 

1) 基本コンセプトとして理解すべき概念は、“hypothesis”“independent variable”“dependent variable”

“ constants”“control group”“repeated trials”が挙げられる。これらの用語はそれぞれ、仮説、独

立変数、従属変数、定数、対照実験、試行回数と翻訳した。 

2) 本来は 2020 年 3 月の成果発表会の直後に行う予定であったが、コロナウイルス対策で休校措置

となった影響で、6月の実施となった。 

3) この点について、SRには解答が無いが、他の類題の解答などから、対照実験の記載が無いことを

指摘する力を試した問題であると考えられる。 
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資料 
 

 自然科学対象分野以外の研究の一覧を示す。 

  
 

番号 ゼミ名 人数 タイトル

18 数理 3 アプリ開発「Cure Style」

19 数理 2 アプリ開発「旅行サポート」

20 新定理発見 1 三角形の傍心と他の四心との関係

21 新定理発見 1 ナポレオンの定理の拡張

22 新定理発見 1 三角形の定理の発展

23 宇宙 1 月の見え方についての教材研究

24 宇宙 1 星座の見え方をシミュレーションする

25 宇宙 1 火星の見え方と位置関係について

26
英語

ディベート
6

That the Japanese government should limit the weekly

maximum average working hours, including overtime, to 48

hours (following the E.U.).

27 起業・情報発信 5 世界から最短の体験寿司の旅

28 起業・情報発信 5 茨城いいとこ見つけ茶った

29 起業・情報発信 1 重さの錯覚を使った楽な筋トレ

30 起業・情報発信 1 世界にひとつだけの服

31 起業・情報発信 1 廃校ビジネスによる地域活性化を目指す

32 起業・情報発信 1 ヒッチハイクのマッチングアプリの作成

33 医療 1 犬の免疫療法について

34 医療 1 小児がんの様々な要因

35 医療 1 見つかりにくいがんについて

36 医療 1 食生活によって変わるガンの免疫力

37 医療 1 肺がんの治療法について

38 医療 1 皮膚ガン発症における紫外線の影響

39 医療 1 これからの放射線治療

40 医療 1 祖父を通して考える白血病の治療法

41 音楽史 2 バロック音楽～今なお輝くいびつな真珠

42 刑法・刑事裁判 1 犯罪の動機と裁かれる罪との関係

43 刑法・刑事裁判 1 日常で起こりうる違法行為

44 刑法・刑事裁判 1 ロシアと日本の憲法

45 刑法・刑事裁判 1 民族性や宗教が法律に与える影響

46 刑法・刑事裁判 1 少年法の厳しさから見る再犯率

47 刑法・刑事裁判 1 罪の重さと刑の重さ

48 刑法・刑事裁判 1 ハンムラビ法典の分析

49 刑法・刑事裁判 1 なぜ冤罪が起こるのか

50 刑法・刑事裁判 1 刑事事件について

51 刑法・刑事裁判 1 日本の刑法おかしい

52 刑法・刑事裁判 1 時効という制度について

53 刑法・刑事裁判 1 死刑制度と宗教、文化の関連性

54 刑法・刑事裁判 1 同じ罰条における懲役刑の長さの違い

55 教育 2 イラッとさせないLINEの返信法

56 教育 3 校則を変えよう！

57 教育 2 中高生が理想とする親の声のかけ方

58 教育 1 年齢や男女によるおもちゃの変化

59 教育 1 安全に登校するために～歩きスマホの危険性～

番号 ゼミ名 人数 タイトル

60 武士 1 豊臣秀吉の身分政策

61 武士 1 保科正之と朱子学

62
サイエンス

コミュニケーター
8 複眼を理解するための教材について

63 地理 1 ベトナムの貧困

64 地理 1 日本の温泉地と旅館の関係

65 地理 1 各国の休暇の過ごし方

66 地理 1 食品ロスについて

67 スポーツ総合 3 ＲＩＣＥの効果

68 スポーツ総合 2 ロゴが持つブランド力

69  現代文化批評 1 ３月のライオン研究

70  現代文化批評 1
『頭文字D』研究―頭文字Dから見る現代の若者の車離れにつ

いて―

71  現代文化批評 1
ティム・バートン『シザーハンズ』論－人々から傑作と呼ば

れる理由－

72  現代文化批評 1
作家住野よるはなぜヒット作を書けたのか―過去の名作との

共通点―

73  現代文化批評 1
『魔法少女まどか☆マギカ』研究―現代人の鬱アニメに対す

る考え方―

74  現代文化批評 1 『進撃の巨人』世界の人権

75  現代文化批評 1 『DEATH NOTE』から見る現代の若者の犯罪に対する私刑

76  現代文化批評 1 『暗殺教室』研究―物語での選択が与える影響―

77  現代文化批評 1 『斉木楠雄のψ難』研究

78  現代文化批評 1 「韓流アイドルについて」

79  現代文化批評 1 『けいおん！』研究　－時代の変化に伴うアニメの在り方―

80  現代文化批評 1 『ザ・ファブル』研究

81 校長ゼミ 6 消費税の社会への影響

82 国際教養 1
人々のプラスチック問題に対する関心を高めるためにはどう

したらよいか

83 国際教養 1 児童婚は認められるべきか

84 国際教養 1 身近に潜む大気汚染

85 国際教養 1 身近に潜む大気汚染

86 国際教養 1 海洋ゴミの流出削減

87 国際教養 1 世界の子どもたちに食料と教育を届けるためには

88 国際教養 1 世界の子どもたちに食料と教育を届けるためには

89 国際教養 1 トランスジェンダーが使いやすいトイレ作り

90 国際教養 1
学校に行くことが難しい子供や文字の読み書きができない子

供が教育を受けやすくするにはどうしたらよいか

91 国際教養 1 ＬＧＢＴの人が暮らしやすい世の中にするためには

92 国際教養 1 多様なジェンダーとともに生きる

93 国際教養 1
森林伐採に私たちはどのように関わっているか

　～１ヵ月のトイレットペーパーの使用状況から～

94 国際教養 1 ストリートチルドレンの現状



茨城大学教育実践研究 39(2020),53-68 

- 53 - 

 

 

教員養成課程学生における熟達者のプログラミング的思考過程 
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キーワード：プログラミング的思考，熟達者，教員養成課程 

 

 本研究では，教員養成課程学生における熟達者のプログラミング的思考過程を明らかにすることを目的とした。具

体的に，分析方法として発話プロトコルを「動きを分解」「組合せを考える」「試行錯誤」「自己モニタリング」

「モデルチェック」といった5つのカテゴリーに分け，それらの推移をみることでプログラミング的思考熟達者のプ

ログラミング的思考過程を看取った。その結果，以下に示す4点が明らかとなった。第1点は，プログラミング的

思考過程では，「動きを分解」することが重要であること，第2点は，つまずきが小さい時の思考過程は，論理的な

改善が中心であること，第3点は，つまずきが大きい時の思考過程は，試行錯誤的な改善が多くみられ，論理的な改

善と相互に関係しあうこと，第4点は，「試行錯誤」から「動きを分解」する思考過程が重要であることである。ま

た，熟達者のプログラミング的思考過程は，論理的な改善だけではなく，試行錯誤的な改善と関わりながら構成され

ていた。 

 

 

はじめに 

 

小学校学習指導要領では，必要な資質・能力の育成の 1つとして情報活用能力を育むことを掲

げ，「児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要

な論理的思考力を身に付けるための学習活動」（文部科学省，2018a：22）を計画的に実施するこ

ととしている。また，小学校学習指導要領解説総則編では，学習活動としてプログラミングに取り

組むねらいは，プログラミング言語を覚えたり，プログラミングの技能を習得したりといったこと

ではなく，子供たちが将来どのような職業に就くとしても時代を超えて普遍的に求められる「プロ

グラミング的思考」を育むこととしている（文部科学省，2018b：85）。これらのことから，今後

さらに，プログラミング教育が盛んになっていくことが予想される。立田（2017）は，小学校に  

―――――――― 

*日立市立仲町小学校  **茨城大学教育学部 
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おいてプログラミング教育を本格的に行う際，小学校教員の負担が増加することを危惧し，「現在

小学校教員養成課程を持つ大学で，プログラミング教育を導入することが急務である」と述べてい

る。山下（2018）は，2020年度から全面実施される小学校学習指導要領を受け，「小学校教員養

成課程の大学生は，プログラミング教育を実施する能力を在学中に修得する必要がある」としてい

る。つまり，教員養成課程を持つ大学において，プログラミング教育の導入が喫緊の課題でとな

る。さらに加えて，新地・安影（2018）は，教員養成課程 3年生のプログラミング的思考を機器

動作に関わる説明記述分析から考察した中で，「自分が意図する一連の活動を実現するために，ど

のような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせた

らいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか，といっ

たことを論理的に考えていく力，すなわちプログラミング的思考を把握するための問や分析方法の

提案が急がれる」と述べている。以上のことから，教員養成課程学生のプログラミング的思考の実

態や思考様式，また，それらを分析・評価する方法が確立されていないことにも課題があるといえ

る。附言すれば，先行研究では，プログラミング的思考を分析・評価する際に必要なプログラミン

グ的思考の過程が明らかにされておらず，また，研究の知見もない。したがって，教員養成課程学

生のプログラミング的思考過程について調査を行うことは急務である。 

 一方で，新地・安影（2018）は，教員養成課程3年生 109名に対して，質問紙調査により2つ

の質問の回答を求めた。1つは，「学生個々の情報機器の利用状況」，もう 1つは，「機器の動作

についての自由記述」である。「学生個々の情報機器の利用状況」においては，「ア．パソコン，

イ．スマートフォン，ウ．タブレット型端末，エ．その他」について，「5．1日2時間以上，4．

1日1回以上，3．週に数回程度，2．月に数回程度，1．全く利用しない」の5件法により回答を

求めた。「機器の動作についての自由記述」においては，「動作する仕組みが分かるように，『自

動ドア』の動きについて文で説明してください。また，図や絵で補足しても構いません。『自動ド

ア』とはコンビニエンスストアにあるようなものを想定してください」という問題に取り組ませ

た。「学生個々の情報機器の利用状況」からは，日常生活の中で，学生がどの程度情報機器を利用

しているかについて，「機器の動作についての自由記述」からは，学生がどの程度のプログラミン

グ的思考を持っているのかについて調査をした。本研究に関わりがある「機器の動作についての自

由記述」のプログラミング的思考調査について詳しく述べると，まず，プログラミング的思考のレ

ベル分けである。「機器の動作についての自由記述」の結果からプログラミング的思考をレベル分

けする基準として，6段階の評価基準を利用した。評価基準を作成するにあたっては，「順次的な

動作としてのドアの開閉に関わる表記及び開及び閉に関わる計測および制御に関わる表記の有無」

を基にプログラミング的思考のレベルを分類している。その 6段階の説明記述に対する評価基準

は，「レベル 6：感知→開く→感知（時間経過）→閉じる（閉鎖中の停止動作など，開閉操作中の

制御も含む表記），レベル5：感知→開く→感知（時間経過）→閉じる（閉じることに関しても感

知，または時間経過のカウントという動作（ステップ）を表記，レベル 4：感知→開く→閉じる，

レベル 3：感知→開く，レベル 2：感知にかかわる表記はなく，開閉のみの表記（開のみ，閉のみ

の表記も含む），レベル1：順次にかかわる表記なし」である。その結果，6段階の評価基準を用

い，学生のプログラミング的思考を分類すると学生 109名中，レベル1が1名，レベル 2が3

名，レベル 3が 64名，レベル 4が9名，レベル 5が29名，レベル6が3名となった。これらの
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結果から，「ドアの開動作及び閉動作がセンサー等による計測（感知）結果に従い制御されている

ことを説明できた学生は，レベル 6及び5の計32名（29.4％）」「閉動作に関わる感知について

言及のなかった学生がレベル 3，2の計67名（61.5％）」と大きく2つに分けて考察している。

以上より，プログラミング的思考を段階的に分けることができるといえる。しかし，この先行研究

では，「『センサーの感知』によって『自動ドア』が開き，『時間経過』によって『自動ドア』が

閉じる」という「自動ドア」の仕組みをすでに知識として持っている学生もプログラミング的思考

のレベルが高いと分類されてしまう。そのため，プログラミング的思考（自分が意図する一連の活

動を実現するために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，

どのように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活

動に近づくのか，といったことを論理的に考えていく力）よりも，「自動ドア」の仕組みを知って

いるという知識が大きく左右してしまうことが課題として挙げられる。したがって，プログラミン

グ的思考が段階的に分けられることを踏まえながら，知識にあまり左右されることのない調査問題

を作成する必要もある。 

 したがって，知識にあまり左右されることのない調査問題を作成し，そして，プログラミング的

思考が低い教員養成課程学生では，研究の知見が得られないため，プログラミング的思考過程が表

出する可能性が高い教員養成課程学生，つまり，熟達者を抽出し，プログラミング的思考過程を調

査する必要がある。 

 

研究の目的と方法 

 

 本研究では，教員養成課程学生における熟達者のプログラミング的思考過程を明らかにすること

を目的とする。本研究の方法としては，まず，事前の調査問題により教員養成課程学生のプログラ

ミング的思考熟達者ペアを 1組抽出する。そして，その抽出したプログラミング的思考熟達者ペ

アにScratch1)を用いて実際のプログラミングを行ってもらう。プログラミングを行っている際の

発話を記録し，プロトコル分析をすることで，プログラミング的思考過程を検討する。なお，

Scratch教材を本研究において使用した理由は，プログラミング経験がほとんどない学生でもプロ

グラミングに取り組み易い教材であったためである（山下，2017）。 

 

 

本研究におけるプログラミング的思考 

 

 文部科学省（2016）は，プログラミング的思考について「自分が意図する一連の活動を実現す

るために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように

組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づく

のか，といったことを論理的に考えていく力」と説明している。また，プログラミング教育の中で

育成する資質・能力のうち，「思考力・判断力・表現力等」において「プログラミング的思考」を

育むこととしている。鹿江（2017）は，小学校教員養成系学生を対象としたプログラミング教育

の実践の中で，「プログラミングを実施するときには，実行する前に期待される具体物の動きを再
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度確認させること，及び予想に反した動きをしたときにはプログラムに戻り，各プログラムを実施

していく過程をタブレットで観察しながら問題点を発見することにより，『試行錯誤』的に修正す

るのではなく論理的に考え修正することの重要性」を強調している。このことから，鹿江

（2017）は，「プログラミング的思考（自分が意図する一連の活動を実現するために，どのよう

な動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせたらいい

のか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか，といったこと

を論理的に考えていく力）」について「試行錯誤」的に記号の組合せを改善していくのではなく，

論理的に考えることで改善していく力と捉えていることがわかる。文部科学省（2016）における

「プログラミング的思考」の定義と鹿江（2017）の「プログラミング的思考」の捉え方を比較す

ると，どちらにおいても「論理的に考える」ことが重要となる。以上より，本研究では，「プログ

ラミング的思考」を「自分が意図する一連の活動にするために，動きを分解し，その組合せを知識

の有無に関わらず論理的に考え，改善していく力」とする。 

 

 

プログラミング的思考過程の調査 

 

プログラミング的思考熟達者の抽出方法及びその結果 

まず，プログラミング的思考熟達者を抽出する方法を述べる。先に取り挙げた新地・安影

（2018）の先行研究から，プログラミング的思考を段階的なレベルに分類し，大きく「プログラ

ミング的思考熟達者」と「プログラミング的思考初学者」に分けた。しかし，課題点として，説明

記述を求めた問題「動作する仕組みが分かるように，『自動ドア』の動きについて文で説明してく

ださい。また，図や絵で補足しても構いません。『自動ドア』とはコンビニエンスストアにあるよ

うなものを想定してください」が，プログラミング的思考を適切に評価できるものであったかの検

討が必要である。本研究では，先述したように「プログラミング的思考」を「自分が意図する一連

の活動にするために，動きを分解し，その組合せを知識の有無に関わらず論理的に考え，改善して

いく力」とするため，「知識」に大きく左右されることのない調査問題を作成し，プログラミング

的思考熟達者を抽出する必要がある。新地・安影（2018）が用いた問題では，「自動ドア」の仕

組みを知っているかどうかという「知識」に大きく左右されてしまう可能性が大きいためそのまま

参考にすることはできない。よって，「知識」の有無とは関係のない，よりプログラミングに近い

調査問題を作成する。調査問題の作成にあたっては，先行研究に前例がないため，本研究における

「プログラミング的思考」の定義をもとに作成していくこととする。本研究における「プログラミ

ング的思考」の定義から，「知識の有無に関わらないこと」を留意し，プログラムの動作する仕組

みを知っているか，そうでないかに関わらず，思考することができる調査問題にした。そのため，

調査問題において使用するプログラムはあらかじめすべて用意しておき，それらの組合せを考えて

いく内容とした。また，「実際のプログラミングに近い」調査問題にするため，Scratchを参考

に，ブロック型のプログラムを組み合わせていく問題にした。これら 2点を踏まえ，調査問題の

設問を，「画面上の犬がキーボードの→を押したときには右に，←を押したときには左に，↑を押

したときには上に，↓を押したときには下に動くようなプログラムを組もうと思います。どのよう
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に下の記号を組み合わせればよいでしょうか。

考えたプログラムを書いてください。また，プ

ログラムは何回使用しても良いこととします」

とした（図 1）。なお，調査は，教員養成課程

学生 9名を対象に行った。 

 次に，調査問題から「プログラミング的思考

熟達者」を分類する基準について述べる。本研

究では，調査問題に対し，正しいプログラミン

グができていた者及びほぼ正しいプログラミン

グができていた者は「プログラミング的思考熟

達者」とし，それ以外の回答は，プログラミン

グ的思考初学者として分類を行った。すると，

3つのパターンに分けることができた。「①キ

ーボードを押したら，犬が動作するパターン」

「②①に加え，『ずっと繰り返す』または『い

っぺんに』のどちらかを使用するパターン」

「③①に加え，『ずっと繰り返す』及び『いっ

ぺんに』のどちらも使用するパターン」であ

る。パターン①（図2）の回答をした学

生は 2名，パターン②（図3）の回答を

した学生は 5名，パターン③（図4）の

回答をした学生は 2名であった。付け加えておく

と，パターン③は，調査問題に対し，正しいプロ

グラミングができている回答である。したがっ

て，パターン③の回答ができた学生2名をプログ

ラミング的思考熟達者として抽出した。 

本研究で使用したプログラミング教材と調査問

題により抽出したプログラミング的思考熟達者の

プログラミングから得られたデータの分析方法を

述べる。まず，本研究で使用したプログラミング

教材について記述していく。前述した通りScratch

をプログラミング教材として用い，プログラミン

グ的思考熟達者 2名がプログラミングを行った。

プログラミングの内容は，「自動ドアを作成す

る」こととした。プログラミングは，人のモデル

だけを提示しておくようにし，その他のプログラ

ミングについて，プログラミング的思考熟達者 2 

  

キーボードの→を押したら 

キーボードの↑を押したら 

キーボードの←を押したら 

キーボードの↓を押したら 

犬を下に進める。 

犬を右に進める。 

犬を左に進める。 

犬を上に進める。 

プログラミングに関する調査 

 

卒業研究において，プログラミングに関する調査をしています。成績には一切関係ありませんのでご協力お願

いします。なお，今回記入していただいた内容は，卒業研究のためのみ使用し，外部に情報が漏れることはあり

ませんのでご安心ください。 

選修       学籍番号       氏名          

画面上の犬がキーボードの→を押したときは右に，←を押したときには左に，↑を押したときには上に，↓を

押したときには下に動くようなプログラムを組もうと思います。どのように下の記号を組み合わせればよいでし

ょうか。考えたプログラムを書いてください。また，プログラムは何回使用しても良いこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 プログラミング的思考熟達者抽出のための調査問題 

図 2 ①のパターン 
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図 3 ②のパターン              図4 ③のパターン 

 

名が考える形で行った。プログラミングを行った時間は 1時間であり，そしてプログラミング的

思考熟達者の発話プロトコルをデータとして記録した。 

 

 

本研究におけるプログラミング教材と分析方法 

  

 次に，プログラミング的思考熟達者のプログラミングから得られた発話プロトコル（資料）の分

析方法を述べる。まず，得られた発話プロトコルを 5つのカテゴリーに分類した。5つのカテゴリ

ーは，「動きを分解」「組合せを考える」「試行錯誤」「自己モニタリング」「モデルチェック」

である。「動きを分解」「組合せを考える」は本研究のプログラミング的思考の定義である「自分

が意図する一連の活動にするために，動きを分解し，その組合せを知識の有無に関わらず論理的に

考え，改善していく力」から抽出しており，プログラミング的思考過程の一部である。また，「試

行錯誤」「自己モニタリング」「モデルチェック」については，プログラミング的思考の定義では 
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図 5 「動きを分解」「組合せを考える」「試行錯誤」「自己モニタリング」「モデルチェック」

の関係 

 

ないものの，プログラミング的思考熟達者の発話プロトコルから多くみられた分類であるため，カ

テゴリーとして加えた。ここで，「自己モニタリング」及び「モデルチェック」について詳細を述

べておく。「自己モニタリング」とは，プログラムした内容を確認，実行し，それまでのプログラ

ミングについて振り返る場面であり，「モデルチェック」とは，作成されている人のプログラミン

グモデルを確認する場面である。加えて，5つのカテゴリーである「動きを分解」「組合せを考え

る」「試行錯誤」「自己モニタリング」「モデルチェック」の関係を述べる。プログラミング的思

考熟達者の発話プロトコルからプログラミング的思考過程は，主に「動きを分解」し「組合せを考

える」，そして，また「動きを分解」し「組合せを考える」といった論理的にプログラムを改善し

ていく思考過程と，「試行錯誤」から「動きを分解」し，「組合せを考え」ながらプログラムを改

善していく思考過程の 2つに分けることができる。また，それら 2つの思考過程に「自己モニタ

リング」と「モデルチェック」が関係してくるという形になっている（図 5）。以上を踏まえ，プ

ログラミング的思考熟達者の発話プロトコルを 5つのカテゴリーに分類し，それらの推移をみる

ことで，プログラミング的思考過程を読み取っていく。 

 

 

教員養成課程学生のプログラミング的思考過程の分析結果及び考察 

 

 プログラミング的思考熟達者の発話プロトコルを5つのカテゴリーに分類し，それらの推移

を分析した結果，まず，プログラミング的思考熟達者のすべての発話プロトコルにおける 5つの

カテゴリーの出現回数は，計 63回であった。それらを出現回数の多い順に並べると，「動きを分

解」が 18回（28.6%），「組合せを考える」が 17回（27.0%），「試行錯誤」が16回

（25.4%），「自己モニタリング」及び「モデルチェック」がそれぞれ 6回（9.5％）であった。5

つのカテゴリーを比較すると，「動きを分解」が 18回（28.6%）と最も多く出現しているのに対

自己 

モニタリング 

論理的な改善 

動きを分解 

組合せを 

考える 

モデル 

チェック 

試行錯誤的な改善 

試行錯誤 

動きを分解 
組合せを 

考える 
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し，「自己モニタリング」及び「モデルチェック」はそれぞれ 6回（9.5％）のみの出現であった

（表 1）。 

 

表1 発話プロトコルにおける 5つのカテゴリーの出現回数 

カテゴリー 出現回数（割合） 

動きを分解 18（28.6%） 

組合せを考える 17（27.0%） 

試行錯誤 16（25.4%） 

自己モニタリング 6（9.5％） 

モデルチェック 6（9.5％） 

計 63（100.0％） 

 

これより，プログラミング的思考熟達者は，主に「動きを分解」することを中心に思考をしてい

るといえる。また，「動きを分解」する思考と比較すると，「モデルチェック」の出現回数が 6

回（9.5％）と少なかった。このことから，プログラミング的思考熟達者では，プログラムのモデ

ルを参考にプログラムを組み立てていくという思考はあまりみられないことがわかる。つまり，プ

ログラミング的思考熟達者は，「モデル」というプログラムの模範がなくても，自身の力で，必要

な動きを分解し組み立てていくことができる。 

 次に，プログラミング的思考熟達者のすべての発話プロトコルにおける 5つのカテゴリー間の

推移をみていく。発話プロトコルにおける 5つのカテゴリー間の推移は，計 49回であった。推移

回数の多い順に並べると，「動きを分解」からの推移は 15回（30.6%），「試行錯誤」からの推

移は 14回（28.6%），「組合せを考える」からの推移は 11回（22.4%），「モデルチェック」か

らの推移は 5回（10.2%），「自己モニタリング」からの推移は 4回（8.2%）であった。推移回

数の多い「動きを分解」「試行錯誤」「組合せを考える」について詳しくみてみると，「動きを分

解」からは「組合せを考える」への推移が一番多く，「動きを分解」からの 15推移中 8回

（53.3%）であった。また，「試行錯誤」からは「組合せを考える」（14推移中6回

（42.9%）），「組合せを考える」からは「試行錯誤」への推移（11推移中5回（45.5%））が 

 

表2 発話プロトコルにおける 5つのカテゴリー間の推移 

動きを分解 組合せ考える 試行錯誤 自己モニタリング モデルチェック
あるカテゴリーからの

総推移回数

動きを分解 8 5 1 1 15(30.6%)

組合せを考える 2 5 2 2 11(22.4%)

試行錯誤 4 6 3 1 14(28.6%)

自己モニタリング 2 2 0 0 4(8.2%)

モデルチェック 3 1 1 0 5(10.2%)

あるカテゴリーへの

総推移回数
11(22.4%) 17(34.7%) 11(22.4%) 6(12.2%) 4(8.2%)
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一番多い（表 2）。 

 さらに詳しく，5つのカテゴリー間の推移をみていく。ここでは，発話プロトコルにおける5つ

のカテゴリー間の推移をみていく際に，2つの場面に分け，分析した。まず，2つの場面に分けた

基準について記述する。プログラミング的思考熟達者の発話プロトコルを 5つのカテゴリーに分

類するにあたり，「A：動いた。まずはね。でも，何々にするだと瞬間移動になっちゃうから。

B：徐々に動かせるんだ（資料 発話N1217〜N1218）」や「A：送り続けてる，送って待つんだ

よね？送って待つんだ（資料 発話N1438）」のような5つのカテゴリーに分類できない発話プ

ロトコルが得られた。それらの発話プロトコルは，プログラムの改善を意識したものであり，それ

らの発話がみられた所で場面分けを行った。2つの場面はそれぞれ，最初の発話N1001から発話

N1218まで（場面①），発話N1219から発話N1439まで（場面②）である。次に，2つの場面

の差異を述べる。2つの場面において，プログラミング的思考熟達者が「プログラミングをどうし

たら良いかわからず」，思考が止まった秒数を計測すると，場面①は 16秒，場面②は65秒であ

った。これより，場面①よりも場面②において，プログラミング的思考熟達者がつまずいているこ

とがわかる。よって，2つの場面の差異を，つまずきの度合いの大小として考え，場面①を「つま

ずきが小さい時の思考の推移」，場面②を「つまずきが大きい時の思考の推移」として分析を行っ

た。はじめに，「つまずきが小さい時の思考の推移」から分析結果を述べていく。つまずきが小さ

い時における 5つのカテゴリー間の推移は，全部で26回であった。推移回数が多い順に並べる

と，「動きを分解」からの推移は 9回（34.6%），「組合せを考える」からの推移は 6回

（23.1%），「試行錯誤」からの推移は5回（19.2%），「モデルチェック」からの推移は 5回

（19.2%），「自己モニタリング」からの推移は 1回（3.8%）である。推移回数が一番多かった

「動きを分解」からの推移を詳しくみてみると，「動きを分解」から「組合せを考える」への推移

が最も多く，9推移中6回（66.7%）であった（表 3）。つまずきが小さい時は，「動きを分解」

から「組合せを考える」への推移が最も多かったことがわかる。 

 

表3 つまずきが小さい時における 5つのカテゴリー間の推移 

 

 

 分析結果から，「動きを分解」から「組合せを考える」という思考過程は， 5つのカテゴリー

間の関係のうち，「論理的な改善」と捉えられる（図 5）。また，プログラミング的思考熟達者に

おいて，つまずきが小さい時とは，彼らにとって，プログラミングの課題が容易である時と言い換

動きを分解 組合せを考える 試行錯誤 自己モニタリング モデルチェック
あるカテゴリーからの

総推移回数

動きを分解 6 1 1 1 9(34.6%)

組合せを考える 2 2 0 2 6(23.1%)

試行錯誤 0 3 1 1 5(19.2%)

自己モニタリング 1 0 0 0 1(3.8%)

モデルチェック 3 1 1 0 5(19.2%)

あるカテゴリーへの

総推移回数
6(23.1%) 10(38.5%) 4(15.4%) 2(7.7%) 4(15.4%)
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えられる。これらのことから，プログラミング的思考熟達者において，プログラミングの課題が容

易である際には，「動きを分解」し，それらの「組合せを考える」といったサイクルを繰り返しな

がら，論理的にプログラムを改善していくといった思考過程でプログラミングをしている。また，

「動きを分解」から「組合せを考える」という思考の推移を質的に詳しくみてみると，「A：触れ

ていたなら，私自身がこっちに動くよっていう風に動かせればいいんじゃない？ってことは，メッ

セージなんじゃないかって思う（資料 発話N1097）」という「センサーの動きを分解」するこ

とから，「A：人に触れたなら。B：ドアにメッセージを送るんだ（資料 発話N1101や

N1102）」という「センサーの動きの組合せを考える」思考の推移や，「B：こっち（左ドア）は

人を感知したらのプログラムを作ればいいのか（資料 発話N1112）」という「左ドアの動きを

分解」することから，「A：人を感知を受け取った時っていうのがあるから，人を感知を受け取っ

た時，ずっと，開くみたいなこと（資料 発話N1113）」という「左ドアの動きの組合せを考え

る」思考の推移がみられた。これらの思考の推移から，プログラミング的思考熟達者は，「動きを

分解」から「組合せを考える」という論理的な改善を行う際，直前に分解した動きの組合せを考え

るという思考過程をもつといえる。つまり，プログラミング的思考熟達者は，「動きを分解」から

「組合せを考える」という論理的な改善において，組合せを考える思考の直前に分解した要素を基

に並べていくといった認知構造をもっている。 

さらに，つまずきが大きい時の 5つのカテゴリー間の推移について述べる。つまずきが大きい

時の 5つのカテゴリー間の推移は，全部で 23回であった。推移回数が多い順に並べると，「試行

錯誤」からの推移は 9回（39.1%），「動きを分解」からの推移は6回（26.1%），「組合せを考

える」からの推移は 5回（21.7%），「自己モニタリング」からの推移は 3回（13.0%），「モデ

ルチェック」からの推移は 0回（0.0%）である。推移回数が一番多かった「試行錯誤」について

詳しくみてみると，「試行錯誤」から「動きを分解」への推移が最も多く，9推移中 4回

（44.4%）であった（表4）。 

 

表4 つまずきが大きい時における 5つのカテゴリー間の推移 

 

 

 分析結果から，つまずきが大きい時は，プログラミング的思考熟達者といえども，「試行錯

誤」からの推移が 9回（39.1％）と多くみられた。本研究では，プログラミング的思考を「自分

が意図する一連の活動にするために，動きを分解し，その組合せを知識の有無に関わらず論理的に

動きを分解 組合せを考える 試行錯誤 自己モニタリング モデルチェック
あるカテゴリーからの

総推移回数

動きを分解 2 4 0 0 6(26.1%)

組合せを考える 0 3 2 0 5(21.7%)

試行錯誤 4 3 2 0 9(39.1%)

自己モニタリング 1 2 0 0 3(13.0%)

モデルチェック 0 0 0 0 0(0.0%)

あるカテゴリーへ

の総推移回数
5(21.7%) 7(30.4%) 7(30.4%) 4(17.4%) 0(0.0%)
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考え，改善していく力」と定義した。つまり，プログラミング的思考とは「論理的」な思考であ

り，「試行錯誤」的な思考ではないと仮定してきた。しかし，仮定に反し，つまずきが大きい時

は，「試行錯誤」からの推移，つまり，「試行錯誤」をしながら，「動きを分解」し，「組合せを

考え」たりといった思考過程がみられた。 

以上より，プログラミング的思考は，つまずきが小さい時において，「動きを分解」し，「組合

せを考える」といった論理的な思考過程，そして，つまずきが大きい時は，「試行錯誤」をしなが

ら「動きを分解」し，「組合せを考え」たりといった「試行錯誤」的な思考過程が相互に関係しな

がら身に付いていくことが考えられる。教育の現場では，プログラミング的思考を育む際，「論理

的」に考えることを重視し，「試行錯誤」的に考えることは排除しようという風潮がある。しか

し，「試行錯誤」的な思考をする場面は，「論理的」な思考をする場面と同等に，プログラミング

的思考を育むうえで重要な思考過程であると示唆できる。 

最後に，プログラミング的思考熟達者が「試行錯誤」をしている時の思考過程について考察す

る。「試行錯誤」からの推移が多くみられた「つまずきが大きい時の思考の推移」をみてみると，

「試行錯誤」から「動きを分解」への推移が多いことがわかる。「動きを分解」する思考は，「動

きを分解」し，「組合せを考える」といった論理的な改善に推移しやすいものである。したがっ

て，プログラミング的思考熟達者は，プログラミングの課題が難しく，つまずきが大きくなると，

「試行錯誤」から「動きを分解」し，そして，「動きを分解」したことから「組合せを考える」と

いった思考過程をもっていることが考えられる。つまり，このような思考過程を繰り返しながら，

プログラムを考え，プログラミング的思考がより高次なものへと成長していくのであろう。 

 

 

おわりに 

 

 本研究では，教員養成課程学生における熟達者のプログラミング的思考過程を明らかにすること

を目的とした。具体的に，分析方法を，発話プロトコルを「動きを分解」「組合せを考える」「試

行錯誤」「自己モニタリング」「モデルチェック」といった 5つのカテゴリーに分け，それらの

推移をみることでプログラミング的思考熟達者のプログラミング的思考過程を看取った。その結

果，以下に示す 4点が明らかとなった。第 1点は，プログラミング的思考過程では，「動きを分

解」することが重要であること，第2点は，つまずきが小さい時の思考過程は，論理的な改善が

中心であること，第3点は，つまずきが大きい時の思考過程は，試行錯誤的な改善が多くみら

れ，論理的な改善と相互に関係し合うこと，第4点は，「試行錯誤」から「動きを分解」する思

考過程が重要であること，である。また，熟達者のプログラミング的思考過程は，論理的な改善だ

けではなく，試行錯誤的な改善と関わりながら構成されていた。これらを踏まえると，プログラミ

ング的思考を教員養成課程の学生に身に付けさせていく際には，「試行錯誤」的な思考がみられた

場合に，「試行錯誤」をしながら，プログラムに必要な動きを考えさせること，つまり，「動きを

分解」させることを指導していく必要性があると示唆できる。 

 今後の課題は，本研究で得られた知見を活かした指導方略の開発である。これは，別稿に譲りた

い。 
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註 

 

1)本研究で使用するプログラミング教材Scratch-についての詳細は，次の「Scratchについて」を

参照されたい。MITメディアラボ. Scratchについて，https://scratch.mit.edu/about（2020年3

月 23日取得）． 

 

 

附記 

 

 本論文は，第一著者が執筆した茨城大学卒業論文（2019年度）を大幅に加筆，修正したもので

ある。 
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資料 

 

ここでは，プログラミング的思考熟達者におけるすべての発話プロトコルを掲載する。なお，A

及びBが教員養成課程学生のプログラミング熟達者，Rが研究者（第一著者）である。 

番号  

 
N1001 
N1002 
N1003 
N1004 
N1005 
N1006 
N1007 
N1008 
N1009 
N1010 
N1011 
N1012 
N1013 
N1014 

 
N1015 
N1016 
N1017 
N1018 
N1019 
N1020 
N1021 
N1022 
N1023 
N1024 
N1025 
N1026 
N1027 
N1028 
N1029 
N1030 
N1031 
N1032 
N1033 
N1034 
N1035 
N1036 
N1037 
N1038 
N1039 
N1040 
N1041 
N1042 
N1043 
N1044 
N1045 
N1046 
N1047 
N1048 
N1049 
N1050 
N1051 
N1052 
N1053 
N1054 
N1055 
N1056 
N1057 
N1058 
N1059 
N1060 
N1061 
N1062 
N1063 
N1064 
N1065 
N1066 
N1067 
N1068 
N1069 
N1070 
N1071 
N1072 
N1073 
N1074 
N1075 
N1076 
N1077 
N1078 
N1079 
N1080 
N1081 
N1082 
N1083 
N1084 
N1085 
N1086 
N1087 
N1088 
N1089 
N1090 
N1091 
N1092 
N1093 
N1094 
N1095 

 
N1096 
N1097 

 
N1098 
N1099 
N1100 
N1101 
N1102 
N1103 
N1104 
N1105 
N1106 
N1107 
N1108 
N1109 
N1110 
N1111 

 
A：じゃ，やりましょう。 
B：まずは。 
A：とりあえずこいつ（エバリーウォーキング）を見てみよう。どうなってるか。 
B：これを押すと作動するの？ 
A：そうだね。座標を-169，-85にする。あ，そしたらここに移動されるよ。 
B：右向き→，これか，これが押されたら，10ずつ変える。 
A：ああ，なるほどね。10ずつ動くことになってるのね。左向き←が押されたら，戻る。あじゃあ，そうだね。 
B：なるほどね。これで，やっと（人が）動くようになったんだ。こんな感じで。 
A：前後に動けるやつになったんだね。 
B：これを，あっ，長押しすると，そのまま行くんだ。 
A：だから，ずっとなんじゃない？ 
B：そっか，そっか。 
A：あ，どうなんだろうね。一応そういうことで考えよう。 
B：これさ，このプログラミングとさ，これを（人の絵を指して）一致させなきゃいけないんだよね。例えば今からさ，ドア作ったらさ，ドアとプログラミングが一致するようにしなきゃいけないっていうのは，

どうしたらいいんだろう。 
A：ああ，そういうこと。多分，このプログラミングの，このプログラムって，この絵に対するプログラムってことなんじゃない？ 
B：あ，なるほどね。 
A：だから，ドアの絵のプログラムを，追加して，絵に対するプログラムをまた作れば。 
B：ああ。 
A：そう反映させられるんじゃないかな。 
B：ドアとドアのプログラミング作って，人でプログラミングを作ればいいのか。 
A：一回やってみよう。そしたら。まず，絵を作ろう。 
B：どうやって？ 
A：描く，選ぶ。 
B：描くんじゃない？ドア無いから。（もともとある絵の中に） 
A：そっか。ドアは描くのか。んん，そうだね。 
B：こっからスタートなんだね。 
A：四角。（ドアを描きながら）これさ，左ドア，右ドアのほうがいいのかな？でもそうだよね。開く，それぞれが開かなくちゃいけないから。 
B：そのドアに向かって，こう斜めに入っていくんでしょ。 
A：うん。そういうことだよね。前後でずらすんだよね。 
B：そうそうそうそう。 
A：そうだ，確かにね。じゃあ，一応同じ大きさのドアを… 
B：人が動くっていうプログラミングはできてるんだよね。 
A：そうだね。そうだね。そしたら，ドアの左についてと，ドアの右についてとセンサーについてじゃない？ 
B：そうだね。 
A：考えたほうがいいのは。後は何かあるのかな？そのくらいだよね。 
B：センサーっていうのが，あれだよね，入ってくるときに動く，この範囲から外に出たら，閉まるっていう2段階。 
A：そうだね，そうだね。 
B：それをドアと一致させなくちゃいけないんだよね。 
A：確かに。何かあるのかな，それにつながる何かが。センサーの絵はさすがにないか。 
B：いや，描くんじゃない？ 
A：センサーを描こう。描く，描く，じゃあ直線で…適当に作っちゃうよ。 
B：この範囲でってことは，このセンサーの範囲ってこの延長線上？ここから下？ 
A：いや，多分，プログラミングするときに，実際にやってみないと分からないけど，あれじゃないかな，ようは，人がこの線に触れたときとか… 
B：あっ，触れたときか。 
A：ってことなんじゃない？センサーって…，ま，そういうのがあるかわかんないけど。 
B：ああ，とりあえず，動くようにしてみるか。 
A：ちょっとこれを，これを，これを，あ，ちょっと待てよ。あ，判定がめちゃめちゃシビア。 
B：もうちょっとこっちのほうがよくない？（人が）出たときこれだと… 
A：あ，そうか。でもこれ，当たっちゃう。伸ばしすぎたな，これ。 
B：か，上にセンサーを持っていくか。 
A：ああ，なるほどね。上ならいけそうだね。 
B：（動かしながら）もっとこっちにしよう。これちょっと出るくらいじゃない？ 
A：あ，いいね。これでいってみよう。これで3つできたから。これで，多分ほら。 
B：ああ，それぞれのね。（それぞれプログラミングが組めることに気付く） 
A：こういう感じだよね。だから，えっと，どうするかな。ドアから考える？ 
B：左ドアから，やろう。 
A：でもさ，開く条件ってさ… 
B：センサーじゃない？ 
A：センサーが当たった時？これとこれが（センサーとドアを指して），なんか，ちょっと待てよ。なんかさ，この時みたいなの（プログラミングを探す），もしなんとかなら… 
B：もし…（その先どうするか考えて） 
A：センサーが触れたとき，それって分かるのかな？ 
B：触れさせなきゃいけないよね。 
A：ちょっと待てよ。メッセージを受け取った時ってなんだ？メッセージを送る？ 
B：メッセージってあれ，自動ドアからのメッセージってこと？あ，違う，センサーからのメッセージってこと？ 
A：え，そうできるんじゃない？ワンチャン。 
B：じゃ，ここに（メッセージを送る）センサーって入るのかな？メッセージ1ってところ。 
A：いや，えっと，うーん。1回センサーでやってみよう。センサーの役目って，人と当たった時だよね。人と当たった時？ 
B：ようは，人をセンサーの範囲で感知したとき。 
A：（そしたら）当たんなきゃ無理だよね。 
B：当てなきゃ。 
A：あ，ちょっと待てよ。これを，こうじゃない？（～に触れたときのプログラミングを指して）こいつの名前ってなんだ？そうだよね，こいつだよね。 
B：あーーー。 
A：だから，このエバリーウォーキングに触れたときってのがあるから，このセンサーは，エバリーウォーキングに触れた時。 
B：触れた時，自動ドアを開かせる，動かせるんだよね。 
A：そうだよね，そうだよね。 
B：そしたらやっぱ，何々を動かすっていうプログラミングがあるか…。これってどうなるんだっけ？この人って？ 
A：見よう見よう。 
B：もし何々されたとき。 
A：あ，なるほどね。もし何々 された時。じゃあ，もしこいつ（エバリーウォーキング）に触れたならをいれればいいんじゃない？ 
B：そうだね。 
A：これが合わさるんじゃない？ 
B：ああ，そういうことだよね。 
A：今こいつは（センサー）こいつ（エバリーウォーキング）に触れたならこうできるよって。 
B：そうだね。 
A：じゃあ，こうできるの部分。イベントかな？ 
B：ここは？あ，これじゃない？ 
A：調べるか？これは。調べる？ 
B：えっ，だってこの人形さ，もし，これが押されたなら，あ，動きだ動き。 
A：動きか。触れたなら，動かすがあればいいよね。 
B：これでいいんじゃない？X座標を何々 にするってことは，そこまで動かすってことじゃない？ 
A：それってセンサーの話じゃない？ 
B：あ，そっか。 
A：だから，うん？ 
B：ドアを動かすってやつが欲しいよね。 
A：うん。それか，ドアが，ドアのほうに，もしセンサーが感知したら…そんなことが可能なのか？ 

-どうしてよいかわからず8秒沈黙- 
B：もし何々に触れたなら，ドアを移動するだから。 
A：ドアのほうでやっぱりあれなんじゃないかな。ドアがもし，センサーがこれに（エバリーウォーキング）触れていたなら，私自身がこっちに動くよっていう風に動かせればいいんじゃない？てことは，メッセ

ージなんじゃないかって思う。 
B：ああ。 
A：仮に，今センサーの話をしてるじゃん。センサーでもし， 
B：あ，つながった。 
A：人に触れたなら， 
B：ドアにメッセージを送るんだ。 
A：そうだね。ドアにというか，今こいつ（センサー）が発するんだよね。 
B：あーー。 
A：メッセージ1を。メッセージ1…じゃあ，人を感知とかにする？1回。 
B：うん。え，人を感知？ってこっれって触れた時点でさ感知してんじゃないの？ 
A：あ，だからその，触れたのはこいつ（センサー）自身が人の存在を受容したけど，それを受容したよって発信する。 
B：ああ，なるほど。 
A：発信を全体に送るみたいなことじゃない。 
B：そういうことね。 
A：それで，多分こっちが（ドア）。 
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N1217 
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N1233 
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N1235 
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B：こっちは人を感知したらのプログラミングを作ればいいのか。 
A：そうそうそうそう。人を感知を受け取った時っていうのがあるから，人を感知を受け取った時，ずっと，開くみたいなこと？ 
B：そしたら，動きだ。 
A：これは，左ドアだから，えっとー，X座標… 
B：何々ずつ変えるなのかな？なんかさ，今X座標が10だったとするじゃん，で，こっち（左）に動くじゃんまあ，-70とか。 
A：うんうん。 
B：すると，-70にするだったら，これがいきなりパって移り変わるってこと？ 
A：一回やろう。 
B：やってみよう。 
A：じゃあ，こいつの（ドア）今のX座標が分かんないんだよな。あ，これかな。 
B：そうだね。 
A：107，じゃあ107を，じゃじゃ仮に107だから40くらいにしてみる？ 
B：うん。 
A：人を感知を受け取った時，こいつを（ドア）40にする。一回やってみよう。 
B：何にも動かない。 
A：これ当たってはいるよね？（人がセンサーに）ちょっと待てよ。もし…，こいつを押さなきゃダメなのか？（スタートしたら） 
B：ああ，なるほど。 
A：最初は。で，人を感知。あ，ダメだ。 
B：まずこれ触れてる？ 
A：そういうこと？これって，触れたってことじゃなくて？ 
B：ああ，そうなるか。 
A：もうちょい下げてみる？ 
B：これを伸ばせばいいんじゃない？ 
A：ああ。ちょっと待てよ。こいつの（センサー）伸ばして… 
B：これを（人）をモデルにしてやってみよう。これって，どこにいても 
A：そうだ，スタート地点は合わせるってことだ。 
B：じゃあ，それもしなきゃいけないんじゃない？ 
A：最初にってこと？スタートを受け取った時。 
B：これすら（ドア），スタートを押されたときにしないと。 
A：でも，これはさ。 
B：あ，でも人を感知っていう信号か。 
A：うん。を受け取ったらってことだから，こいつの（ドア）最初の位置が107，-64だから，これちょっとここに（ドアのプログラミング）ぶち込もう。ああ，いいのかこれで。所定の位置に戻して，リセットす

るよってこと。 
B：でしかも，これは（ドア）人が入るってなると，こうなって，斜めから人が入っていくじゃん。 
A：そうだね。 
B：だから，最後ろだよね。 
A：ああ，そうだそうだ。最背面にするってあるのかな？ 
B：なんか，これあったよ。なんだっけ，この人形タッチしたら，この人形のモデルで。 
A：ああ，了解了解。あ，じゃあこれかこの紫だから見た目だ。確かに見た目だね。 
B：そういうこと。 
A：で，かつ，これを最背面に移動すると。なるほどね。したら，えっとー，ずっと。ずっとX座標を40にするって，ちょっと待てよ。人を感知を送る。 
B：誰に？ 
A：誰にがあるのかな？ 
B：そうだよね，誰に送るってなってないもんね，これ。 
A：確かに。誰に，誰に。（そういうプログラムを探しながら） 
B：多分これ，調べるってところだよ…。無い。イベントかな？いや，動きじゃない？ 
A：それか，思ったの。なんか，これはちゃんと閉まってんじゃん，ここまでっていう風に。（プログラムブロックの最後）スタートとしまりがあると思うの。だけど，こいつが（ドアのプログラム）何かまだ付

け足さなきゃいけないのかもしれん。 
B：ああ，人間さんは最後何で終わってる？ 
A：ずっとで終わってるんだ。ずっと，送り続けるのかな？これを。 
B：そうだね。それだ。 
A：一瞬。ピュッて送っちゃって終わりになってる説あるよね。これでいいのかな？ 
B：いちばん外側に入んないといけないんじゃない？ 
A：おっと，こうでこうしてこう。（いちばん外側にずっとをプログラムする） 
B：動かしてみる？ 
A：やってみるか。 
B：ああ，まだ誰にって送ってないのか。 
A：誰にってあんのかな？ 
B：誰にっていらないのか。 
A：だから，自分が思ったのは，これが（人を感知を送る）スイッチ的な役割だと思ったの。 
B：感知がね。 
A：これがポンって触れた瞬間に押されるみたいな。スイッチ押されましたよ的なイメージなのかなと。 
B：あっ。分かった。 
A：で，スイッチが押されるから動いてるのかなと思ったんだけど。 
B：そしたら，もし人を感知するを受け取ったならじゃない？ 
A：ちょっと待てよ。 
B：ほかのドアは。 
A：でもそれになってなかったっけ？ 
B：なってない。 
A：ああ。いや，そう受け取った時って，受け取ってると思うんだよな。もうちょい考えてみる？ 
B：これはこれで動くんだ。（人のプログラム） 
A：んん。 
B：別にこれは（センサー）動かないから，動かさないから，えっ，全部スタートが押されたときってつけるの？ 

-どうしていいかわからず8秒沈黙- 
A：ちょっと待てよ。もう一回改めて見てみよう。それか，ちょっと待てよ。このX座標を40にするが，おっ（ここで，プログラムをクリックしたことによりドアが動く）ちょっと待てよ。なぜ？（動いた理由が

わからない） 
B：どうして動いたんだ？ 
A：なんでだ？なんで動いてんだ？こいつは？止める。（プログラムを）（ここでスタートをクリックする）あれ？ 
B：動いちゃったね。（人が）（スタートを押したときに所定の座標に戻るようにプログラムしていたため） 
A：あ，これは無理やり動かしているが。（ドアを） 
B：でも，動かしてもスタート押したら元の位置に戻る。 
A：ああ，そうだね。 
B：あ，でも感知を受け取ってない。（ドアのイベントプログラムを見て） 
A：ああ，あああああ。ちょっと待てよ。確かに。 
B：これ，センサーの問題なんじゃない？（感知を送るのが） 
A：一回，こいつは（ドア）スタートを押されたとき，ちゃんと戻るようにしよう。 
B：ああ。定位置に来るように。 
A：そうだね。最初スタート地点で。それでもう1個，人を感知したとき。 
B：細かいけどさ，自動ドアだから，くっついていないとだめだよね。 
A：じゃあ，ここ定位置にしようか。121。 
B：-61に合わせればいいのか。 
A：どっちも61にすればいいのか。 
B：そうだね。 
A：で，最背面に移動する。 
B：これ，左ドア？ 
A：これ左ドア。 
B：ん？最前面になってるよ。（スタートを押してないため） 
A：確かにね。いや，これは，（スタートを押す） 
B：あ，動いた。こうなっちゃった。（思ってた座標にドアがいかない）あれ？0になっちゃった。（ドアのY座標が） 
A：あ，そうだそうだ半角だ半角だ。半角じゃないと，-61。 
B：マイナスも半角じゃなきゃいけないんじゃない？ 
A：なるほどね。（動かしてみるが動かない）0ってことは感知してないってことでしょ。これを。これ，マイナスじゃないのかな？ハイフンとか。 
B：そういうこと。この超小さいやつか。 
A：で，一回押してみ。 
B：ああ，なった。 
A：で，ごめん。まって，今1個思ったことがある。言っていい？これが全角だ。（ドアを動かす方のプログラミング） 
B：ああ，そもそも。 
A：これをちゃんと（半角で）40にすれば動く説ない？で，実行で，ほら，ほら。（動く） 
B：来た。 
 
A：動いた。まずはね。でも，何 に々するだと瞬間移動になっちゃうから。 
B：徐々に動かせるんだ。 
A：動かすで，でもこれずっとにしておけば，ずっと動いてくれると思うの。ん？ちょっと待てよ。 
B：これじゃない？X座標を何ずつ変えるっての。 
A：ああ。最高。ああ，いっちゃった，いっちゃった。（ドアが徐々 にどこまでも動く）いいね。じゃあ，これを-5とかにするか。 
B：全角全角。 
A：ああ。危ない危ない。（動かして） 
B：そしたら，止めなきゃいけない。どこで止める？ 
A：おっけー。おっけー。ちょっと待てよ。 
B：止めるっていう動きなのか？ 
A：行く，えっ，行く？ 
B：いや，なんかイベントであんじゃない？もしどこまで行ったらとか。 
A：ああ。 
B：あ，制御か。 
A：ああ，これずっとじゃなくて，ああ，でも，ちょっと待てよ。いや，えっとね。どうする。 

-どうしていいかわからず5秒沈黙- 
B：おおもとでこれだよね。 
A：これを（ドア）ここに向かわせられればいいのか。 
B：ああ，なるほどね。 
A：1秒で，秒とかにするとややこしいから。 
B：これだと，パってなっちゃうよね。 



柏原・宮本：教員養成課程学生のプログラミング的思考過程 

- 67 - 

 

N1238 
N1239 
N1240 
N1241 
N1242 

 
N1243 
N1244 
N1245 
N1246 
N1247 
N1248 
N1249 
N1250 
N1251 
N1252 
N1253 

 
N1254 
N1255 
N1256 
N1257 
N1258 
N1259 
N1260 
N1261 
N1262 
N1263 
N1264 
N1265 
N1266 

 
N1267 
N1268 
N1269 
N1270 
N1271 
N1272 
N1273 
N1274 
N1275 
N1276 
N1277 
N1278 
N1279 
N1280 
N1281 
N1282 
N1283 
N1284 
N1285 
N1286 
N1287 
N1288 
N1289 
N1290 
N1291 
N1292 
N1293 
N1294 
N1295 
N1296 
N1297 
N1298 
N1299 
N1300 
N1301 

 
N1302 
N1303 
N1304 
N1305 
N1306 

 
N1307 
N1308 
N1309 
N1310 
N1311 
N1312 
N1313 
N1314 

 
N1315 
N1316 
N1317 
N1318 
N1319 
N1320 
N1321 
N1322 
N1323 
N1324 
N1325 
N1326 
N1327 
N1328 
N1329 
N1330 
N1331 
N1332 
N1133 
N1334 
N1335 
N1336 
N1337 
N1338 
N1339 
N1340 
N1341 
N1342 
N1343 
N1344 
N1345 
N1346 
N1347 
N1348 
N1349 
N1350 
N1351 
N1352 
N1353 
N1354 
N1355 
N1356 
N1357 
N1358 
N1359 
N1360 
N1361 
N1362 

A：なっちゃうね。 
B：どこかの場所へ，どこかの場所へ行くって。 
A：これさ。 
B：どこかの場所に行かせれるんじゃない？行くってことは，動くってことだから。 
A：そうだよね。これを，多分，いいですか，これ多分，これにすると（エバリーウォーキング）こいつのところへ向かうってことだよね。だから，だからさ，これをもう1個追加すればいいんじゃない？ていう

のは， 
B：人を？ 
A：いや，人じゃなく，無を。 
B：ああ，それだったらマウスのポインターって何？ 
A：こいつじゃない？こいつ。（マウスを指して） 
B：ああ，そっかそうなるか。 
A：だから，こいつのその場所によって行くってことでしょ。 
B：でも，無を作っちゃったらさ，もし，これさちゃんと現実的に… 
A：あ，でもそっか。 
B：自動ドア作るってなったら，無を設定しなきゃいけないんだよ。それは無理だよね。 
A：できてるわけだもんね。でも，現実でね。じゃあ，違うな。 
B：どこまで動くっていうのがあるんだよ。何 ず々つ変える。何 で々止まる…。 

-どうしていいかわからず9秒沈黙- 
A：止めたいね。止めたいってことは，この動き（ドア）がずっとじゃダメってことなのか結局。ずっとだったら無限にし続けちゃうから。 
B：そっか。 
A：まで繰り返す。違うな。 
B：何々まで待つ，どういうこと？ここに入るのは何なの？X座標まで待つって出来んのかな？ 
A：マウスの座標でしょ？ 
B：ここで止めるってどうするんだ？片方ができれば（ドアの）もう片方もすぐできるんだよね。 
A：うん，うん，うん，うん。反対にするだけだもんね。 
B：うん。 
A：マウスが押された…。ちょっと待てよ。 
B：今，これ，止めれさえすれば後は，居なくなった時の感知さえ出来れば終わる。 
A：止めるはあるよ。 
B：おお。それ，すべてを止める？すべてを止めたら…。 
A：だから，これをまで繰り返すにするんじゃない？ずっとじゃなくて，いついつまで繰り返す。でもそのタイミングは。 

-どうしていいかわからず7秒沈黙- 
B：センサーだな。動きでないの？止まるって。 
A：動きで止まる…。 
B：あっ，これ（ドアの座標）最終目標がこれじゃん，たぶん。 
A：うん，うん。 
B：例えば，これ（ドアの座標）を入れてその下に何歩動かすっていれれば…，何歩ずつ動いてそこにするとはならないか。 
A：そういうこと？なるほどね。じゃあ，これを，ありだよね。10回繰り返す10回繰り返す…。ずっとで，これを‐5とかにしてみる？とりあえず。 
B：で，この上にこういうのを入れるんじゃない？ 
A：あ，違う違う違う，えっ？ 
B：ちょっと貸して，この座標をここに，こう。 
A：したらこれって，ピュンって動いてからジュンジュンって感じになっちゃうんじゃないの？ 
B：ああ。なるほどね。 
A：イメージ。 
B：やってみるか。 
A：ま，ま，やってみよう。1回実行しよう。 
B：ああ。 
A：飛んじゃうんだよ。 
B：そうだね。 
A：だから，一回それは抜いてみて。 
B：これで。 
A：ずっとだから。 
B：あっ，秒でもいいんじゃない？ 
A：そういうこと？ 
B：1秒で座標まで行くだったら別に速度っていうか何個ずつっていらないのか。 
A：うんうん。 
B：これちょっと入れてみていい？これ，どこかの場所だからこちのほうがいいか。（座標のほう） 
A：そうだね，こっちで目的地になる場所に。 
B：そうだよね。ここが0か。 
A：でも，0でもちょうどいいくらいなんじゃない？（座標を調節して）いいんじゃない？ 
B：ちょっとやってみよう。1秒だと早いな。3秒とかにするか。 
A：おけおけおけ。ちょっとやってみよう。 
B：（動いて）来たよ。動いた動いた。3秒じゃ遅かったね。 
A：ちょっとね。ま，2秒ぐらいでちょうどいいんじゃない？ 
B：来たんじゃない？ 
A：あるよね，あるある。 
B：ちょっともう一回。（動き方が少しおかしい）感知が…，いいじゃんいいじゃん。ちょっと待って，今思ったのが感知ってのがやっぱり触れてなきゃいけないんだ。これに（センサー）。これもうちょい伸ば

そう。ほら，これさ今さ。 
A：これさ，なんでさ，これさ，触れて1回離れてからじゃない？こいつ（ドア）が動いてるのって。 
B：もう1回やるよ。 
A：触れてる間は動かないじゃん。触れて，こいつが（人）触れなくなった瞬間動くじゃん。 
B：ほんとだ。 
A：これって何だろう？何でだろう？ 

-どうしていいかわからず4秒沈黙- 
B：もう一回右にいって。 
A：ほらこれで光ったってことは。 
B：今それになったんだ。 
A：うん。だけど，なんで？面白い面白い。 
B：ハハハハハハハ。 
A：なんで？触れたなら，感知を送る。触れたなら，感知を送る。ずっと。連続して信号を受け続けてるから今，今からスタートするぞ今からスタートするぞの繰り返しなのかな？ 
B：ああ。そういうことね。そしたら。 
A：面白いな。だから，えっとね，ちょっと待てよ。 

-どうしていいかわからず6秒沈黙- 
B：1回さこれ見やすいように（プログラムが）まとめね？これ，センサーをちゃんと伸ばして一番端も伸ばして，（ドアの）右も動くようにしよう。 
A：おっけ。ちょっと待ってよ。ああ。 
B：ここを（センサーの距離）そろえなきゃ。 
A：そしたら，ええっとね逆に（伸ばすのではなく，線をまっすぐに消すことでそろえる） 
B：なるほどね。 
A：これさ，広がりすぎなのかな？どう思う？これだとさ，すぐに当たっちゃいそうじゃない？ 
B：ああ，そうだね。もうちょっと，狭くする？まいっかいいやいいや。 
A：これさこうでもいいんじゃない？（センサーの線を1本減らす）ちょっと下にする？ 
B：これなら多分，先が触れてるよ。 
A：ああ，このぐらいにしておくか。（センサーの高さ） 
B：で，右のドアも動くようにしよう。 
A：うん。 
B：左ってどうやって作ったっけ？ 
A：まず，押されたとき所定の位置に戻すよと。ええっと，X座標を63だったよね？ 
B：うん。今，入ってるやつじゃないの？ 
A：ああ，そうか。で，最前だよね，こっちは。最前，最前。 
B：で，次のイベントか。 
A：そうだ。 
B：何々を受け取った時でしょ，これだ。 
A：人を感知を受け取った時，ずっと。 
B：ずっとだっけ？（確認） 
A：そうだね。ずっと。 
B：ずっと，何々 のところまで何秒で何 す々る。 
A：うん。 
B：これは，X座標をずらすのか。 
A：どのくらいにすればいいかな。こいつが。 
B：61じゃない？ここが。 
A：ほんとだ。61にしよう。ずれちゃうから。で，こいつが今いる場所が，121から0，120ずれてんだ。でもそんなに。 
B：120ずらしたらどっか行っちゃうよね。 
A：うん。見えなくなっちゃうね。 
B：じゃあ，分かりやすいように40くらいずらす？ 
A：40ずらしだったら，81と，こっちは，279。 
B：299じゃない？ 
A：ああ，そうだ。ごめん。Y座標を。 
B：61にする。でやってみよう。 
A：で，所定の位置，で，なぜか触れてちょっと外れてから，（動く）まあまあまあまあ。 
B：まあ，ちょっと形にはなってるね。 
A：通れることには通れると。通れるには通れるから，この当たってる間が 
B：判定だよね。 
A：うん。でも光っているから感知はしてるよ，絶対。 
B：これ，動き続けないと（人が）動かないんだ。 
A：うん？ちょっと待てよ，わかった。 
B：まって，外に行ったら動いたな。 
A：だからこれはあれじゃない？ここがまだ当たってる範囲だから。これさ，センサー送るのをさずっとじゃなくてさ，1回でいいんじゃないか？ 
B：なるほどね。 
A：1回ってあんのかな？1回，1回。1回だけ，1回だけ送る。 
B：これ何回繰り返すって。あ，でも繰り返しちゃだめか。 
A：まあ，でも，1回繰り返すとかでいけんじゃないのかな？ 
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B：ずっと1回繰り返す？まあ，やってみよう。 
A：ああ，でもだめだ，あんまり変わってない。なんでだろう。あんまり意味なかったな。 

-どうしていいかわからず10秒沈黙- 
B：ずっとじゃなくていい。 
A：そう，ずっとじゃなくていい。 
B：じゃあ，もうそれなしで（ずっと）やってみたら？ 
A：確かに。 
B：これでどうだろう。（動かない）あ，ずっとじゃないとスタートしないんだ。あ，終わってないからだ。 
A：ああ。すべてを止める？（すべてを止めるを入れる）なんだろうねこれ。（全部が動かない）あ，止まっちゃってんのかこれ。じゃあ，このスクリプトを止める。だったらこいつだけ（センサー）止まるんじ

ゃないか？だめだ止まっちゃってるんだ。止めちゃダメなんだこれは。やめましょう。だから，ずっとは必要だね。 
-どうしていいかわからず3秒沈黙- 

B：ずっとこれは感知を送り続けてるんだよね？ 
A：うん。 
B：触れたら，開くんだよね。 
A：なんか，何秒でどこまで行くっていう風にしたら，止まるけど，触れてる間感知しなくなったじゃん。（動かない）で，最初のこっちに移動するってやつだったら，止まらなかったけど，触れてる間も動いて

たよね。 
B：これ，人間の動きとドアの動きは別か？だってさ，ここにさ（センサー）ちょって触るとするじゃん。 
A：うん。 
B：で，すぐ戻るとするじゃん。でも1回センサーに触れたから自動ドアって開くよね？ 
A：うん。開く開く。だから，その開けるよって動作を1回だけしてくれればいいわけよ。 
B：うん。 
A：思ったんだけど，いや，ちょっと待てよ，もし何々 に触れたら，触れた…，うわー。じっくりやりたいな。 
B：いやでもなんか，詰まってきたね。 
A：ハハハハハハハ。悔しいな。 

-どうしていいかわからず7秒沈黙- 
B：触れたら動いてほしいんだよな。でもこの感知は当たってんだよな。 
A：うん。 
B：ん？触れたなら，触れたならか。 
A：触れたなら以外あんのかな？（探す）無いんだよな。んんー。触れたなら感知を送る。 

-どうしていいかわからず14秒沈黙- 
B：んん。難しいね。 
A：いや，成功したいよね。（座標を何 ）々にするは瞬間移動だもんね。にするは瞬間移動で，何秒で行く… 
B：1個1個のね，現象を割っていかないと無理なんだね。 
A：んん。にする。動かす。の場所へ行く。どっかに行っちゃったのかこれ。まってまって，最初の位置どこだったっけ？いいのかこれで。ずつ変える。にする。送って待つ。送って待つ？ 
B：待つってどういうこと？ 
A：わかんない，1回やっていい？（動く）あっ。 
B：決まった。 
A：これ決まったんじゃない？ 
B：偶然当たったんだけど，どういうことなんだろう？これは？ 
A：なんか思ったの。送るってさ，センサーがさ信号をさこうやってさ送ってこれをドアが感知してから，あっ，感知したぞー，ドア開けようっていう風に感知，開けるっていうムーブのこの時間軸があって，こ

ういう流れだと思うの。だけど，これがセンサーが触れてる間，これ今送って1回待ってる状態なんだけど，待たないと要は，なんだろ送り続けられてる状況だと思うの，で，受けた受けた今から動かすぞ今
から動かすぞの連続で，止まっちゃってるんじゃないか。 

B：だから，動かしてないと止まっちゃうのか。 
A：そうそう。そんで，こいつが離れた瞬間に，動き出すっていう動作が始まったわけじゃん。それは，1時的にこのセンサーの連続的に来てた信号が途絶えたから，じゃ，今から（スタート）っていうことなのか

なって思って。 
B：ちょっともう1回見して。 
A：送って待つね。 
B：おお，いいじゃんいいじゃん。 
A：当たってるけど，動いて（ドアが）このままいけると。 
B：あとは戻す動作が必要だ。 
A：そうだね。閉めればいいんだ。これで。 
B：うん。 
A：閉めるから，待てよ，感知… 
B：もし，センサーの外に行ったならか。 
A：そうだよね，こいつが（人）触れたなら… 
B：範囲から出たらってことでしょ？ 
A：触れたなら…，あ，ていうことは，触れてない状態のとき，人を感知していない状態のときは。 
B：あ，そうだ。 
A：えっと，こいつら（ドア）は基本的に戻り続けている。閉まり続けているようにして，触れた時に関してはグーンと開ける。ていう風にすれば。 
B：触れてない状態をいれればいいのか。触れてない状態で戻るやつだから，もし…，何があれば条件… 
A：触れてないならなんてあんのか？ 
B：制御…，あ，もし触れてなければにならない？これ。 
A：あ。 
B：これどうやって解釈すればいの？ 
A：もし，触れたなら… 
B：あ，もし触れたならで，ここに入れると（1段目）触れたならなんじゃない？ここ空白で，下に入れればもし触れてなければになるんじゃない？ 
A：ああああ。もし触れたならだよね？ 
B：ああ。いいじゃんいいじゃん。 
A：で，何とかでなければ。 
B：あ，これは（人を感知を送る）ここに（1段目）入るよね。で，もし触れてなければ… 
A：あああああ。えっと，そしたら，逆に触れてないを送っちゃえばいいんじゃないか？もう1個作って。 
B：あああ。なるほどね。 
A：人未感知。で，これをずっとずっと。これでも動作は（前までの）するのか。するする。 
B：で，未感知の信号を送ってあげればいいんだ。 
A：そうだ，未感知時は基本的にこっちっていう風にすれば…，そうだねそうだね。 
B：もう1個人の未感知を受け取った時を作ればいいのか。 
A：いいねえ。人を未感知を受け取った時，ずっと， 
B：何秒で定位置に戻らせるようにすれば。 
A：頭いい頭いい。めちゃめちゃいいねえ。そうだそうだ。 
B：この座標（定位置）を打ち込めば… 
A：121の61。やってみるよ。今人を感知している状態でしょ？ん？（動いたまま戻らない） 
B：動かんぞ。 
A：行って戻ってってことは，あ，どっちも受け取ってる今。 
B：そっか，何したらいいかわかんなくなってるんだ。センサーが。 
A：そうだ。感知してるし，離れたから未感知もしてるし…，じゃあこれ一緒にしちゃだめってこと？あ，まって，送り続けてる，送って待つんだよね？送って待つんだ。そうだそうだ。送り続けたらバグっちゃ

うから。 
B：そうだ。さっきと同じことしてた。 
A：送って待とう。え？（動かない） 
B：やばい，感知してない。 
A：なんでだ？落ち着こうか。人未感知を受け取った時… 
B：今，受け取ってるね。 
A：受け取ってるね。あ，今触れてないから人未感知を常に送り続けてる状態だ。人未感知を受け取ってこいつは（ドア）ここに居続けようとしている状態だ。 
B：ああ。感知したらシステムをそっちに切り替えなきゃいけないんだよね。 
A：そうだね。 
B：そうすると，センサーか。これ，ずっとなってるってことは。 
A：今未感知状態だね。これ，今感知，感知だけど。 
B：これさ。 
A：これさ，感知と未感知がどっちもなってる状態なのこれ？（違う）でもこれさ，感知してるよね。感知してるはずだよね本来。 
B：今未感知。 
A：なぜだ？ 
B：これ最初に受け取ってるやつを繰り返すんじゃない？ 
A：あああ。説あるね。 
B：もし最初に人がここにいたら，（センサーに触れていたら）もう感知をずっと受け取るっていうことだから…，未感知から感知へ行くための条件を考えなきゃいけない。 
A：そうすると，もし何とかなら入れる？ 
B：これさ，同じの入れればいいんじゃないの？センサーと。これと。もし感知を受け取ったらってやつあんだっけ？ここにはなにがはいるんだっけ？ 
A：ダイヤマークじゃない？えええ。 
B：ずっと未感知状態だもんね。今，スタートが未感知だもんね。 
A：そうだね。1回。 
B：これずっと？あ，でもずっとにしないと行き来したときにできないか。 
A：うん。人がまだセンサーに届いてない状態のときは，未感知状態なんだよね。要は，センサーから離れている状態は未感知状態だから，閉めようとする。開いてる状態であったとしても閉めようとする状態が

未感知状態じゃん。 
B：そうだね。 
A：で，人がセンサーに当たったら，こいつは開こうとして欲しいから，感知状態になって欲しい。押されたときずっと…，もし触れたなら感知を送って待つ。触れてなければ未感知を送って待つ。 
B：これ，1回だけ…もうこれで終わってるんだよね，この時点でこのシステムは終わってる。 
R：1時間が経ちましたので，終わりにしてください。 
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筆者は、現在までの音楽科における歌唱指導の先行研究を踏まえ、声帯の健康なども射程に入れ、生活に音楽を取り入

れ、生涯にわたって音楽を愛好し、充実した人生を送ることができる方法について模索してきた。 

筆者はこういった流れの中で、茨城大学の非常勤講師であり、豊かな現場体験を持つ鶴田昭則の歌唱や歌唱指導法に

触れる機会を持ち、声帯の発声障害や、学童嗄声の問題、オーケストラの指揮・指導を含む歌唱指導などといった事柄に、

オールマイティに対応できる可能性を見出してきた。 

筆者は、なぜ鶴田がこういった問題に対応可能な能力を身につけることができたのかを、鶴田の歌唱に対する学習歴に

目を向けることで多くの示唆を得てきた。そこには、サルコリや、三浦環、丸山徳子などといった歴史的には遠くに思える存

在でありながらも、現在に普遍的に大きな影響を与える存在があることに行きついた。歴史的な存在でありながらも、「現在

に生きる」こういった歌唱指導の教育者の影響を、丸山徳子・鶴田昭則のレッスンを手掛かりに検討した。その結果、①音楽

科の歌唱指導、ひいては普遍的に応用可能で教育的な観点、②「歴史認識と歴史研究」という二つの観点を指摘することが

でき、今後の課題を含め、多くの学びを得た。 

 

 

はじめに 

 

筆者は、現在までの音楽科における歌唱指導の先行研究１）２）３）４）５）を踏まえ、発声障害等が原

因で教職を離れる教員６）、学童嗄声の存在７）などにも目を向け、音楽科の歌唱における声帯の健康

も射程に入れ、生活に音楽を取り入れ、生涯にわたって音楽を愛好し、充実した人生を送ることが 

―――――――― 
*茨城大学教育学部音楽教育教室   
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できる方法について模索してきた８）９）。 

筆者はこういった流れの中で、茨城大学の非常勤講師であり、豊かな現場体験を持つ鶴田昭則 10）

の歌唱や歌唱指導法に触れる機会を持ち、声帯の発声障害や、学童嗄声の問題、歌唱指導、合唱を

含む第九などオーケストラの指揮・指導といった事柄に、オールマイティに対応できる可能性を見

出してきた。 

筆者は、なぜ鶴田がこういった問題に対応可能な能力を身につけることができたのかを、鶴田の

歌唱に関する学習歴に目を向けることで多くの示唆を得てきた。そこには、サルコリ 11）や、三浦環

12）、丸山徳子 13）などといった歴史的には遠くに思える存在でありながらも、現在に普遍的に大きな

影響を与える存在があることに行きついた。 

一方筆者は、音楽教育史学会のシンポジウム 14）や、音楽教育学会の学会誌で、今しか残せない、

教育的にも、歴史的にも重要な事実・資料を吟味し、検討し、保存していくことの大切さを主張し

てきた 15）。 

歴史的な存在でありながらも、「現在に生きる」こういった歌唱指導の教育者の影響を、丸山徳子・

鶴田昭則のレッスンを手掛かりに検討することは、それに該当することにもなろう。 

本論文では、さらにそれらの指導が、現在までの鶴田の音楽科の歌唱指導について、どういった

形で影響を与えてきたのか、また、これからの音楽科の歌唱指導にどういった影響を与えうるのか

について検討することとする。 

従って本論では、１.サルコリと三浦環、サルコリの養女の丸山徳子、弟子である鶴田昭則との関

係について、2.丸山徳子の鶴田昭則に対するレッスンについて、3.鶴田昭則における、音楽科の歌

唱指導に与えた、サルコリ、三浦環、丸山徳子の影響について検討することとする。 

なお、本論文は、こういった経緯の中で、当初、生の声を残すという立場から、関係者である、

丸山徳子先生の娘さんである丸山洋子先生、鶴田昭則先生への、対面でのインタビューを中心に展

開するということで企図されてきたが、折からのコロナ感染拡大予防のために、主にメール等での

やり取りによらざるを得なかったことを付け加えておきたい。 

そういった意味で、藤田から鶴田への質問と回答という形で論文が展開することをお許しいただ

きたい。また資料等の入手に関しても制限が多くあったために、現在検討可能な内容に留めたこと

もご理解いただきたい。また、鶴田の回答に関しては、カンマ等も含めて、鶴田の表記に極力従っ

たことも付記しておきたい。 

 

 

１.サルコリと三浦環、サルコリの養女の丸山徳子、弟子である鶴田昭則との関係について 

 

藤田 サルコリ先生と三浦環先生、丸山徳子先生の関係については、いつ頃レッスンでお聞きにな

られたのでしょうか？  

鶴田 私は，高校2年の時から丸山先生に声楽のレッスンを受けていますが，レッスン中お二人の

先生(サルコリー・環先生[サルコリー先生はサルコリ先生、同様に環先生は、三浦環先生を示す(以

上、筆者付記。以下、同様。])について話すことがあり，その名前はよくお聞きしておりました。

丸山先生は，よく「サルコリー先生は歌曲であってもアリアであっても，このように歌っていた」
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と言ってその歌い方を聴かせてくれました。真似て歌うことの大切さもよく話しておりました。又，

環先生のことについてもその名前をよく出されておりました。時には「このような歌い方をしてい

た」などと具体的に・・・ただ私自身がその頃声楽について無知でしたので，お二人の先生の名前

を聞いても，それ以上細かな事を質問することもあまりなかったというのが本当のことです。 

 これから下記に述べていることは，レッスンの後ですが，丸山先生の長女である洋子さん(丸山洋

子さん[筆者付記。]からお聞きしたことについてです。サルコリー先生については，かなり大変重

要な事実が伝えられています。 

サルコリー先生は，1867年イタ 

リアのシエナで生まれています 

が，イタリアではプッチーニと 

のつながりもあり，かなり有名 

なテノール歌手で，マンドリン・ 

ギター奏者でもありました。 

1911年中国(上海)に音楽学校 

をつくるため渡ってきたわけ 

ですが，中国では，その当時 

「辛亥革命」があり，立ち寄 

れず仕方なく横浜に降りたよ 

うです。いつしか東京に住む   左から スズキ:丸山徳子,蝶々さん:三浦環,ピンカートン:  

ようになり，三浦環先生との      永田絃治郎 

出会いがあつたとのことです。   (昭和11年,歌舞伎座の「蝶々夫人」の舞台写真:丸山洋子 

そこでは, お二人のコンサー       氏提供) 

トがあったばかりでなく，環先生は「蝶々夫人」を中心にサルコリー先生のアドバイスを受けるよ

うになったようです。環先生は，30歳の時ご主人とともに海外に渡ったのですが，これもサルコリ

ー先生の後押しがあったと考えられます。先生は，環先生の他，喜波貞子・関谷敏子・原信子・奥

田良三など多くの歌い手を育てています。 

 洋子さんの言葉は続きます。「東京に住む私の母親は，サルコリー先生の養女になったわけです

が，多分，それは母親が女学校時代であったと思います。母親は叔母がサルコリー先生の家のお手

伝いさんでもあったので，小さい時から遊びに行っていたのは確かです。音楽のレッスンも 12歳ご

ろから25歳くらいまで受けていた」とのことです。 

1936年サルコリー先生が亡くなられたのですが，昭和１０年には，「蝶々夫人」2000回の海外公

演を終えた環先生も帰国しており，弟子の皆さんでお送りしたとのことです。昭和11年，歌舞伎座

において蝶々さん:三浦環，スズキ: 丸山徳子，ピンカートン:永田絃次郎 他の布陣で行った「蝶々

夫人」公演を6歳の洋子さんが鑑賞していて，よく覚えていると話されています。 

 サルコリー先生の墓地は，東京にあり丸山家，特に，今も洋子さんが見守っているとのことです。 

 

 

2.丸山徳子の鶴田昭則に対するレッスンについて 
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藤田 鶴田先生は、いつからどのような形で丸山徳子先生のレッスンをお受けになったのでしょう

か？ 

鶴田 私が今から60年前のことです。高校２年の時，音楽部の友人が，「自分の習っているピアノ

の先生は間違いなく歌い手と思う。声を聴いてもらったらどうか」と言うので，声変わりも終わり

高音は自然に出て，特に，イタリアの歌はレコードで覚え絶えず歌っていましたので彼について行

きました。丸山先生宅です。:現 小美玉市栗又四ヶ(当時の玉里村)そこは，栗畑の続く中にあり，

他に家はあまりなかったように思えます。イタリア民謡何曲か歌いましたら「歌を歌い続けなさい」

と言われました。そこから，レッスンは続き，学生時代，教職の仕事をしながらも55歳ぐらいまで

レッスンを受けました。当然，他の男の先生や声楽以外の多くの先生からご指導を受けましたが，

今，コンサートを続けながら考えることに，先生からのレッ

スンがあったからこそと思うのは間違いありません。 

先生のレッスンの一場面を述べてみます。 

発声の練習は，スケールを中心です。自然に音域を広くして

いきます。母音のみでなく，合わせて子音の練習です。それ

も出しやすいひびきで繰り返します。曲そのものの稽古に入

ると，フレーズそのものを早く掴むよう求められます。イタ

リアの言葉は，「日本語の意味もよく読んでくるように」と言

われました。「ビブラート過ぎない美しい声を求めなさい」

「小さなひびきを大切に」ともよく言われました。これも大

変重要な事と思いますが，よく「テノール:タリアヴィーニ16）

の声を聴き真似なさい」とも話されていました。このごろ何

故そのように言っていたのか，その理由も解るようになりま 

した。それは，ベルカントそのものの声・ひびきを大切にす 

サルコリー      ることと思えます。 

(「カヴァレリア・ルスティカ    もう一点，よくカルーソー17）がしっかりした身体づくりを 

 ーナ」の舞台写真：丸山   して舞台に臨んでいたことも話されていました。 

  洋子氏提供)         これは私自身の海外での経験ですが，特に，イタリアでは 

何人かの先生に歌のレッスンを何回か受けたことがあります。私の受けたレッスンが，運よく丸山

先生と同じ指導法であったことがいつまでも心に残っています。 

 

  

3.鶴田昭則における、音楽科の歌唱指導に与えた、サルコリ、三浦環、丸山徳子の影響について 

 

藤田 鶴田先生においては、音楽科における歌唱指導に与えた、サルコリ先生、三浦環先生、丸山

徳子先生の影響について何かありますでしょうか？ 

鶴田 3 人の先生方の指導には，その後，私自身が行ってきた歌唱指導に大きく影響を与えてくれ

たのは，間違いありません。サルコリー先生の舞台姿(写真で拝見する)。同じく三浦環先生の舞台

姿。どちらも素晴らしく，「生」で観たかったと言うのが本音です。歌とは何か・歌をどのように歌
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ったらよいか等その指導について受け継いで行くゆるぎないものを想像することが出来ます。 

丸山先生の歌唱指導は，音楽科と言う存在をいつも明確にしたものであり，人を育てると言う基

本理念が底に流れています。私自身，「叱られる」と言うより「誉められながらレッスンを受けてき 

た」と自負している一人です。                    

 いつも，述べていますが人間の声には，男女差・大人と子どもと言うような差がありますが，歌 

い方を変える必要はないと言うことです。同じ方向性で・きれいなひびきが求められているのは，

間違いないと考えております。 

                           

 

結びにかえて 

 

 筆者は、本論で行った、１.サルコリと三浦環、サルコリの養女の丸山徳子、弟子である鶴田昭則

との関係について、2.丸山徳子の鶴田昭則に対するレッスンについて、3.鶴田昭則における、音楽

科の歌唱指導に与えた、サルコリ、三浦環、丸山徳子の影響についての鶴田の著述を通して、二つ

の流れを読みとることができると考えている。 

 まず最初は、音楽科における、歌唱指導の観点である。 

それは、歌唱指導の基盤となる発声の技術的なことの指導などを入口として、最終的には教育の

観点が示されていることである。 

声帯の健康は言わずもがなのこととして、教師と生徒の信頼関係、生涯にわたって、音楽を愛好

する姿勢の育成、豊かな情操など、生涯を通して揺るがない情緒を、児童・生徒の心の中に植え付

けること。児童・生徒の中に、普遍的に使用可能なフイルターをつくり、自分で取捨選択のできる

心を作り上げたことでもあります。 

こういったことは、今日でも音楽教育上の観点として、十分に通用することでありましょう。 

また、レッスンが、茨城県のかなり奥の場所で行われたにもかかわらず、サルコリや、三浦環、

タリアヴィーニ、カルーソなど、国際的な色合いを帯びていたことも、幸いしたといわざるを得ま

せん。 

また、こういった自然豊かな場所だからこそ、教育の観点が守れたのかもしれません。 

三浦環は言っています。「『お蝶夫人』をうたうプリマドンナも無暗矢鱈にうたうとホルビのよう

に喉をつぶしてしまいます。ホルビを引っ張り出すまでもなく、現に世界一といわれたガリクルチ

もトティ・ダルモンテも、いたずらに他人の真似をしてうたったからとうとう高い声が出なくなっ

てしまいました。『お蝶夫人』は役の性質上、泣いたり、笑ったりしてうたわねばなりませんから、

コロラチウラ・ソプラノには荷が重すぎて最後の幕になるとうたえなくなってしまうのです。自慢

をするようですが、『お蝶夫人』を二千回もうたって喉をつぶさないのは世界中で私一人だけです。

それというのも私はほかのプリマドンナの真似をせず、私が自分で工夫した蝶々さんを自分の喉を

無理をせず、自分が工夫した発声法によって楽々とうたったからです 18）。」と。 

つまり、どのような状況にあっても、無理をせず、自分の能力の中で、創意工夫する。 

声楽であっても、他の場面であっても、普遍的に応用可能な教育的観点ではないでしょうか。 

次に、二番目の観点ですが、筆者が本論文注 14)で示した、「歴史認識と歴史研究 19）」の観点であ
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ります。 

 もともとは、筆者が参加した、音楽教育史学会の筆者のシンポジストとしての提言でありました 

が、「歴史研究の基本として、唯一研究の基盤となるのは、その「実証的な証拠」であります。従っ 

て、現在のみに収集可能である、貴重な歴史的存在を発見し、後世まで大切に残すことが必要不可 

欠なものとなりましょう。人的なものを含む、これらを用いて本来実証的な歴史研究に生かしてい 

くことが重要であると考えます 20）。」としました。 

前回も今回も、ご披歴いただいたのは、丸山徳子先生の長女の丸山洋子先生がご所持なさってい

た、一葉のお写真がもとになっています。 

 洋子先生の正確な記憶も、大いに証拠となりました。 

また、鶴田先生の声そのものも、「実証的な」証拠となりました。 

 丸山徳子先生によって、102 歳まで黙して語られなかった内容が、なぜ、このような形で日の目

を見ることができたのでしょうか？ 

 それは、丸山徳子先生、丸山洋子先生、鶴田昭則先生、ひいては、三浦環先生、サルコリ先生の

愛が基盤になっていることは間違いありません。 

 筆者は、今後とも、こういった意味で、研究を進めていきたいと思っております。 

 ご協力に深い感謝の意を表します。 

 ありがとうございました。 

 

 

注 

 

1)  浜野政雄『新版音楽学教育概説』（音楽之友社，1967），pp.87-132. 

2)  閏間豊吉『音楽科教育学概論』（音楽之友社，1985），pp.114-140. 

3)  渡辺陸雄 浅香淳編集『小学校音楽教育講座第 6 巻音楽科基礎指導法｜歌唱｜』（音楽之友社，

1982），pp.40-55.  

4)  小田野正之 浅香淳編集『小学校音楽教育講座 第 9 巻音楽基礎技法』（音楽之友社，1983），

pp.119-152. 

5)  原田博之「西洋音楽の発声によるうた―日本語の特性を活かした歌唱に向けて」『音楽教育実

践ジャー ナル』vol.8 no.1（通巻 15号），2010，pp.24‐30.）の研究など。 

6)  米山文明『一日5分のトレーニングで声と歌にもっと自信がつく本』(三笠書房，2002),p.34. 

7) 『小学生の音楽授業 2』（ビクターエンタテイメント株式会社 ，VIVG-50040，1988 ） 

8)  山口(藤田)文子「発声に関する研究：－音楽科教育の立場から発声教育の必要性に鑑みて－」

『茨城大学教育学部紀要（教育科学）』（茨城大学教育学部）第 57 号，2008，pp.67-72.  

9)  鶴田昭則 、内野健太 、藤田香織 、山口（藤田）文子「音楽科教育における歌唱指導の研究 ― 

幼稚園，小・中学校，高等学校に共通する内容を中心に― 」『茨城大学教育学部紀要（教育総合） 

増刊号（茨城大学教育学部），2014，pp.67-84.など。 

10)  茨城大学教育学部音楽科卒業。公立中学校・茨城大学教育学部附属中の音楽担当教諭、茨城県 

教育庁指導主事、小学校長などを務めた。 イタリアの歌、日本の歌・童謡を研究し、ベートー 
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ベン第九のテノールソロを担当。小・中学校の校歌作曲も多数。 前茨城大学非常勤講師。茨城 

県育研究会音楽教育研究部長、茨城県吹奏楽連盟県南地区会長、つくばで第九実行委員長、ムジ 

カ・ ひびき代表、日本の歌・童謡をうたう会代表、音楽教育推進協議会常任理事、茨城大学楽 

研(音楽専攻)同窓会会長などを歴任。著書・論文も多数。なお、本論文では、鶴田は、鶴田昭則 

以外には存在しないので、鶴田とは、鶴田昭則を示すこととする。 

11)  Adolfo Sarcoli  1872 シエナ～ 1936.3.12 東京 イタリアのテノール歌手。イタリア各地で 

オペラに出演し、名ソプラノのテトラッツィニーの相手役もしたが、来日。イタリア・オペラの 

名曲と、ベル・ カント唱法を日本に伝え、声楽界に貢献した(下中弘編集『音楽大事典第2巻』 

[平凡社，1982]p.981.参照)。演奏としては、マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」 

の三浦環、サルコリの二重唱における A.サルコリの演奏がある(『伝説のプリマ・三浦環デビュ 

ー盤から最後の演奏まで 』（VINTAGE，SYC-1001)。なお、筆者はこのCDのA.サルコリの演奏と 

鶴田の演奏が発声法・表現法共にとてもよく似ていたために非常に驚いた『テノール鶴田昭則イ 

タリア古典歌曲＆トスティを歌う（ソプラノ丸山徳子メモリアルコンサート）』（珈琲倶楽部 なか 

やま，2014）。なお、A.サルコリの人物紹介については、本論文注 9の前掲論文pp.70,71.に、鶴 

田によって、三浦環の師、丸山徳子の養父、師として詳しい説明が示されている。参照されたい。 

なお、本論文に登場するサルコリは、アドルフォ サルコリ以外の人物は存在しないので、サルコ 

リは、鶴田同様、A.サルコリ、すなわちアドルフォ サルコリを示すこととする。 

12)  みうら たまき 1884(明治17) 2.22東京～ 1946.5.26同地 ソプラノ歌手。旧姓柴田 。1900 

年東京音楽学校入学、本科声楽科、のちに研究科に進んだ。ユンケルに師事。03年邦人歌手のみ 

によるオペラ公演出演後、東京音楽学校助教授となる。10年帝国劇場歌劇部教師として招かれる。 

11年〈カヴァレリア・ルスティカーナ〉部分上演にサルコリとともに出演。13年医師三浦太郎と 

結婚し、14年夫と共にドイツ留学。第１次世界大戦のため、ロンドンにのがれ、アルバート・ホ 

ールのデビューに成功。翌15年ロンドンで＜蝶々夫人〉に出演、その成功が契機となって渡米。 

プッチーニの知遇を得る。22年(大正11)帰国。全国巡演ののち、渡欧。35年イタリアのパレル 

モで＜蝶々夫人＞出演2000回の記録をつくり帰国。36年歌舞伎座で＜蝶々夫人＞出演2001回記 

念公演。翌年の大阪公演より彼女自身の邦訳歌詞を用いた。彼女の声は清澄で美しく、派手な演 

技と相まって好評を得た。日本最初の国際的なプリマ・ドンナ。門下には原信子、関谷敏子らが 

いる。著書に＜世紀のオペラ＞(1912、大正1)、訳書にべラスコの＜歌劇お蝶夫人＞(1937、昭和 

12)がある(下中弘編集『音楽大事典第5巻』[平凡社，1983]p.2437.参照)。 

13)  まるやま とくこ 1911 ～ 2014 ソプラノ 現茨城県小美玉市宮田に生まれる。鶴田の師。 

幼少時，先生の父が新聞社に勤めていた関係で家族共々東京で生活する。1911 年（明治 44 年）  

にイタリアを代表するテノール，サルコリー氏が横浜に渡ってくる。 その頃，丸山先生の叔母が 

イタリア大使館で仕事をしていた。叔母は，その後，東京に住むようになったサルコリー氏のお 

手伝いさんになる。 先生が 12 歳の時（大正 12 年）に東京大震災が起こり先生の家が焼失す 

る。そのため，先生は東京のサルコリー氏の家に叔母とともに住むようになり女学校に通う。サ 

ルコリー氏には何かと気に入られ，後々，先生は氏の養女になる。氏のもとには，ソプラノ三浦

環 をはじめ多くの歌い手がレッスンを受けに来ていた。そのような音楽的環境にあふれる中で， 

自然に本格的に氏の指導を受けるようになったのである。又，ある時は，東洋音楽学校（現 東京 
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音楽大学）にも通う。時には，小さなコンサートには出演していた。 25 歳頃まではサルコリー 

氏にレッスンを受けていたが，1936 年サルコリー氏が没する。しばらくして，欧米で活躍してい 

た三浦環が帰国し，オペラ蝶々夫人に蝶々さんが三浦環，スズキが丸山先生と言う共演も実現し 

た。その後，先生は，結婚を機に，上海に渡ったが，そこでの音楽的環境は，太平洋戦争の影響 

もあり恵まれたものではなかった。 戦後，家族共々，生まれ故郷の宮田に戻り，現小美玉市栗又 

四ヶに住むようになる。戦後のきびしい音楽的事情と家庭的な事情もあり，オペラ活動は，全く 

しなかった。後半は，声楽（ベル カント唱法による指導）やピアノの指導者として活動する。先 

生は，つい最近まで存命であったが，2014 年 1 月末日 102 歳の生涯を閉じられた(本論文注9) 

の前掲論文 p.70.に、鶴田によって、詳しい説明が示されている。参照されたい[筆者付記]。)。 

14) 〈特集・シンポジウム〉「戦後７０年と音楽教育史」のなかで、筆者は 2015年(平成27年5月) 

の音楽教育史学会第28回研究大会でシンポジストとして発表した。 

15)  本論文注14)のシンポジウムの発言をそのまま掲載、さらに内容を精選し、編集委員会の審査 

の下、筆者は「歴史認識と歴史研究」の視点からの提言を行い、同様の内容も主張した(「<音楽 

教育史学会第28回研究大会 シンポジウム記録>《特集》シンポジウム『戦後７０年と音楽教育 

史』」『音楽教育史研究』[音楽教育史学会]第18号,2016,pp.25‐59.）。 

16)  Ferrccio Tagliavini  1913.8.14 パルコ～1995.1.28同地 イタリアのテノール歌手。パル 

マ音楽院に学び、1938年フィレンツェのコンクールで優勝。イタリアはじめ、メトロポリタン歌 

劇場(1948～)、コヴェント・ガーデン王立歌劇場(1950～)など世界各地で活躍。甘美な発声と唱 

法によって、リリック・テノールの中でも特異な存在であった。＜愛の妙薬＞のネモリーノ、＜

夢遊病の女＞のエルヴィーノ、＜ルチア＞のエドガルドなどを得意とした。41年ソプラノ歌手タ 

ッシナーリと結婚。70年引退 (黒田恭一 下中弘編集『音楽大事典第3巻』[平凡社，1982]p.1440. 

参照) 。タリアビーニ(タリアヴィーニのこと[筆者付記])の演奏についても、鶴田昭則の論考に、 

丸山徳子先生から、「『タリアビーニの声を真似なさい』とよく言っていた」と書かれているが(本 

論文注9)の前掲論文pp69,70.)、鶴田の演奏の息の使い方にタリアヴィーニと近似する要素あり、 

この点についても、筆者は驚きを隠せなかった(タリャヴィーニ「星は光りぬ～「トスカより[プ 

ッチーニ]ほか。THE  HEARTRUL  SINGERS  ザ・ハートフル・シンガーズ 世紀を超えてよみが 

える歌声 Tenor & Castrato 11 テノール & カストラート)(BUNKENSHA  ONGEN –MUSIC,Disc11  

THS‐0011 )。 

17)  カルーゾーとも言う。Enrico  Caruso  1873.2.27 ナポリ～1921.8.2同地 イタリアのテノ 

ール歌手。教会の聖歌隊で歌ったのち、歌を学ぶ。1894年生地のテアトロ・ヌオーヴォでデビュ 

ー。1900～01年スカラ座、02年コヴェント・ガーデン王立歌劇場で歌い、絶大な人気を得た。03 

～20年はメトロポリタン歌劇場を中心に活躍。その声は、たぐいまれな美しさを持ち、しかも力 

強く、抒情的な歌も、劇的な歌も等しく十全に歌いえて、今なおイタリア・オペラを歌うテノー 

ルの理想とされている (黒田恭一 下中弘編集『音楽大事典第2巻』[平凡社，1982]p.628.参照) 。 

18） 『人間の記録・・・㉗ 三浦環 「お蝶夫人」』(株式会社日本図書センター,1997)p.115. 

19)   <音楽教育史学会第28回研究大会 シンポジウム記録>《特集》シンポジウム『戦後７０年と 

音楽教育史』」『音楽教育史研究』[音楽教育史学会]第18号,2016,pp.57‐59. 

20)  同上書、p.58． 
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生活実践力を育むためのクロスカリキュラムの検討と課題 

 

―― 家庭科と化学の授業を中心として ―― 

 

飯 塚 成 美＊ ・ 野 中 美 津 枝＊＊ 

  (2020年10月21日受理) 

 

Examination and Problems of Cross-Curriculum for Nurturing Life Practice 
Focusing on Home Economics and Chemistry Classes 

 

Narumi IITSUKA and Mitsue NONAKA 

 

 

キーワード：消費行動，教科横断型，食品選択 

 

健康な食生活を維持するためには，消費者として日々の食品を正しい知識を持って選択する消費行動が必要である。新

学習指導要領では，教科横断的な教育課程が求められており，これからの学校教育の課題となっている。本研究では，高校

家庭科の授業で生徒の生活実践力を養うことを目指すために，高校生に身近な清涼飲料水を取り上げて，科学的側面で関

係の深い理科（化学）との教科横断型の授業（クロスカリキュラム）に取り組んだ。事前調査で生徒の清涼飲料水に関する実

態を踏まえた上で，授業実践では家庭科教諭と理科教諭がＴＴでオレンジジュースの実験を取り入れ，さらに実験後にケー

ススタディで消費行動の確認をするクロスカリキュラムを考案した。高校生の清涼飲料水の実態調査および授業実践をして

分析した結果，約 7 割の高校生が日常的に自分で清涼飲料を購入して飲んでおり，清涼飲料水は高校生にとって自らの消

費行動で選択している身近な食品であること，人工甘味料が入った「カロリーゼロ」の清涼飲料水を購入する生徒が最も甘味

を好んでいる割合が高かった。教科横断型授業実践では，生徒の自由記述による授業の感想分析から，実験の効果として

実感を伴った科学的な理解や健康への意識を消費者行動に活かしたいという実践的態度がみられた。理科教諭が科学的

な理解を深め，家庭科教諭が健康や消費行動につなげることで，科学的知識を家庭生活で実践する生活実践力を養うこと

ができ，教科横断型授業の有効性が立証された。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

近年，子どもたちの生活スキルの低下が問題となっている。日本家庭科教育学会では，1980年以

降，定期的に子どもたちの生活実態調査を全国的に実施して，生活経験の不足による生活スキルの

低下を明らかにしている 1）2）。2016年に実施された高校生の生活実践状況全国調査では，「包丁や 

―――――――― 

*茨城県立大子清流高等学校  **茨城大学教育学部 
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フライパンを使って食事をつくる」をいつもしている高校生は 7.6％にとどまり，「商品を選ぶとき

は品質表示を確認する」をいつもしているも 18.0％と低くなっている 3）。この高校生の生活実践状

況の結果から考えると，現代の子どもたちは，食事をつくるという生活経験も少ないが，食品を選

択するための情報や手段について考える力が弱いことが推察できる。現代の消費社会では，ライフ

スタイルが多様化して食生活の簡便化志向が高まり，2018年の外食率は34.0％で，さらに調理済み

食品や弁当などの中食も加えた食の外部化率は 43.5％に達している 4）。加工食品やコンビニ弁当に

は様々な添加物が使用され，糖分や塩分を過剰に摂取する傾向がある。また，食品添加物は，保存

料，甘味料，着色料，香料など，食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用され，個別

では安全とうたわれていた食品中の化学物質でも生体内で相互的な複合反応を引き起こし，想定外

な影響を与える可能性がある 5）。健康な食生活を維持するためには，消費者として日々の食品を正

しい知識を持って選択する消費行動が必要である。 

高等学校の学習指導要領解説家庭編では，食生活に関わる情報を適切に判断する力を身につけ，

健康に配慮しながら生涯を通して安全な食生活を営むことができるようにすることを目指しており，

指導に当たっては，実験や実習を通して獲得した科学的な理解と技能を知識につなげて，生活の中

で活用する力を育てることが必要であることが明記されている 6）。つまり，家庭科は，生活と科学

が結びついている教科であり，実験を通じて実感を伴った科学的知識を家庭生活で実践する生活実

践力を養うのである。 

一方，新学習指導要領の総則では，「生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標

の実現に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組み立てていくこと」が求められており，教科

横断的な教育課程はこれからの学校教育の課題となっている 7）。 

そこで，本研究では，高校家庭科の授業で生徒の生活実践力を養うことを目指すために，高校生

に身近な清涼飲料水を取り上げて，科学的側面で関係の深い理科（化学）との教科横断型の授業（ク

ロスカリキュラム）に取り組むことにした。事前調査で生徒の清涼飲料水に関する実態を踏まえた

上で，授業実践では家庭科教諭と理科教諭がＴＴで実験を取り入れ，科学的視点と消費行動を結び

付けられるように工夫した。本報では，高校生の清涼飲料水に関する実態調査および考案したクロ

スカリキュラムの有効性と課題を検証したので報告する。 

 

 

Ⅱ．教科横断型授業の内容 

 

１．クロスカリキュラムの目的と構成 

「家庭基礎」の食の単元において，「化学基礎」とカリキュラムを組み全 10時間のうちの１時間

をクロスカリキュラムで実施した。授業のテーマを，「清涼飲料水から考える食品選択と消費者行

動」と題して教科の特性が生かされるように指導の手立てを工夫した。家庭科では，食品添加物の

役割や消費者としての権利について学んだことを実践できるようにすることが必要であると考え，

知識を活用する内容を取り入れることを検討した。そして，化学においては，前年度に学習した「mole

濃度の計算」方法を活用した実験内容を検討し，既存の知識と技能を使って生活を工夫するための

方法を導き出す考えを育成することを目的とした指導を実施することにした。 
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教材については，清涼飲料水の中でも用途が多く，購入率が高いオレンジジュースを選択した。

オレンジジュースは，コンビニや校内の自動販売機等で簡単に手に入れやすく，身近な素材である

と考えた。「オレンジジュース 100mlあたり」を示すことで，実際に販売されているジュースの糖

質量についてもイメージを持つことが出来るようにした。授業では，飲料水に含まれる糖の濃度を

算出し，糖質の摂取量について考えさせたり，食品に使用されている添加物の構造について理解を

深めたりする。そして，知識と技能を活用して，消費者の立場から，成分表示の情報を基に商品を

見極め，消費者行動の在り方について思考力と判断力を養うことができるようにカリキュラムを工

夫した。 

 

２．教科横断型授業の流れ 

家庭科と化学のねらいを明確にしたうえで，各教科の視点から学習内容について協議し，家庭科

教諭と理科教諭がＴＴで関わる考案した教科横断型授業の流れを表１．に示す。 

 

表１．教科横断型授業の流れ 

学 習 活 動 
家庭科教諭（T1）と理科教諭（T2）の

関わり 

導入：オレンジジュースの成分表示の確認 

5種類のオレンジジュース（「A濃縮還元果汁100％」「B果

汁20％」「C果汁100％無添加」「D果汁35％」「E果汁１％

人工甘味料入り」）の成分表示をみて，原材料や糖質量を確

認。 

 

成分表示の確認…家庭科教諭（T1） 

高校生が食事以外から 1 日に接種する

糖質の目安量と糖質の過剰摂取による

健康被害の説明。 

実験Ⅰ：官能評価 

5種類（Ａ～Ｅ）のオレンジジュースを飲み比べて、甘みを

強く感じた順に順位を付ける。 

     ↓ 

官能評価後に，5種類のオレンジジュースの濃度の計算。 

 

官能評価の説明…家庭科教諭（T1） 

実験の机間巡視…家庭科教諭（T1） 

理科教諭（T2） 

濃度の計算の説明…理科教諭（T2） 

実験Ⅱ：砂糖と人工甘味料の違いの比較 

「Ｂ果汁20％のオレンジジュース」を１％に希釈し，「Ｅ果

汁１％人工甘味料入りオレンジジュース」との甘味の違いを

飲み比べる。 

     ↓ 

実験後、ショ糖と人工甘味料の化学構造の違い。 

 

実験の説明…理科教諭（T2） 

実験の机間巡視…家庭科教諭（T1） 

理科教諭（T2） 

 

化学式構造の説明…理科教諭（T2） 

実験Ⅲ：人工オレンジジュースと果汁100％オレンジジュー

ス作り 

人工甘味料を使用した人工オレンジジュースとオレンジか

ら絞った果汁 100％のオレンジジュースを作って飲み比べ

る。 

     ↓ 

実験を通して考えた「糖質量や人工甘味料の摂取について気

をつけたいこと」を記入する。 

 

実験の説明…理科教諭（T2） 

実験の机間巡視…理科教諭（T2）、 

家庭科教諭（Ｔ2） 

家庭科教諭（T1）：人工オレンジジュー

スと果汁 100％オレンジジュースの価

格や保存の仕方、健康との関係につい

て説明。 

ケーススタディにおける消費行動の確認 

クリスマスパーティを想定して、購入したいオレンジジュー

スを選択する。 

     ↓ 

授業の最後に感想を自由記述で記入する。 

 

家庭科教諭（T1） 
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授業の導入では，５つのオレンジジュースの成分表示から 100mlあたりに含まれる糖質量と高校

生が食事以外から1日に摂取する糖質の目安量を確認し，さらに，糖質の取りすぎのよる健康被害

について家庭科教諭（Ｔ1）が説明した。 

理解するために，実験Ⅰ：５つのオレンジジュースの官能評価，実験Ⅱ：砂糖と人工甘味料の比

較，実験Ⅲ：人工オレンジジュースと果汁 100％オレンジジュース作り，以上 3つの実験を取り入

れている。実験は，４人から３人のグループに編成し，班で協力して活動が行われるようにした。

実験の説明や机間巡視は，家庭科教諭（Ｔ1）と理科教諭（Ｔ2）が協力して行い，実験Ⅰ後の糖濃

度の計算，実験Ⅱ後の化学式構造の説明は理科教諭（Ｔ2）が行った。そして，実験Ⅲ：人工オレン

ジジュースと果汁100％オレンジジュースを作る活動は，獲得した知識を実生活に結びつけて考え，

習得した技能を活用することができるように設定した。 

さらに，実験を通して思考力，判断力が養われたか効果を検証するために，最後にクリスマスパ

ーティを想定したケーススタディの商品選択をすることで消費行動の確認ができるようにした。 

 

 

Ⅲ.研究方法 

 

１．研究対象と調査時期 

Ａ高等学校第２学年の「家庭基礎」履修者を調査対象にした。調査対象者は，Aクラス：２３名，

Bクラス：２３名の２クラス（計 46名）で，事前調査，授業実践とも 2019年 12月に実施した。 

２．事前調査の内容と分析 

事前に生徒の清涼飲料と味覚に関する実態を把握するため，清涼飲料水を飲む頻度や購入してい

る清涼飲料水の種類及び味覚についての質問紙調査を行った。なお，清涼飲料水の種類は，学校で

販売されている清涼飲料水の種類を参考に質問項目を作成した。分析については，日頃最も購入し

ている清涼飲料水と好ましい味との関連を分析した。 

３．授業実践と授業分析 

授業実践については，表 1の授業の流れに沿ってワークシートを作成している。授業分析に当た

っては，授業での実験結果，ケーススタディでの消費行動の確認，授業最後の自由記述の感想につ

いて，対象者全員分のワークシートの記入内容を分析して，授業の有効性を検証した。 

 

 

Ⅳ．結果及び考察 

 

１．事前調査による生徒の清涼飲料水の購入状況と味覚 

(1）最も購入する食品と商品の選択基準 

生徒が日頃自分でよく購入する食品（複数回答）を表 2，商品の選択基準を図 1に示す。46名中，

菓子類については46名全員が購入しており，次に，清涼飲料水については 31名（67.4％）がよく

購入している。商品の選択基準では，おいしさ，値段が高く，生徒は健康嗜好よりも，価格やおい

しさを重視して商品を購入する傾向が強い。 
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表2 日頃よく購入する食品(n=46)         

食品 菓子類 生鮮食品 加工食品 清涼飲料水 

人 46 17 10 31 

 

 

 

(2)清涼飲料水を飲む頻度と購入する種類 

生徒が清涼飲料水を飲む頻度を図２に示す。 

 

 

清涼飲料水を飲む頻度は，「1 日に 1 本」が 17 名，「1 日に 2 本」が 4 名で，合わせると 21 名

（44.7％）が1日に1本以上の清涼飲料水を飲んでいる。さらに「2日に1本」の 10名も加えると

約7割の生徒が日常的に飲んでおり，表 1のよく購入する食品でも清涼飲料水が挙げられており，

高校生自らの消費行動で清涼飲料水を選択していることが推察できる。 

次に，最も購入する清涼飲料水の種類を図 3に示す。 

最も購入している清涼飲料水の種類は，「甘味飲料」が 28.3％で最も多く，次いで「果汁入り」

26.1％％，「炭酸ジュース」19.6％の順で，生徒は，清涼飲料水の中でも糖質が含まれているジュー

スを好む傾向がある。 
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(3)味覚と購入する清涼飲料 

5つの味覚（甘味，塩味，酸味，辛味，苦味）のうち，「最も好ましい味」を１つ選んでもらった

結果を図4に示す。最も好んでいる味は，「甘味」と「塩味」を選択した生徒がともに 16名で34.8％

であった。それぞれ 16名の男女の内訳は，「甘味」が男 9名，女 7名，「塩味」が男 7名，女 9名

で，男女で有意差はみられない。 

 

 

 

図3の「最も購入する清涼飲料水」と図 4の「最も好ましい味」の関連をみるため，購入する飲

料水ごとに好ましい味を比較した結果を表 3に示す。甘味飲料を最も購入する生徒は，甘味が好ま

しいと答えた割合が61％を占めており，甘味好きがそのまま消費行動につながっていると考えられ

る。しかしながら，甘味を好ましいと回答した割合が最も高いのは「カロリーゼロ」の飲料水を購

入する生徒で75％であった。学校の自販機で購入するカロリーゼロの飲料水には，人工甘味料が使

用されている。人工甘味料の甘味度は，砂糖の約 200以上のものが多く存在し，甘味を強く感じさ

せるため，普段から人工甘味料を食していると甘味により依存することが示唆される。 

 

甘味飲料

28.3%

炭酸ジュース

19.6%

カロリーゼロ

8.7%

果汁入り

26.1%

特保茶

8.7%

そのほか

8.7%

図3最も購入する清涼飲料水(n=46)

塩味

34.8%

酸味

8.7%辛味

19.6%

苦味

2.2%

甘味

34.8%

図4 最も好ましい味(Ｎ=46)
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表3 購入する飲料と好ましい味の比較                   （％） 

最も購入する飲料 甘味 塩味 酸味 辛味 苦味 

甘味飲料（ｎ＝13） 61.5 23.1 0.0 15.4 0.0 

炭酸ジュース（ｎ＝9） 22.2 44.4 11.1 22.2 0.0 

カロリーゼロ（ｎ＝4） 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

果汁入り（ｎ＝12） 16.7 41.7 16.7 16.7 8.3 

特保茶（ｎ＝4） 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 

 

２．教科横断型授業の授業分析 

(1)官能評価（実験１） 

実験1の５つのオレンジジュースの官能評価の結果を表 4に示す。 

 

表4 官能評価の結果（n=46） 

オレンジジュー

スの種類 

A 濃縮還元果

汁100％ 

B果汁20％ C果汁100％無

添加 

D果汁35％ E 果汁１％人

工甘味料入り 

成分表示 オレンジ（バレ

ンシア）／ビタ

ミンⅭ・香料 

 

果糖ブドウ糖

液糖・砂糖・ブ

ドウ糖・酸味

料・ビタミン

Ⅽ・香料 

 

オレンジ 

 

果糖ブドウ糖

液糖・砂糖・果

汁（オレンジ・

マンダリンオ

レンジ）・酸味

料・香料・ビタ

ミンⅭ 

 

果糖ブドウ糖

液糖、オレンジ

果汁・オレンジ

エキス／炭酸、

香料、酸味料、

ビタミンⅭ・カ

ロチン色素、甘

味料（アセスル

ファムＫ、スク

ラロース） 

100mlあたり 

糖質量 
10.9ｇ 11.0ｇ 10.0ｇ 10.7ｇ 10.5ｇ 

最も甘味が強い

と答えた人数と

割合 

0人 

（0.0％） 

13人 

（27.7％） 

0人 

（0.0％） 

12人 

（25.5％） 

21人 

（44.7％） 

 

最も甘みが強いと感じたオレンジジュースは，Ｅ果汁 1％人工甘味料入りの炭酸飲料のオレンジ

ジュースが 21人で，生徒の 44.7％が回答している。次いで，ともに果糖ブドウ糖液糖・砂糖が入

ったＢ果汁20％ 

が13人，Ｄ果汁35％が12人と多い。人工甘味料や砂糖が入っていないＡ濃縮還元果汁 100％，

Ｄ果汁100％のオレンジジュースを最も甘いと回答した生徒は一人もいなかった。 

授業では実験1の後に，理科教諭の指導により成分表示から糖濃度の計算をしている。生徒は，

1 年次に化学基礎で学習した濃度の計算が身についている生徒といない生徒がいたが，実験と糖の

濃度を求める活動を同時に行ったことによって，教師や班のみんなからのアプローチを受けながら

反復学習をすることができたため，濃度の計算が分からなかった生徒も実験を通して計算方法につ

いて理解することができていた。そして，糖濃度は 5つのオレンジジュースは 10～11％であるが，
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実際に飲み比べることによって，オレンジジュースに含まれる甘味の種類によって甘さの違いを実

感できたと推察される。さらに，生徒は，理科教諭が化学で学習したことを復習しながら清涼飲料

水に含まれる糖質量を計算したことで，化学で学習した内容が家庭科に結びつくということにも気

づくことができたと考えられる。 

 

(2)実験を通して考えた糖質量や人工甘味料の摂取で気をつけたいこと 

実験 2で果糖ブドウ糖液糖・砂糖が入ったＢ果汁 20％のオレンジジュースを 20倍希釈して果汁

1％にして，人工甘味料が入ったＥ果汁 1％の炭酸オレンジジュースと比較した結果は，Ｅ果汁 1％

の方が甘味は強いと全員が回答し，同じ果汁 1％でも砂糖と人工甘味料の違いを実感していた。そ

して，理科教諭から砂糖と人工甘味料の化学構造の違いについて解説を聞き，科学的理解を深めた。 

 さらに，実験3で，人工甘味料を使用して作ったオレンジジュースと果物のオレンジを絞って

作った果汁 100％のオレンジジュースを飲み比べたうえで，人工オレンジジュースと果汁 100％の

保存や健康との関係について家庭科教員からの説明を聞いて学習した。 

その後，生徒がこれらの実験を通して考えた「糖質量と人工甘味料の摂取について気をつけたい

こと」の問いに対して，ワークシートに自由記述で書いた内容を分析した結果を表 5に示す。 

 

表5 実験を通して考えた糖質量や人工甘味料の摂取で気をつけたいこと(n=46)    (人) 

内容 

項目 
記述例  人 

延べ 

人数 

人工甘

味料 

人工甘味料が入っているものを多く取りすぎないようにする。 10 

17 人工甘味料の少ないものを飲む 5 

人工甘味料は，依存性があるので取りすぎには，気を付けなければなら

ない。 
2 

糖質量 

取りすぎは良くないことを自覚して，糖質を控えるようにする。 8 

11 

摂取のし過ぎで糖尿病にならないように気を付ける。 1 

病気にならないように気を付ける。 1 

毎日何気なく飲んでいる1本がご飯の何倍にもなることに気を付けなく

てはならない。 
1 

成分 

表示 

成分表示の糖質量を確認する。 7 

12 

成分表示を意識して甘味料を取りすぎないように心がける。 5 

清涼飲

料水 

清涼飲料水を飲みすぎないようにする。 5 

8 

ジュースを買わない，飲まない。 1 

お茶や水を飲む。 1 

一回に飲む清涼飲料水の量に気を付けたい。 1 
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人工甘味料入りのオレンジジュースを実験で作って飲み，さらに化学構造や健康への影響を学習

したことから，「人工甘味料が入っているものを多く取り過ぎないようにする」など延べ 17人が人

工甘味料について気をつけたいと記入していた。また，オレンジジュースに含まれる糖質量を計算

して糖質量の過剰摂取による健康被害についても学習したことで「取り過ぎは良くないことを自覚

して，糖質を控えるようにする」など糖質量について延べ 11人が記入している。また，「成分表示

の糖質量を確認する」「清涼飲料水を飲み過ぎないようにする」「ジュースを買わない」など，実生

活で商品選択をする消費行動で気をつけたいことを挙げており，実験を通して実生活への実践力を

養っていることが推察できる。 

 

(3)ケーススタディでの消費行動の確認 

実験後のケーススタディにおける消費行動の確認場面で，クリスマスパーティの準備を想定して

提示された 3つのオレンジジュース（果汁 1％炭酸，果汁 100％，果汁 20％シャンパン風）から１

つの商品を選択した結果を表 6に示す。 

 

表6 ケーススタディで選択したオレンジジュース(n=46) 

商品 
果汁1％炭酸 

（人工甘味料入り） 
果汁100％ 

果汁20％ 

シャンパン風 

人 

(%) 

3 

(6.5%) 

34 

(73.9%) 

9 

(19.6%) 

 

商品選択で一番多かった回答は，「果汁 100％オレンジジュース」で 73.9％であった。理由として

は，「身体の健康を考えて，人工甘味料が添加されていないものを選びたいと思った」「３つの中で

一番安心して飲むことができるから」と書かれているものが多かった。これは，化学で実践した糖

の濃度を求める技能を使って，オレンジジュースの中身を知り，科学的に得た知識を活用し，思考

力や判断力に応用できたものであると推察する。また，「果汁 20％シャンパン風」「果汁 1％炭酸」

を選択した生徒は，保存期間が長い食品添加物の役割について理解して，「パーティーまでの準備期

間を考えて選択した」との理由が述べられており，添加物が使用されている商品であったとしても，

目的に応じて選択することができていることが示唆された。実験後に商品選択をするケーススタデ

ィは，学んだことを活用して実生活で意思決定するための思考力・判断力を養い，自らの消費者行

動を確認する効果があると考えられる。 

 

(4)生徒の授業の感想 

授業の最後に生徒が自由記述で書いた授業の感想を分析した結果を表 7に示す。 

実験の効果を延べ22人が挙げており，「実験を行ったことで，糖が体に及ぼす影響について詳し

く知れた」「オレンジジュースの違いや食品や清涼飲料水に含まれている成分について詳しく知る

ことができた」など，実際にオレンジジュースを飲み比べて体験を通して知識を得るため，実感を

伴った科学的理解につながったことが推察できる。また，オレンジジュースの成分表示を確認しな

がら授業を進めたことで，「成分表示の意義がよくわかった」「食品を選択するときは成分表示を意 
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表7 授業後の自由記述による感想(n=46)                     (人) 

内容 

項目 
記述例 人 

延べ 

人数 

実験の

効果 

飲み物に含まれる糖の量を知ることができた。 9 

22 

実験を行ったことで，糖が身体に及ぼす影響について詳しく知れた 6 

オレンジジュースの違いや食品や清涼飲料水に含まれている成分につい

て詳しく知ることができた。 
4 

普段飲んでいる炭酸飲料水には，添加物が使われていることが分かり，

摂取のリスクに気を付けて選択する必要があると思った。 
1 

人工甘味料は，食品や飲料水を美味しくさせるために使用されている理

由がよく分かった。 
1 

何気なく飲んでいても糖質を取りすぎていることが分かった。 1 

成分 

表示 

成分表示の意義がよく分かった。 1 

9 

食品を選択する時は，成分表示を意識して購入するようにしたい。 8 

健康へ

の意識 

自分がどの程度砂糖を取っているのかを考えてから，食品や清涼飲料水

を買いたいと思った。 
6 

11 

ジュースは美味しいものであるが，添加物のリスクについても考えなが

ら購入する必要があると思った。 
2 

なるべく天然なものに近い飲料水や食品を購入したいと思った。 1 

お茶と水を購入するようにする。 1 

食品添加物の摂取に気をつけた食生活をおくる 1 

授業を

実践へ 

これから生活していく中で必要なことを学ぶことが出来ました。明日か

らの実践に生かしていきたい。 
3 

4 
自分で買い物をするときには，この授業で学んだことを思い出して行動

するようにしたいと思いました。 
1 

 

識して購入するようにしたい」と成分表示への理解，生活への実践力が養われている。その他，「自

分がどの程度砂糖を取っているのかを考えてから，食品や清涼飲料水を買いたいと思った」「添加物

のリスクについても考えながら購入する必要があると思たった」など健康への意識を消費行動へ活

かす内容を延べ 11 人が記入しており，授業で学んだ知識と技能を具体的に消費行動として活用す

る実践的態度が養われている。 

 

 

Ⅴ．まとめ 

 

本研究では，高校家庭科の授業で生徒の生活実践力を養うことを目指すために，高校生が日頃自

ら消費行動で選択している清涼飲料水を取り上げて，科学的側面で関係の深い理科（化学）との教
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科横断型の授業（クロスカリキュラム）に取り組んだ。事前調査で生徒の清涼飲料水に関する実態

を踏まえた上で，授業実践では家庭科教諭と理科教諭がＴＴでオレンジジュースの実験を取り入れ，

さらに実験後にケーススタディで消費行動の確認をするクロスカリキュラムを考案した。高校生の

清涼飲料水の実態調査および授業実践を分析した結果，以下のことが明らかになった。 

(1)事前調査による高校生の清涼飲料水の購入状況と味覚 

約7割の高校生が日常的に自分で清涼飲料を購入して飲んでおり，清涼飲料水は高校生にとって

自らの消費行動で選択している身近な食品である。最も購入している清涼飲料水は，「甘味飲料」

28.3％で，次いで「果汁入り」26.1％，「炭酸ジュース」19.6％の順で，清涼飲料水の中でも糖質が

含まれているジュースを好む傾向がみられた。 

購入する清涼飲料水と味覚の関連を比較した結果，甘味飲料を最も購入する生徒は甘味を 61％が

最も好ましいと回答しており，甘味好きがそのまま消費行動につながっていた。しかしながら，甘

味を好ましいと回答した割合が最も高いのは人工甘味料が入った「カロリーゼロ」の清涼飲料水を

購入する生徒の75％であり，普段から人工甘味料を食していると甘味により依存することが示唆さ

れた。 

(2)教科横断型授業実践の有効性 

生徒の身近な清涼飲料水を教材にして，５つのオレンジジュースの官能評価，砂糖と人工甘味料

の違い，人工オレンジジュースと果汁 100％オレンジジュースを作る３つの実験を取り入れ，実際

に飲み比べたことで，授業後の感想では実験の効果を多くの生徒が記入しており，実感を伴った理

解につながっていた。実験後のクリスマスパーティの準備を想定したケーススタディでのオレンジ

ジュースの商品選択では，学びを活かして目的に応じた商品選択をしようと思考力・判断力で意思

決定しており，消費行動につなげる効果があった。また，成分表示を確認しながら授業を進めたこ

とで，成分表示の意義を理解し，砂糖と人工甘味料入りのオレンジジュース，果汁 100％の違いを

体験して科学的に学び，健康への意識を消費行動へ活かしたいという感想が多くみられ，生活への

実践的態度を養われていた。 

家庭科と化学との教科横断型授業実践で理科教諭と家庭科教諭がＴＴで授業に関わったことによ

り，化学で学習した知識や技能が家庭科の商品選択に活用できることを生徒は理解できたと考える。

そして，理科教諭が科学的な理解を深め，家庭科教諭が健康や消費行動につなげることで，科学的

知識を家庭生活で実践する生活実践力を養うことができ，教科横断型授業の有効性が立証された。 

 

 

Ⅵ．今後の課題 

 

本研究では，クロスカリキュラムによって，砂糖と人工甘味料の違いについて理解を持たせ，消

費行動の在り方を見直す学習が展開できたと考える。しかし，人工甘味料の実験と説明後のワーク

シートの記述（表5）では，「人工甘味料の少ないものを飲む」が多くみられ，食品や飲料水などの

商品を選択する時の基準が，「人工甘味料の有無」に偏ってしまったかのようである。さらに，人工

甘味料について悪い印象を持ってしまった生徒や安全性について心配する生徒もいた。本研究では，

人工甘味料と砂糖の違いについて理解させたり，目的に応じて食品を選択する必要性について気づ
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かせたりすることはできたと考えるが，安全性については，科学的な視点から十分な理解を促すこ

とができなかった。そのため，添加物の安全性について疑問を持つ生徒が出てきてしまったと考え

る。したがって，安全性については，明確な情報を提示していく必要があると考える。これについ

ては，社会とのつながりも大きいといえる理由から，教科横断型授業を実践する際には，各教科の

ねらいや学習させたい内容を単に取り上げてカリキュラムを考案するのではなく，社会との関わり

や化学との結びつきをより具体的に可視化する形で授業を行う必要がある。この課題を明確にする

ことで，教科横断型授業は，生徒の不足している学習を補うことができ，知識や理解だけでなく，

思考力，判断力を強化させる可能性が期待できると考える。 
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オンライン英会話学習によるスピーキング不安と意識の変容 
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キーワード：スカイプ， スピーキング， 不安， オンライン英会話， 共時的コミュニケーション 

 

本稿は、英語専攻の 1 名を対象としたオンライン英会話学習を通したスピーキング不安と自己肯定感に注目し、その成果

を報告する。インタラクション仮説を参考に、複数のスピーキングタスクを含む総合的学習を考案し、英語母語話者との 1 対

1のオンライン英会話学習に毎時間 25分間取り組んでもらった。実施期間は 1か月間であり、8回のオンライン英会話学習

の取り組みが、どのように参加者のスピーキング不安と自己肯定感に影響を与えたかをインタビューの結果を質的に調査し、

考察した。インタビューの分析結果から、一連のタスクを含むオンライン英会話学習を通してスピーキング不安を軽減し、自

己肯定感が高まり，英語学習への肯定的影響が期待できることがわかった。さらに、短時間で少ない回数であっても実際に

オンライン英会話を体験して即興的に英語で話す事に慣れる必要性や、回数を重ねるごとに体感できる自己効力感の改善

が重要な鍵となることが示された。これらの結果をもとに、スピーキングに対する不安要因や、不安の軽減理由、不安の推移、

自己効力感について考察する。 

 

 

はじめに 

 

本研究は，国立大学の英語選修学生 1名を対象としたオンライン英会話学習の事例報告である。

文部科学省による「これからの大学教育等の在り方について」(2013)の提言では「少人数での英語

指導体制の整備」をすることで英語に触れる機会の充実が検討されている。ベネッセ総合教育研究

所「中高生の英語学習に関する実態調査 2014（全国 6294名の中高生対象）によると、「英語を勉強

する上で大切なことは何だと思いますか。」という設問に対し、「英語でたくさん会話をする（中学

生 53.4%、高校生 59.8%）」との回答が最も多かった。また、英語に関する意識調査では、「英語が話

せたらかっこいい（中学生 88.5%、高校生 90.5%）」との結果が出た。安達・牧野(2015)の英語習熟

度の低い大学生に行った英語授業についてのインタビュー調査では、「外国の方と話せる勉強や英

―――――――― 
*茨城大学教育学部 
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会話がしたかった」という意見があり、英語を話すことに興味を持っていることが理解できた。こ

のことから生徒や学生は実践的な外国語会話機会の必要性を強く感じていることがわかる。しかし、

教師は生徒からの英語での発話における不安の大きさを懸念してスピーキング指導を敬遠し、スピ

ーキングの成功体験を十分に与えていない可能性がある。Horwitz, Horwitz, and Cope(1986)は、

リスニングとスピーキングが外国語学習者の覚える不安の大部分を占めており、特に自由会話にお

いて不安感が増大すること、不安な状況では能力を発揮しにくいこと等を指摘している。さらに、

口頭でのコミュニケーション能力の習得を阻害する理由は不安にあり、それは外国語学習に特有な

外国語不安であるとも述べている。自己効力感とは行為者がある結果を生み出すために必要な行動

や事態をどの程度効果的に処理できると考えているかという認知であり(Bandura, 1997)、松沼

(2006)は、与えられた課題や行動をうまく遂行できるかという自信を意味するとしている。 
そこで、できるだけ不安の少ない状況において話す練習を通して、成功体験や自己効力感を高め

ることを期待して、インターネットを介した共時的コミュニケーションという学習形態に着目した。、

Clément and Kruidenier(1983)は、外国語不安を接触度という観点からとらえ、目標言語との接触

時間が長くなれば不安の減少につながるというモデルを提案している。不安を軽減するために、学

習者が達成感を味わう場を得ることが重要である(Matsuda & Goble, 2004)。1対 1のビデオ通話を

授業に取り入れた日本における研究に、Ryobe(2008)があり、コミュニケーション能力の向上やそれ

への強い動機づけとなっていることが示されている。また、スピーキング技能向上と不安軽減に効

果的であることを示唆している研究(遠山・森・新谷 2017)も報告されている。個人が目立たない学

習には抵抗感がない(北条, 1996)ことや、コンピューターを介したコミュニケーションは、極めて

対面に近い環境を実現することができるとされている(Lee, 2007)ことを踏まえ、本研究では、1対

1のオンライン英会話の効果を調査する。 

本研究におけるオンライン英会話学習とは、インターネットを介したビデオ通話のフリーソフト

ウェア・スカイプを活用し、一人の外国人講師が一人の生徒を 25分指導することである。オンライ

ン英会話に基づく研究は、Long(1996)によって提唱されている相互作用仮説を理論的支柱としてい

る。オンライン英会話において期待される効果は、以下の 4 つである。1つ目は、対面での会話に

近い状況を画面越しに容易に用意できるため、電話でのやり取りとは違い、相手の表情から伝えた

い内容を理解しやすい。2つ目は、英語母語話者との 1対 1の対話が英語で実施されるため、実践

的コミュニケーション能力を身につけることができる。3 つ目は、その場で即時フィードバックを

もらえることができる。4 つ目は、スカイプのチャットボックスに文字を入力することができる機

能がついているため、講師からのフィードバックを文字情報としても確認することができる。それ

を活用してスカイプレッスン後の振り返りに役に立つことが期待される。 

本研究では、上述の理由により、オンライン英会話学習の取り組みに対してどのような不安を感

じるのか、英語で話す事に対する自己効力感はどのように変化するのかを検証した。個々の学習者

の詳細な心理的変化について深く知ることを目的としているため、この目的に適した質的アプロー

チを用いる。スピーキング力の向上や動機づけ、不安軽減に効果が示されているオンライン英会話

の実践を通じて学習者が何を感じ、英語で話すことに対する意識はどのように変化するのかを調べ、

その実態に考察を加える。本研究では、英語で話すときに感じる緊張、心配、混乱などの感情のこ

とを不安と定義し、英語を話すことができる確信や自信のことを自己効力感と定義する。 
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研究方法 

 

対象者 

本研究は、1名の英語専攻の男子学生であり、英語習熟度は高く、TOEICの得点は 800点台であっ

た。本研究者は授業を通じてコミュニケーションが取れていたためインタビューでも緊張すること

なく思っていることを引き出しやすいのではないかと考え、よく知っている学生に協力を依頼した。

対象者と実施日時の調整をしたうえで、8 回のビデオ通話を授業時間外に本研究者の研究室に来て

行った。本研究に対する協力と守秘義務を順守したデータ使用に関して、書面で同意を得た。 

ビデオ通話の講師については、毎時間別の英語のネイティブ講師を指定した。これは、直前に予

約する制度であるオンライン英会話学習の性質上、8 回全て同じ講師を指定することができないこ

とと、同一の講師と繰り返しビデオ通話を行うと、人間関係の構築による慣れや、その他の要因が

影響するのを避けるためである。参加者が英語上級者のため，語彙や文法も含め，的確なフィード

バックをもらえるように， 講師歴 3年以上の上級者向けの英語のネイティブ講師に依頼した。講師

は，20代～30代の男女で，アメリカ，カナダ，オーストラリア，イギリス出身であった。 

 

実施手順 

ビデオ通話の手順を表 1に示す。対象者は週に 2回、25分間のビデオ通話を本研究者の研究室に

来て、1ヶ月間で計 8回体験した。タブレット端末を使用して顔が見える状態にし、担当講師が手

順通り進行していることが確認できるように、ヘッドフォンは着用せずに参加者と講師の声が両方

聞こえる状態で実施した。対象者はビデオ通話開始直前に 5、6枚の写真が載せられているワークシ

ート(資料 1)を受け取る。Step1 の Exercise1において1分でそのワークシートの一連の流れが描

かれている写真を理解し、話す内容を考える。Step2では、約 2.5分間で物語を語る写真描写タス

クに取り組む。時間については多少前後しても途中で止めたりすることはなく、できるだけたくさ

ん描写するように伝えた。Step3 では、その描写した内容について講師からのフィードバックをも

らう。具体的には、全体の感想、文法ミスや、英語表現など明示的フィードバックをもらえるよう

に依頼した。Step4では、それらのフィードバックを参考に、再度同じ写真描写タスクに取り組む。

その際、写真 1枚ごとに描写を止めて、講師からフィードバックをもらった。こうすることで、新

たな修正点などが明らかになり、講師がフィードバックしやすいと考えた。Step5 では、別のタス

ク(資料2)に取り組む。その場で2枚の写真を見ながらその写真に関する講師からの質問に応答し、

即興で英語でのやり取りを行う。ここでは質問内容を参考までに載せているが(資料 2)、実際のタ

スクでは、講師からの英語の質問内容はワークシートには記載されていないワークシート(資料 3)

を活用した。ビデオ通話実施後は話した内容をもとに、Exercise1のフィードバックを参考にして、

Exercise1の物語を 150～200語程度の英文レポートを書き、次回のレッスン時に提出する、という

一連の学習サイクルを設定した。 

本研究に用いられた教材は、DMM 英会話事業部(2018)により提供された。この教材を選定した理

由は、一連の流れがある写真描写を扱っている点と、写真を題材に英問英答でのやり取りができる

教材で構成されている点である。全レッスン共通のスピーキングタスクを明確化しておくことで、

タスクの違いによる心理的負担やその他の影響をできるだけ少なくした。 
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表 1 即興型によるビデオ通話の実践手順 ( N = 1 ) 

Warm Up スカイプの流れ step1から step4までを説明 1分 

Step1 Exercise1：5,6枚の写真を見て即興で物語を考える 1分 

Step2 Exercise1：5,6枚の写真を見て即興で物語を伝える 2.5分 

Step3 講師からのフィードバック 1.5分 

Step4 1枚ずつ写真を見ながら再度即興で描写、講師からのフィードバック 10分 

Step5 Exercise2:2枚の写真について講師の先生からの質問に即興で答える 9分 

家庭学習 自宅での振り返りとして、話した内容を書く 30分以内 

 

データ収集 

ビデオ通話体験後直後に 15分から 30分の 1対 1の半構造化インタビューを行った。研究目的に

関連のあることを対象者に語ってもらう必要があるためインタビューは半構造化の方法で行い、そ

の内容は対象者の了解を得て ICレコーダーに録音した。 

インタビューの主な質問項目は以下の通りである。 

 

1)ビデオ通話の感想について 

2)理解できなかったことについて 

3)ビデオ通話レッスンのタスクについて 

4)スピーキング不安について 

5)フィードバックについて 

6)自身のスピーキング力やリスニング力について 

7)達成できたことやできなかったことについて 

8)次回に向けての改善点についての 8項目とし、意識の変化を調査した。 

 

データ分析 

 半構造化インタビューの録音データを逐語化したデータを繰り返し読み、オンライン英会話学習

の取り組みが、スピーキングに対する不安や自己効力感にどのような変化が生じるかを明らかにす

ることを分析テーマとした。逐語化したデータの記述の中で、話す事に対する意識や態度に関して

述べられていたものを抜粋し、まずデータを意味のかたまりごとに切片化し、その意味のかたまり

を説明できる名前を付けてコード化した。 

 

 

結果 

 

表 2にインタビューからのコード化の例を示す。表 2は、逐語化データから不安を感じる要因に

関して述べられていたものを抜粋し、切片化データしたものを不安要因としてカテゴリー化した。 
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表 2:不安要因 

逐語化データ 切片化データ 

1回目:あまり話せなかったです。相手の話すスピ

ードが速くて、ゆっくり言って、とかなかなか気

持ち的に言えませんでした。もとからネイティブ

のような英語を完全に話せる人と話すのは緊張し

ます。スカイプだとジェスチューやフェイシャル

エクスプレッションをだしづらいので、より伝わ

らないのかなと思いました。現実で対面するより

表情の変化・ジェスチャーなどが使いづらいこと

から、より緊張を感じました。 

 

3回目:不安さは、電話がくる直前と言いたい表現

や言い換えも思いつかなかったときによくあらわ

れます。 

 

4回目:ただ今回はお相手の先生に笑顔が少なかっ

たため、時々自分の話していることが正しいのか

不安になりました。 

 

5回目:一度だけ、各写真の描写で言いたいことが

わからず、はじめからやり直してしまった時は今

までのスカイプで一番焦りをなぜか感じました。

知っていても思い出すのに時間がかかる単語がも

どかしく、焦りを感じました。 

 

7回目:電波が悪く、声が聞き取りづらいこともあ

るが、それよりも相手のイギリス発音が顕著だっ

たことが関係していると思います。慣れが足りな

かったようです。基本的にほめる量は少なめだっ

たように思います。それも少し不安要素になって

いたかもしれません。  

1回目: 

 ・相手の話すスピードの速さ 

 ・英語のネィティブスピーカー 

 ・ジェスチャーや表情の伝わりにくさ 

 

3回目: 

 ・ビデオ通話応答時 

 ・言いたい表現や言い換え表現が思い

つかなかった時 

 

4回目: 

 ・笑顔の少なさ (講師の雰囲気) 

 ・講師の薄い反応 

 

5回目: 

 ・言いたいことがわからず、初めから

やり直した時 

・単語の意味を知っていても、使うと

なると時間がかかり焦る 

 

7回目: 

 ・電波が悪いことによる声の聞き取り

づらさ 

 ・講師のイギリス英語の発音への  

不慣れ 

 ・ほめる量の少なさ 

 

 最初は、ビデオ通話に慣れておらず、音声の聞き取りにくさも影響し、緊張して講師にもう一度

より明確に言ってもらうことを要求する明確化要求ができていないことが見て取れる。また、言い

たいことが英語で言えない状況や、講師からの誉め言葉や笑顔等のリアクションが少ない時に、不

安を感じることがわかった。 
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表 3:不安軽減理由 

逐語化データ 切片化データ 

2回目:まだカメラを見るか画面を見るかなど、お

ろおろする部分はあるのですが、通話自体に対す

る不安は、前よりも軽減されていました。その理

由に、ビデオ通話のイメージがしっかりとしてい

たことです。実際に話すよりも伝わりづらいこ

と、だからこそ質問もより気兼ねなくできるこ

と、などが理解できていたため、不安が軽減され

ていました。また、先生の雰囲気が話しやすいも

のだったことです。ふくよかな見た目と、ほめ言

葉を多くする性格などが影響していたのかもしれ

ません。 

 

6回目:不安はそこまで感じない回だったように思

います。前回までに増えたボキャブラリが上手く

当てはまる場面が多かったです。あとは感覚的に

ではありますが、男の先生の方が話しやすい気が

します。 

 

8回目:不安が下がっている。慣れたんだと思う。

伝わっているんだとわかったから。これまでは伝

わっている経験をしてこなかったので、成功体験

が大事。褒めてくれた。 

 

 

 

  

2回目: 

 ・ビデオ通話のイメージをもつ 

 ・ビデオ通話の特徴の理解 

 ・優しそうな講師の雰囲気 

 ・ほめ言葉 

 

 

 

 

 

 

 

6回目: 

 ・学習した語彙の活用 

 ・同性(男性) 

 

 

 

8回目: 

 ・慣れ 

 ・伝わっていることがわかる 

 ・成功体験 

 ・ほめ言葉 

 

 

 

 
表 3は、逐語化データから不安を軽減する理由に関して述べられていたものを抜粋し、切片化デ

ータしたものを不安軽減理由としてカテゴリー化した。類似のタスクを繰り返したことも影響し、

ビデオ通話の特徴を理解し、動画による会話に慣れていることがわかる。また、これまで学習して

きた英語表現を意識してアウトプットした結果、相手に通じることを実際に経験できたことによる

成功体験が不安の軽減理由として明らかになった。 
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表 4: 不安の推移 

逐語化データ 切片化データ 

2回目:まだカメラを見るか画面を見るかなど、お

ろおろする部分はあるのですが、通話自体に対す

る不安は、前よりも軽減されていました。 

 

3回目:不安さは、電話がくる直前と言いたい表現

や言い換えも思いつかなかったときによくあらわ

れます。しかしながら、回数を重ねることでその

頻度は下がったように思います。 

 

4回目:電話に対する不安は直前もなくなってきた

ように思います。ただ今回はお相手の先生に笑顔

が少なかったため、時々自分の話していることが

正しいのか不安になりました。 

 

6回目:不安はそこまで感じない回だったように思

います。 

 

7回目:自分のできたことと自己評価が良かったこ

とに反して、緊張や不安は少しあったように思い

ます。 

 

8回目:不安は今までで一番少ないものだったよう

に思います。  

2回目: 

 ・前回よりも軽減 

 

 

3回目: 

 ・回数を重ねるごとに軽減 

 

 

 

4回目: 

 ・電話がかかってくる直前の不安もな

し 

 

 

 

6回目: 

 ・不安はそこまで感じなかった 

 

7回目: 

 ・緊張や不安は少しあった 

 

 

8回目: 

 ・不安は今までで一番少ない 

 

表 4は、逐語化データから不安の意識の変化に関して述べられていたものを抜粋し、切片化デー

タしたものを不安の推移としてカテゴリー化した。2 回目以降、ビデオ通話に対する心理的変化が

生じ、不安が軽減され始めていることが見て取れる。しかし、表 2の不安要因から、7回目には講

師のイギリス発音や、誉め言葉が少ないことが影響し、少し不安を感じたようである。しかし、最

終的には不安をあまり感じなくなっており、短期間でも心理的変化があることが示された。 
表 5,表 6については、逐語化データから不成功体験や否定的な感情から、自信や成功体験など肯

定的な感情や態度に関して述べられていたものを抜粋し、切片化データしたものを自己効力感とし

てカテゴリー化した。最初はできなかったと感じていることが多かったが、繰り返していくうちに、

達成感を感じ、自信をつけていることがわかる。6 回目以降のビデオ通話では、講師のフィードバ

ックを生かす場面や、理解度確認や明確化要求の場面も見られ、主体的に話す様子が見て取れる。 
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表 5: 自己効力感 

逐語化データ 切片化データ 

1回目:あまり話せなかったです。話していること

の全てを理解することはできませんでした。相手

の話すスピードが速いので、Could you say it 
slowly?などなかなか言えません。まだ自然という

にはほど遠いなと感じます。アドバイスをすぐに

次の練習で活かすことはできました。 

 

2回目:指摘されたように、ポーズが入ってしまう

部分が不自然と思います。流暢に見えるように話

すこともできませんでした。改善点は、ポーズが

入ってしまったときに、取り敢えず um…など言

葉を発し、場をつなぐようにすることですかね。

先日覚えた表現・流れを使い、写真の説明から予

想できることを話すと決めていたため、前よりは

スムーズに話せたように感じます。 

 

3回目:できなかったことは、相手の話を遮るよう

な気持ちで、聞きたいことを尋ねることです。つ

まる部分もやはりあるが、話すこと・自分の知識

さえはっきりしていれば多い文量である程度の速

度を保ちながらスピーキングをすることができま

した。日常会話表現を、レッスンの合間に多く入

れることができたように思います。英語表現みた

いなものが実際の課題でやっている部分以外にも

使えたような気がします。これまでは聞かれたこ

とに対して yes.だけだったのが、今回は I got it.な
ど反応できた気がします。言いたいことが言えな

いときは、つなぎ言葉や言い換えるなど、別のこ

とを話すなどで、対応しました。 

 

4回目:スピーキングの際に、簡潔な表現は良く出

てくるようになったと思います。はっきり説明す

ることができました、特に要素の多い写真は自信

を持って発表ができました。 

1回目: 

 ・あまり話せない 

 ・全部は理解できない 

 ・依頼表現を言えない 

 ・自然に話すことはできない 

 ・フィードバックをすぐにその場で活

かせた 

 

2回目: 

 ・話す時にポーズが長く不自然 

 ・流暢に話せない 

 ・つなぎ言葉を使えない 

 ・流れを理解した 

・前回よりはスムーズに話せた 

 

 

 

3回目: 

 ・相手に質問することができない 

 ・ある程度の速度で話す事ができた 

 ・日常会話などの英語表現を多く使用

できた 

 ・応答表現が増えた 

 ・つなぎ言葉や言い換え表現が使えた 

・別のことを話すなどして対応できた  

 

 

 

 

 

4回目: 

 ・簡潔な表現は言えるようになった 

 ・自信をもって説明、話をすることが

できた 
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表 6: 自己効力感について 

逐語化データ 切片化データ 

5回目:合間で考えてしまい、不自然な間が生まれ

てしまっている箇所がいくつかありました。写真

の説明で、できる限り多くの文を言う事ができな

くて、話を切ってしまっているように感じます。

前回まで蓄えた語彙をしっかり使うことができた

と思います。 

 

6回目:単語が日本語でしか出てこないときに、テ

ンポが悪くなる部分がまた見られ、質問に即答で

きませんでした。語彙の引き出しを素早く開ける

ことが課題です。二度目のディスクライビング

で、フィードバックを活かしながら意識せずとめ

どなく話を続けることができました。写真の説明

に関しては、なかなか上手くいきました。if you 
don’t mind./ Would you ~? / Could you ~? など、講師

の先生に質問やお願いをする表現やAm I correct?
などナチュラルに使用できました。  

 

7回目:It’s difficult. Can I have a moment to think? な

どの表現を使って時間稼ぎはできたものの、すら

すらと次の話題に話せるようになれれば良いなと

思います。質問や相手への反応に関しては、上手

く話せていたように思います。話している時に文

法ミスに気づき、言い直しができました。もとか

ら持っていた知識を少し離れたトピックに関する

質問に応用できました。 

 

8回目:自然な会話もでき、相手のことについてほ

めるなどもできたのが良かったです。様々な表現

を色々な場面で使うことができました。先生の例

を参考に自分の話したい表現を使い、日常会話で

は基本的な英会話表現を多く使うことができまし

た。 

5回目: 

 ・不自然なポーズがいくつかあった 

 ・複文で話すことができない 

 ・学習した語彙を活用できた 

 

 

6回目: 

 ・日本語でしか単語が出てこなかった

時に、話すスピードが落ちた 

 ・質問に即答できなかった 

 ・フィードバックを活かしてスムーズ

に話ができた 

 ・写真描写は上手にできた 

 ・質問や依頼表現を自然に使えた 

 

7回目: 

 ・コミュニケーションストラテジーを

活用できた 

 ・すらすらと次の話題について話せる

ようになりたい 

 ・相手の質問にすぐに反応し、うまく

話すことができた 

 ・話の途中で文法ミスに気づき、言い

直すことができた 

 ・背景知識を活用して話す事ができた 

 

8回目: 

・自然に会話することができた 

・講師の内容についてもほめることが

できた 

・様々な表現を色々な場面で使用でき

た 

・自分が話したいことや基本的な会話

表現を多く使用できた 
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考察 

 
最終的に不安要因、不安軽減理由、不安の推移、自己効力感の 4つのカテゴリーが生成された。

自己効力感については、ビデオ通話の最初の段階では否定的な意見が多く見受けられたが、回数を

重ねるごとに肯定的な意見が現れだしたため、2 つに分けて図 1 に図式化した。カテゴリー化によ

って、オンライン英会話学習の取り組みが、スピーキングに対する不安や意識にどのような変化が

生じるか、に関連する点がいくつか浮き彫りとなった。 

 
不安要因 
・発話スピード・英語のネィティブスピーカー・ジェスチャーや表情の伝わりにくさ・ビデオ通話応答時 

・言いたい表現や言い換え表現が思いつかなかった時・笑顔の少なさ (講師の雰囲気)・講師の薄い反応 

・言いたいことが言えずやり直した時・声が聞き取りづらい・イギリス英語の発音の不慣れ・ほめる量の少なさ 

 

不安軽減理由 

  ・ビデオ通話のイメージをもつ・ビデオ通話の特徴の理解・優しそうな講師の雰囲気・ほめ言葉 

・学習した語彙の活用・同性(男性)・慣れ・伝わっていることがわかる・成功体験・ほめ言葉 

 

不安の推移             自己効力感(負の影響) 

 ・前回よりも軽減      

 ・回数を重ねるごとに軽減 

 ・電話がかかってくる直前の不安もなし 

 ・不安はそこまで感じなかった 

 ・緊張や不安は少しあった 

 ・不安は今までで一番少ない 

 

自己効力感(正の影響) 

・フィードバックをすぐにその場で活かせた・流れを理解した・前回よりはスムーズに話せた 

・ある程度の速度で話す事ができた・日常会話などの英語表現を多く使用できた・応答表現が増えた 

・つなぎ言葉や言い換え表現が使えた・別のことを話すなどして対応できた  

・簡潔な表現は言えるようになった・自信をもって説明、話をすることができた 

・学習した語彙を活用できた・フィードバックを活かしてスムーズに話ができた・写真描写は上手にできた 

・質問や依頼表現を自然に使えた・コミュニケーションストラテジーを活用できた 

・相手の質問にすぐに反応し、うまく話すことができた 

・話の途中で文法ミスに気づき、言い直すことができた・背景知識を活用して話す事ができた 

・自然に会話することができた・講師の内容についてもほめることができた 

・様々な表現を色々な場面で使用できた・自分が話したいことや基本的な会話表現を多く使用できた 

 

図 1: オンライン英会話学習を通した学習者の心理的変化 

・あまり話せない・全部は理解できない 

・依頼表現を言えない・自然に話すことはできない 

・話す時にポーズが長く不自然・流暢に話せない 

・つなぎ言葉を使えない・相手に質問することができない 

・不自然なポーズがいくつかあった・複文で話せない 

・日本語でしか単語が出てこなかった時に、  

話すスピードが落ちた・質問に即答できなかった 
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上記の結果を踏まえ、オンライン英会話学習の取り組みが、スピーキングに対する不安や自己効

力感にどのような変化が生じるか、を考えてみたい。 

最初は、話し相手が英語のネイティブスピーカーであることで、話すスピードが速く、自分が話

している英語が完ぺきではないため、相手に伝わらないことに不安を感じていた。また、ビデオ通

話は実際の会話と比べ、ジェスチャーや表情を伝えることが難しく、声も聞き取りづらいことなど

も不安の原因として明らかになった。しかし、表 2の不安軽減理由や、表 3の不安の推移の結果か

ら、オンライン英会話学習を経験するにつれて次第に不安が軽減されていることが読み取れた。た

った 8回の経験だけでも不安が下がっていることは、ビデオ通話の特徴を理解し、実際にネイティ

ブスピーカーと会話する経験を積むことで、即興で発話することに慣れたことが関係していると思

われる。これは、外国語不安を接触度という観点からとらえ、目標言語との接触時間が長くなれば

不安の減少につながるというモデルを提案している(Clément & Kruidenier, 1983)の結果と一致し

ている。さらに、講師に自分の英語をほめてもらえたことで、自分の英語が伝わっていることを実

感し、このような成功経験が不安の軽減に役立ったと考えられる。これは、外国語学習における不

安を軽減するために、学習者が達成感を味わう場を得ることが重要である(Matsuda & Goble, 2004)

の結果と一致している。 

英語技能に対する自己効力感については、内容と推移に着目する。最初の 2回は、あまり言いた

いことが言えず、自然に話すことができないといったように自己効力感が低いことがわかる。初回

では、“Could you say it slowly?”などの明確化要求はあまり行われておらず、講師の先生から

のインプットを受け身で聞いている様子であった。しかし、3 回目以降は順調に改善され、つなぎ

言葉や会話表現などある程度スムーズに話す事ができるように変化していることが示された。例え

ば、言いたいことが言えないときに、言い換えることができたという記述からは、自分の意思が相

手に伝わっていないと感じられ、意思が伝わるように言い換えるなどの意味交渉が観察された。不

安の軽減や講師からのフィードバックをもとにした成功体験が自己効力感を高め、主体的に話す意

欲につながっている可能性が示唆された。4 回目では、自信をもって説明、話をすることができた

と述べられており、5 回目では、これまでに学習した語彙やフィードバックを活かして話すことが

できており、学んだ内容の再使用や講師からのさらなるインプットがアウトプットに正の効果があ

ったと考えられる。6 回目では、これまで受け身であり、なかなかためらってできなかった質問を

投げかけたり、繰り返しの要求をしたり、自ら進んで会話をする態度などの変化が観察され、話す

事にポジティブな態度に大きく変化していることがわかる。“If you don’t mind ~/ Would you 

~? / Could you ~?” など、相手にもう一度より明確に言ってもらうことを要求する明確化要求や、”

Am I correct?” など自分の理解が正しいかどうかを確認する理解度確認などのアウトプットを相

手の講師の先生に返す様子が確認された。7回目では、“It’s difficult. Can I have a moment 

to think?” などの表現を使って、時間を稼ぎ、沈黙するだけでなく、コミュニケーションをでき

るだけ自然に行おうとする姿勢が見られた。また、自分の発話の間違いに気づいたときにはそれを

修正しながら、話をすることなどもできていた。最後の回では、最初の回では自然に話すことがで

きないと感じていたことが、自然に話すことができたと自信をもって言えていた。さらに、相手の

講師の英語表現やフィードバックに対して、自分の感想や意見を付け加えて話すこともできていた。

このように回数を重ねるたびに、顕著に自己効力感を改善する可能性が示唆された。 
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結論 

 

本研究では、ケース・スタディの方法を用いてオンライン英会話学習における心理的変化を記録

し、学習者がどのようにして不安を軽減し、自己効力感を高めていくのか、それがどのような結果

につながるのかを記述することにより、英語で話すことに対する意識や態度の変容に大きな役割を

果たしたものについて考えた。教育的示唆として、本実践では、スピーキングにおける不安を軽減

するためには、短時間で少ない回数であっても実際にオンライン英会話を体験して即興的に英語で

話す事に慣れる必要性や、回数を重ねるごとに体感できる自己効力感の改善が重要な鍵となること

が示された。即興で話すことに対する不安は、経験や練習量が足りていないことによる場合も多い。

即興で英語を発信する機会が少ないと言われている教育現場において、ビデオ通話を活用すること

で、より大きな教育的効果を上げることが期待される。自分の持っている知識を最大限に活用し、

なんとかして相手に理解されうる英語で伝えようとする努力や、言いたいことが言えない時でも、

講師がうまく引き出してくれることで、中間言語の発達が促されたと考えられる。本実践の対象者

が適切なフィードバックを受けた経験、さらに誉め言葉による成功体験によって不安を軽減させ、

自己効力感を高めていったと考えられる。実際にビデオ通話を用いて、心理的変化の実証を詳細に

試みる研究は少ないため、本研究の意義は大きいものと考えられる。 

 限界と今後の研究への期待として、本研究はわずか英語上級者 1名を対象とした質的研究であ

り、その結果を一般化することはできないという限界がある。また、対象群の参加者を設けていな

いため、複数のタスクを含む一連のタスクの繰り返しによる効果も変数としてあり、オンライン英

会話学習のみの効果とは言えないため、検討すべき課題は多い。さらに、ビデオ通話の実践におい

て英語で話すことに対する意識はどのように変化するのかの検証のみで、実際の英語での発話例の

検証やスピーキング力の向上を測っていない点も限界である。そのため本研究で得られた結論は、

もともとの英語力が活性化された可能性もある。今後、英語習熟度が高い学習者だけでなく、低い

学習者など多様な学習集団を対象にした場合の有益性も確かめる必要がある。また、ビデオ通話に

おける英語の講師を毎時間固定することがオンライン英会話学習の性質上難しいため、講師のフィ

ードバックの質や量が影響している可能性が考えられる。参加者の実際の発話のやり取りや発話量、

質の変化を分析し、どのようなフィードバックやインタラクションがスピーキング不安やスピーキ

ング力の向上に寄与するのかを明らかにしたい。 

しかしながら、このような限界はあるものの、日本のような外国語による対話の機会が得にくい

EFL 環境において、1 ヶ月で 8 回という短期間におけるビデオ通話の実践にもかかわらず、スピー

キングに対する不安の減少や自己効力感の向上が見られたことは示唆に富む結果であったと言える。 
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小学校英語を通した国際的視野の育成のための教科横断型実践 

 

小 林 翔＊ ・ 吹 越 菜 央＊＊ 

(2020年 10月 21日受理) 

 

 

Cross-Curricular Practice to Nurture International Understanding Education at Elementary School 
 

Sho KOBAYASHI and Nao FUKIKOSHI 

 

 

キーワード：小学校英語, 国際理解教育, 教科横断型 

 

本稿は、公立小学校における国際理解教育と英語教育に注目し、学校行事と関連付けて学習発表会の場でその成果を

発表した教科横断型の授業実践を報告する。参加した公立小学校の５年生３クラス７４名と、学習発表会を見学した小学校教

員８名によるアンケート結果を量的及び質的に調査した。実施期間は 2 か月間であり、外国語活動、道徳、総合的な学習の

時間を通した教科横断型の取り組みが、どのように参加児童の国際的視野の育成に影響を与えたかを考察するものである。 

児童の振り返りアンケートの記述統計の分析結果から、英語の歌を歌うことで日本語と英語の発音の違いに気づき、英語へ

の興味を高めることや、難民やオリンピックなど国際理解を扱うことで、文化に対する理解や国際親善の態度を養うことがで

きたことが明らかになった。さらに、参加児童の国際理解に対する興味・関心が高まり、英語学習への肯定的影響が期待で

きることがわかった。児童の振り返りアンケートの自由記述の分析結果から、驚きや新たな気づきが多くあり、自分にできるこ

とを考える機会になったことや、外国語を学ぶ必然性に気づき、外国語学習への意欲を高めることが示された。教員のアン

ケートの記述統計の結果からも、教科横断型の授業は、英語教育や国際理解教育に有効である可能性が示唆された。学級

の枠を超えて学年全体で取り組むことで、国際理解への興味を持ってもらう等、同僚性の構築も示された。 

 

 

はじめに 

 

急速にグローバル化が進展している現代では、国を超えてあらゆる人々が互いに尊重し合い、共

に力を合わせて世界をより良くしていくために、行動に移していくことが非常に大切である。2020

年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、「教育支援プログラム集」や「東京オリン

ピック・パラリンピック実践事例集」等が発行され、それらを活用して学校に外部講師としてオリ

ンピアンを招いて特別授業を行う等、各学校においても様々な方面からオリンピックを盛り上げて

いこうとする取り組みがなされている。オリンピックは「平和の祭典」と言われることから、スポ 

―――――――― 
*茨城大学教育学部  **府中市立府中第三小学校 
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ーツを通じて人種や差別、民族、国境を越えて平和な世界の実現を目指している（東京都教育委員

会, 2017）。また、オリンピック・パラリンピックをきっかけとして、学校へ行くことができない世

界の子供たちの存在を知り、教育を受けることの大切さ、難民の存在等、世界の現状に目を向ける

ことにより、文化に対する理解を深め、自分の考えや思いをもつようになることが期待される。「自

分の母語以外の言語を習得することが「異文化」へのさらなる知識の獲得や理解の深化につながる

発達段階である。」（塘, 2017, p. 56）と述べられている。さらに「偏見のない寛容な考え方で行わ

れる教育は、他文化の視点の理解や、文化間の差異の認識、そして国際理解を深めることになると

考えられる。」（OECD, 2015, p. 39）と言われており、小学校段階においても、外国語活動を学ぶこ

とだけでなく、異文化への寛容性を育て、国際理解を深めていくことの必要性が示されている。 

平成 29年告示の小学校学習指導要領の外国語では、資質・能力の三つの柱である(1)知識・技能、

(2)思考力・判断力・表現力等、(3)学びに向かう力・人間性等、に沿った詳細な目標を設定してい

る。その目標の 3つ目の「学びに向かう力・人間性等」の項目に、「外国語の背景にある文化に対す

る理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする

態度を養う。」（文部科学省, 2018b, p. 72）という記述がある。さらに指導計画の作成と内容の取

り扱いには、「外国語と道徳教育との関連を明確に意識しながら、適切な指導を行う必要がある。」

（文部科学省, 2018b, p. 137）とあり、平成 29年告示の小学校学習指導要領の特別の教科、道徳

には「日本人としての自覚や誇り、我が国の伝統と文化を理解し、尊重する態度を深めつつ、自分

にできることを考えるなどして、進んで他国の人々とつながり、交流活動を進めたりより親しくし

たりしようとする国際親善の態度を養うことが求められる。」（文部科学省, 2018a, p. 63）と記述

されている。これらを踏まえると、東京オリンピック・パラリンピックは、多くの外国人と英語で

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、日本人としての自覚と誇りをもち、豊かな国

際感覚を養う貴重な機会になると考える。 

また、平成 29年告示の小学校新学習指導要領の外国語では、教材選定の観点に「英語を使用して

いる人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活、風俗習慣、物語、地理、歴史、伝統文化、

自然などに関するものの中から、児童の発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を変化をもた

せて取り上げるもの」（文部科学省, 2018b, pp. 133-134）とあり、題材の選択に関して、英語と国

際理解に関わることが次の 3 つの観点に示されている。「(ア)多様な考え方に対する理解を深めさ

せ、公正な判断力を養い、豊かな心情を育てることに役立つこと。(イ)我が国の文化や、英語の背

景にある文化に対する関心を高め、理解を深めようとする態度を養うことに役立つこと。(ウ)広い

視野から国際理解を深め、国際社会と向き合うことが求められている我が国の一員としての自覚を

高めるとともに、国際協調の精神を養うことに役立つこと。」（文部科学省, 2018b, pp. 134-135）。

さらに、指導計画の作成上の配慮事項として「言語活動で扱う題材は児童の興味・関心に合ったも

のとし、国語科や音楽科、図画工作科など、他の教科で児童が学習したことを活用したり、学校行

事で扱う内容と関連付けたりするなどの工夫をすること。」（文部科学省, 2018b, p. 125）が挙げら

れており、外国語において、教科横断型を意識して学習計画を立てることは重要である。2020年に

英語が教科化となり、学級担任が指導の中心として関わっている可能性が高く、教科横断型の単元

構想がイメージしやすいことが想像できる。 

これらの点を踏まえて本実践研究では、オリンピック・パラリンピックや難民をテーマに、世界
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の様々な課題に気づき、これからのより良い世界に向けて日本人としてできることを考え、国際親

善の態度や国際協調の精神を養うことを目標に、小学校5年生における道徳、総合的な学習の時間、

外国語活動を通した教科横断型の取り組み、および学校行事と関連付けて学習発表会の場でその成

果を発表した国際理解教育の実践を報告する。 

 

 

本実践における参加者 

 

本実践研究における参加者は、東京都の公立小学校の 5年生 3クラス 74名（各クラス約 28名）

と、学習発表会を見学した小学校教員 8名（校長、副校長、校内の教員）である。参加児童は第二

著者である本担当教員(以下、本担当教員と略)が担任した学級を含めた学年の児童である。参加児

童の多くは、新しい学習に対して意欲的で、物おじせずに ALTや留学生とコミュニケーションを図

る等、何事にも前向きに取り組むことができる。自分の考えを進んで発信することができる児童が

多く、協働学習では協力して意見を出し合いながら進めることができる。今回の調査を行うにあた

っては、実践前に調査の内容や目的について説明し、個人情報を特定できないよう配慮し、任意で

質問紙調査に協力してもらうことを参加者に承諾してもらった。前段階として、1学期に社会科「世

界の中の日本」で、地球儀や地図帳を使って様々な国の位置や大陸、海洋の名前を学習している。

また、総合的な学習の時間に「世界一大きな授業」を実施し、世界の国々の識字率の問題について

体験的に学び、教育の大切さに気づかせるため、マララ・ユスフザイさんのスピーチを字幕を見な

がら英語で視聴した。その後、内容理解を確認するため、日本語で補足説明を行った。参加者は、

このような事前学習を経験している。  

本担当教員は小学校での経験年数は 8年目であるが、その前に私立高校で英語教員としての経験

が 3年ある。特別支援学級担任、英語教育推進リーダーを経て現在は英語専科教員として勤務して

いる。授業に対する指導観については、児童が楽しんで英語に触れ、英語に対して抵抗感をもたな

いようにすることを大切にしている。また、英語を学ぶ必然性の 1つとして「世界を知ること」が

不可欠だと考え、国際理解教育と英語教育を繋げた学習指導を意識して日々の教育活動を行なって

いる。第一著者は、教育学部所属の大学教員であり、本実践においては全体の単元計画に携わり、

特に、外国語活動の内容や質問紙調査及び分析に協力し、本担当教員の小学校における外国語活動

研修会の講師としても関わっている。 

他にも、小学校英語に関心のある近隣大学の学生が授業の一環として一緒に参加したり、NGO 法

人 AAR JAPAN 難民を助ける会(学校向けに国際理解教育の出前授業を行っている、国連に公認登録

された国際 NGO)を外部講師として授業に来てもらい、本実践の一部に協力していただいた。 

学校の特徴としては、地域との繋がりが強く、様々な学習活動に地域人材を活用している。また、

各教室に大型テレビが設置されており、タブレット端末を繋げて動画や音楽教材を活用している。

教科担任制ではないが、クラスによって指導内容に差が生じないよう、担任同士で他教科と授業を

交換しながら本担当教員が英語専科教員として 3クラス全ての授業を担当した。 
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調査方法 

 

本実践について児童や同僚がどのように感じているかを探るために、児童および小学校教員を対

象に事後アンケート調査を行った。児童には国際理解・難民・英語の 3つについて 7項目の質問を、

リカート・スケールの 3件法で回答させた。さらに振り返り用紙を配布し、本単元や学習発表会を

通して考えたことや思ったことを自由記述で記入させ、第一著者と第二著者により、その自由記述

データを付箋に転記し、内容の似たもの同士を集めてグループ編成を行い、最終的に残ったラベル

の束を解釈しやすい順番に配置し、そのカテゴリー化した結果を図解化し、叙述化した。教員アン

ケートについては、他教科や学校行事と関連させた教科横断型・英語・国際理解の 3つについて回

収できた 8 名分を分析対象とし、「どちらともいえない」に回答が集まってしまうのを避けるため

(盛山他, 1992)、9項目の質問をリカート・スケールの4件法で回答し、各項目について具体的な

内容を記述してもらった。このアンケートは、本実践の効果を明らかにすることを目的に、学習指

導要領に基づいて質問項目を作成した。 

 

 

実践の内容 

 

全 4時間の本単元のめあては、「世界の課題を自分のこととして捉え、自分にできることを考えた

り、行動したりしよう」であり、小学校 5年生を対象とした、2学期の 2018年の 9月から 10月ま

での約 2ヶ月間の授業実践報告である。自分たちが生きているこの世界は今、どんな状況にあるの

かを知り、世界の課題について考える第一歩を踏み出すために、「世界がもし 100人の村だったら」

の英語ビデオを視聴した。動画は英語の文字で表記されているため、ページごとに停止し、日本語

で適宜解説しながら動画を視聴し、栄養の足らない人やお腹を空かせて死にそうな人、きれいな水

を使えない人のパーセンテージの大きさに驚いている様子が伺えた。この実践を支えるために、 道

徳、総合的な学習の時間、外国語を通した教科横断型の取り組みの実践内容を報告する。 

 

外国語活動 

既に英語のビデオ視聴で食事や飲み物に困っている人が世界中にたくさんいることを知り、食べ

物の大切さや健康の大切さに気付いた上で、世界の食べ物や世界の人々に意識を向け、道徳や総合

的な学習の時間に繋がるように考え、食べ物について扱うことから開始した。『We can! 1』 Unit6 

“I want to go to Italy”の単元において、世界の国々の食べ物や見どころ、お土産等について知

り、Where do you want to go? / I want to go to 〇〇.のキーセンテンスを使って、行ってみた

い国についてグループで話し合い、海外旅行に行く計画を立てる活動を全 8 時間行った(小林、 

2019)。また、世界の国々だけでなく、自国のおすすめの場所について ALTに英語で発表する活動を

行った。様々な国について知ることで世界に興味をもち、自分が気になる国について自主的に、家

庭学習として調べたりまとめたりする児童もいた。また、近隣大学の学生と“I want to go to Italy” 

の単元で学んだ国の食べ物だけに焦点を当ててグループごとに調べ、What would you like? / I’

d like 〇〇.のキーセンテンスを使って各国のレストランを開く活動も行った。児童各 4～5名の
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グループに学生を 1～2名配置し、学生はグループ内では常に英語だけを話し、児童が英語を聞いた

り話したりする機会を増やすようにした。さらに外国語活動の最初の時間に Warm upとして“ We 

are the world”を歌う活動を行い、音声で歌に慣れ親しみながら、英語のイントネーションやリズ

ムの練習を行った。また、歌詞の意味理解を深めるため、身振りや手振りをつけて歌った。最初は、

難しくてなかなか声を出せない児童もいたが、毎時間練習したり、休み時間に歌を流したりして慣

れ親しむことができ、歌えるようになったことが、本担当者の観察記録からもわかった。 

 

第 1時 めあて：「オリンピック・パラリンピックについて知ろう。」 

東京五輪音頭を踊ったり、オリンピックの歴史やオリンピック休戦について理解した。また、様々

な国のオリンピック選手の写真を国旗と同時に見せ、どこの国の選手かを当てさせた。これまでも

外国語活動の時間に国旗クイズ等で世界について学習してきたため容易に導入することができた。

さらにリオデジャネイロオリンピックの開会式の様子の動画を使い、ナレーターが英語で国名を言

っているのを聞き取りながら、国ごとに選手が国旗を掲げて入場するところを視聴した。最後のチ

ームが入場した際、彼らがこれまでの国々とは異なり、五輪の輪の国旗を掲げ、それぞれ違う国旗

を手に持って入場していることに気づいた。「なぜ自分の国を代表できないのか。」という問いを与

え、自分の考えをワークシートに記入させた。以下、児童がワークシートに書いた、問いに対する

自分の考えの例である。 

・自分の国だけでは人数が足りないから。                     

・人種差別があるから。         

・色々な人とコミュニケーションが取れるから。               

・一つ一つの国の選手が少ないから。少ない国同士を全部くっつけているから。 

 

第 2時 めあて：「世界の課題について知り、自分なりの考えをもとう。」 

難民の写真を黒板に貼り出し、グループで 1枚選ばせて、選んだ写真を使って 3分以内の簡単な

物語作りに取り組んだ。物語を発表し、その中からポジティブな言葉とそうでないものとに分けて

抜き出し、板書した。この時点ではまだ「難民」という言葉には一切触れていない。そのため、物

語作りを通して「難民」の写真から良いイメージを多くもてる活動を行った。その後、フォトラン

ゲージで使用した写真や前時で示した、「国を代表できない選手」の写真、難民だった著名人の写真

を見せ、彼らの共通点を考えさせた。また、前時の問いである「なぜ国を代表できないのか。」に対

する児童の考えを共有した。彼らが「難民選手団」であることを知り、「難民」についての理解を深

め、難民とは何か、どれほどの難民が世界にいるのか、彼らの生活環境、難民の半分以上が子供た

ちであることを知り、大きな衝撃を受けている様子が伺えた。その後、動画「家族のために働く 13

歳のシリア難民の少年（英語）」を見せた。振り返りシートの感想に、「私たちは家族や友達と楽し

く暮らしているけれど、世界には子供でも働いたり、大変な思いをして暮らしている人がいること

が印象に残った。」という記述がみられ、 教育の大切さや自分たちが学校に通えていることは当た

り前でないという認識を示した。 

最後に、突然故郷を追われ、「難民」として生活を始めなければならなくなった時に、かばんに何

を詰めていくかをグループで考えさせた。これまでに得た知識を活用して、グループで意見を交換



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 108 - 

しながら考えていた。その後、グループごとに発表を行い、実際の難民の方々のかばんの中身から、

とても少ない荷物で自分の故郷を離れてきたことを知り、驚きを隠せない様子であった。また、こ

のような過酷な状況で大切な故郷を離れてきた難民の方々を支援する方法についてグループに戻っ

て考えさせた。1つは「小学生である今の自分にできること」、２つ目は「将来の自分にできること」、

そして 3つ目は「日本の社会にできること」である。「募金をする」や、「ボランティア活動をする」、

「難民を助けるための船や家を用意する」、「難民を助けるための企業を立ち上げる」等の考えが挙

げられたが、それ以上のアイデアがなかなか出てこなかった。これまでの学習の中で、多少は「難

民」についての知識があるものの、実際に難民のために活動している人のことや、どのような支援

が世界で行われているのかについては知らなかった。しかし、その中でも外国語活動の学習と関連

させて進めていることから、日本の社会にできることとして、「日本の人々がもっと英語ができるよ

うにすること」という意見がでたグループがあり、外国へ逃れることになり、言葉の壁に苦しむ難

民のことを考え、支援する側として英語を学ぼうという意欲が本担当者の観察記録からもわかった。 

 

第 3時 「難民を体験しよう。」外部講師 NPO法人 AAR JAPAN難民を助ける会 

難民の方々が抱える困難について避難生活を追体験しながら理解するために、4〜5人グループに

分かれ、グループを難民の家族と見なし、難民キャンプに入るか、到着した国に住み続けるか、ま

たは第３国を目指すのかについて意見を出し合いながらグループで一つに決めた。しかし、難民キ

ャンプに入ることができるのは 10人に 1人と言われており、今回は 6グループのうち 1グループ

しか入れないことになっていた。難民キャンプに入った時のメリットとデメリットが示され、それ

を踏まえた上で、グループで話し合いが行われた。以下、児童から出た意見である。 

 

難民キャンプに入りたい。 

「難民キャンプの外だとお金がかかるし、食べ物が買えなくて大変かもしれない。難民キャンプな

ら食べ物が配給されるから安心。」「住むところがなかったら死んでしまうから、難民キャンプの方

が安心。」「難民キャンプの外だと捕まってしまうかもしれないし、差別を受けるかもしれない。」 

到着した国に住み続けたい。 

「移動したら差別を受けるかもしれないから、最初に到着した国に住み続けた方が良い。」 

第３国を目指して移動したい。 

「ヨーロッパって良いイメージがあるから、もしかしたら成功するかもしれない。」「仕事が見つか

るかもしれないし、難民キャンプと違って自由に動くことができる。」 

この活動を通して、児童に難民の気持ちを体感させようと考えた。その結果、児童の振り返りシ

ートの感想に「自分が日本から他国へ逃げるなんて想像できない」や「生きていくだけでも非常に

困難」という記述がみられ、 難民の家族がバラバラになっている現実や、難民の家族にあり得るこ

とを少しでも体験させることができた。 

 

第4時 「平和について考え、折り鶴でメッセージを発信しよう。」 

事前に児童一人一人が「怖いもの」と「将来の夢」について書き、それぞれの思いを共有してい

た。（表1参照）自分たちからでたものと、世界の子供たちの「怖いもの」と「将来の夢」について
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比べ、気づいたことを話し合った。子供たちにとって特に衝撃的だったのは、シリアの子供たちの

ものであった。「怖いもの」に、「家族がいなくなること」が挙げられていることを知り、児童の振

り返りシートの感想にも、「私たちがどれほど幸せかと感じた」という記述がみられ、「難民」の辛

い思いを改めて感じていたことがわかった。また、「将来の夢」に関しても、「シリアに帰ること」

や「愛する人との再会」等を書いたシリアの子供たちの思いを知り、心を痛めている児童もいたこ

とが、児童の振り返りシートの感想の「難民がどんなに苦しんで助けを求めているかを知り、とて

も悲しい気持ちになった」という記述から判断できる。 

 

表1 各国の子供たちの怖いものと将来の夢 

 日本 カナダ 韓国 オーストラリ

ア 

シリア 

怖い 

もの 

・お母さん 

・自然災害 

 特に地震 

・お化け 

・サメ 

・蜘蛛 

・暗い場所 

・お化け 

・モンスター 

・愛を失うこと 

・戦争やテロ 

・家を失うこと 

・将来のこと 

・紛争          

・空爆や砲撃 

・家族や友達  

 を失うこと 

将来の

夢 

・先生 

・お金持ち 

・バスケット

ボール選手 

・医者、警察 

・K-Popスター 

・宇宙飛行士 

・クリケット選 

 手 

・国に帰るこ

と 

・愛する人と 

 の再会 

 

このような同じ年代の世界の子供たちの思いを知り、「平和への願い」をメッセージに残すために、

東京オリンピック・パラリンピックに向けた活動の一つとして行われている、Peace Orizuruプロ

ジェクトに取り組んだ。これは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の活動の

一つであり、平和の祭典であるオリンピック・パラリンピックと平和の象徴である折り鶴作りを通

して、平和な世界を広げていくための活動である。羽の部分に「平和の願い」を込めて一人一人が

メッセージを書き込んだ。以下、児童が書いた平和へのメッセージである。 

 

・「平和」とは、みんなが幸せに暮らせること。 ・できる限り協力したい。 

・全員が手を取りあえる日が来ますように。   ・戦争が無くなって欲しい。 

・世の中の未来が明るくなりますように。 

 

以上の学習を終え、世界の課題や難民に対して「知る」ことの大切さを実感した。知って初めて

人は何かを感じ、考え、行動に移し始める。これらの学習を生かし、他学年の児童や保護者、教職

員の方々等、多くの人に世界の課題や難民について知ってもらうには、学習発表会で発表すること

が良い機会だと考え、単元計画の最後に発表の場を準備した。 
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学習発表会 

 

 児童は「難民」について知り、友だちと自分の考えや思いを共有しながら学びを深めてきた。学

んだことを生かし、世界の課題や難民問題について「自分のこと」として行動に移し、劇として発

信することで、他学年の児童や保護者、教員等にも国際理解教育の重要性を伝える機会になると考

え、学校行事である「学習発表会」にて発表することを行動の第一歩とした。全 4時間の準備時間

を経て、学習発表会を行った。単元の導入で取り入れた、オリンピック・パラリンピックを劇にし

て行い、その中で難民選手団が登場することで難民問題に触れ、“Joy To The World!!” というタ

イトルの25分間の劇を通して国際理解教育の重要性を学校内外に向けて発表した。劇の全体的な

内容としては、オリンピックの開会式を舞台としている。最初の台本は本担当教員が自作したが、

授業を行っていく中での児童の発言やつぶやき等を反映させながら改良を何度も加え、完成させ

た。第5学年の児童が学級の域を超えて、学年全体で発表を行った。 

第一場面では、英語の開会式のアナウンスからスタートし、アナウンスと同時に各国（日本・オ

ーストラリア・カナダ・韓国・難民選手団）の選手が国旗を掲げ、入場した。第二場面からはナレ

ーターが各国の選手に英語でインタビューをしていった。それぞれの国が自国の誇れるものを紹介

していく中で、シリアの選手は、以前の自国の様子と現在の様子を紹介することで、難民である選

手たちが置かれている状況がわかるように工夫した。第三場面では難民選手団だけがステージに上

がり、彼らの状況やそれぞれがどんな思いで自分の国から逃れてきたのか、家族や友人への思いや

他国の人々への願い等のメッセージを英語で伝えた。第四場面では、難民の児童労働をテーマに書

かれた絵本である谷川俊太郎の詩「その子」を全員で群読した。発表者が声をそろえて全員で一緒

に読むことになり、鑑賞している低学年にも世界の課題がより理解しやすくなるだろうと考え、群

読を取り入れた。最後に外国語活動で学んだ英語を生かして“We are the world.”を身振り手振りの

振り付け付きで合唱し、難民問題を始めとする、世界の問題に対してこれからの自分たちにできる

ことを発表したり、世界の平和への願いを伝えたりした。 

 

 

本実践の成果と考察 

 

児童アンケート記述統計の結果と考察 

本研究で用いられた振り返りアンケートの記述統計の結果を表2に示し、国際理解・難民・英語

について 7 項目の質問を、リカート・スケールの 3件法で回答させた結果を図 1から図 3に示す。

各尺度は記名方式で測定され、1:はい、2:まぁまぁ、3:いいえの3つの選択肢から1つ選ぶ形にし、

その結果の平均を分析した。さらにそれぞれの質問項目について具体的な内容を記述してもらう形

式で作成して実施した。表 2の国際理解、難民、英語に関する 3つの指標における記述統計の結果

から、本実践が児童の英語や世界に対する興味や関心を高め、難民というテーマについて理解を示

していることがわかる。 
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表2  アンケート結果 : 記述統計 

 N M SD 

国際理解 

難民 

英語 

74 

74 

74 

1.45 

  1.28 

1.44  

0.58 

0.44 

0.58  

記述統計の平均値については、数字が高いほど否定的な回答であることを示している。 

 

 

図1 国際理解について ( N = 74 ) 

 

 

図2 難民について( N = 74 ) 

 

 

図3 英語について( N = 74 ) 

6人

20人

48人

3人

29人

42人

いいえ

まぁまぁ

はい

項目1:社会や道徳、外国語活動など様々な教科での学習を通して、「世界」のことに興味をも

ちましたか？

項目4:東京オリンピック・パラリンピックに向けて期待感が高まりましたか？

2人

24人

48人

1人

12人

61人

いいえ

まぁまぁ

はい

項目2:「難民」に関して理解を深めることができましたか？

項目3:世界のことや難民に関して自分に置きかえて考えたり、自分に出来ることはないか、と

考えたりすることができましたか？

8人

25人

41人

5人

14人

55人

3人

26人

45人

いいえ

まぁ…

はい

項目7:声の上がり下がりのイントネーションや英語のリズムに気をつけて英語の歌を歌うことがで

きましたか？
項目6:英語の歌を歌うことで、英語と日本語の音の違いに気付くことができましたか？

項目5:英語のセリフを言ったり、英語の歌を歌ったりすることで、英語に興味をもちましたか？
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項目1〜7から、およそ9割以上の児童が肯定的に回答していることがわかる。その理由として、

英語の歌やセリフを繰り返し練習することで、英語に慣れ親しみことができ、東京オリンピック・

パラリンピックを身近なこととしてとらえ、国際理解について考えることができたことが、このよ

うな結果に繋がった可能性がある。また「難民」という、今まで考えたことがない問題から、同じ

世代の子供たちが置かれている状況について知ることで、「自分だったら」という視点で考え、もっ

と知りたい、という興味や関心につながったと思われる。英語に関しては、「英語の歌を歌えた!」、

「以前より英語ができるようになった。」と、達成感をあじわった児童が多くいたことが、本担当者

の観察記録や振り返りシートの記述からわかった。英語の歌やセリフを取り入れたことで、多くの

児童が感情をこめて英語を表現する姿勢が見られた。その結果、英語のリズムやイントネーション

にも注意を払うようになっていることが見て取れた。このような歌や演劇のセリフを表現すること

を通して、英語で発信することができるようになったと感じたようだ。その一方で、否定的に（い

いえ）と答えている児童が各項目につき数名いる。彼らの普段の学習に対する姿勢の観察から、特

別な支援を要することが多く、初めて取り組むことに関して不安感を抱く等、課題があることがわ

かる。友達と一緒だったり、歌やダンスをしたりしながらであれば楽しく参加できると考え、学習

発表会において“We are the world.”の合唱を台本に入れた。 

 

 

児童アンケート自由記述の結果と考察 

 

児童の振り返りシートの自由記述欄に書かれた感想をKJ法を用いて分析した。KJ法とは、文化

人類学の分野で川喜田二郎が考案した研究法(川喜田, 1996)で、英語教育学でも質的データの分析

方法として応用されている。KJ 法は名刺ぐらいの大きさのカードにデータを転記し、一見無秩序

に見える定性的データを基にカードをグループ分けし、グループごとの関係を図解化する。最後に

図解を基に文章化することにより、データの解釈を行うという点で、質的研究への応用範囲が広い

手法である。 

 

図4 KJ法グループ編成 
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竹内・水本(2012)の KJ法の作成方法を参考に、グループ分けした結果、7個のカテゴリーに分

けることができた。その結果を図4に示し、それぞれのカテゴリーに考察を加える。 

 

オリンピック・パラリンピック 

「オリパラが楽しみ。」（OP22 参照）や「オリンピックでは、日本の選手を応援しつつ、難民チ

ームも応援したい。」（OP6参照）という記述から、学習発表会を通して、児童はオリンピックや難

民選手団への興味・関心も高まったと判断できる。 

 

気づき 

「難民の学習を通して家族と一緒に暮らせること、友達と遊べること、学校で学べることの大切

さ、幸せさに気づいた。」（K6参照）という記述が見られるように、児童は難民と自分の生活を比較

し、日本の豊かさや有難さに意識を向けるようになったといえよう。さらに、「世界の平和はすごく

大切」（K31 参照）、「難民を助けるボランティアがいることにも気づいた」（K4 参照）、「私たちが

何もしないわけにはいかない。」（K16参照）という記述が見られるように、難民が置かれている状

況の辛さや、日本や世界の人々ができることを考え、行動することが大切だと気づいたことが読み

取れる。 

 

驚き 

「同じ世界で暮らしているのに別の世界にいるような感覚」（O27 参照）や「自分が難民だった

らパニックになる。」（O16参照）という記述は、自分と同じような生活から一変して過酷な生活に

なる難民の現状を知り、自分に置き換えて考えたときに到底想像できないことだと驚いたことがわ

かる。 

 

興味・関心 

「この学習を通して他の国にも興味を持ち、本を読み始めた。（KK11 参照）」や「なぜ戦争がな

くならないのかという疑問を持った。」（KK29 参照）という記述が見られるように、世界に興味を

もち始め、戦争や紛争への疑問をもったようだ。 

 

支援 

「難民のボランティアをしたい。」(S18参照)や「難民の事を日本に広め、難民を受け入れられる

ような日本の社会を作りたい。」(S25参照)という記述から、難民支援を行いたいという意欲が読み

取れ、世界中の人と共に力を合わせてより良い世界をつくっていこうという意欲につながったと考

えられる。 

 

英語 

「最初はよくわからなかったが、英語の歌を練習するうちにわかるようになった。」(E435参照)

という記述から、英語の歌を歌うことを楽しみ、わかるようになったという実感を覚えたと考えら

れる。また、「英語を勉強して難民の方がわかるようにしたい。」(E21参照)」や「難民に声をかけ
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られた時、英語を話せるようにしておけば相手も安心するし、英語を覚えることが必要だと思った。」

(E17参照)」という記述から、難民を支援することができるように、英語が話せるようになりたい

と思ったようだ。 

 

将来に向けて・自分の生き方 

「僕たちより難民のほうが我慢強くて頑張っている。僕もそんな人になりたい。」(S44 参照)や

「将来、難民の人を助けられるような医者になりたい。」(S5 参照)という記述は、今後できること

を考え、頑張って生きている難民を見習って生きていきたいという自分の生き方について考えを深

めたと判断できる。また、 「紛争をなくし、難民や世界中の人が幸せになって欲しい」(S10参照)

という記述から、戦争や紛争がなくなり、全ての人が幸せな生活を送れるようになって欲しいと感

じたようだ。 

 

学習発表会 

「学習発表会を通して難民のことを伝えていく大切さを知った。」(G29 参照)や「学習発表会で

発表できて難民についての理解を深めることができた。」(G6 参照)という記述が見られるように、

学習したことを学習発表会で多くの人々に伝える場を設けたことで、難民について知ってもらうこ

との大切さに気づき、 さらに、劇にして演じることで学びを深められたと感じたようだ。 

 

その他 

「スポーツ選手や警察等、色々な夢があるが、難民の夢は自分の国へ帰ること。そのような夢を

もたずに、自分のやりたい夢をもって欲しいと思った。」（12 参照）「難民の人は、昔は今の私たち

と同じような生活をしていたのに、今は内戦から逃げて大変だと思った。」（13 参照）「生まれた場

所が違うだけでこんなに大変だったとは思わなかった。」（18参照）  

 以上をまとめると、自由記述データから、児童は世界の課題や難民問題について「自分のこと」

として考えるようになり、国際協調の精神を養うきっかけになったと考えられる。さらに、実際の

行動に移していくために、英語学習への動機付けも高まったと考えられる。 

 

 

教員アンケート記述統計の結果と考察 

 

本実践を参観された教職員がどのように感じているのかを把握するために、学習指導要領に基づ

いて、他教科や学校行事と関連させた教科横断型・英語・国際理解の3つに分けたアンケート項目

を作成した。教員アンケートの結果 (N = 8) と考察をそれぞれ示す。 

他教科や学校行事と関連させた教科横断型についての項目1:「今年の「国際理解Joy to the world」

は児童の興味・関心を引くものであった」についての結果は、とてもあてはまる4名、あてはまる

4名となり、項目2:「国際理解をテーマに英語の歌を歌う等の表現活動を、学習発表会のような学

校行事で扱う内容と関連付けて発表することは良いと思う」についての結果は、とてもあてはまる

6名、あてはまる2名となり、項目3:「外国語活動や道徳や総合的な学習の時間等の他教科等で得
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た知識や体験等を生かして活動を展開することで、児童の知的好奇心をさらに刺激できると思う」

についての結果は、とてもあてはまる6名、あてはまる2名であった。具体的な根拠や理由を探る

ために、各項目の自由記述の原文例を、個人の識別番号を記載して全てそのまま引用する。 

 

項目1に関する自由記述： 

・難民の存在を知ることができたところ、家族や友だちと会えないという事実をしったところで衝

撃を受けているようだった(1)。・知らない世界について学ぶことで驚きがあったと思う(2)。・東

京オリンピックが開かれることを子どもが知っているので、そこをからめた所が良かった(3)。 

 

項目2に関する自由記述： 

・学校で行われている教育活動の中で、あまり耳慣れない「国際理解教育」を保護者、地域に周知

する良い機会だと思う(3)。・英語で表現する機会が増え、抵抗がなくなっていくと思う(4)。・グ

ローバルな見方、考え方が重要視されている昨今、英語に親しむことは不可欠であり、繰り返し

英語の歌を練習したり、発表を聞いたりすることは英語を近しく感じることにつながる(5)。 

 

項目3に関する自由記述： 

・学習発表会の題材として、繰り返し、児童全員が練習に取り組んだので、知識として定着し、考

えをそれぞれ深められたと感じる。より多くのことを知りたい、という感想も多々見られた(5)。 

教科横断型についての項目 1、2、3、および自由記述の結果から、テーマ設定や教科横断型の取

り組みを学校行事において発表したことが児童の興味関心を高める可能性があると感じていること

がわかった。授業中の児童の驚いている姿、主体的に取り組む姿勢を実際に観察してきたことが肯

定的な結果につながっていると思われる。また、学習発表会での児童の姿や、発表後の児童の感想

文からも国際理解というテーマに興味を示し、達成感を感じていることが教員にも伝わったようだ。 

 

英語についての項目4:「今回の学習発表会での取り組みが、児童の英語力の向上に役に立つと思

う」についての結果は、とてもあてはまる4名、あてはまる4名となり、項目5:「英語の歌を歌う

ことで、英語特有のリズムやイントネーションを身に付けることができると思う」についての結果

は、とてもあてはまる 2 名、あてはまる 5 名となり、あまりあてはまらない 1 名となり、項目 6:

「英語の歌を歌うことで、日本語と英語との音声面等の違いに気づくことができると思う」につい

ての結果は、とてもあてはまる3名、あてはまる4名となり、あまりあてはまらない1名であった。

以下に、 具体的な根拠や理由が述べられていると思われる原文例を、個人の識別番号を記載して抜

粋する。 

 

項目4に関する自由記述： 

・スキルの面ではなく、勉強したい、話してみたい、という意欲を高めることができたと思う(1)。・

英語の歌の反復練習、友達の台詞を繰り返し耳にすること(5)。・英語を使うこと、そのものが良

い(6)。・発表会後も鼻歌で“We are the world.”を歌う児童がいる等、英語が身近になっている(2)。 
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項目5に関する自由記述： 

・特に強く発音する部分と、そうでない部分があることに気づけたと思う(2)。 

・個人差があると思う。歌だけで身に付くことはないと思うが、きっかけとしては良いと思う(3)。 

 

項目6に関する自由記述： 

・自発的に気づく子どもは少ない気がする。指導者が言って、子供が「ふ～ん」となる程度かな(1)。 

英語についての項目 4、5、6、および自由記述の結果から、全体としては肯定的な意見が多い一

方で、英語と日本語との音声面の気づき、イントネーションを身に付けることについては個人差が

あり、課題があることがわかった。しかし、英語の音声に慣れ親しみ、英語の歌を歌うことは、児

童の英語への意欲を高めるきっかけになる可能性があることが示された。 

国際理解についての項目7: 「世界の中の日本人としての自覚を持つきっかけになり、国際的視

野に立って多面的思考ができるような人材を育てることにつながると思う」についての結果は、と

てもあてはまる5名、あてはまる3名となり、項目8: 「多様な価値観や考え方を持った人々を理

解し、国際理解を深め、国際協調の精神を養うことに役立つ」についての結果は、とてもあてはま

る5名、あてはまる3名となり、項目9: 「日本の文化と外国語の背景にある文化に対する関心を

高め、理解を深めようとする態度を養うことに役立つものであった」についての結果は、とてもあ

てはまる 2 名、あてはまる 6 名であった。以下に、 具体的な根拠や理由を探るために、各項目の

自由記述の中で特徴を表していると思われる原文例を、 個人の識別番号を記載して取り上げた。 

 

項目7に関する自由記述： 

・小学校段階ではまだ漠然としか捉えられないと思うが、継続していくことで、徐々に育っていく

のかもしれない(1)。・まず知ることのスタートに立てたことは有効(6)。・学習発表会を通して児

童が難民の複雑な立場をいろいろな視点から考えることができた(2)。 

 

項目8に関する自由記述： 

・小学校では国際理解を深めるところまでで十分だと思う(1)。・平和への思いが高まっていた(2)。 

 

項目9に関する自由記述： 

・国によっていろいろな物の考え方がある、と感じた児童は多くいたと思う(3)。 

国際理解についての項目7、8、9、および自由記述の結果から、「世界の様々な課題に気づき、日

本人としてできることを考え、豊かな国際感覚を養うこと」という本実践の目標をある程度は達成

できたことが示された。自由記述からも、視野を広げ、国際理解について考えるきっかけになった

と感じていることがわかり、学習指導要領の「我が国の一員としての自覚を高め、国際協調の精神

を養うことに役立つこと」に寄与しうることが示唆された。 
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まとめ 

 

本実践研究では、公立小学校におけるオリンピック・パラリンピックと難民をテーマとし、学校

行事と関連させた教科横断型の取り組みが、どのように児童と教員の英語教育や国際理解教育への

意識に影響を与えたかを調べた。その結果、参加児童の国際理解に対する興味・関心が高まり、英

語学習への肯定的影響が期待できることがわかった。児童の自由記述アンケートの分析結果から、

「驚き」や「気づき」、「興味・関心」、「英語」、「支援」の意識が読み取れ、「将来に向けて自分の生

き方」を考えるきっかけになり、世界をより良いものにしていこうとする国際親善の態度を養う機

会につながる可能性が示唆された。児童の感想に「英語はかっこいいから、絶対に英語のセリフの

役がやりたい」、「難民を助けるために英語が必要だと気づいたから英語を頑張りたい」という記述

が見られ、英語学習への動機付けの高まりが示された。教員の分析結果からも、世界の文化に対す

る理解を深め、外国語を学ぶ必然性を理解させ、児童が外国語学習への意欲を高めることに有効で

ある可能性が示された。 

本実践を振り返ると、他の教員と授業の交換をしながら協力したり、一緒に授業を行ったりする

ことで、学級の枠を超えて学年全体で取り組むことができ、国際理解への興味を持ってもらう等、

同僚性の構築にも大きく寄与したといえる。さらに、学習発表会で発信できたことで、学校全体を

巻き込み、多くの教員に教科横断型の国際理解教育の興味・関心を高めることができた。しかし、

英語や国際理解への興味・関心が低い児童への対応が課題として明らかになった。児童によっては、

英語の台詞や歌詞、難民というテーマ自体が難しく、認知レベルに合っていなかったかもしれない。

また、発表に不安を感じることも原因の一つと考えられる。苦手意識の克服に向けて、成功体験に

導けるように個々に対応し、児童の学習段階に適したきめ細やかな支援の継続が必要であろう。 

なお、本実践研究は 1つの学校の限られた人数の児童や教員を調査対象としており、実践中の観

察記録や事後アンケートの結果の考察のみのため、実践の成果を過度に一般化することはできない。

今後は、活動前と後における児童の姿や意識の変容を捉えられるような継続的なデータ収集・分析

が必要である。評価方法についても、児童の発表や行動の観察による評価や、児童の振り返りシー

トを用いた自己評価だけでなく、ポートフォリオ評価や CAN-DO 評価等、総合的に評価すること

が必要である。 

指導者には、国際理解教育と外国語教育の関係性を考えながら教科横断型を意識し、学習計画を

考える等、授業設計力と内省力が求められる。本実践においては、本担当教員と第一著者がこれま

での実践を省察しながら授業を構築し、初めて外部講師や同僚も巻き込んで実施できた。しかし、

主体的に他学年の教員と協力し、教科横断的に取り組む教員はまだ少なく、他者に頼っている段階

である。計画して実践に取り入れる段階にもっていくには、実際の指導に関する十分な実践知を共

有し蓄積するとともに、校内研修や検討会で精緻に検討していくことが求められる。 

今後は、学校内外に向けて発信する場を定期的に設けることができるかも課題となろう。国際ボ

ランティア団体がどのような活動を行っているのかを調べ、青年海外協力隊等、日本に住む難民と

も協力し、自分にできることを具体的に考えさせ、さらにそれを「行動」に移せるように実践を進

めていきたい。このような課題はあるものの、学校行事と関連付けて学習発表会という公に発信す

る場で児童や教員が共に達成感を味わうことができ、英語教育や国際理解教育に良い影響を与える
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可能性が見られたことは示唆を与えるものとなった。今後も教員が児童による自己評価を活用し、

その結果を分析し、自己の内省を深めることで授業改善につなげるといったアクションリサーチを

行うなど、より多くの実践の積み重ねが必要である。 
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通常の学級に在籍する弱視児への自己理解支援 
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キーワード：ロービジョン，視覚障害，通常の学級，自己理解，セルフ・アドボカシー 

 
弱視児の見え方は個人差が大きく，個々の見えにくさに対して適切な配慮がなされなければ学校生活上さまざまな困難

が予想される。しかし，弱視児の中には通常の学級に在籍し，弱視教育の専門的支援を受けていない子どもが一定数存在

する。本研究では，小学校の通常の学級に在籍する弱視児 1事例を対象として，見えにくさと認知特性に配慮した教材や学

習方法に基づいて個別支援を行い，その効果を検討した。さらに，本児は自らの見えにくさに関する認識不足が援助要請を

行えない理由の一つと捉え，本研究では主に教材の見比べを通して，見やすさ（あるいは見えにくさ）について話し合い活

動を行い，見えにくさの特性とそれを周囲に伝えていくための支援を行った。その結果，見比べる支援を通じて，本児にとっ

て見やすくするための工夫点を発見することができ，見え方の特性に関する自己理解が促進された。さらに，その特性に基

づいた新たな学習方法の考案や補助具の活用を行うことで，教科学習での誤りが改善された。最後に，本児の見えにくさの

特性とそれを改善するための工夫点を冊子としてまとめ，通常学級担任に情報提供を行った。弱視児が今後社会生活の中

で見えにくさを要因とする課題を克服するためには，障害に対する周囲の理解に加え，学齢期から自らの障害特性を理解し，

必要な支援を他者に要請できるような表現力と実行力を身につけることが重要であると示唆された。 

 

 

はじめに 
 

特別支援教育における視覚障害とは，日常生活や学校生活において視覚を用いた活動がかなり制

約を受けた状態であることを意味している。このうち，視覚情報をほとんど活用することができな

い「盲」，そして眼鏡等で矯正しても日常生活で視覚の活用が困難なほど低視力な状態である「弱視」 
―――――――― 

*茨城大学教育学部 



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 120 - 

に大別できる。 
近年，視覚特別支援学校（盲学校）に在籍する児童生徒数は減少傾向にあり，2015年度に全国の

視覚特別支援学校を対象に実施された調査によれば，1970 年度調査における児童生徒数と比較して，

33.25％にまで減少していることが報告されている（柿澤, 2016）。一方で，2017年度に全国の小・中学校を

対象にして実施された調査では，弱視特別支援学級の設置数が 2002 年度調査に比べて小学校で 2.8

倍，中学校では 3.2倍に増加していた（国立特別支援教育総合研究所，2018）。弱視通級指導教室でも，

地方自治体における障害種の受け入れ方針の変更に伴い，2002 年度調査と比較して小学校で 4.2 倍，

中学校で 11.7 倍となっており（国立特別支援教育総合研究所，2018），弱視児が普通学校を選択するケ

ースは増えていると思われる。これに加えて，全ての小・中学校において必ずしも弱視児を対象とした特

別支援学級や通級指導教室を設置してはいないため，通常の学級に在籍して弱視教育に関する専門的

な支援を受けていない子どもがかなりの数存在しているものと推察される（大山・小林，2017）。 
弱視児の場合，見えにくさはあるものの，適切な配慮をした上で視覚情報を活用した学習，すなわち活

字を用いた教育が行われていく。しかし，弱視児の見え方は個人差が大きく，個々の見えにくさに対して

適切な配慮がなされなければ学習上の困難を引き起こすと考えられる。また，弱視児は，自身の見えに

くさに関する認識が不足しており，成人であったとしても自らがどのように見えているのかを他者

に説明することが難しいといわれている(氏間，2013)。小林ら（2020）が報告しているように，これ

からの共生社会は視覚障害者が自らの障害特性を理解した上で，日々の状態変動に合わせて，数あ

る選択肢の中から適切なものを選んでいく時代であるといえる。その際に，自らが必要とする支援を

交渉していくためのセルフ・アドボカシー・スキルを高めていくことは重要であろうと思われる。 
本研究の対象である弱視児（以下，D 児とする）は，小学校の通常の学級に在籍しており，学習場面

で黒板の視写やプリントへの書字の際に困難さを示していた事例であった。しかし，D児自身が教

師に対して見えにくさを訴えることはなく，自らの見えにくさを理解できているのか疑問に感じた。

そこで，本研究ではD児とのやり取りを通し，D児自身が見えにくさを認識し，その見えにくさを

少しでも周囲の人に伝えていくことができるように支援を実施した。さらに，D児が学習の困難に

気づき，自らの見え方の特性をふまえた学習方法を工夫できるように支援を行い，その効果につい

て検証することを目的とした。 
 

 

対象児 
 

１．プロフィール 

D児はA小学校の通常の学級に在籍する 3年生（支援開始当時8歳4か月）の男児であった。医

療機関において黄斑低形成との診断を受けており，眼球振盪，弱視，遠視の症状がみられた事例で

あった。D児は眼鏡を常時使用しており，拡大鏡は学校に持参することはなく，家庭でも稀に使用

する程度であった。 
２．支援開始前の学習と生活の様子 

読み書きの際には，眼球振盪のために顔を小刻みに動かす様子がみられた。教室内での席は最前

列の中央付近で，黒板の文字は視写できている様子であったが，実際にD児への聞き取りをした際，
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文字が小さく文量も多い場合には見えにくく，とりわけ未習漢字の板書はよく見えないと訴えてい

た。授業中は，課題への取り組みが速く，意欲的に学習に参加する様子がみられた。 
小学2年生までは拡大教科書を使用していなかったが， 3年生になってからは通常の教科書では

見えにくいために，国語，算数，社会では26ptの拡大教科書を使用するようになった。書字につい

ては，学年相当の漢字を書字できるが，接合部に誤りがみられたり，余分な書き足しや書き抜かし

があったりするなど，漢字の全体的な形態は捉えられているものの細かな書字エラーが多くみられ

た。これらの書字エラーについては，D児自ら気づくことは少なく，他人から指摘されてはじめて

誤りであることに気づくことが多かった。さらにプリント学習では，記入する枠が小さく，それに

合わせて小さな文字で書く場面があり，疲労感があるように思えた。 
学校生活では，見えにくさによって階段を踏み外したり，人や物に衝突したりするといった様子

はみられなかった。対人関係も良好で，休み時間には自ら友達を誘ったり，誘われたりして，仲よ

く遊んでいる様子がみられた。弱視児にとって苦手であるとされるボール運動（大山・小林・森，

2013）にも積極的に参加していた。 
 

 

アセスメント所見 
 
支援開始に先立ち，主に 201X 年 7 月～8 月にかけ

て，観察あるいは視機能検査や心理アセスメントに基

づいて対象児の実態把握を行った（図１）。以下に，ア

セスメント所見を示す。 
 

１．視力検査 

 遠見視力と近見視力にはいずれもランドルト環を用い，眼鏡装用時（矯正）と非装用時（裸眼）

の視力検査をそれぞれ実施した（図 1 の#2, 4）。遠見視力は単独指標（5m）を，近見視力はログマ

ー近点視力表（30cm）を用いた。遠見および近見視力測定の結果を表1に示す。なお，ログマー近

 

図１ 支援内容と期間（青：アセスメント，赤：支援） 

セッション ＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 ＃10 ＃11 ＃12 ＃13 ＃14 ＃15 ＃16

WISC-Ⅳ 　

MNREAD-Jk

近見視力

音読評価

遠見視力

アムスラーチャート

拡大教科書

黒板視写支援

社会(地図)

国語（漢字）

算数(筆算)

まとめ

7月 9月 10月 11月 12月

表１ 視力検査結果 

 

左眼 右眼 左眼 右眼

裸眼 0.25 0.3 0.1 0.13

矯正 0.4 0.3 0.13 0.1

遠見視力（5m） 近見視力（30cm）
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点視力は小数視力に変換した。視力測定の結果から，眼鏡装用によって左眼の遠見視力に若干の改

善がみられ，矯正時の遠見視力は両眼とも 0.3 以上を示していた。教室の最前列で 10cm2程度の大

きさで黒板に書かれた文字が見えるのには 0.3 以上の視力が必要であると報告されており（湖崎，

1999），実際にD児は教室最前列の座席であれば，黒板の文字を一定程度認識できていたことから，

視力測定値は妥当な結果を示していると思われた。 
２．アムスラーチャート（格子型中心暗点表） 

黄斑低形成による中心暗点や変視症の可能性は低いと考えられたが，確認のためにアムスラーチ

ャートによる検査を実施した（図1の#14）。片眼で白線の格子表を見た際には，「全体的に線がくっ

ついている」，「線の間にもう一本線が入ったように見えた」と回答しており，線の歪みや消失など

の報告はみられなかった。したがって，D児の回答から黄斑低形成による中心暗点や変視症の疑い

は少ないと思われ，視力低下と眼球振盪が加わったことで線が二重に見えたものと推察された。 
３．MNREAD-Jk 
 読書に適切な文字サイズを推定するためにMNREAD（Minnesota Low-Vision Reading Test）による

評価を実施した（図1の#2）。MNREADでは，弱視児・者が最も速く効率的に読むことが可能な最

小文字サイズ（臨界文字サイズ）を求めることができる（Legge, Ross, Luebker, & Lamay, 1989）。そ

の日本語版であるMNREAD-Jには漢字かな交じり文によるMNREAD-J（小田ら，1998）とひらが

な単語の分かち書きによるMNREAD-Jk（中村・小田，1999）の2種類の課題（チャート）がある。

いずれも縦書きで白地に黒文字と黒地に白文字のチャートがそれぞれ用意されており，コントラス

トの反転効果を調べることができる。MNREAD-Jでは小学校 3年生までの配当漢字が用いられてお

り，D児にとって未習漢字も多かったため，MNREAD-Jkを使用することとした。 
MNREAD-Jkでは，文字サイズごとに計 24文字からなるひらがな単語の分かち書きが羅列されて

おり，対象児にはできるだけ早く正確に音読することが求められた。文字サイズごとに音読時間を

測定することで，1 分間あたりで読める文字数（読書速度）を算出することができ，最大読書速度

で読める最小文字サイズを決定することができる（臨界文字サイズ）。測定は 30cmの視距離から大

きい文字サイズより順次実施し，1文字でも何とか読むことのできる文字サイズまで続けられた。 
図 2には白地黒文字チャート（MNREAD1）と黒地白文字チャート（MNREAD2）における文字

 

図２ MNREAD-Jkによる評価（MNREAD1：白地黒文字，MNREAD2：黒地白文字） 
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サイズごとの読書速度がプロットされている。これをみると，文字チャートのいかんに関わらず文

字サイズ（pt）が大きくなるほど読書速度が上昇し，MNREAD1 では 14pt（図 2 下向き矢印），

MNREAD2では 18pt（図 2上向き矢印）でプラトーに達していた。MNREADにおいては読書速度

が低下し始める直前の文字サイズを臨界文字サイズとし，それより大きい文字サイズの平均読書速

度が最大読書速度として算出される。さらに，可読文字サイズと総誤読文字数を算定式に当てはめ

ることで読書視力を求めることができる。そこで，D児の測定結果について，それぞれのチャート

ごとに臨界文字サイズ，最大読書速度，そして読書視力を求めたところ，MNREAD1では，臨界文

字サイズが 14pt，最大読書速度が 168 文字/分，読書視力が 0.5logMAR（小数視力換算で 0.32），

MNREAD2では，臨界文字サイズは18pt，最大読書速度が 190文字/分，読書視力0.5logMAR（小数

視力換算で0.32）と算出された。 
以上の結果から，MNREAD による臨界文字サイズは 14pt～18pt であり，現在使用している拡大

教科書の文字サイズ（26pt）よりも小さかった。ただし，書体や漢字構造の違いなど様々な要因が

絡み合って，実際には臨界文字サイズが必ずしも最大読書速度にはならない場合もあるため（氏間，

2010），次項の音読評価を行うこととした。また，白地黒文字と黒地白文字のチャートでは評価値に

顕著な差がみられなかったことから，羞明による見えにくさは生じておらず，コントラストの反転

による支援効果はないものと判断した。 
４．音読評価 

漢字かな交じり文による最適文字サイズを確認するために MNREAD-J の方法に依拠して音読評

価課題を実施した（図 1 の#3-5）。使用した文章は D 児の在籍校で使用していない 3 年生国語教科

書の未習教材から30文字の漢字仮名交じり文を抽出した。その際，D児が音読可能な習得漢字とな

るよう留意した。文字サイズは，11pt，14pt，18pt，22pt，26pt，30pt，44pt，55pt の 8 種類であり，

文字サイズごとに使用する文章を変えて白地黒文字で作成した。音読課題ではできるだけ速く正確

に読むよう教示し，各文字サイズでの読書時間をストップウォッチで計測して読書速度を算出した。 
各文字サイズにおける読書速度の結果を図3に示す。なお，文字サイズが11ptの文章は読むこと

ができなかったため図中に示されていない。図をみると文字サイズが大きくなると読書速度が上昇

し，22ptでプラトーに達していることが分かる（図 3矢印）。MNREAD-Jの方法に沿って，臨界文

 

図３ 各文字サイズにおける読書速度 
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字サイズと最大読書速度を算出したところ，臨界文字サイズは22pt，最大読書速度が150文字/分で

あり，MNREAD-Jk で評価された臨界文字サイズより大きかった。この点に関して，D 児は眼球振

盪がみられる事例であり，そのようなケースではMNREADの臨界文字サイズより大きな文字サイ

ズを選択した方が適しているとの知見（氏間ら，2007）を裏付ける結果であった。したがって，支

援開始時にD児は26ptの拡大教科書を使用していたが，選定に際しては主観的な好み，読書速度，

利便性など総合的に評価しながら，誤読の多さや疲労感の訴えがなければ，22ptの文字サイズを使

用していくことが望ましいと示唆された。 
５．心理アセスメント（WISC-IV） 

 心理アセスメントのWISC-IV（図1の#1）は弱視を考慮して標準化されたものではない。したが

って，参考値としてD児の全検査 IQ（FSIQ）および各指標得点を示す。FSIQは80で「平均の下」

の域，各指標については言語理解指標（VCI）が93（パーセンタイル順位 32），知覚推理指標（PRI）

が78（パーセンタイル順位7），ワーキングメモリー指標（WMI）が82（パーセンタイル順位 12），

処理速度指標（PSI）が 81（パーセンタイル順位 10）であった。ただし，PRI および PSI はいずれ

も視覚刺激を含む下位検査で構成されていることから，これらの指標は弱視による見えにくさが結

果に大きく影響していることが推定された。視覚刺激が検査に含まれないVCIとWMIの指標得点

の間には15％水準の有意なディスクレパシーが認められた。VCIの中でも下位検査の「単語」の評

価点は12で顕著に高かったことから，単語知識や言語概念形成の能力が優れているものと思われ，

D児の支援において音声言語によるコミュニケーションを用いることは有効と考えた。その一方で，

WMI が低かったことから，音声言語で一度に多くのことを伝えると保持することが難しいと推察

された。そこで，D児とのやり取りには短く簡潔な言葉で伝えることが重要であると示唆された。  
 
 

支援 
 
１．支援期間及び支援場所 

 支援は201X年9月～201X年12月の期間に，対象児が通うA小学校の特別支援教室あるいは空

き教室で行われた。1回の支援時間は 45分間，週1回程度で計12回の支援を実施した（図 1）。 
２．支援仮説 

（1）読み書きに関する支援 
 D児は学習場面で見えにくさによる困難が生じていたにもかかわらず，他人に訴えることはあま

りなかった。このようなことから，D児やそれを支援する教員が見えにくさに関して十分に認識し

ておらず，学習に影響を与えていると考えられた。そこで，D児が普段から用いている拡大教科書

を教材として，通常の教科書を見比べながら，その違いや見やすさについて支援者と話し合う活動

を通して，D児が自らの見え方を知る機会にできるのではないかと考えた。 
さらに，D児は漠然とではあるが黒板の文字に見えにくさを感じることがあり，D児とのやり取

りを通じて未習漢字や細かい文字の場合に見えにくさを感じているようであった。そこで， 教室で

の板書場面を再現し，自席から未習漢字を視写することで見やすい文字サイズや板書位置を把握で

きるのではないかと考えた。見えづらい状況になった際にどのように対応するか，支援者とともに
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考えることで，自ら周囲に訴えることができるようになることを期待した。 
（2）教科学習支援 
漢字書字では大まかな形態を捉えることができていたものの，漢字細部の誤りが多くみられた。

算数では筆算の繰り上がりのために書いた数字を見落とすことが多く，計算を誤る場面が多かった。

社会では，地図を用いた学習で見えにくさを訴えることも多くなることが予想された。そこで，誤

りの要因や見やすさの視点に気づかせる支援を通して，自らの見え方の認識につながるのではない

かと考えた。さらに，D児にとって学習しやすい方法を話し合うことで，自らの力で課題を解決で

きる力も培われていくのではないかと考えた。 
（3）通常学級担任への情報提供 
通常の学級では常に最前列中央の席であり，黒板の文字を一定程度視写することはできるものの，

前述のように見えにくさを感じる場面が多く観察された。プリント学習でも記入する枠の小ささか

ら疲労を感じたりするなど，学習面で困難さを感じている様子がうかがえた。これらの困難にD児

自らの力で対処するだけでなく，教材の工夫など学習環境の改善も重要であろう。そこで，支援経

過で明らかとなったD児の見え方の特性や見やすくするための手立てについて，情報を学級担任に

提供することで学習環境の改善につながるのではないかと考えた。さらに，これらの情報が通常学

級担任を通して他の児童に伝わることで弱視に関わる理解啓発につながっていくことが期待された。 
３．支援内容 

 上記の支援仮説に基づき，①読み書きに関する支援，②教科学習支援，の順でD児に個別支援を

実施した。読み書きに関する支援は，拡大教科書，黒板視写支援の順で，教科学習支援は，地図，

漢字，筆算の順で行った。以下にそれぞれの支援内容について詳細を示す。 
（1）読み書きに関する支援 
①拡大教科書を用いた支援 

 D児は，国語・算数・社会の授業において 26ptの拡大教科書を使用していた。そこで，通常の教

科書と拡大教科書を見比べて，その違いを見つけるだけでなく，その違いにより生じる見え方や利

便性の違いを感じとることで，見やすくするための工夫について知ることができるのではないかと

考えた。なお，今回は国語と社会の教科書を教材として用いた。 
 

      

図４ 地図の「見比べ」課題の一例 

この見比べ課題においてＤ児は左図を見やすい方として選択した． 
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②黒板視写支援 
最前列中央の席から黒板に板書された未習漢字を D 児に視写してもらった。板書の文字サイズ

は，D 児の学級担任が普段板書している文字の大きさ（約 10cm2）を基準とし，視写に誤りがみら

れた場合にはD児が正確に書けるまで，文字サイズを徐々に大きくしていった。また，板書する位

置を黒板の中央から端まで変えていき，見やすさを感じる板書位置の確認を行った。これらの支援

の中で，板書された文字が見えにくいとD児が感じた場面で，正確に視写するためにはどのような

対応をすることで改善されるのかを話し合った。 
（2）教科学習支援 
①社会（地図） 

 D 児にとって見やすい地図を明らかにするために，2 つの例を提示して二者択一で見やすい方を

選択させる「見比べ」課題を行い，見え方の理解を図った（図4）。さらに，拡大教科書で配慮され

ている点を適宜取り入れながら，D児とともに見やすい地図の作成を行った。 
②国語（漢字の書き取り） 

 正字と誤字の漢字カードを作成し，正字選択課題を行った。漢字書字の支援方法には，構成要素

を唱えて覚えるような音声言語リハーサル（青木・勝二，2008）や構成要素を組み合わせてパズル

を完成させる漢字パズル課題（大櫃・稲垣，2018）など挙げられるが，音声言語リハーサルでは字

形の細部エラーが解消されにくいこと（五十嵐・森川，2019），漢字パズル課題は配置エラーに有効

と思われるが，細部エラーの改善には寄与しないと判断した。 

正字選択課題で誤字カードに使用したエラー漢字は，D児がノートやプリント，ドリルなどで実

際に誤って書かれた漢字を参考にして作成された。正字と誤字の漢字カードはそれぞれ二枚一組で，

D児にはどちらの漢字が正しいか二者択一で選択することを求めた（図5）。それぞれ一枚めくると

正解が分かるようになっており，誤字には誤り箇所とその理由が書かれており，それを見ながら誤

字の理由を口頭にて説明するよう要求した。このような正字選択課題による支援において正しく回

答できるようになっても，実際の書字場面でエラーが残ってしまう場合には，書かれた文字につい

て誤り箇所の確認を行った。さらに，やり取りを通してD児が自ら生じやすいエラーの特徴に気づ

かせるとともに，誤りを少なくするための工夫を考えた。 

      

 

図５ 正字選択課題で用いた漢字カードの一例 

「歩」の「止」と「少」の接触部が誤っている（左図の右側文字）．正字と思う方をめくってもらい，答えを確かめ

る．正字には大きな赤丸が示され，誤字には注目する部分に赤丸と注意書きが示されている（右図）． 
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③算数（筆算）  
 線の色や濃さ，補助線の有無などを変えた算数ノートを作成し，使いやすい方を二者択一で選択

させた。また，かけ算の筆算において繰り上がりの数を見落とすことによる誤りが頻発していたた

め，D児が間違えた問題を用いて，誤り箇所とその原因探し，補助具の使用などを行った。さらに，

やり取りを通して間違えないようにするための工夫を考えた。 
４．支援評価 

毎回の支援をビデオカメラ（JVC ケンウッド製 GZ-E345-T）にて撮影し，D 児の言動を映像で

記録した。この記録をもとに，D児との発言を文字に起こした。やり取りをもとにD児の見え方に

対する気づきや変化に着目し，支援効果の検証を行った。 
 
 

支援経過 
 
１．読み書きに関する支援 

（1）拡大教科書を用いた支援 
 D児は，国語，社会，算数の授業において 26ptの拡大教科書を使用していた。拡大教科書は単に

文字を大きくしているだけでなく，挿絵なども含めて弱視児に見やすいような工夫が施されている。

したがって，そのような工夫点にD児が気づくことで，自らの見え方の特性も知ることにつながる

のではないかと考えた。一方で，通常の教科書との違いも多く，通常の学級で他の児童とともに学

習を進めていく上では，拡大教科書を使用する際の留意点を知っておくことは重要であろう。そこ

で，本研究では国語と社会の拡大教科書を教材として使用し，国語・社会の順に2回ずつ，計 4回

の支援を実施した（図１の#5, 6, 8, 9）。 
①国語 
実際に通常の教科書と拡大教科書を用意し，2 つの教科書を自由に比べ，その違いについて口頭

で回答するように要求した。D児は教科書を持って重さを比べたり，教科書の中をじっくりと見比

べたりして，違いを探していた。D児自らが気づくことのできない違いについては，支援者が助言

することもあった。D児が拡大教科書について気づいた違いは，以下のとおりである。 
・1ページの文章の切れ目の違い 
・ページが多くて重い 
・字が大きい 
・字が濃い 
・挿絵の挿入場所の違い 
ページの厚さや重さの違いはすぐに気づいたが，文字については支援者から「字の違いは？」と

質問することではじめて注目することができた。しかし，教科書体とゴシック体といったフォント

の違いについては，見比べてもその違いを認識できなかった。 
2 回目の支援では，音読評価で用いた 44pt の文字と，普段使っている拡大教科書の文字サイズ

（26pt）を比較して，文字を大きくした際のデメリットや指定されたページを開くときの工夫点な

どを D 児とのやり取りの中で考えてもらうように促した。その時の D 児と支援者とのやり取りの
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一部を表2に示す。なお，支援者の発言はTで，D児の発言はDで示した。 
下線部①や②の発言のように，D児は大きい文字になるとページ数が多くなり，教科書が厚くな

ることで持ち運びが不便になることに気づくことができていた。さらに，ページ数が増すことによ

って授業で扱われる該当箇所へのページを探すことが難しくなることも理解できており，その時の

対処法として下線部③のように付箋紙の利用を発案した。 
②社会  
3 回目の支援では，D 児による提案

で，教科書の重さを実際に測定した。通

常の教科書の方が用紙サイズは大きか

ったが，重さは拡大教科書の方が重い

ことがわかった。その他，D児が社会の

拡大教科書について気づいた違いを以

下に示す。 
・背景が白い 
・図の挿入場所の違い 
・（文章の）文字の大きさ 
・（文章の）文字の形 
・（図に書かれた）文字の太さ 
国語の教科書では気づかなかった，フォント（文字の形）の違いに3回目の支援で気づくことが

できた。また，社会の拡大教科書は分冊になっていたが，分冊の最後のページが途中で終わってい

ることにも気づき，その理由について「拡大教科書は厚いから，分かれている」と回答した。この

ようにD児は社会の拡大教科書を観察しながら，教科書の厚さの違い，そして厚みが増すことで分

冊化してしまうことに気づくことができていた。さらに，拡大教科書では図も拡大されていること

から，見開きページにまたがっていることを発見し，これをみながら「絵が切れちゃってる。見づ

らい」と発言していた。図中の文字については，白色の長方形内に黒文字表記（白マド黒文字）さ

れていることに気づき，通常の教科書を見比べて拡大教科書の方が見やすいと回答していた。4 回

目の支援では，これまで指摘した違いについて振り返りを行い，D児が現在使用している拡大教科

書の方が見やすいことを確認した。 
 （2）黒板視写支援 
黒板視写支援は，3回実施した（図１の#6～

8）。まず正確に書写できる文字サイズを確認し

た後，2回目の支援では文字の見やすい板書範

囲を確認した。さらに，2回目と 3回目の支援

において，正確に書写するための対処方法につ

いて話し合いを行った。 
 D児は，画数の少ない文字や習得文字であれ

ば普段教師が板書する大きさ（約10cm2）で視

 

図６ 黒板視写支援にて視写した書字 

「観」 「議」

約10cm2

約20cm2

表２ 拡大教科書を見比べる際のＤ児とのやり取り 

 

　拡大教科書と通常の教科書を見比べる。

T「ページ数が違うね。」

　拡大教科書の文字サイズ（26pt）とそれより大きいサイズ（44pt）を比較する。

D「①なんか教科書がこれ（大きい文字）だったらさ，すごく厚くなりそう。」

T「そうだよね。これだと…」

D「②ページが多くなる。ランドセルに入らないよ。」

T「先生に，何行目から読んでとか言われることある？」

D「うん。なんか言われることある。」

T「その時，すぐにわかる？」

D「ページめくったりするから，遅くなっちゃう。」

D「③付箋はっとけばいい。」
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写可能であったが，未習得文字で画数が多い

複雑な漢字になると，板書サイズを約 20cm2

の大きさまで拡大しなければ視写できなかっ

た。例えば，「観」と「議」では 10cm2の大き

さで板書した際に書き誤りが見られ（図 6

上），D児は「線がごちゃごちゃしていて見に

くい」と発言していた。一方，20cm2まで文字

サイズを拡大したところ，正確に文字を書き

写すことができていた（図6下）。見やすい板

書位置については，黒板の端より中央付近が

見やすいと述べていた。端に書かれた文字は，

「細かい文字じゃなければ見える」と回答し

ており，左端と右端の見え方は同じであった。 
2回目に，板書を正確に書写するための対応

方法について話し合い，見えないと感じた時

に「先生に聞く」，「友達に聞く」などが対処方

法として挙げられた。3回目には，これらの対

処方法について，さらに話し合いを行った。そ

のやり取りの一部を表3に紹介する。 
話し合う中で「先生に聞く」，「友達に聞く」

という対処方法以外に，下線部①～③のよう

な方法が新たに発見できた。このように一つ

ひとつ丁寧に話し合っていく中で，D 児の考

えが深まっていく様子が確認された。  
２．教科学習支援 

（1）社会（地図） 
 D 児にとって見やすい地図とは何かを明らかにするために 3 回の支援を実施した（図１の#8～

10）。1，2 回目は，フォントや線の太さなどが異なる 2 つの地図を見比べ，見やすい方を二者択一

で選択させた。このようにして見やすい地図の工夫点を順次確認し，「輪郭線が太くて濃いこと（た

だし，細かい図の場合は太線がかえって見えにくい）」，「丸ゴシック体を使用すること」，「図内に書

かれた文字は枠で囲むこと」，「図内になるべく文字を入れず，線でつないで図外に文字を書くこと」

で地図が見やすくなることを確認した。3 回目には，D 児とともに見やすい地図の作成を行い（図

7 左），その時に見やすくするための工夫点を記載するよう求めた（図 7 右）。D 児が作成した地図

には5つの工夫点が挙げられ，これまで見比べる支援で実施してこなかった「輪郭線を色分けする」

といった新たな工夫が確認された。 
（2）国語（漢字の書き取り） 
 漢字の細部への誤りに気づき，覚えやすい学習方法を知ることを目的として，計3回支援を実施

した（図１の#11～13）。D児の場合，漢字の大まかな形態は保持できていたものの，漢字の細部に

表３ 黒板視写支援でのＤ児とのやり取り 

 

T「見えないとき，D君どうする？」

D「隣の人に聞いたり，先生に聞く。」

T「何て聞くの？」

　指さしながら，

D「あの漢字見えません。」

T「先生に聞いたら，先生はどうしてくれる？」

D「口で言う。」

T「友達にはなんて聞くの？」

D「あの漢字見えない。」

T「友達はどうしてくれる？」

D「口で言う。」

T「口で言われて分からなかったときはどうするの？」

D「ひらがなで書く。」

T「漢字で書かなくてはだめと言われたらどうする？」

D「①ノートを見せてもらう。」

T「他にもあるかな？」

D「う～ん。」

T「この間見えないとき，どうしてたっけ？」

D「指をさす。」

T「他にもあるかな？」

D「ノートを見せてもらう。」

T「友達のノート間違えてるかもよ。」

D「先生に聞く。机を前に出す。」

　D児が，②身を乗り出して見ようとする。

T「立って見てもいいよね。近くで見てもいいよね。」

D「なんか変。」

T「先生がいいよって言ったらやる？」

D「うん。」

T「立って見えなかったらどうする？」

D「③先生に大きく書いてもらう。」
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おいて誤りがみられたことから，正字と部分的に誤っている誤字の漢字カードを作成し，正字選択

課題を実施した。正字選択課題では，概ね正字を選択することが可能であり，課題を繰り返し行う

ことで，次第に漢字書字の際に細部の誤りがみられなくなった。このように正字選択課題を繰り返

し行うことで，D児自身が誤りやすい箇所に意識が向くようになり，そのことが漢字書字の細部の

誤りを減じさせたと考えられた。 
（3）算数（筆算） 
筆算の際に繰り上がった数の見落とし

が頻繁にみられたことから，D児自身がそ

の誤りに気づき，対処できるようになるこ

とを目的として2回の支援を実施した（図

１の#12, 15）。まず筆算の際に使いやすい

ノートの確認をした上で，筆算時の誤りの

原因（繰り上がりの数の見落とし）とその

対処方法を考えた。D児にとって見やすく

使いやすいノートは，「罫線の色が濃い」，

「罫線の色は黒より青（目立つため）」であった。繰り上がりの数の見落としについては，支援者が

作成した繰り上がりシート（図 8）を使ってみたところ，見落としによる誤りが改善された。さら

に，誤りを減らすための工夫について話し合ったところ，「（繰り上がりの数を足したか）チェック

をつける」，「最後に見直しをする」ことが方法として挙げられた。 
３．通常学級担任への情報提供 

 D児の見え方は，通常学級担任にとって気づきにくい点が多くあり，通常の学級におけるD児の

学習環境を改善していくために，支援の経過で明らかになったD児に関わる情報を提供していくこ

とは必要であると考えた。そこで，D児の見えにくさ，そしてそれを改善するための方法を冊子と

してまとめ，通常学級担任に情報提供を行った。その冊子の一部を図9に示す。なお，冊子には一

般的な弱視児に対する支援方法をまとめたものも添付し，弱視児への支援にはいかなる点に留意す

べきか，理解を促した。 
 
 

   

図７ Ｄ児が作成した地図（左図）と見やすくするための工夫点（右図） 

 

 

 

図８ 筆算で使用した補助具（繰り上がりシート） 
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考察 
 
１．弱視児自身の見え方への気づき 

 弱視児は，複数の見えにくさの要因を抱えており，見え方も一人ひとり大きく異なっている。そ

のような個人差がありながらも，自らの見えにくさに関して認識することは困難であり，見えにく

さを他人に訴えることが少ないと言われている（香川，2016）。D 児においても，支援開始前に通

常の学級での学習状況を観察してみると，黒板の視写やプリントへの書字の際に困難を示している

様子がうかがえた。それにもかかわらず，D児自身が教師に見えにくさを訴えることはなく，また，

D児自身が自らの見えにくさを理解できているのか疑問に感じていた。そこで，本研究では，D児

が自ら見やすさ，あるいは見えにくさに気づき，見え方の特性に応じて適切な対応方法を考える力

を培うための支援を試みようと考えた。 

 前述のように弱視の見え方について個人差は大きいが，弱視児の周りにいる晴眼者の多くは，単

に文字を拡大すれば問題が解決できると考えている場合も少なくない。実際に，D児の場合，支援

開始時には 26pt の拡大教科書を利用していたが，MNREAD や音読評価によるアセスメント結果

からは22ptが最適であった可能性がある。さらに，拡大教科書は，文字の大きさだけでなく，文字

の太さや形態，図版のレイアウトなど，弱視児にとって見やすくなるような工夫が施されていたが，

D児自身はそれらを認識することはなく，通常の教科書と見比べる支援を通して，メリットとデメ

リットの両面から拡大教科書の違いにはじめて気づくことができた。 

このように弱視児は自らの見え方を認識したり，見やすくするための工夫を理解したりすること

は困難なように思える。生まれてから一度も鮮明な映像として見たことがなく，今見えている世界

が弱視児自身にとって「ふつう」の見え方となる。大人になったとしても自らの見え方について表

現できないことが多い（氏間，2013）ことを考慮すると，学校教育において弱視児自身の見え方の

特性に気づくための支援は重要であろうと思われる。そのような見え方の気づきによって，自らの

見え方を他者に説明し，見えにくさに対して援助要請をする行動へと発展していくものと思われる。 

 

 

図９ 通常学級担任へ提供した情報冊子（一部抜粋） 
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２．自らの見え方の特性に気づくために 

 弱視児においては，視覚を通して様々な事象を読み取る力が自然に育たないことが多く，見るこ

とへの興味・関心を高めながら，視機能発達を促す支援の重要性が指摘されている（佐島，2009）。

弱視児の見え方を改善し，見る力やそれを育てるための基本的方法としては，千田・澤田（2008）

が5つ挙げており，その中に「見比べる」支援がある。先述のように，自らの見え方を表現するこ

とが難しいことを考慮すると，具体的に見比べながらそれらの違いに気づかせることで，見え方の

自己理解のみならず，視覚認識力の向上が促されることとなる。本研究では，様々な刺激を組み合

わせて，両者の違いを「見比べる」ことで，D児の見え方の特性を明らかにしようと試みた。 

 本研究では，拡大教科書や教科学習で用いられる教材について，それぞれ異なる教科書・教材を

D児に提示し，それらを見比べて両者の違いを話し合った。例えば，拡大教科書に関しては，文字

の大きさやレイアウト以外にも書体（フォント）に違いがあることに気づくことができた。また，

教材の図版やノートにいかなる工夫が施されると見やすくなるのか，見比べる支援を通じて見え方

の自己理解につながったように思われる。 

 さらに，自らの見え方や認知特性に基づいた効率的な学習方法を考えていくことは，学習による

疲労感の軽減をもたらし，学習意欲を高めることにつながるものと期待される。例えば，D児にお

いては，書字の際に漢字細部の誤りが多くみられ，誤り箇所にも気づかない様子が認められた。こ

のように漢字の字形細部が不正確になることは弱視児における漢字指導の課題点として挙げられて

いる項目の一つであった（深川，2020）。D児におけるWISC-Ⅳの処理速度指標はさほど高くはな

かったが，細部にまで注目できる視覚探索能力を高めていくことにつながっていくことを期待し，

正字選択課題による支援を行った。その結果，漢字の細部にまで意識が向くようになり，細部エラ

ーによる誤字が減少した。このように新たな学習方法や補助具の活用（例えば，筆算での繰上りシ

ート）によって，学習課題が克服できることの経験を通して，学習意欲の向上や自己肯定感を高め

ることにつながると思われる。 

３．見えないこと，見えづらいことを他者に訴えるための支援 

 弱視児において，見えないこと，見えづらいことを他者に訴えることが少ないと言われている（香

川，2009）。その背景には，①見える仲間として「ふつう」でありたいという願い，②見えにくさを

理解してもらえないという諦め，③見えにくさを訴えるための表現力の不足，④見えにくさに関す

る認識不足，があると考えられている（香川，2009）。とりわけ，④のように，自らの見えにくさの

認識が不足している場合には，見えにくさを要因とする課題に対して援助要請をする以前の問題と

いえるだろう。大学における障害学生支援に関わる研究ではあるが，弱視の場合には外見上周囲に

障害が気づかれにくく，本人も合理的配慮の要請を躊躇することで十分な支援を受けられていない

との指摘がある（相羽・奈良，2019）。弱視児が今後社会生活の中で見えにくさを要因とする課題を

克服していくためには，周囲の助けが必要であり，そのためには自らの障害特性を理解するととも

に，周囲にその現状を訴える力が必要となる。したがって，学齢期から自らの障害特性を理解し，

自らの力で克服できない課題があることに気づくことは必要であろう。そして，課題克服に必要な

支援を他者に要請できるような表現力と実行力，すなわちセルフ・アドボカシー・スキルを身につ

けることは重要であると考える。 
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４．通常の学級に在籍する弱視児への支援 

弱視児を対象とした特別支援学級や通級指導教室の設置数は増加傾向にあるものの（国立特別支

援教育総合研究所，2018），上記のような弱視教育に関わる専門的な支援を受けていない通常の学級に

在籍する弱視児はかなり存在すると推定される（大山・小林，2017）。したがって，通常の学級においても

弱視児にとってできるだけ負担感の少ない教育環境を整備していくことは重要であろう。そこで，本

研究では，D児との支援を通して把握した見え方や見やすくする方法について，通常学級担任に情

報提供を行った。本研究では，情報提供を行った後の通常の学級における支援の変容までは追跡す

ることができなかったが，弱視児を取り巻く周囲の子どもたちの障害理解は弱視児自らが見えにく

さに対する援助要請を積極的に行うためにも重要であろうと考える。通常学級担任が子どもの見え

方を把握することで，教室内での環境整備の改善や適切な配慮につながっていくことが期待される。 

一方で，弱視児の見え方をより正確に把握して適切な支援を実施するためには，視覚障害に関し

て専門的知識を有する者によって巡回相談や研修の機会を設けるなど，盲学校（視覚障害特別支援

学校）などの専門機関と連携していく必要があるだろう。例えば，本研究のD児において，拡大鏡

を有していたものの，実際に家庭や学校で使用することはなかった。拡大鏡の使用については，機

器の選定から基本的な技術の習得に至るまで一定の訓練が必要となることから，専門機関との連携

は欠かせないであろう。さらに，拡大鏡や単眼鏡などの支援機器は周りの子どもたちにとって目新

しいものであり，物珍しさからからかわれたり，そのことで仲間外れにされたりすることも多いと

の指摘がある（香川，2016）。D 児が好んで拡大鏡を使用しなかったのは，使用のためのスキルが

十分に獲得できていなかったとも考えられるが，教室の中で目立ちたくはない，同じ仲間として受

け入れられたいという想いから，支援機器の使用に躊躇していた可能性もある。弱視児を取り巻く

周囲の子どもたちの障害理解は通常学級に在籍する弱視児の支援において欠かせないものであり，

共生社会を形成していく上でも重要であると考える。 
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知的障害児における漢字書字習得に関する実践研究 

 

 

 

 宮 内 祐 希＊ ・細 川 美 由 紀＊＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Practical Study of Learning How to Write Kanji Characters by Children with Intellectual Disabilities 
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キーワード：知的障害 心理アセスメント プランニング 漢字書字 

 

本研究では，知的障害をともなう生徒に対する心理アセスメントの結果を踏まえ，この認知特性に応じた漢字書字支援の

方法について検討することを目的とした。支援に先立ち,心理アセスメントとしてDTVP-2ならびにDN-CASを実施した結果，

視覚認知能力が強く，プランニングや目と手の協応能力が弱いことが推測された。そこで対象児の視覚認知の強さを活かし，

目と手の協応動作の弱さを補う支援として，書く作業を最小限に留めた漢字の間違い探し課題を通して，漢字の細部に注目

できるようにした。加えて対象児のプランニングの弱さを補う支援として，課題遂行中における支援者とのやりとりの中で，間

違っている漢字を正しく書くためのポイントを言語化することとした。その結果，支援期間全体で 18文字の漢字書字が可能と

なった。本研究では，初めから対象児に詳細な言語化を求めず，まずは注目すべき点を明らかにするところから始め，そこ

に具体的な言語化を促すような質問を加えるといった段階的支援を行うことで，プランニングが苦手な場合でも言語化方略

を使用して書字技能を向上させることが可能となることが示唆された。今後の課題としては，誤ったイメージが固定化されて

いる漢字における支援方法を検討する必要がある。 

 

Ⅰ はじめに 

 

知的障害とは，AAIDD(2010)による定義では「知的機能と適応行動(概念的，社会的および実用的

な適応スキルによって表される)の双方の明らかな制約によって特徴づけられる能力障害」と示され

ている。さらにこの定義に含まれる，適応行動における概念的スキルについて，DSM－５（髙橋・大

野，2014）では，軽度および中等度の知的障害では読み書きや算数などの学習技能を身につけるこ

との困難が指摘されている。その中でもとりわけ，軽度の知的障害児の中の一部の子どもにおいて

は，より複雑な漢字の書字の習得がねらいとなる段階にある者も存在する。しかしながら知的障害 

―――――――― 

*茨城大学特別支援教育特別専攻科  **茨城大学教育学部 
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児を対象とした特別支援学校においては，対象児の実態としてひらがなやカタカナの習得をねらい

とした学習が中心になることが多く，漢字書字の習得に関する実践研究は少ない(e.g., 成田ら，

2016；熊田，2017)のが現状である。 

一方，知的障害を伴わない発達障害児における漢字書字支援の実践は数多く報告されており，子

どもの個々の認知特性を踏まえた支援が有効であることが明らかとなっている(岡本，2014；佐藤・

八幡，2016；豊田・細川，2017；五十嵐・森川，2019；西澤ら，2019；髙橋ら，2019)。軽度知的障

害児においては，先述した発達障害児に比べ全般的な認知機能の低下を示すものの，個人内差とし

て認知能力の強さと弱さについて解釈が可能な事例も認められる（前川・中山・岡崎，2017）。その

ため，このような認知機能の偏りが認められる知的障害児における漢字書字支援では，発達障害児

と同様に，対象児の認知特性を踏まえた支援方法が有効であることが予想される。 

そこで本研究では知的障害児に対するアセスメント結果を踏まえ，個の認知特性に応じた漢字書

字支援の方法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 

本研究の対象は，知的障害児を主たる対象とする特別支援学校の中学部２年に在籍する男子生徒で

ある。対象児は小学校の特別支援学級を卒業し，中学部から特別支援学校に入学した。 

 学習時には教師からの発問や提示された課題に積極的に取り組み，授業内で自分の知っている事柄

について取り扱うと，それについての発言をすることが多い。特に学習の始めに見通しを持たせると集中

して素早く取り組めるが，課題が分からないときや，やることがなくなってしまったときには落ち着かない

様子が見られる。電車や地図などが好きで駅名や地名などに詳しく，授業で出てきた地名などに反応を

示すことが多い。書字の際には文字や漢字の一部の抜けがよく見られ，字の大きさにもばらつきがある。

また，自分で書いた文を読み返す際，何を書いたかわからなくなることもある。 

 

２．心理アセスメント 

（１）心理検査の結果 

① DN-CAS：12歳 11ヵ月時実施 

  表１にDN-CASの結果を示す。全検査標準得点 42，プランニング 47，同時処理 72，注意53，継次

処理 58 であり，同時処理の標準得点が有意に高い一方で，プランニングの標準得点は有意に低かっ

た。また，同時処理の下位検査のうち，「図形の推理」の評価点（９）が同時処理における他の下位検査

評価点に比べ有意に高く，「図形の記憶」の評価点（３）は有意に低かった。 

 

② DTVP-2：13歳５ヵ月時実施 

上限年齢に達しているため 10歳11ヶ月換算で実施した。一般的視知覚指数（GVPQ）95，運動減少

視知覚指数（MRPQ）100，視覚運動統合指数（VMIQ）90であった。各検査の標準得点は「目と手の協

応」８点，「空間における位置」９点，「模写」11点，「図と地」10点，「空間関係」６点，「視覚閉合」11点，

「視覚運動速度」９点，「形の恒常性」10点であった。特に「目と手の協応」や「空間関係」などの，はみ
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出さずに書くことや特定の部分に接するように書くことを求められる課題において，細かな運筆が難し

い様子がみられた。 

 

（２） 検査結果の解釈 

① 強いと思われる認知能力 

  DN-CAS の「同時処理」の標準得点が有意に高く，中でも「図形の推理」の評価点が有意に高かっ

たことと，DTVP-2の「視覚閉合」の標準得点が有意に高かったことから，視覚的要素（目で捉えたもの）

の関連性や規則性について考える能力が強いことが推測される。 

 

② 弱いと思われる認知能力 

DN-CASの「プランニング」の標準得点が有意に低いことに加え，書字を行う際にプリントの枠線内に

書く文字の書き始めが大きく，文の後半にいくにつれて文字を書くスペースが足りず，文字が小さくな

る様子が見られることから，見通しをもつことや方略使用を含むプランニング能力の弱さが推測された。 

その他にも，DN-CAS の「図形の記憶」の評価点が他の同時処理尺度の下位検査得点よりも有意に

低かったことや， DTVP-2 の「目と手の協応」や「模写」の課題において細かなミスが多々見られること，

書字を行う際にプリントや原稿用紙の枠線からはみ出すことが多いことから，目と手の協応の弱さが推

測された。 

 

（３） 支援の指針 

漢字書字支援を行うにあたり，対象児の日常生活の様子から興味関心が高いと思われる都道府県名に

使用される漢字を支援の対象とした。一方心理検査の結果からは，視覚認知能力が強く，プランニングや

目と手の協応能力が弱いことが推測された。そこで対象児の視覚認知の強さを活かし，目と手の協応動

作の弱さを補う支援として，書く作業を最小限に留めた漢字の間違い探し課題を通して，漢字の細部に注

目できるようにした。加えて対象児のプランニングの弱さを補う支援として，課題遂行中における支援者と

のやりとりの中で，間違っている漢字を正しく書くためのポイントを言語化することとした。 

 

 

 

下限 上限

全検査 42 40 50 <0.1

プランニング 47 45 61 <0.1

同時処理 72 67 82 3

注意 53 51 68 <0.1

継次処理 58 55 70 0.3

表1　DN-CASの結果

尺度 標準得点
信頼区間(90%)

パーセンタ
イル順位
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Ⅲ 支援計画 

 

１．漢字書字のアセスメント 

（１） 実施日 

漢字書字のアセスメントを 20XX年６月22日～７月13日の期間において，計７日間実施した。 

 

（２） 実施手続き 

漢字書字支援を行うためのアセスメントとして，「小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW）」(宇

野ら，2006)と，都道府県名の読み及び書き取りのテスト（プレテスト）を行った。 

まず STRAWについては小学２・３年生～６年生までの読み書きの問題を１学年につき読み書きそれ

ぞれ20問，合計160問行った。次に都道府県名の漢字について，読み書きの確認のプレテストを実施

した。まずは 47都道府県の読みを確認し，その後 47都道府県の書き取りを 1都道府県名につき 2回

ずつ，合計141問の漢字書字を実施した。 

 

（３） 書字のアセスメントの結果 

STRAWの結果を表２に示す。読みについては小学４年生までの得点は学年の25パーセンタイル範

囲内であったが，それ以降の学年の漢字は 10 パーセンタイル以下の得点であった。一方，書きにつ

いては小学２・３年生の漢字から 5パーセンタイル以下の得点となっており，困難な様子が伺えた。 

   一方都道府県名の読み書きについて，読みは全て正しく読むことができていた。書字については，2

回中 1度でも正しく書くことができた県名が７個，全く書けなかった（無記述の）県名が 11個，部分的に

書けているか漢字に間違いがある県名が 29個であった。表3に都道府県名の書字アセスメントの結果

を示す。今回の支援では，正しく書くことができた漢字，および無記述の漢字を除く29の都道府県名の

中から字形は捉えられているものの，正しく書くことができなかった漢字を含む 15の都道府県名（18漢

字）を支援対象とした。 

 

 

 

学年 学年平均と標準偏差 パーセンタイル

読み  18/20 19.1±0.9 25

書き  16/20 19.0±1.6 5

読み  19/20 19.2±1.1 25

書き  10/20 16.4±4.1 5

読み  16/20 18.2±1.5 10

書き  6/20 14.9±4.6 5

読み  16/20 19.2±12.7 <5

書き  7/20 14.6±5.4 5

２・３年

４年

５年

６年

正答数

表2　STRAW結果
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２．支援内容 

（１） 支援期間及び回数 

 支援期間は，20XX年 11月１日～12月 20日

であった。原則として週２回，期間全体では合

計 12回の支援を行った。支援は学校に登校後，

朝の会が始まるまでの時間帯で約 30 分間，図

書室にて個別に行われた。 

 

（２） 支援全体の流れ 

本研究では，支援対象とした 18 漢字につい

て「漢字の間違い探し」課題を実施した。表4に

各回で実施した支援漢字を示す。各回で 2 漢

字または 3漢字の支援を行った。課題実施後，

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）と，都道府県に関する知識と漢字

とを関連付けられるよう，都道府県に関するクイ

ズを行った。また，学習成果の維持を確認する

ため，学習した漢字について，原則として１週

間後に再度テスト（維持テスト）を実施した。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，一連の支援（漢字の間違い

探し・確認テスト・維持テスト）を再度実施した。

支援最終日には学習したすべての漢字のテス

ト（ポストテスト）を行った。表 5 に支援全体の流

れを示す。 

支援の実施に先立ち，「○○君（対象児）の

担任の先生から，授業で使用する日本地図の

作成依頼があった」という設定で，支援対象とな

る都道府県名が抜けている日本の白地図を用

意し，その地図の完成を目標とすることで学習

正答 誤答(無記述） 誤答(無記述以外）

富山 福井 長野 青森 愛知 高知 奈良 神奈川 長崎 静岡 群馬 岡山 鳥取 和歌山 宮城

岩手 石川 山口 鹿児島 奈良 埼玉 兵庫 熊本 京都 徳島 山梨 宮崎 東京 新潟 千葉

愛媛 佐賀 岐阜 滋賀 島根 沖縄 茨城 福岡 広島 北海道 栃木

大阪 福島 秋田 香川 山形 三重 大分

太字：支援対象都道府県名　下線：支援対象漢字

表3　都道府県漢字書字(プレテスト）結果

回 日付 内容

1 11/1 支援①

2 11/2 支援②

3 11/8 支援③・維持テスト①

4 11/9 支援④・維持テスト②

5 11/15 支援⑤・維持テスト③

6 11/16 支援⑥・維持テスト④

7 11/29 維持テスト⑤⑥

8 12/6 支援⑦

9 12/7 支援⑧

10 12/13 維持テスト⑦

11 12/14 維持テスト⑧

12 12/20 ポストテスト

表5　支援全体の流れ

セット 支援漢字 都道府県名

① 島，根，東 島根，東京

② 重，梨，阪 三重，山梨，大阪

③ 都，崎，香 京都，宮崎，香川

④ 茨，城，海 茨城，北海道

⑤ 歌，葉，秋 和歌山，千葉，秋田

⑥ 静，岡，鳥 静岡，鳥取

⑦ 岡，香，根 静岡，香川，島根

⑧ 城，葉 茨城，千葉

表4　支援対象漢字

＊⑦・⑧は1回目の支援における維持テスト誤
答であったため，2回目の支援を実施した。
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の意識付けを図ることとした。維持テスト終了後，その日にテストを行った県名を別紙に清書し，その紙

を地図に貼り付ける形で地図を完成させた。 

  

（３） 各支援の内容及び手続き 

① 漢字の間違い探し 

正しく記載された漢字 1 字と誤って記載された漢字 2 字（そのうち１字は対象児の間違え方を模したも

の）が示された問題用紙（２回目の支援では正しい漢字 1文字，誤った漢字1文字）を提示し，正しいと思

われる漢字に鉛筆で○をつけるように求めた。使用した問題用紙の例を図１に示す。 

正解の場合，正しい漢字が他の 2 字とどこがどう異なっているのか，どう書けば正しい漢字になるのか

について言語化を求めた。誤答の場合，問題用紙を隠した状態で正しい漢字を確認した後にもう一度選

択を求めた。この手続きを正解するまで繰り返した。正解後，見本を基に正しい字を視写し，正しく書くこ

とができているかどうかについて確認を求めた。 

 

 

② 確認テスト 

「漢字の間違い探し」課題実施後，支援漢字が空欄になった都道府県名が書かれた解答用紙を準備し，

空欄に入る漢字の記入を求めた。回答後，正しい漢字と見比べながら自己採点を行った。 

 

③ 維持テスト 

 「漢字の間違い探し」課題で学習した漢字について，学習内容が維持されているか確認するため，１週

間後に確認テストと同じ手続きでテストを実施した。 

  

④ ポストテスト 

   支援全体の学習内容の維持を確認するため，支援最終日に学習したすべての漢字のテスト（ポストテ

スト）を実施した。アセスメント時と同様に，ターゲットの漢字のみ空欄ではなく都道府県名を全て記入す

ることを求めた。 

 

⑤ 都道府県クイズ 

   知識の定着や支援に対する動機づけを維持するため，支援の最後に，その日に対象となった都道

府県の特徴などについて 3択クイズを行った。 
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Ⅳ 結果 

 

１．漢字の間違い探し 

（１） 1回目 

 １回目の漢字の間違い探し課題において対象となった漢字 18 字について，間違った選択肢を選んだ

漢字は「島」「阪」「岡」の３字であった。いずれの漢字も正しい見本の漢字を見た後に正答することができ

た。また，間違っている漢字と正しい漢字との違い（要素の欠落や添加など）に注目し，それぞれ言語化

を行った。課題中に対象児が行った漢字の言語化の結果を表 6 に示す。１回目の支援では言語化に指

示語が多く，こちらから補足や問いかけを行った。また言語化の中で，対象児の左右の概念が曖昧であ

る様子も見られた。 

漢字間違い探し課題の一部として行った視写では，「葉」のみ正しく書くことが難しく，書き直しを二度

行った。書き直しの際，対象児から「むずいです」「やばい」などの発言があり，苦戦する様子が見られた

が，見本をよく見て書くことを促した結果，正しく自己修正することができた。また，「岡」の視写では正しく

書字することができていたが，対象児は「しっくりこないです」と発言していた。 

 

(2) 2回目 

 １回目の維持テストにおいて誤答であった漢字５字について，２回目の支援を行った。２回目の漢字の

間違い探し課題では選択肢を３つから２つに減らし，正しい漢字と間違っている漢字の違いに注目した上

で，『どうしたら間違えずに書けると思うか』について，1 回目よりも詳しい言語化を行った。課題中に A が

行った漢字の言語化の結果を表 7 に示す。また，視写の際に「葉」のみ正しく書くことができなかったが，

自分で気付き書き直しを申し出て正しく書くことができた。 

 

2．確認テスト 

「漢字の間違い探し」課題の直後に行った確認テストにおいて，1 回目・2 回目の支援いずれにおいて

もすべての漢字で正答が得られた。1 回目支援後のテストでは，対象児にとって難しいと思われる漢字

（「葉」，「鳥」，「岡」など）について，直前の支援で確認した正しく書くためのポイントなどに気を付け，慎

重に書く姿が見られた。自己採点では自信をもって回答に丸を付けていた。2 回目の支援後におけるテ

ストにおいても，「根」を書く際に悩んでいる様子が見られたが，言語化した際のポイントを思い出して正し

く書くことができていた。 

 

３．プレ・ポスト・維持テスト 

1回目の「漢字の間違い探し」課題を実施した 1週間後に行った維持テストでは，18漢字中「根」，「香」，

「城」，「葉」，「岡」の５漢字が誤答であった。自己採点の際，「葉」「岡」の２漢字は誤答にも関わらず丸を

つけてしまったが，正しい漢字をよく見るように促すことで誤りに気づき，自己修正することができた。一方，

2回目の課題実施1週間後に実施した維持テストでは，対象となった５漢字のすべてで正答が得られた。

維持テストの自己採点の際にポイントを聞くと，「漢字の間違い探し」課題の際に言語化したものと同じ内

容の説明を発言する様子が見られた。 

また，支援の最終日に実施したポストテストでは，対象となった 18漢字のみを空欄にするのではなく，



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 142 - 

漢字 言語化の内容

異なっている箇所を指さし，「こことここ」

離れている箇所を指さし，「ここがくっつき，合ってないから」

『どことどこをくっつける？』「くっつける，白と……」『ここの棒が？』「棒がくっつ
ける」『と？』「ここ（横線）くっつける」

離れている箇所を指さし，「ここをくっつける」

はらいを指さし，「ここが，点がない」『と？』「と，逆になってる」

『伸ばすのは右左どっち？』「左」

『どこに気を付けて書いた？』「右左逆にならないように書いた」

離れている箇所を指さし，「くっついてない」

添加された棒を指さし，「棒がいらない」

「ここの棒はいらないことで，くっつけること」

二重にずれている箇所を指さし，「ここがずれているから」

欠落している箇所を指さし，「ここがないから」

添加された点を指さし，「ここは点がつかない」

王に置換された箇所を指さし，「ここは王じゃなくて木」

こざとへんが欠落した箇所を指さし，「これがない」

反転したこざとへんを指さし，「これが逆になってる」

線が添加された箇所を指さし，「ここが日だけどここが一本多い」

おおざとが欠落した箇所を指さし，「これは（おおざとが）ない」

「一本」『一本だけにすることと？』「左に（おおざとを）つけること」『左？』「右
だっけ。左につけたら逆だ」

置換された箇所を指さし，「寺になってます」

口が点に置換されている箇所を指さし，「これは点じゃなくて口です」

「やまおおかわだ」（おそらく山大河）

線が添加された箇所を指さし，「これが番になっている」

添加された点を指さし，「こっちが秋になっています」※アセスメント時，Aの書いた
「秋」には点が書き加えられていた

分離した箇所を指さし，「これが離れてる」

添加された点を指さし，「これが点がある。一本多い」

『どこが離れてる？』「ここが，上です」『こっちは？』「ここが，点がずれてます」
『ずれてる？』「ずれてない，一本多い」

点が欠落した箇所を指さし，「これが点がない」

置換された箇所を指さし，「ここが王になってるところ」

置換された箇所を指さし，「ここが母になっている」

さんずいが欠落した箇所を指さし，「ここが点がないというより毎日になってる」『どっ
ち側に点がなかった？』「こっちです」『どっち？』「右ですね」『あれ？』「左です」

反転している箇所を指さし，「逆です」『どの線がおかしい？』「逆だよ，左だよ」

置換された箇所を指さし，「ここが日になってます。口にしてください」

線が添加された箇所を指さし，「これがもと（本）になっている」

線が欠落した箇所を指さし，「これ一本足りない」『どこが足りない？』「ここだよここ
（線を書き足す）」

添加された点に丸を付け，「これが違う」

置換された箇所に丸を付け，「これが田になってるから〇〇さん（クラスメイトの名前）
になってる」

「これが棒が抜けてる，というよりここ」と欠落した箇所に線を書き足す

「ここが違う」と置換された箇所に線を書き足す

添加された箇所を指さし，「ここが出てた」

添加された箇所を指さし，「ここが出っていう字」

分離した箇所を指さし，「ここがくっついてない，鳥取（おそらく島根のこと）と同じだ
よ」

点が欠落した箇所に点を書き足し，「ここは点がないから点をつける」

＊「　」は対象児の発言，『　』は支援者の発言を表す。

表6　漢字の間違い探し課題における漢字の言語化（１回目）

歌

葉

秋

静

島

根

東

重

梨

阪

岡

鳥

都

崎

香

茨

城

海
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プレテストと同様に県名をそのまま書字する形で行った。ここでは県名として正しく書けたかではなく，対

象となる 18漢字が正しく書けているかどうかという基準で採点を行った。その結果，18漢字中 13漢字で

正答が得られ，誤答は「東」「岡」「葉」「茨」「城」の５漢字であった。誤答であった 5 漢字のうち，「城」「葉」

「岡」の３漢字は再び誤答であったが，それ以外の２漢字（「東」・「茨」）では 1 回目の維持テストにおいて

は正答であり，2回目の支援は実施しなかったがプレテストでは誤答であった。 

プレテストからポストテストにかけての書字結果の推移をみると，プレテストで誤答であり支援対象とな

った 18漢字のうち 11漢字が 1回目の維持テストならびにポストテストにおいて正答であった。一方，2漢

字（「東」・「茨」）については 1回目の維持テストで正答であったが，ポストテストでは誤答であった。また，

「根」および「香」の 2 漢字については 2 回目の維持テストならびポストテストで正答であったが，「城」・

「葉」・「岡」の 3 漢字については 2 回目の維持テストで正答であったにもかかわらず，ポストテストでは誤

答であった。表8にプレテストから維持テスト・ポストテストにかけての書字内容の推移を抜粋したものを示

す。 

 

Ⅴ 考察 

 

本研究では対象児の認知特性を踏まえ，漢字の間違い探し課題を用いて書字支援を実施した。以下，

課題中の言語反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

述べる。 

 まず今回の支援の成果としては，プレテスト段階において正しく書くことができなかった 18漢字中，ポス

トテストでは 13 漢字を正しく書くことができるようになったことが挙げられる。今回の支援で実施した漢字

の間違い探し課題においては，対象児の視覚認知の強さを活かし，正しい漢字を選ぶことや間違ってい

る部分に気づくことは問題なくできていた。このことから，書字を行う前に注意すべきポイントに注目するこ

とで，正しく書くことができる漢字を増やすことができることが明らかとなった。 

漢字 言語化の内容

はらいが反転している箇所を指さし，「ここが逆だったから」『何に似てるとかある？』
「こっち（間違い）はソになってる」『こっち（正しい）は？』「ヒに見える。ななめの
ヒになる」

『ポイントは？』「ヒになる……ソにならないようにする」

香
添加された点を指さし，「番，ここが米になっている」『どうしたらうまく書ける？』
「ここが木になるように」『ポイントを教えて』「（上部のはらいと木について）ここを
くっつける，はらう。木になるように書く」

岡
突き出ている箇所を指さし，「ここを出ないようにする」『何の漢字が出っ張っちゃって
る？』「これは出るの漢字」『（内部を一部隠し）ここだけだと？』「山になる」『ここ
をどうしたらいい？』「山になるように。出っ張らないように山を書く」

城
「点をつけるといい」『どこに？』「右か？左か？左だな」『どこに点があるかな』「上
の左」

葉

欠落している横線を書き足し，「この横棒をこうやる」『なんて言ったらわかりやすいか
な？』「この木になるように」『ここ木になっても出っ張っちゃったらどう？』「だめに
なる」『じゃあ気を付けたらいいところは？』「ないです」『今言ったじゃん』「じゃあ
ここだな（飛び出ている箇所に×をつける）」『ポイントは？』「隣に書く。じゃなく
て，通り過ぎないように書く。木になるように」

＊「　」は対象児の発言，『　』は支援者の発言を表す。

根

表7　漢字の間違い探し課題における漢字の言語化（２回目）
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その一方で，間違い探し課題の際に注意すべきポイントに注目することはできても，「葉」のように視写

の段階で間違えてしまうことがあり，正しい漢字と見比べるまで自分の書字の誤りに気づかなかった漢字

も見受けられた。そのような場合は，視写の際に見本をよく見ながら書くように促すことや，自己採点時に

正しい字をよく見ることを促すことによって，正しく自己修正することができていた。このことから，事前に

注目すべきポイントを促すことに加え，書字後に確認を促すことや，曖昧な漢字は見本となる字を見て書

くことを促していくことで，注意の弱さを補い，書字技能を向上させることができるのではないかと考えられ

1回目 2回目

東

茨

根

香

城

葉

岡

A:プレテスト誤答，維持テスト(1回目)正答，ポストテスト誤答。

C：維持テスト(2回目)以外すべて誤答。

A

C

表8　プレテスト・維持テスト・ポストテストにおける書字結果の推移(一部）

B:プレテストならびに維持テスト(1回目)誤答，維持テスト(2回目）ならびに
ポストテスト正答。

維持
プレ ポスト漢字分類

B



宮内・細川：知的障害児における漢字書字習得に関する実践研究 

 - 145 - 

る。 

 また課題中の言語化において，特に１回目の支援では異なる部分を指で指し示しながら，「これ」「ここ」

といった指示語を使用することが多く，正しく書くための具体的な方略を言語化することが難しい様子が

認められた。しかし，学習を続けるに従い，自分なりに考えて言葉にする様子も見られるようになってきた。

特に２回目の支援では，１回目の支援よりも具体的な言語化が行われる様子が伺えた。また，具体的な言

語化が可能となった漢字については，ポストテストにおいても言語化を思い出しながら書く様子が見受け

られた。例えば，「根」は言語化で発した「ヒがななめ」を意識したように書字がなされ，「香」は一度「番」と

書いた後自己修正を行うことができていた。このことから，漢字を正しく書くための方略を自分なりに言語

化していくことは，正しい漢字書字の習得に効果的であると考えられる。 

このような言語化による漢字書字の支援は，視覚認知よりも，聴覚言語性記憶の方が高い特性を示す

発達障害児においての有効性がこれまでにも報告されている(e.g., 粟屋ら，2012；鈴木・稲垣，2018；五

十嵐・森川，2019)。しかし，本研究の対象児における DN-CAS における継次処理は，その他の PASS 尺

度と比較しても高い得点ではなかった。そのため，聴覚的な記憶を必要とする言語リハーサルを求めるの

みの支援では，対象児への負荷が高くなることが予想された。そこで本研究では，初めから対象児に詳

細な言語化を求めず，ますは注目すべき点を明らかにするところから始め，そこに具体的な言語化を促

すような質問（「ポイントは？」「ここをどうしたらいい？」など）を加えるといった段階的支援を行うことで，プ

ランニングが苦手な場合でも言語化方略を使用して書字技能を向上させることができたのではないかと

考える。髙橋ら(2019)では，漢字の形態素における欠所発見課題を用いた支援を通じて，漢字学習の方

略を獲得することにより，自立的な漢字学習が可能になったことを報告している。これらのことから，漢字

書字の学習やその内容の定着には，対象児の特性に合わせた方略の獲得が重要な要素となることが示

唆された。 

 このように書字が可能となった漢字が増えた一方で，18 漢字中 5 つの漢字においては，ポストテストで

誤答を示した。特に「葉」「岡」の２漢字については，支援の中で対象児が「むずいです」「しっくりこない」

と発言する場面があった。どちらの漢字も２回目の支援を行い，ポストテストにおいて「葉」はプレテストと

同じ誤り方，「岡」は一度正しく書いたあとにプレテスト同様の線の添加を行った。この２漢字については，

今まで書字を行ってきた中で，誤った漢字の字形イメージが固定化され，そのイメージの更新が難しかっ

たのではないかと考える。ただし，これらの漢字については 2 回目の維持テストにおいて正しく書けてい

たことから，継続的に支援を行うことで正しい漢字の正しいイメージを定着させることが可能であると思わ

れる。 

 以上のように，本研究では対象児の視覚認知の強さを活かした支援として，漢字の間違い探し課題を通

して，漢字の細部に注目できるようにした。加えて対象児のプランニングの弱さを補う支援として，課題遂

行中における支援者とのやりとりの中で，間違っている漢字を正しく書くためのポイントを言語化することと

した。その結果，合計13字の漢字書字が可能となった。その一方で，誤ったイメージが固定化されている

漢字については，正しいイメージを一定期間保持することの困難が伺えた。今後はこのような漢字につい

てどのように支援していくかについて，同様の支援を継続して行うのか，あるいは他の支援方法に切り替

えることが必要なのかについて，さらなる検証をおこなうことが必要である。 

 

 



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 146 - 

謝辞 

 

本研究にご協力いただいた生徒ならびに保護者様，特別支援学校の先生方に心よりお礼申し上げ

ます。 

 

引用文献 

 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 2010. Intellectual Disabilities: Definition, 

Classification, and Systems of Supports-11th ed. 太田俊己・金子 健・原 仁・湯汲英史・沼田千妤子共

訳. 2012. 『知的障害 定義，分類および支援体系』 （日本発達障害福祉連盟）． 

粟屋徳子・春原則子・宇野彰・金子真人・後藤多可志・狐塚順子・孫入里英. 2012. 「発達性読み書き障害

児における聴覚法を用いた漢字書字訓練方法の適用について」『高次脳機能研究』 32(2)，294-301． 

五十嵐靖夫・森川佳奈. 2019. 「漢字の書字に困難を示す児童に対する聴覚記憶の強さと継次型方略を

活用した漢字書字指導」『北海道教育大学紀要 教育科学編』 70(1)，103-115． 

熊田広樹．2017． 「軽度知的障がいが疑われた中学生に対する漢字指導の経過」『旭川大学短期大学

部紀要』 47，35-39． 

成田まい・大山帆子・銘苅実土・成川敦子・吉田友紀・雲井未歓・小池敏英. 2016. 「中学校特別支援学級

在籍の知的障害児における漢字書字学習の効果に関する研究 : タブレット PC 活用による視覚的記

憶法に基づく検討」『東京学芸大学紀要 総合教育科学系』 67(2)， 125-134． 

西澤幸見・中知華穂・銘苅実土・赤塚めぐみ・小池敏英．2019． 「LD児の漢字書字学習における保持促

進に関する研究 : 漢字書字の言語手がかりのリマインド再学習の効果に関する検討」『LD 研究』28(1)，

72-85． 

前川久男・中山 健・岡崎慎治．2017．『日本版 DN-CAS 認知評価システム 理解と解釈のためのハンド

ブック』（日本文化科学社）． 

岡本邦広．2014．「漢字書字に困難のある児童生徒への指導に関する研究動向」『国立特別支援教育総

合研究所研究紀要』 41，63-75． 

佐藤公子・八幡ゆかり. 2016. 「認知処理の特性および誤書字の特徴に応じた効果的な漢字書字指導の

検討」『LD研究』 25(2)，230-240． 

鈴木浩太・稲垣真澄. 2018. 「読み書きの困難さを示す発達性協調運動障害児に対する漢字指導 : 聴

覚法と指なぞり法の併用の有用性について」『認知神経科学』 20(3・4), 165-171. 

髙橋三郎・大野 裕監訳．2014．『DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引き』（医学書院）. 

髙橋由子・名倉忍・田辺敦子・寺田信一. 2019. 「視覚性長期記憶に困難を示す自閉スペクトラム症児に

対する漢字形態素欠所発見指導」『高知大学学校教育研究』 1，83-90． 

豊田崇仁・細川美由紀. 2017. 「水頭症事例における漢字書字習得に関する実践研究」『茨城大学教育実

践研究』 36，219-230． 

宇野 彰・春原則子・金子真人・Taeko N. Wydell. 2006. 『小学生の読み書きスクリーニング検査―発達性

読み書き障害（発達性 dyslexia）検出のために—』（インテルナ出版）． 



茨城大学教育実践研究 39(2020),147-161 

 - 147 - 
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近年，性の逸脱行動や性感染症の低年齢化などが社会問題となっており，子どもたちが性に関して適切に理解し，行動

することができるようにすることが課題となっている。このため，学校における性に関する教育は重要性が増している。一方

で，嫌悪感や不快感を持ちながら性に関する教育を受けている子どもたちが一定数いると考えられる。そこで本研究では，

学校で性に関する教育を行うにあたり，子どもたちが負の感情を持たずに学習できるようにするためには，どのような学習内

容や表現に気を付ければよいかを明らかにするとともに，どのような学習内容をどの指導者が指導することが望まれている

のか，そこに養護教諭が関わっていくことが有効であるかを明らかにし，性に関する教育への養護教諭の関わり方を考察す

ることを目的とした。結果として，性感染症や異性の性機能や体の発達などの学習内容に対して生徒がマイナスの印象を待

ちやすいことが示された。生々しさを感じさせる視覚教材は，マイナスの印象を持つ要因になりやすく，子どもたちの発達段

階や特性，反応などをよく観察し理解して使用することが必要であることが示唆された。性に関する教育に養護教諭が関わ

ることを望む生徒が多いことが明らかになった。特に，性に関する教育の生理学的側面，性行為付随側面の学習内容では，

養護教諭の専門性や生徒との関係性を生かして積極的に指導を行うことが有効であると考えられた。 

 

 

はじめに 

 
近年，性情報の氾濫や子どもたちを取り巻く社会環境の変化などにより，性の逸脱行動や性感染

症の低年齢化などが社会問題となっている。性感染症の中でも，梅毒の罹患者に関しては2013年以

降増加しており，とりわけ若年女性が多いと報告されている 1)。また，20 歳未満の人工妊娠中絶

―――――――― 
*福島県喜多方市立姥堂小学校  **茨城大学教育学部 
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件数は，若干の減少がみられるもののほぼ横ばいの状態が続いており 2)，児童ポルノ事件や児童買

春などの子どもの性被害の件数も近年上昇傾向にある 3)。 
このような環境の中で，子どもたちが性に関して適切に理解し，行動することができるようにす

ることが課題となっている。このため，学校における性に関する教育は重要性が増している。 
 一方，石井と木山の調査 4)によると，大学生の約 2 割が今まで受けてきた性教育に対してネガテ

ィブな印象を持ったことがあることが明らかになっている。このことから，嫌悪感や不快感を持ち

ながら性に関する教育を受けている子どもたちが一定数いると考えられる。 
 性に関する教育を効果的かつ着実に進めるためには，学校全体で共通理解を図るとともに，各教

科と関連を図った指導が重要であり，学校全体として統一のとれた形で推進していく必要がある 5)。

また，指導内容によっては，養護教諭や学校医の協力を求めることも大切であるとされている 6)。

したがって，養護教諭は学校全体で進められる性に関する教育に専門性を持った教員として積極的

に関わっていかなければならない。加えて，下村の調査 7)では，養護教諭が性に関する教育を行っ

たところ生徒の98％が「よかった」と答えたことから，子どもたちが負の感情を持たずに性に関す

る教育を受けるためには，養護教諭が指導者として関わっていくことが有効であると考えられる。 
 そこで，本研究では，学校で性に関する教育を行うにあたり，子どもたちが不快感や拒絶感など

の負の感情を持たずに学習できるようにするためには，どのような学習内容や表現に気を付ければ

よいかを明らかにするとともに，どのような学習内容をどの指導者が指導することが望まれている

のか，そこに養護教諭が関わっていくことが有効であるかを明らかにし，性に関する教育への養護

教諭の関わり方を考察することを目的とした。 
 
 

研究方法 

 
1．調査内容 

2019 年 11 月～12 月に，F 県内の公立高等学校 2 校の第 1，2 学年の生徒 455 名（第 1 学年 298
名，第2学年157名）を対象として，無記名自己記入式質問紙調査を実施した。質問票については

学校訪問および郵送法にて配布と回収を行った。 
 質問票には，「性に関する教育に対する印象とその内容および理由」「性に関する学習内容におい

て望む指導者」「性に関する教育への養護教諭の関わり方」などの項目を設定した。得られた情報は

Excel 2013を用い，集計と分析を行った。 
 
2．倫理面への配慮 
 本調査は無記名で行い，回答を依頼した際に回答は強制ではないことや途中でやめることができ

ること，研究結果は研究目的以外で使用せず，回答した個人が特定されることはないことを紙面に

て説明した。質問紙への回答，本人による提出をもって本調査への協力の同意を得たと判断した。 
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結果 

 
1．対象者の基本的属性 
 配布数455名に対し，全体の回収数（回収率）は 426（93.6％）であり，有効回答数（有効回答率）

は423（99.3％）であった。対象者の学年と性別の内訳は，第 1学年281名（66.4％），第2学年142
名（33.6％），男子198名（46.8％），女子225名（53.2％）であった。 
 
2．性に関する教育に対する印象とその学習内容および理由 
（1）性に関する教育に対する印象 
  今まで受けてきた性に関する教育に対する印象について，マイナスの印象（いやだ，気持ちが

悪い，やりたくない，恥ずかしいなど）を「1」，プラスの印象（楽しい，おもしろい，もっと知

りたい，大切なことだと思うなど）を「5」として5件法で回答を得た。 
  全体では，「3」が240名（56.7％）で最も多く，次いで「4」が22.7％であった。性別では，

男子は「3」が106名（53.5％）で最も多く，次いで「4」が24.2％であった。女子も同様に

「3」が134名（59.6％）と最も多く，次いで「4」が21.3％であった。 
 
（2）性に関する教育に対する印象を持った学習内容 
  前項で得られた印象について，どのような学習内容に対して持ったのかを，「その他」を含む

10項目から回答を得た。マイナスの印象を持つ学習内容とプラスの印象を持つ学習内容につい

てそれぞれ考察するため，前の問で，「1」または「2」と回答した群をマイナスの印象を持つ群

（44名），「4」または「5」と回答した群をプラスの印象を持つ群（139名）として集計した。 
 

1）マイナスの印象を持つ群 
 マイナスの印象を持つ群が回答した学習内容について，全体では，「性感染症・エイズ」17名
（38.6％）が最も多く，次いで「精通・射精」7名（15.9％）であった（表1）。性別では，男子

は「性感 染症・エイズ」9名（52.9％）が最も多く，次いで「思春期の心の変化」3名
（17.6％）であった。女子は「性感染症・エイズ」8名（29.6％）が最も多く，次いで「精通・

射精」6名（22.2％）であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
思春期のからだの変化 6 13.6 1 5.9 5 18.5
思春期の心の変化 5 11.4 3 17.6 2 7.4
性感染症・エイズ 17 38.6 9 52.9 8 29.6
初経・月経 1 2.3 0 0.0 1 3.7
精通・射精 7 15.9 1 5.9 6 22.2
異性の尊重 0 0.0 0 0.0 0 0.0
妊娠・出産・生命の誕生 1 2.3 0 0.0 1 3.7
避妊・望まない妊娠 1 2.3 1 5.9 0 0.0
正しい性情報の選択 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0
無回答 6 13.6 2 11.8 4 14.8

全体（N=44） 男子（n=17） 女子（n=27）
表1　印象を持った学習内容（マイナスの印象を持つ群）
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2）プラスの印象を持つ群 
プラスの印象を持つ群が回答した学習内容について，全体では，「性感染症・エイズ」27名

（19.4％）が最も多く，次いで「妊娠・出産・生命の誕生」23 名（16.5％）であった（表2）。性別

では，男子は，「性感染症・エイズ」19名（25.3％）が最も多く，次いで「異性の尊重」13名
（17.3％）であった。女子では，「妊娠・出産・生命の誕生」19 名（29.7％）が最も多く，次いで

「性感染症・エイズ」8名（12.5％），「正しい性情報の選択」8名（12.5％）であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）性に関する教育に対する印象を持った原因・理由 
  前項で得られた印象を持った原因や理由について，「その他」を含む 6項目から回答を得た。

また，その原因や理由の詳細について，自由記述式で回答を得た。自由記述式の回答で使用され

た単語について，以下の 3つに分類して集計した。 
 
①教科書や写真，ビデオなどの授業で使われる「教材に関わる語句」 
②体の部位や性に関わる事象の名称などの性教育の「学習内容に関する語句」 
③性に関する教育に対して感じたことや指導者の印象などの性教育の「イメージに関する語句」 
 
マイナスの印象を持つ原因や理由とプラスの印象を持つ原因や理由についてそれぞれ考察する

ため，前の問で，「1」または「2」と回答した群をマイナスの印象を持つ群（44名），「4」また

は「5」と回答した群をプラスの印象を持つ群（139名）として集計した。 
 
1）マイナスの印象を持つ群 
 マイナスの印象を持つ群が回答した原因や理由について，全体では「授業の中で使われた資料」

16名（36.5％）が最も多く，次いで「授業の中で使われた言葉」12 名（27.3％）であった（表

3）。性別では，男子は「授業の中で使われた資料」6名（35.3％）が最も多く，次いで「授業の中

で使われた言葉」4名（23.5％）であった。女子も「授業の中で使われた資料」10名（37.0％）が

最も多く，次いで「授業の中で使われた言葉」8名（29.6％）であった。 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
思春期のからだの変化 6 4.3 5 6.7 1 1.6
思春期の心の変化 12 8.6 7 9.3 5 7.8
性感染症・エイズ 27 19.4 19 25.3 8 12.5
初経・月経 4 2.9 1 1.3 3 4.7
精通・射精 2 1.4 2 2.7 0 0.0
異性の尊重 18 12.9 13 17.3 5 7.8
妊娠・出産・生命の誕生 23 16.5 4 5.3 19 29.7
避妊・望まない妊娠 13 9.4 6 8.0 7 10.9
正しい性情報の選択 17 12.2 9 12.0 8 12.5
その他 2 1.4 1 1.3 1 1.6
無回答 15 10.8 8 10.7 7 10.9

全体（N=139） 男子（n=75） 女子（n=64）
表2　印象を持った学習内容（プラスの印象を持つ群）
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自由記述では，学習内容に関わる語句が最も多く使われており，「性感染症」「エイズ」が多く使

われていた。教材に関わる語句では，動画や静止画の視覚教材の名称が使われていた（表 4）。 
 

表4 単語の分類と使用された回数（マイナスの印象を持つ群） 

内容 使用された回数 使用された語句（使用された回数） 

①教材に関わる語句 4 画像（1），ビデオ（1），図（1），絵（1） 
 

②学習内容に関わる語句 10 性器（1），性感染症（3），エイズ（4），出産（1），裸（1） 
 

③イメージに関わる語句 4 不適切（1），怖さ（1），死ぬ（1），大切（1） 
 

 
2）プラスの印象を持つ群 
 プラスの印象を持つ群が回答した原因や理由について，全体では「授業の中で使われた資料」51
名（36.7％）が最も多く，次いで「授業の中で使われた言葉」43 名（30.9％）であった（表5）。性

別では，男子は「授業の中で使われた言葉」29名（38.7％）が最も多く，次いで「授業の中で使わ

れた資料」21名（28.0％）であった。女子は「授業の中で使われた資料」30名（46.9％）が最も多

く，次いで「授業の中で使われた言葉」14名（21.9％）であった。 
  
 
 
 
 
 
 
 
自由記述では，学習内容に関わる語句，イメージに関わる語句が多く使われていた。学習内容に

関わる語句では，「妊娠」「出産」「赤ちゃん」などの生命の誕生に関する語句が多く使われてい

た。イメージに関わる語句では，「大切」や「真剣」が多く使われていた（表 6）。 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
授業の中で使われた言葉 12 27.3 4 23.5 8 29.6
授業の中で使われた資料 16 36.4 6 35.3 10 37.0
授業をする先生の雰囲気や態度 7 15.9 3 17.6 4 14.8
授業をする先生との関係 1 2.3 0 0.0 1 3.7
授業の中で行った活動 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 5 11.4 2 11.8 3 11.1
無回答 3 6.8 2 11.8 1 3.7

全体（N=44） 男子（n=17） 女子（n=27）
表3　印象を持った原因・理由（マイナスの印象を持つ群）

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
授業の中で使われた言葉 43 30.9 29 38.7 14 21.9
授業の中で使われた資料 51 36.7 21 28.0 30 46.9
授業をする先生の雰囲気や態度 23 16.5 13 17.3 10 15.6
授業をする先生との関係 4 2.9 2 2.7 2 3.1
授業の中で行った活動 6 4.3 2 2.7 4 6.3
その他 6 4.3 4 5.3 2 3.1
無回答 6 4.3 4 5.3 2 3.1

全体（N=139） 男子（n=75） 女子（n=64）
表5　印象を持った原因・理由（プラスの印象を持つ群）
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表6 単語の分類と使用された回数（プラスの印象を持つ群） 

分類 使用された回数 使用された語句（使用された回数） 

①教材に関わる語句 18 グラフ（2），教科書（7），資料（3）， 
写真（3），ビデオ（1），DVD（1），映像（1） 

②学習内容に関わる語句 23 妊娠（2），出産（2），命（1），生命（1）， 
エイズ（1），性感染症（2），避妊（2）， 
心理（2），赤ちゃん（3），誕生（2）， 
望まない妊娠（3），マスターベーション（1）， 
LGBTQ（1） 

③イメージに関わる語句 23 大切（4），大事（2），重要（1），真剣（4）， 
幸せ（2），優しく（2），熱心（1），安心（1）， 
どうどうと（1），危険（1），怖い（1）， 
知りたい（1），感動（1），驚いた（1） 

 
3．性に関する教育のそれぞれの学習内容において望む指導者 
 性に関する教育の9つの学習内容のそれぞれをどの指導者に教えてほしいかについて，「その

他」を含む8項目から回答を得た（表7）。 
 
（1）思春期のからだの変化 
全体では「保健体育の先生（男性）」133名（34.0％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」118名（30.2％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」123 名（69.1％）が

最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」14名（7.9％）であった。女子は「保健室の先生（女

性）」104名（48.8％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」80名（37.5％）であった。 
 
（2）思春期の心の変化  
全体では「保健体育の先生（男性）」135名（34.5％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」113名（28.9％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」119 名（66.9％）が

最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」16名（9.0％）であった。女子は「保健室の先生（女

性）」97名（45.5％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」76名（35.7％）であった。 
 
（3）性感染症・エイズ 
全体では「保健体育の先生（男性）」131名（33.4％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」121名（30.9％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」115名（64.2％）が

最も多く，次いで「学校外の先生・外部講師」20 名（11.2％）であった。女子は「保健室の先生

（女性）」104名（48.8％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」71名（33.3％）であっ

た。 
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（4）初経・月経 
全体では「保健室の先生（女性）」147名（37.6％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（男

性）」105名（26.9％）であった。性別では，男子は，「保健体育の先生（男性）」101名（56.7％）

が最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」18名（10.1％）であった。女子は「保健室の先生

（女性）」129名（60.6％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」61名（28.6％）であっ

た。 
 
（5）精通・射精 
全体では「保健体育の先生（男性）」136名（34.7％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」122名（31.1％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」116名（64.8％）が

最も多く，次いで「学校外の先生・外部講師」17名（9.5％）であった。女子は「保健室の先生

（女性）」107名（50.2％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」58名（27.2％）であっ

た。 
 
（6）異性の尊重 
全体では「保健体育の先生（男性）」132名（33.8％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」110名（28.1％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」114 名（64.0％）が

最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」17名（9.6％）であった。女子は「保健室の先生（女

性）」93名（43.7％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」72 名（33.3％）であった。 
 
（7）妊娠・出産・生命の誕生 
全体では「保健室の先生（女性）」129名（32.9％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（男

性）」117名（29.8％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」107 名（59.8％）が

最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」20名（11.2％）であった。女子は「保健室の先生（女

性）」109名（51.2％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」69名（32.4％）であった。 
 
（8）避妊・望まない妊娠 
全体では「保健室の先生（女性）」130名（33.2％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（男

性）」120名（30.7％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」108名（60.7％）が

最も多く，次いで「保健室の先生（女性）」19名（10.7％），「学校外の先生・外部講師」19名
（10.7％）であった。女子は「保健室の先生（女性）」111名（52.1％）が最も多く，次いで「保健

体育の先生（女性）」65名（30.5％）であった。 
 
（9）正しい性情報の選択 
全体では「保健体育の先生（男性）」126名（32.3％）が最も多く，次いで「保健室の先生（女

性）」116名（29.7％）であった。性別では，男子は「保健体育の先生（男性）」112 名（62.9％）が

最も多く，次いで「学校外の先生・外部講師」21名（11.8％）であった。女子は「保健室の先生

（女性）」106名（47.2％）が最も多く，次いで「保健体育の先生（女性）」74名（34.9％）であっ
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た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．指導者の違いによる性に関する教育の印象とその理由 
（1）指導者の違いによる性に関する教育の印象 
指導者の違いによって性に関する教育の印象が変化するかについて，「そう思う」「まあそう思

う」「あまりそう思わない」「そう思わない」「分からない」の 5件法で回答を得た。 
 全体では，「まあそう思う」156名（38.0％）が最も多く，次いで「そう思う」114名（27.7％）で

あった。性別では，男子は「まあそう思う」66 名（34.4％）が最も多く，次いで「あまりそう思わ

ない」52名（27.1％）であった。女子は，「まあそう思う」90名（36.1％）が最も多く，次いで「そ

う思う」64名（25.7％）であった。 
 
（2）指導者の違いによる性に関する教育の印象の理由 
指導者の違いによって性に関する教育の印象が変化することの理由について，「その他」を含む

5項目から回答を得た。印象が変化すると考える理由と変化しないと考える理由についてそれぞれ

考察するため，前の問で「そう思う」または「まあそう思う」と答えた群を「肯定群」（266名），

「あまりそう思わない」または「そう思わない」と答えた群を「非肯定群」（123名），「分からな

い」と答えた群を「不明群」（19名）として，3群に分けて集計した。 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
思春期のからだの変化 全体（N＝391） 4 1.0 4 1.0 133 34.0 83 21.2 9 2.3 118 30.2 20 5.1 20 5.1

男子（ｎ＝178） 4 2.2 2 1.1 123 69.1 3 1.7 9 5.1 14 7.9 10 5.6 13 7.3
女子（ｎ＝213） 0 0.0 2 0.9 10 4.7 80 37.5 0 0.0 104 48.8 10 4.7 7 3.3

思春期の心の変化 全体（N＝391） 8 2.0 7 1.8 135 34.5 78 19.9 8 2.0 113 28.9 21 5.4 21 5.4
男子（ｎ＝178） 7 3.9 2 1.1 119 66.9 2 1.1 8 4.5 16 9.0 11 6.2 13 7.3
女子（ｎ＝213） 1 0.5 5 2.3 16 7.5 76 35.7 0 0.0 97 45.5 10 4.7 8 3.8

性感染症・エイズ 全体（N＝392） 3 0.8 3 0.8 131 33.4 74 18.9 6 1.5 121 30.9 35 8.9 19 4.8
男子（ｎ＝179） 3 1.7 3 1.7 115 64.2 3 1.7 6 3.4 17 9.5 20 11.2 12 6.7
女子（ｎ＝213） 0 0.0 0 0.0 16 7.5 71 33.3 0 0.0 104 48.8 15 7.0 7 3.3

初経・月経 全体（N＝391） 2 0.5 3 0.8 105 26.9 77 19.7 8 2.0 147 37.6 28 7.2 21 5.4
男子（ｎ＝178） 2 1.1 3 1.7 101 56.7 16 9.0 8 4.5 18 10.1 16 9.0 14 7.9
女子（ｎ＝213） 0 0.0 0 0.0 4 1.9 61 28.6 0 0.0 129 60.6 12 5.6 7 0.0

精通・射精 全体（N＝392） 3 0.8 2 0.5 136 34.7 62 15.8 12 3.1 122 31.1 30 7.7 25 6.4
男子（ｎ＝179） 3 1.7 2 1.1 116 64.8 4 2.2 8 4.5 15 8.4 17 9.5 14 7.8
女子（ｎ＝213） 0 0.0 0 0.0 20 9.4 58 27.2 4 1.9 107 50.2 13 6.1 11 5.2

異性の尊重 全体（N＝391） 9 2.3 9 2.3 132 33.8 77 19.7 6 1.5 110 28.1 26 6.6 22 5.6
男子（ｎ＝178） 7 3.9 2 1.1 114 64.0 6 3.4 5 2.8 17 9.6 15 8.4 12 6.7
女子（ｎ＝213） 2 0.9 7 3.3 18 8.5 71 33.3 1 0.5 93 43.7 11 5.2 10 4.7

妊娠・出産・生命の誕生 全体（N＝392） 4 1.0 7 1.8 117 29.8 78 19.9 4 1.0 129 32.9 31 7.9 22 5.6
男子（ｎ＝179） 4 2.2 5 2.8 107 59.8 9 5.0 4 2.2 20 11.2 17 9.5 13 7.3
女子（ｎ＝213） 0 0.0 2 0.9 10 4.7 69 32.4 0 0.0 109 51.2 14 6.6 9 4.2

避妊・望まない妊娠 全体（N＝391） 4 1.0 4 1.0 120 30.7 74 18.9 5 1.3 130 33.2 34 8.7 20 5.1
男子（ｎ＝178） 4 2.2 2 1.1 108 60.7 9 5.1 5 2.8 19 10.7 19 10.7 12 6.7
女子（ｎ＝213） 0 0.0 2 0.9 12 5.6 65 30.5 0 0.0 111 52.1 15 7.0 8 3.8

正しい性情報の選択 全体（N＝390） 5 1.3 5 1.3 126 32.3 78 20.0 6 1.5 116 29.7 35 9.0 19 4.9
男子（ｎ＝178） 5 2.8 3 1.7 112 62.9 4 2.2 6 3.4 16 9.0 21 11.8 11 6.2
女子（ｎ＝212） 0 0.0 2 0.9 14 6.6 74 34.9 0 0.0 100 47.2 14 6.6 8 3.8

表7　それぞれの学習内容において望む指導者
学校外の先生 その他

（男性） （女性） （男性） （女性） （男性） （女性） ・外部講師
学級担任 学級担任 保健体育の先生 保健体育の先生 保健室の先生 保健室の先生
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1）肯定群 
全体では「同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから」117名（43.7％）が最も多く，次い

で「くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから」110名（41.0％）の順であっ

た（表 8）。性別では，男子は「くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから」

66名（57.4％）が最も多く，次いで「同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから」28名（24.3％）

であった。女子は「同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから」89名（58.2％）が最も多く，

次いで「くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから」44 名（28.8％）であっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）非肯定群 
全体では「どの先生が教えても同じだと思うから」104名（84.6％）が最も多かった。性別でも

同様であった。 
 
3）不明群 
全体では「どの先生が教えても同じだと思うから」14 名（73.7％）が最も多かった。性別でも同

様であった。 
 
5．性に関する教育への養護教諭の関わり方 
 養護教諭が性に関する教育にどのように関わることを望むかについて，「その他」を含む 5項目

から回答を得た（表9）。 
 全体では「保健室の先生だけで授業をする」255名（61.9％）が最も多く，次いで「保健室の先

生がほかの先生と一緒に授業をする」68名（16.5％）であった。性別では，男子は「保健室の先生

だけで授業をする」93名（48.4％）が最も多く，次いで「保健室の先生がほかの先生と一緒に授業

をする」37名（19.3％）であった。女子は「保健室の先生だけで授業をする」162名（73.6％）が

最も多く，次いで「保健室の先生がほかの先生と一緒に授業をする」31名（14.1％）であった。 
 
 
 
 
 
 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
身近な先生に教えてもらった方がいいと思うから 21 7.8 13 11.3 8 5.2
くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから 110 41.0 66 57.4 44 28.8
同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから 117 43.7 28 24.3 89 58.2
どの先生が教えても同じだと思うから 9 3.4 5 4.3 4 2.6
その他 11 4.1 3 2.6 8 5.2

全体（N＝266） 男子（ｎ＝114） 女子（ｎ＝152）
表8　指導者の違いによる性に関する教育の印象の理由（肯定群）

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
保健室の先生だけで授業をする 255 61.9 93 48.4 162 73.6
保健室の先生がほかの先生と一緒に授業をする 68 16.5 37 19.3 31 14.1
保健室の先生は授業をせず、授業後の個別の指導や相談のみ行う 50 12.1 29 15.1 21 9.5
保健室の先生には教えてほしいと思わない 34 8.3 30 15.6 4 1.8
その他 5 1.2 3 1.6 2 0.9

全体（N＝412） 男子（ｎ＝192） 女子（ｎ＝220）
表9　性に関する教育への養護教諭の関わり方
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6．養護教諭が関わることでの性に関する教育の印象の変化とその理由 
（1）養護教諭が関わることでの性に関する教育の印象の変化 
養護教諭が関わることで性に関する教育の印象がプラスの印象になるかについて，「そう思う」

「まあそう思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」「分からない」の5件法で回答を得た。 
全体では「まあそう思う」187名（45.5％）が最も多く，次いで「あまりそう思わない」77名（18.7％）

であった。性別では，男子は「まあそう思う」78 名（40.6％）が最も多く，次いで「あまりそう思

わない」42名（21.9％）であった。女子は「まあそう思う」109名（49.8％）が最も多く，次いで「そ

う思う」「あまりそう思わない」35名（16.0％）であった。 
 
（2）養護教諭が関わることで性に関する教育の印象が変化する理由 
養護教諭が関わることで性に関する教育の印象がプラスの印象になる理由について，「その他」

を含む9項目から回答を得た。 
プラスの印象になると考える理由とプラスの印象にならないと考える理由についてそれぞれ考察

するため，前の問で「そう思う」または「まあそう思う」と答えた群を「肯定群」（232名），「あま

りそう思わない」または「そう思わない」と答えた群を「非肯定群」（100 名），「分からない」と答

えた群を「不明群」（56名）として，3群に分けて集計した。 
 
1）肯定群 
肯定群が回答した理由について，全体では，「知識が豊富だから」124 名（50.2％）が最も多く，

次いで「親しみがもてるから」40名（16.2％）であった（表10）。性別では，男子は，「知識が豊

富だから」67名（65.0％）が最も多く，次いで「親しみがもてるから」15名（14.6％）であった。

女子は「知識が豊富だから」57名（39.6％）が最も多く，次いで「同性だから」34名（23.6％）で

あった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）非肯定群 
全体では「普段授業をしないから」43名（41.3％）が最も多く，次いで「その他」20名

（19.2％）であった。性別では，男子は，「普段授業をしないから」20 名（33.3％）が最も多く，

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
親しみがもてるから 40 16.2 15 14.6 25 17.4
知識が豊富だから 124 50.2 67 65.0 57 39.6
おもしろい授業をしてくれるから 10 4.0 8 7.8 2 1.4
同性だから 34 13.8 0 0.0 34 23.6
異性だから 1 0.4 1 1.0 0 0.0
身近な存在ではないから 2 0.8 1 1.0 1 0.7
話が難しいから 0 0.0 0 0.0 0 0.0
普段授業をしないから 19 7.7 6 5.8 13 9.0
その他 2 0.8 0 0.0 2 1.4

全体（N＝232） 男子（ｎ＝98） 女子（ｎ＝134）
表10　養護教諭が関わることで性に関する教育の印象が変化する理由（肯定群）
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次いで「身近な存在ではないから」13名（21.7％）であった。女子は，「普段授業をしないから」

23名（52.8％）が最も多く，次いで「その他」8名（18.2％）であった。 
 
3）不明群 
全体では「普段授業をしないから」37 名（61.7％）が最も多く，次いで「話が難しいから」7 名

（11.7％）であった。性別でも同様であった。 
 
 

考察 

 
1．性に関する教育に対する印象とその内容と理由 
（1）性に関する教育に対する印象 
 性に関する教育に対する印象は，男女ともにマイナスともプラスともいえないという回答が最も

多かった。マイナスの印象を持っている生徒は約 1割であり，プラスの印象を持っている生徒は約

3 割であったことから，性に関する教育に対して嫌悪感や不快感，拒絶感を持っている生徒は少な

いことが推察された。しかし，約 1割の生徒は，嫌悪感や不快感，拒絶感を感じながら性に関する

教育を受けているため，全ての生徒がネガティブな印象を持たずに学べるための手立てが必要であ

ると考えられる。また，マイナスともプラスともいえないという回答が多かったことから，性に関

する教育に対して特に印象がなく，無関心な生徒も多いことが推察された。 
 
（2）性に関する教育に対する印象を持った内容 
性に関する教育のどのような内容に対して，今持っている印象を持ったのかについては，マイナ

スの印象を持つ群とプラスの印象を持つ群に分けて検討した。 
マイナスの印象を持つ群では，全体では，「性感染症・エイズ」17名（38.6％）が最も多く，男女

別にみても「性感染症・エイズ」が最も多かった。「性感染症・エイズ」の学習内容では，感染経路

の説明で性的接触という言葉が使われること，若者に身近な病気であること，特にエイズは進行す

ると重い症状があらわれること 8)などが説明されることから，嫌悪感や恐怖感を感じる生徒が多い

ことが考えられる。また，男子では次いで「思春期の心の変化」3名（17.6％）が多く，女子では「精

通・射精」6 名（22.2％）が多かった。女子にとって，「精通・射精」は異性の体のことであり，内

容に対して拒絶感を感じることが多いことが推察された。 
プラスの印象を持つ群では，全体では，「性感染症・エイズ」27名（19.4％）が最も多かった。性

別では，男子は「性感染症・エイズ」19 名（25.3％）が最も多く，女子では「妊娠・出産・生命の

誕生」19名（29.7％）が最も多かった。「性感染症・エイズ」は，その内容や説明に嫌悪感や恐怖感

を感じることがある一方で，若者に身近な病気であり，生徒自身も罹患する可能性があることから，

「予防法などについてもっと知りたい」，「大切である」と感じている生徒が多いと考えられる。ま

た，女子は，自分の体のこととも関係がある「妊娠・出産・生命の誕生」について，プラスの印象

をもって学習している生徒が多いことが推察された。 
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（3）性に関する教育に対する印象を持った原因・理由 
性に関する教育に対して今持っている印象を持った原因や理由については，マイナスの印象を持

つ群とプラスの印象を持つ群に分けて検討した。 
マイナスの印象を持つ群では，全体では，「授業の中で使われた資料」16名（36.5％）が最も多く，

男女別にみても「授業の中で使われた資料」が最も多かった。次いで「授業の中で使われた言葉」

12 名（27.3％）が多く，性別でも同様であった。自由記述式の回答では，学習内容に関わる語句が

多く使われており，なかでも「エイズ」「性感染症」が多く使われていることから，具体的な病気の

説明や病名に恐怖感，拒絶感を感じる生徒が多いことが推察された。また，教材に関する語句では

視覚教材の名称が多く使われており，それらは「裸の」「性器の」「出産の」などという単語ととも

に使われていた。これらのことから，性に関する教育の中で使われる資料の中でも，体の部位が写

実的に表現された図や生々しさを感じさせる動画などの視覚教材に嫌悪感や不快感を感じる生徒が

多いことが推察された。石井らの調査 9)でも，生々しいと捉えられるような視聴覚表現を避ける，

または提示する場合は事前に説明をすることがよい性教育授業につながることが述べられている。 
プラスの印象を持つ群では，「授業の中で使われた資料」51名（36.7％）が最も多かった。性別で

は，男子は「授業の中で使われた言葉」29 名（38.7％）が最も多く，女子では「授業の中で使われ

た資料」30 名（46.9％）が最も多かった。自由記述式の回答では，学習内容や，イメージに関わる

語句が多く使われていた。学習内容に関する語句の中では，「妊娠」「出産」「赤ちゃん」「生命」な

どの生命の誕生に関わる語句が多く使用されていた。これらのことから，妊娠・出産・生命の誕生

の学習で使用された資料や言葉に対してプラスの印象を持つ生徒が多いと考えられた。 
イメージに関わる語句では，「大切」「重要」などの必要性を表す語句や「真剣」「熱心」「優しい」

などの指導者や授業への印象を表す語句が多く使われていたことから，性に関する教育を担当する

指導者が熱意をもって指導に取り組むとともに，生徒の気持ちに寄り添う指導を行うことで，性に

関する教育の印象がプラスのものになることが推察された。また，教材に関する単語では「写真」

「DVD」などの視覚教材の名称が多く使われていた。このことから，性に関する教育で使用する資

料は，その生々しさから嫌悪感を感じる生徒がいる一方で，生徒の発達段階や特性，興味関心を考

慮して適切に使用することでプラスの印象を与えるものになると考えられた。 
 
2．性に関する教育のそれぞれの学習内容において望む指導者 
 性に関する教育の学習内容ごとに，どの指導者に教えてほしいかについて回答を得たところ，「初

経・月経」「妊娠・出産・生命の誕生」「避妊・望まない妊娠」では女性養護教諭が最も多く，次い

で男性保健体育教師であった。そのほかの学習内容では，男性保健体育教師が最も多く，次いで女

性養護教諭であった。養護教諭は，体の機能や発育・発達について専門的な知識を持っており，日

常の業務の中で性に関する相談を受けることがある。月経などの生理学的側面，妊娠や避妊などの

性行為付随側面に関わる学習内容の指導が求められていることが示された。また，月経については

女性の体の現象であり，男性の教師から教わることに抵抗があることが推測され，詳しい知識を持

った女性の教師である養護教諭の指導が求められていることが示唆された。そのほかの学習内容で

は，普段から保健体育の授業の中で性教育に関する事項を多く取り扱っていることから，男性保健

体育教師が望まれていることが推察される。どの学習内容においても，男性保健体育教師と女性養
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護教諭を望む割合が高かったことから，保健体育教師と養護教諭が連携・協力して性に関する教育

を行うことが有効であると考えられた。 
 
3．指導者の違いによる性に関する教育の印象とその理由 
（1）指導者の違いによる性に関する教育の印象の変化 
 指導者の違いによって性に関する教育の印象が変化するかについては，全体では，「まあそう思

う」が約4割で最も多く，次いで「そう思う」が約3割であった。性別でも「そう思う」「まあそう

思う」と答えた生徒が 6割を超えていたことから，指導者が性に関する教育の印象に影響を与える

ということが推察された。 
 
（2）指導者の違いによって性に関する教育の印象が変化すると考える理由 
 指導者の違いによって性に関する教育の印象が変化すると考える理由については，「そう思う」ま

たは「まあそう思う」と答えた肯定群，「あまりそう思わない」または「そう思わない」と答えた非

肯定群，「分からない」と答えた不明群に分けて検討した。 
 肯定群では，全体では，「同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから」117 名（43.7％）が

最も多く，次いで「くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから」110名（41.0％）

であった。男子では「くわしい知識を持った先生に教えてもらった方がいいと思うから」66名（57.4％）

が最も多く，女子では「同性の先生に教えてもらった方がいいと思うから」89 名（58.2％）が最も

多かった。これらのことから，性に関する学習内容は同性の指導者に教えてもらうことが望まれて

いることが推測される。また，多くの生徒は詳しい知識を持った指導者を望んでおり，指導者が知

識や専門性を高めて指導に当たることで，性に関する教育の印象がプラスの印象に改善されるので

はないかと考えられる。 
 
4．性に関する教育への養護教諭の関わり方 
 全体では，「保健室の先生だけで授業をする」が6割で最も多く，次いで「保健室の先生がほかの

先生と一緒に授業をする」が約2割で，性による違いはみられなかった。このことから，多くの生

徒が養護教諭のみでの指導を求めており，養護教諭の指導力の向上と性に関する教育に関わる機会

の確保が必要であることが示唆された。次いで養護教諭と他の教員とのティームティーチングでの

授業が望まれていることから，他教員との連携を図りつつ指導を行うことが求められていると考え

られら。 
 
5．養護教諭が関わることによる性に関する教育の印象とその理由 
（1）養護教諭が関わることによる性に関する教育の印象の変化 
 養護教諭が性に関する教育に関わることで印象がプラスのものに変化するかについては，全体で

は「まあそう思う」187名（45.5％）が最も多かった。性別でも同様であった。全体でも性別でも5
割以上の生徒が養護教諭が性に関する教育に関わることに対して好意的であることから，性に関す

る教育の印象をプラスのものにするために養護教諭が指導に関わっていくことが有効であると考え

られる。また，男子より女子の方が「そう思う」「まあそう思う」と答えた割合が高かったことから，
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女子の方が，養護教諭が関わることで性に関する教育の印象が良くなると考えている生徒が多いこ

とが推察された。 
 
（2）養護教諭が関わることで性に関する教育の印象が変化すると考える理由 
 養護教諭が関わることで性に関する教育の印象が変化すると考える理由については，「そう思う」

または「まあそう思う」と答えた肯定群，「あまりそう思わない」または「そう思わない」と答えた

非肯定群，「分からない」と答えた不明群に分けて検討した。 
 肯定群では，全体では「知識が豊富だから」が 5割で最も多かった。性別でも同様に「知識が豊

富だから」が最も多かった。このことから，養護教諭が性に関する教育に関わるときには，専門的

な知識を持って指導することが求められており，そのことが性に関する教育の印象をプラスのもの

にするということが推察された。また，女子では次いで「同性だから」が2割であった。養護教諭

の多くは女性であり，これらのことからも，女子の方が性に関する教育は同性の指導者に指導して

もらうことを望んでいると考えられた。 
 非肯定群，不明群では，「普段授業をしないから」が最も多かった。橋本らの調査 10)では，性教育

を担当している養護教諭は 42.1％であった。このことから，日常的に指導に参加している養護教諭

は多くないため，なじみがない，授業をしている印象がないという理由で指導者として良いかどう

か判断できないという面もあることが推察された。 
 
 

まとめ 
 
本研究によって，性に関する教育にマイナスの印象を持つ生徒は多くはないが一定数存在し，性

感染症や異性の性機能などの学習内容や，生々しさを感じさせる視覚教材がマイナスの印象を持つ

要因となりやすいことが明らかになった。また，養護教諭が専門的な知識を持った教員として性に

関する教育に関わることに対して好意的な生徒が多いことが明らかになった。これらのことから，

子どもたちが負の感情を持たずに性に関する教育を受けられるようにするための手立てとして考え

られることは，以下の二点である。 
 第一点は，子どもたちがマイナスの印象を持ちやすい学習内容を把握し，授業で使用する資料

や言葉，指導を担当する教員などに配慮することである。学習内容によって専門的な知識を持っ

た指導者や同性の指導者による授業を実施すること，子どもたちの特性や反応などをよく観察し

理解した上で適切な資料や言葉を選んで使用することなどといった配慮が必要である。 
 第二点は，養護教諭が積極的に性に関する指導に関わっていくことである。特に性に関する教育

の生理学的側面・性行為付随側面の学習内容については，養護教諭の専門性を生かして指導を行う

ことが重要である。そのために養護教諭は自らの知識と指導力を高めることが必要である。また，

他の教員と連携を図り，それぞれの専門性や子どもたちとの関係性を生かしながら，養護教諭が性

に関する教育に関わる機会を持つようにしていくことが必要である。 
 以上の二点に加え，学校種や子どもの発達段階に合わせた適切な指導者の関わり方や授業時に必

要な配慮について，明らかにしていくことが今後の課題である。 



鈴木・青栁：性教育における学習内容・指導者と養護教諭の関わり 

 - 161 - 

 
謝辞 

 
本調査を実施するにあたり，調査へのご理解とご協力を賜りましたF県の公立高等学校の諸先生

方ならびに生徒の皆様へ，心より感謝申し上げます。 
 
 

注 

 
1) 日本性教育協会「現代性教育研究ジャーナル」 
   （https://www.jase.faje.or.jp/jigyo/journal/seikyoiku_journal_201905.pdf，2019年11月19日閲覧） 
2) 厚生労働省「平成30年度衛生行政報告例の概況」 
    （https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/18/dl/kekka6.pdf，2019年11月19日閲覧） 
3) 警察庁「平成30年度上半期における少年非行児童虐待及び子供の性被害の状況」 

 （https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikou_gyakutai_sakusyu/H30-1.pdf，2019 年 11 月 22 日閲

覧） 
4) 石井里佳，木山慶子「学習者が嫌悪感・不快感を抱く性教育授業の特徴 大学生が既習した授業

内容に着目して」『第68回日本体育学会大会予稿集』（2017），251. 
5) 茨城県教育委員会「性に関する指導の手引き」 
    （https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/karada/hoken/sei/ikkatsu.pdf，2019年11月19日閲覧） 
6) 文部科学省『学校における性教育の考え方、進め方』（ぎょうせい，1999）45-59. 
7) 下村淳子「養護教諭による高校生への性教育の実践と効果の検討」『心身科学』第 2 巻（2010），

77-84. 
8）財団法人日本学校保健会「AIDS 正しい理解のために」 
   （http://www.hokenkai.or.jp/2/2-5/2-51/2-51-21.html，2019年12月12日閲覧） 
9）石井里佳，木山慶子「学習者からみたよりよい性教育についての一考察 大学生における性教育

の既習状況と学習ニーズに注目して」『群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学

編』第53巻（2018），79-87. 
10）橋本紀子，篠原久枝，田代美恵子ほか「日本の中学校における性教育の現状と課題」『女子栄養

大学教育学部研究室紀要「教育とジェンダー」研究』第9巻（2011），3-20. 
 



茨城大学教育実践研究 39(2020),163-176 

 - 163 - 

 

学校における脊柱側彎症患児への支援の在り方 

 

加 藤 歩 希＊ ・ 青 栁 直 子＊＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Survey of How to Support Children with Scoliosis in High School 
 

Fuki KATO and Naoko AOYAGI 

 
 

キーワード：脊柱側彎症，運動器検診，養護教諭，支援方法 

 
脊柱側彎症とは，正面から脊柱を見た場合に，左右に曲がっている状態のことをいう。脊柱側彎症の約8割を占める特発

性側彎症は成長期における早期発見・早期治療が重要であるため，学校の健康診断においてスクリーニングが行われてい

る。思春期に発症する脊柱側彎症が健康診断で発見されている報告があることから，学校における脊柱側彎症への理解は

必要不可欠である。一方，学校での脊柱側彎症患児への対応について，不足や理解の低さが指摘されている。そこで本研

究では，生徒や教員の脊柱側彎症への理解と学校における支援や指導の実態を明らかにし，脊柱側彎症患児へのよりよい

支援の在り方について，質問紙調査により検討を行った。 

結果として，生徒は約2割，教員は約6割が脊柱側彎症を理解していた。一方，脊柱側彎症患児が望む支援と教員が望

ましいと考える支援とでは不一致な点があり，脊柱側彎症患児の要望についての十分な聞き取りが必要であることや，教員

が疾患に対する正しい知識を得る機会において養護教諭の支援が期待されていることが明らかになった。今後は，学校が

独自に行っている研修や，養護教諭が教員に対して実施している研修の実践例などを調査し，脊柱側彎症患児へのよりよ

い支援につなげていくことが課題である。 

 

 

はじめに 
 

 脊柱側彎症とは，正面から脊柱を見た場合に，左右に曲がっている状態のことをいう 1)。機能性

側彎症と構築性側彎症に大別され，構築性側彎症の中でも原因がわからないものを特発性側彎症と

いう。特発性側彎症は脊柱側彎症全体の 80%以上を占め，発症年齢によって乳幼児期側彎症，学童

期側彎症，思春期側彎症に分類される。脊柱側彎症の治療は装具治療と手術治療の二つがある。側

彎の程度が低い場合は経過観察がとられるが，症状が進行していくと装具治療，手術治療を行うこ

とになる 2)。 
―――――――― 
*東京都世田谷区立桜丘小学校  **茨城大学教育学部 
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脊柱側彎症によって肩の高さの違いや，肩甲骨の隆起など外見の変化があり，それらへの精神的 
なケアが必要であること 1)や，脊柱側彎症における手術治療は手術後に運動機能への影響があるこ

と 3)など，疾患による影響にはさまざまなものが明らかになっており，心身ともに支援が必要であ

る。また，装具による不快感や，手術後の運動制限など治療方法によっても支援の仕方が異なる。 
特発性側彎症は成長期における早期発見・早期治療が重要であるため，学校では健康診断におい

てスクリーニングが行われており，約 40%の思春期側彎症の患児が学校の側彎症検診や運動器検診

で発見されているという報告がある 4)。さらにそれらの患児は健康診断で疾患を早期発見できたこ

とから，手術治療に至る前に疾患の進行を止められている例が多いという報告もみられる 4)。これ

らのことから学校における脊柱側彎症患児への対応は必要不可欠である。 
一方，養護教諭の約半数以上が脊柱側彎症患児への対応経験はあるが，学校現場での観察・対応

の仕方についての理解は低いことが報告されている 5)。また，学校側の脊柱側彎症に対する理解不

足があると感じている脊柱側彎症患児がいること 6)や，脊柱側彎症患児の約半数の家族が学校との

話し合いを行っていないという報告もみられる 7)。さらに，脊柱側弯症患児の家族と養護教諭との

連携が不十分であることも指摘されている 7)。 
 そこで本研究では，生徒や教員の脊柱側彎症への理解と学校における支援や指導の実態を明らか

にし，脊柱側彎症患児へのよりよい支援へ役立てることを目的とした。 
 
 

研究方法 
 
1． 調査内容 
東京都内の高等学校 2 校の第 1 学年・第 2 学年 619 名，および教職員 45 名を対象として，2019

年11月～12月に無記名自記式質問紙調査を実施した。 
生徒対象の質問紙には「脊柱側彎症に関する知識」「脊柱側彎症患児が体験した学校における対応」，

教員対象の質問紙には「脊柱側彎症に関する知識」「脊柱側彎症患児への対応経験」などの項目を設定

した。得られた情報は，Excel2016 を用いて集計と解析を行った。有意水準は 5%とした。 
 
2． 倫理面への配慮 
調査対象者には，協力を依頼した際に回答は強制ではないこと，研究結果は個人を特定したり，

研究以外の目的には一切使用したりしないことを紙面にて説明した。本人による質問紙の提出をも

って調査への同意を得たことと判断した。 
 
 

結果 
 
1． 調査対象 
生徒に対する調査については，調査票の配布数 619 人に対し，全体の回収数（回収率）は 594 人

(95.9%)であり，有効回答率は 565 人(95.1%)であった。性別では，男子 145 人(25.7%)，女子 420 人
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(74.3%)であった。教員に対する調査は，調査票の配布数 45 人に対し，全体の回収数(回収率)は 40 人

(88.8％)であり，有効回答率は 39人(97.5％)であった。 
 
2． 脊柱側彎症に関する認識（生徒） 
(1) 脊柱側彎症に関する理解と知識を得たきっかけ 
生徒の脊柱側彎症の理解度について，表１に示した。「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」

または「聞いたことがあり，特徴は少し知っている」と回答した生徒は，18.2％(103 人)であった。

男女で理解度に有意な差はみられなかった。 
 

表１ 脊柱側彎症に関する理解度(生徒) 
 
 
 
 

 
                                       

 
 
生徒の脊柱側彎症に関する知識内容は「背骨が曲がる」が 29.5%(93 人)で最も割合が高く，次い

で「健康診断でのおじぎをして見つける」が 26.0%(82 人)であった。脊柱側彎症について「聞いた

ことはあるが，特徴は知らない」と回答した生徒の 95.6%は「病名以外は知らない」と回答してい

た。「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」と回答した生徒では「早く治療を始めることが大

切」が20.7%(17人)と他の回答群よりも高い割合であった。 
脊柱側彎症に関する知識を得たきっかけは，「健康診断で説明を受けた」が 29.5%(51人)と最も高

く，次いで「その他」が 19.7%(34 人)で,「テレビ」や「親から教わった」などであった。脊柱側彎

症に関する知識を得たきっかけが「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」と回答した生徒の

中では，「罹患者」である生徒が60.0%(18人)と最も割合が高かった。一方，「聞いたことはあるが，

特徴は知らない」と回答した生徒では，知識を得たきっかけを「インターネット」と回答している

割合が31.9%(22人)と，他の回答群と比較して高かった。 
 
(2) 脊柱側彎症患児への対応 
「クラスメートや部活動の友人や先輩・後輩が脊柱側彎症で，周囲からの支援を必要としていた

場合，脊柱側彎症についての説明を受けたいか」という質問に対して，「受けたい」または「どちら

かといえば受けたい」は 83.5%(472人)であった。 
脊柱側彎症に関する理解度と説明の要望度との関連について，表2に示した。脊柱側彎症につい

て「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」または「聞いたことがあり，特徴は少し知ってい

る」と回答した生徒の方が「聞いたことはあるが，特徴は知らない」または「知らない」と回答し

た生徒よりも「受けたい」「どちらかといえば受けたい」と回答している割合が有意に高かった

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
聞いたことがあり、特徴もよく知っている 1 0.7 29 6.9 30 5.3
聞いたことがあり、特徴は少し知っている 8 5.5 65 15.5 73 12.9
聞いたことはあるが、特徴は知らない 18 12.4 55 13.1 73 12.9
知らない 118 81.4 271 64.5 389 68.8

男 女 計

(N=565) 
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(p<0.05)。 
説明を「受けたい」または「どちらかといえば受けたい」と回答した生徒にどのような内容の説

明を受けたいかを質問したところ，「脊柱側彎症の症状について」が 46.7%(221 人)が最も多く，次

いで「気を付けなくてはいけないことについて」が 38.1%(180 人)，「どのような治療をしているの

かについて」が9.5%(45人)，「運動の制限について」5.3%(25人)であった。 
説明を「受けたくない」または「どちらかといえば受けたくない」と回答した生徒の理由につい

ては，「興味がないから」が43.5%(40人)と最も高かった。次いで「自分には適切な支援ができる自

信がないから」が31.5%(29人)，「病気の話を聞くことが苦手だから」が17.4%(16人)，「先生や大人

が支援すれば良いと思うから」が 3.3%(3人)であった。 
 

表2 脊柱側彎症に関する理解度と説明の要望度との関連 
 
 
 
 
 
 
 
 
3． 脊柱側彎症患児の認識と経験 
(1) 治療方法 
本調査での有効回答565人に対して，脊柱側彎症患児は4.1%(23人)であった。行ってきた治療方

法については，「経過観察」66.7%(18 人)，「装具治療」14.8%(4 人)，「手術治療」3.7%(1 人)，「その

他」14.8%(4人)であった。 
 
(2) 脊柱側彎症患児が学校で受けた対応の内容および困っていることや悩んでいること 
脊柱側彎症患児が学校で受けた対応の内容は「特にない」が 91.3％(21人)，「部活動での運動を軽

減させてもらう」が8.7%(2人)であった。 
脊柱側彎症患児の脊柱側彎症が原因で困っていることや悩んでいることを表 3 に示した。「症状

の進行によって腰や背中が痛い」が 28.2％(11人)で最も高い割合であった。 
治療方法の「その他」と回答した脊柱側彎症患児は 4人で，全員が「何もしていない」または「経

過観察」と並行して「接骨院」に通っている生徒であったため，「経過観察」と「その他」と回答し

た脊柱側彎症患児を「治療無し」群とし，「装具治療」と「手術治療」と回答した脊柱側彎症患児を

「治療あり」群として分類し，困っていることや悩みの有無を比較した。その結果，「治療無し」群

よりも「治療あり」群の方が困っていることや悩みがあると答えた割合が有意に高かった(p<0.05)。 

人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
受けたい 12 40.0% 39 53.4% 23 31.5% 130 33.4% 204 36.1%
どちらかといえば受けたい 14 46.7% 32 43.8% 34 46.6% 188 48.3% 268 47.4%
どちらかといえば受けたくない 2 6.7% 1 1.4% 9 12.3% 36 9.3% 48 8.5%
受けたくない 2 6.7% 1 1.4% 7 9.6% 35 9.0% 45 8.0%

聞いたことがあり、
特徴は少し知っている

聞いたことはあるが、
特徴は知らない

知らない 計
聞いたことがあり、
特徴もよく知っている

(N=565) 
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表3 脊柱側彎症により困っていることや悩んでいること 

 

 
 
(3) 脊柱側彎症の公表とその理由および周囲に伝えたい内容 
 周囲に自分が脊柱側彎症であることを「伝えた」脊柱側彎症患児は30.4%(7人)であった。その理

由としては，「特に伝える必要がなかったから」が 60.9%(14人)，「その他」が26.1%(6人)，「体育や

部活動の運動を制限されるから」，「恥ずかしかったから」，「周りから変な目で見られると思ったか

ら」がそれぞれ4.3%(1人)であった。 
脊柱側彎症を周囲に公表する場合に，脊柱側彎症患児が伝えたいと考える内容について複数回答

にて質問したところ，「伝えたいとは思わない」が 44.4%(12 人)と最も高い割合であった。次いで，

「脊柱側彎症の症状について」が 40.7%(11人)，「どのような治療をしているのかについて」と「運

動の制限について」が7.4%(2人)であった。「伝えたいとは思わない」と回答した人の割合を治療方

法によって比較したところ，「治療なし」群と「治療あり」群で有意な差はみられず，治療方法によ

って伝えたいかどうかに差異はみられなかった。 
「脊柱側彎症について周囲に誰が説明した方がよいと思うか」という質問に対しては，「自分自身」

(脊柱側彎症患児)が47.8%(11人)が最も高く，次いで「伝えたいとは思わない」が39.1%(9人)，「養

護教諭」が8.7%(2人)，「保健体育科教諭」が4.3%(1人)であった。 
 
4． 脊柱側彎症に関する認識と対応（教員） 
(1) 脊柱側彎症に関する理解とイメージ 
教員の脊柱側彎症に関する理解度について，表4に示した。「聞いたことがあり，特徴は少し知っ

ている」と回答した者が51.3％(20人)で最も高かった。「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」

または「聞いたことがあり，特徴は少し知っている」と回答した割合は，年齢や勤務年数による有

意な差はみられなかったが，男性教員よりも女性教員の方が有意に高かった(p<0.05)。 
教員の脊柱側彎症に対するイメージは，「成長期におこりやすい疾患」が28.2%(11人)と最も高く，

次いで「背骨が曲がる疾患」が 25.6％(10人)が高い割合を示した。一方，「全く想像できない」また

人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
特にない 6 26.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 75.0% 9 23.1%
外見の変化 6 26.1% 2 18.2% 1 100.0% 0 0.0% 9 23.1%
症状の進行によって腰や背中が痛い 7 30.4% 3 27.3% 0 0.0% 1 25.0% 11 28.2%
装具が痛い、暑い 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1%
装具によって着たい服が着られない 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6%
手術が怖い 1 4.3% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1%
自己輸血の準備による貧血 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
手術によって腰や背中が痛い 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
身体のバランス感覚が崩れる 3 13.0% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 5 12.8%
手術後に運動が制限される 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

経過観察 装具治療 手術治療 その他 計

(N=23) （複数回答可） 
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は「病名だけ聞いたことがある疾患」と回答した者は 30.8％(12 人)であり，脊柱側彎症についての

認識が低い様子がみられた。 
 

表4 脊柱側彎症に関する理解度（教員） 

 
 

(2) 脊柱側彎症患児への対応経験と支援内容 
脊柱側彎症患児への対応経験が「ある」と回答した教員は38.5%(15人)であった。対応経験が「あ

る」と回答した教員に支援内容を質問したところ（複数回答可），「着替え場所を提供する」が 20.7%(6
人)と最も高い割合であった。次いで，「体育の実技を見学にする」，「脊柱側彎症患児からの相談に

乗る」が17.2%(5人)，「運動を軽減する」，「特に支援はしていない」が 13.8%(4人)，「重いものを持

たせないようにする」が 10.3%(3人)であった。 
周囲の児童生徒に対して脊柱側彎症に関する指導を「行った」と回答した者は20.0%（3人）で，

その指導内容は「配慮について」66.7%(2人) ，「行っている治療について」33.3%(1人)であった。 
 
(3) 脊柱側彎症患児の保護者との話し合い 
脊柱側彎症患児の保護者との話し合いの経験について，表5に示した。治療方法によって対応が

異なるかを検討するため，治療方法ごとの群に分類した。「話し合いを行った」教員は73.3%(11人)
であった。脊柱側彎症患児の保護者との話し合いに立ち会った人（複数回答可）については，「患児

本人」，「学級担任」が33.3%(5人)，養護教諭が26.7%(4人)であった。 
 

表5 脊柱側彎症患児の保護者との話し合いの状況 

 
 
(4) 脊柱側彎症患児および保護者への今後の対応 
脊柱側彎症患児への対応に関する不安があるかどうかについては，「不安はない」が12.8％(5人)，

「どちらかといえば不安はない」が 30.8%(12人)，「どちらかといえば不安がある」が 35.9%(14人)，
「不安がある」が 20.5%(8 人)であった。「不安はない」または「どちらかといえば不安はない」の

理由としては，「その他」が64.7%(11人)と最も高く，その内容としては，対応経験があることや学

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
聞いたことがあり、特徴もよく知っている 0 0.0 3 7.7 0 0.0 3 7.7
聞いたことがあり、特徴は少し知っている 7 17.9 13 33.3 0 0.0 20 51.3
聞いたことはあるが、特徴は知らない 7 17.9 4 10.3 1 2.6 12 30.8
知らない 3 7.7 1 2.6 0 0.0 4 10.3

男 女 その他 計

(N=39) 

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
話し合い有り 5 33.3% 3 20.0% 2 13.3% 1 6.7% 11 73.3%
話し合い無し 2 13.3% 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 26.7%

計経過観察 装具治療 手術治療 その他

(N=15) 
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校の支援体制が整っていることなどが挙げられていた。次いで，「家族や知人に疾患の罹患経験があ

る」が 17.6%(3 人)，「校内研修を受けたから」「学生時代に授業を受けたから」「本，新聞で読んだ

から」が5.9%(1人)であった。 
対応経験の有無によって比較したところ，経験がない教員の方が対応への不安がある割合が有意

に高かった(p<0.01)。 
脊柱側彎症患児の保護者との話し合いの必要性については，「必要である」が 56.4%(22 人)，「ど

ちらかといえば必要である」が43.6%(17人)であり，「どちらかといえば必要ではない」,「必要では

ない」と回答した者はいなかった。 
保護者との話し合いに立ち会うべきだと考える人（複数回答可）については，「学級担任」が

34.3%(35人)と最も高い割合であった。次いで，「養護教諭」31.4%(32人)，「患児本人」17.6%(18人)，
「保健体育科教員」8.8%(9人)，「管理職」6.9%(7人)であった。 

 
(5) 児童生徒への脊柱側彎症に関する指導 
児童生徒への脊柱側彎症に関する指導の必要性の有無について，表6に示した。対応経験の有無

による違いを検討するため，2群に分類した。「どちらかといえば必要である」が53.8%%(21人)と
最も高い割合であった。 

 
表6 児童生徒への脊柱側彎症に関する指導の必要性 

 

                                                                    
                                      (N=39) 

 
 

児童生徒への脊柱側彎症に関する指導において必要だと考える内容について，表7に示した。

「患児の配慮事項」が39.7%(31人)と最も割合が高かった。次いで「患児の運動制限」が25.6%(20
人)で高く，主に学校での日常生活における指導内容が多かった。 

 

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
必要である 6 40.0% 8 33.3% 14 35.9%
どちらかといえば必要である 7 46.7% 14 58.3% 21 53.8%
どちらかといえば必要ではない 1 6.7% 2 8.3% 3 7.7%
必要ではない 1 6.7% 0 0.0% 1 2.6%

対応経験なし対応経験あり 計
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表7 児童生徒への脊柱側彎症に関する指導内容 

                                                           

 
 
 
(6) 望ましいと考える研修内容 
望ましいと考える教員に対する研修内容について，表8に示した。望ましいと考える研修内容は

「専門医による講演」が 46.2％(18 人)で最も高く，次いで「養護教諭による研修」が 38.5％(15 人)
であった。 
脊柱側彎症患児への対応に関する不安の有無による比較を行うため，「不安がある」または「どち

らかといえば不安がある」と回答した人を「不安あり」群，「どちらかといえば不安はない」または

「不安はない」と回答した人を「不安なし」群とし，望ましい研修内容について割合が高かった「専

門医による講演」と「養護教諭による研修」について比較したところ，対応への不安の有無によっ

て望む研修内容には有意な差はみられなかった。 
 

表8 望ましいと考える研修内容と対応への不安との関連 

                                                               

(N=39) 
 
 

考察 
 

1． 脊柱側彎症に関する認識 
(1) 脊柱側彎症に関する理解度と知識を得たきっかけ（生徒） 
脊柱側彎症に関して，生徒の8割以上が「聞いたことはあるが，特徴は知らない」または「知ら

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
脊柱側彎症の症状 7 20.0% 8 18.6% 15 19.2%
行っている治療方法 3 8.6% 4 9.3% 7 9.0%
運動器検診で発見される疾患 4 11.4% 0 0.0% 4 5.1%
患児の運動制限 8 22.9% 12 27.9% 20 25.6%
患児の配慮事項 13 37.1% 18 41.9% 31 39.7%
その他 0 0.0% 1 2.3% 1 1.3%

対応経験あり 対応経験なし 計

(N=78) (複数回答可) 

人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%)
専門医による講演 4 50.0% 5 35.7% 8 66.7% 1 20.0% 18 46.2%
疾患に関する資料の配布 1 12.5% 0 0.0% 1 8.3% 1 20.0% 3 7.7%
養護教諭による研修 3 37.5% 8 57.1% 2 16.7% 2 40.0% 15 38.5%
学生時代の授業 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 1 20.0% 2 5.1%
その他 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6%

不安がある
どちらかといえば

不安はある
どちらかといえば

不安はない
不安はない 計
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ない」と回答しており，理解度が低いことが明らかとなった。特発性側彎症は女子の発症率が5～8
倍高い 1)ことから女子の方が理解度は高いと考えられたが，本調査では性差はみられなかった。 
生徒の脊柱側彎症に対する知識内容において，「背骨が曲がる」が 29.5％(93人)が最も高く，次い

で「健康診断でおじぎをして見つける」が26.0％(82人)であった。「聞いたことがあり，特徴もよく

知っている」と回答した生徒は，知識内容として「成長期におこりやすい」「早く治療を始めること

が大切」と回答している割合も高い傾向がみられた。 
 生徒の脊柱側彎症に対する知識を得たきっかけにおいて，「健康診断で説明を受けた」が約3割で

も最も高かった。脊柱側彎症について，「聞いたことはあるが，特徴は知らない」と回答した生徒は，

他の回答に比べてインターネットの割合が 31.9％(22 人)で高かった。インターネットによって脊柱

側彎症の知識を得た生徒は全体でも 15.0%(26 人)を占めていた。酒井らの調査によると，健康医学

情報の情報源として15～19歳の75％がインターネットをあげている 8)。「その他」の回答にも「テ

レビ」と回答している生徒がみられた。これらのことから，疾患に対する情報源としてメディアが

多用されていることが考えられるため，情報活用能力の育成は健康教育において重要であることが

改めて確認された。 
 
(2) 脊柱側彎症患児に対する今後の対応（生徒） 
脊柱側彎症についての説明を「受けたい」または「どちらかといえば受けたい」と回答した生徒

は8割を超えていた。脊柱側彎症について聞いたことがあったり，特徴を知っていたりする生徒の

方が説明を受けたいと考えていることが分かった。 
説明を「受けたい」または「どちらかといえば受けたい」と回答した生徒が受けたい内容につい

ては，「脊柱側彎症の症状について」が約5割で最も多く，次いで「気を付けなくてはいけないこと

について」が4割であった。一方，必要な指導内容に関する教員の調査結果では「配慮事項」が高

く，「症状について」は3番目に多い内容であった。脊柱側彎症に対する理解がある生徒は2割程度

という結果からも，まずは生徒に脊柱側彎症とはどのような疾患なのかを正しく教えることが必要

ではないかと考える。 
説明を「受けたくない」または「どちらかといえば受けたくない」と回答した生徒の理由は「興

味がないから」が 4 割を超えており，次いで「自分には適切な支援ができる自信がないから」が 3
割であった。「興味がない」との考えをもつ生徒が多いという実態をふまえつつ，脊柱側彎症患児が

学校生活を過ごしやすくできるように周囲の生徒にも働きかけていくことが必要であろう。 
 
(3) 脊柱側彎症に関する理解度とイメージ（教員） 
脊柱側彎症について「聞いたことがあり，特徴もよく知っている」または「聞いたことがあり，

特徴は少し知っている」と回答した者は約6割であり，回答割合は男性教員よりも女性教員の方が

有意に高かった。その理由として，脊柱側彎症は女子の発症率が高いこと 1)から，同性の教員に支

援を依頼するケースが多いことが女性教員の理解度の高さの一因ではないかと考えられる。 
教員の脊柱側彎症に対するイメージは，「成長期におこりやすい疾患」が28.2%(11人)と最も高か

った。しかし，「全く想像ができない」や「病名だけ聞いたことがある疾患」と回答した教員が30.8％
(12人)いることも明らかになった。 
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特発性側彎症は原因が不明な疾患である 1)が，「姿勢の悪さが引き起こす」という誤ったイメージ

を持たれやすい。藤井ら 9)の病気の子どもの保護者を対象に行った調査によると，学校の支援体制

で必要な取り組みとして「教師の理解」を 76.8％の保護者が挙げており，子どもに対する必要な支

援として「心理的ケア」を約5割の保護者が挙げている。脊柱側彎症患児の精神的なサポートをす

る点や保護者からのニーズに応える点においても，教員は本疾患の基本的な知識を身につけること

が求められている。これらのことから，脊柱側彎症に対する研修や教員の知識を向上させることが

できる機会が必要である。 
 
2． 脊柱側彎症患児の認識と経験（生徒） 
(1) 脊柱側彎症患児が学校で受けた対応の内容 
学校で受けた対応については，「特にない」が9割を超えていた。経過観察では特に支援は必要な

く，夜間のみの装具治療中においても同様に日中の学校での支援は特に必要としないため，高校生

を対象とした本調査では対応を受けた例が少なかったと考えられる。「部活動での運動を軽減させ

てもらう」と回答した生徒（2人）は「経過観察」と「装具治療」を行っていた。本調査では「装具

治療」を完全な装具治療か夜間のみの装具治療かに分類していなかったため，治療方法による支援

の仕方に違いがあるのかについては明らかにすることができなかった。 
 
(2) 脊柱側彎症に関して困っていること・悩んでいること 
「症状の進行によって腰や背中が痛い」が約3割で最も多かった。行った治療方法ごとに悩みの

内容をみると，「特にない」との回答は「経過観察」と「その他」の脊柱側彎症患児のみであった。

「治療無し」群よりも「治療あり」群の方が困っていることや悩みがあると答えた割合が有意に多

かった。しかしながら，「症状としての腰や背中の痛み」を「治療なし」群においても困っているこ

とや悩みとして挙げている状況がみられたことより，症状悪化防止や早期治療につなげるためにも，

支援が必要ないと考えている脊柱側彎症患児に対しても，教員は定期的に身体の状態について聞い

たり，日頃の観察によって疾患の進行に気づけるようにしたりすることが必要である。 
 
(3) 脊柱側彎症の公表・その理由と周囲に伝えたい内容 
脊柱側彎症を公表した生徒は3割であり，脊柱側彎症について周囲に伝えたい内容については，

「伝えたいとは思わない」「脊柱側彎症の症状」がともに約4割であった。脊柱側彎症について周囲

に誰が説明することが適切であるかという質問に対しては，「自分自身」が約5割で最も多かった。       
対象が高校生であるため言語化が平易であることが関係している可能性が考えられるが，脊柱側

彎症患児自身が疾患について説明したいという意思をもっている様子がうかがえた。一方「伝えた

いと思わない」と思う脊柱側彎症患児も 4割みられたことから，脊柱側彎症患児それぞれの希望を

十分に聞き取りながら対応を取ることが必要であることが示唆された。 
 
3． 脊柱側彎症患児への対応事例（教員） 
(1) 脊柱側彎症患児への対応経験と支援内容 
脊柱側彎症患児への対応経験がある教員は約 4 割であった。濵道 10）によると脊柱側彎症患児へ
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の対応経験がある養護教諭は54%であり，それと比較すると一般教員の方が対応経験は少ないこと

が示された。 
脊柱側彎症患児への支援内容は，「着替え場所の提供」が2割で最も高かった。装具治療に使用す

るコルセットは胸から骨盤の上までを覆うものが多く，コルセットの形状によっては締めるベルト

が背部にあり，一人では着脱が難しいことがある。保健体育の実技や部活動で着脱することがある

ことより，最も割合が高かったと考えられる。また，装具の着脱において保健室や別室を提供した

り，養護教諭や女性教員が着脱の補助をしたりといった支援を行っていることが報告されている10)。

「保健体育の実技を見学に代える」，「脊柱側彎症患児からの相談にのる」も約2割みられ，学習環

境への対応と脊柱側彎症患児の心理面への対応の両方が行われている様子がうかがえた。 
 
(2) 周囲の児童生徒に対する指導 
周囲の児童生徒に対して脊柱側彎症に関する指導を行った教員は 2割であった。指導の内容とし

ては「配慮」が約7割，「行っている治療」が3割であった。脊柱側彎症患児が伝えたい内容として

「脊柱側彎症の症状」が 4割を超えていたことから，脊柱側彎症患児と教職員の認識には違いがあ

り，周囲の児童生徒にどのような指導するかにおいても脊柱側彎症患児との事前の情報共有が必要

であることが示唆された。 
 
(3) 脊柱側弯粗患児の保護者との話し合い 
保護者との話し合いを行った教員は7割を超えており，多くの事例で話し合いが行われていた。

経過観察と装具治療を行っている生徒は支援が必要でない場合もあることから，話し合いを行って

いない事例があることが推測される。話し合いの場に立ち会った者は「患児本人」，「学級担任」，「養

護教諭」の場合が約 3 割であった。棟方ら 7)によると脊柱側彎症患児の家族と学校関係者で話し合

いがあった家族は41.7%で，立ち会った教員は「学級担任」が29.1%，「学級担任と養護教諭」が 12.5%
であったことが報告されている。本調査では，この報告よりも高い割合を示し，学校によって対応

が異なる様子がみられた。 
 
4． 脊柱側彎症患児への今後の対応（教員） 
(1) 脊柱側彎症患児の対応への不安 
脊柱側彎症患児の対応への不安は「どちらかといえば不安である」が約4割で最も高く，経験が

ない教員の方が対応への不安をもっている割合が有意に高かった。また，「不安はない」または「ど

ちらかといえば不安はない」と回答した理由において，学校における校内研修が挙げられていなか

ったことから，教職員の対応への不安を取り除くためにも，疾患に対する知識を得る研修の機会が

必要である。 
  
(2) 望ましいと考える研修内容 
教員に対する研修の機会として望ましいと考える内容については，「専門医による講演」が

46.2%(18人)と最も高く，次いで「養護教諭による研修」が 38.5%(15人)であった。脊柱側彎症患児

への対応に関する不安の有無によって，望む研修内容（誰が担当するか）に違いはみられなかった
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ことから，教員の養護教諭に対する学校における医学的な専門家としての役割への期待がうかがえ

る。養護教諭は医学的な専門家としての役割を認識し，児童生徒が抱える疾患に対して学び続ける

姿勢が重要である。 
 
(3) 脊柱側彎症患児の保護者との話し合い 
脊柱側彎症患児の保護者との話し合いの必要性については，すべての教員が必要であるとの認識

を持っており，保護者との連携を重視していることがうかがえた。保護者との話し合いに立ち会う

べきだと考える者については「学級担任」が 34.3%(35 人)と最も高い割合であった。三嶋ら 11)の肢

体不自由児を受け持つ通常学級教師への調査において，保護者からの要望や期待が学級担任に直接

伝わり，負担につながることが指摘されている。疾患のある児童生徒への対応は複数の教員が関わ

り，学級担任や養護教諭のみに負担がかからないようにしていくべきであろう。 
 
(4) 児童生徒への脊柱側彎症に関する指導 
児童生徒への脊柱側彎症に関する指導の必要性については，「どちらかといえば必要である」が 5

割を超えていた。「必要である」または「どちらかといえば必要である」と回答した群と「どちらか

といえば必要ではない」または「必要ではない」と回答した群を比較したところ，対応経験の有無

では有意な差はみられなかった。児童生徒への脊柱側彎症に関する指導は必要であると考えられて

いる。しかし，対応経験のある教員への質問において，脊柱側彎症患児の周囲の児童生徒に対して

の指導は2割しか行われていなかった。指導が必要であると感じながら，実際に行えていない現状

やその理由については，今後も検討を重ねていく必要があるであろう。 
指導が「必要である」または「どちらかといえば必要である」と回答した人が必要と考える指導

内容については，「患児の配慮事項」が4割で最も割合が高かった。「運動器検診で発見される疾患」

であることについては，対応経験がある者の方が理解している割合が有意に高かった。これらの結

果から，健康診断でスクリーニングを行い，早期発見・早期治療につなげるためにも運動器検診と

脊柱側彎症を関連させながら指導を行うことが有効であると考える。また，「必要ではない」または

「どちらかといえば必要ではない」と回答した理由について，「教員のみで対応できると思うから」

または「公表することで偏見へつながりそうだから」という回答がみられたほか，「本人の希望によ

る」という理由が挙げられていた。脊柱側彎症患児への調査でも明らかになった通り，対応に関し

ては脊柱側彎症患児と合意を得ながら支援を行っていくことが必要であると考える。 
  
 

まとめ 
 
本研究において，脊柱側彎症について理解している生徒は2割であり，その背景に健康診断での

検査に伴う指導があることがわかった。また，脊柱側彎症の症状や特性をあまり理解していない生

徒は，インターネットやテレビなどのメディアで脊柱側彎症の情報を得ている様子がうかがえた。

健康診断を活用し，児童生徒が自身の心身の健康について興味関心をもてるような指導をするこ

と，メディアからの適切な情報収集力を身につけさせることが重要である。 
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 脊柱側彎症患児が望む学校での対応は脊柱側彎症患児それぞれで異なり，教員は患児の意志を尊

重し，対応にあたることを念頭におかなければならない。症状が進行するにあたって治療方法も変

わり，困ることや悩みなども増えていく。周囲の児童生徒に対しての指導に関しては，教員の約 9
割が必要であると感じ，生徒の約 8割が脊柱側彎症についての説明を受ける意欲があることが明ら

かになった。一方，実際に指導が行われている場合は2割に過ぎなかった。教員による指導の実践・

充実が必要であることが明らかとなった。 
本研究を通して，脊柱側彎症患児が望む支援と教員が望ましいと考える支援とでは不一致な点が

あり，脊柱側彎症患児やその家族と教員との話し合いや合意が必要であることが明らかとなった。

教員は脊柱側彎症に関する理解度は高かったが，知識を身につけることは個人の意欲に委ねられ，

学校における研修の機会は少ない様子がみられた。また，教員が疾患に対する正しい知識を得る機

会において養護教諭の関わりが期待されていることが示唆された。実際に学校が独自に行っている

研修内容や，養護教諭が教員に向けて行っている研修の実践例などを調査し，脊柱側彎症患児への

よりよい支援につなげていくことが今後の課題である。 
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生涯学習社会における博物館と学校教育との連携 

 

―― 茨城県立歴史館を事例として ―― 

 

佐 藤  環＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Cooperation with Ibaraki Prefectural History Museum and the Schools in the Lifelong Learning Society 
 

Tamaki SATO 

 

 

キーワード：生涯学習社会，茨城県立歴史館，学校教育 

 

1990 年前後より学校教育と社会教育との連携が強調され、さらに 2002 年度に「総合的な学習の時間（総合学習）」が小学

校・中学校・高等学校に導入されことで各地の社会教育施設と学校との連携は一気に進んだが、学校教員と学芸員・司書と

の学習観の違いから齟齬が生じたこともあった。それから約 20 年が経過した現在、学校と社会教育施設との連携は整備充

実する情況にあるが、その実態については明らかとなったとは言えない。本稿は、2015年度から 2019年度にいたる茨城県

立歴史館が行った諸学校との連携事業を考察したい。 

 

 

はじめに 

 

1965年に開催された第3回成人教育推進国際委員会でラングラン（P.Lengrand）は、人の誕生か

ら死に至るまでの人間の一生を通じて教育・学習の機会を提供する生涯教育・生涯学習の考え方を

提示した。それを受けて OECD（経済協力開発機構）は 1970 年代に学校教育を終え労働市場に参入

した者が必要に応じて再度学校教育を受けることができるリカレント教育を提唱した。よって、「教

育」は学校教育のみで完成するのではなく、生涯にわたって必要に応じていつでもどこでもアクセ

ス可能な営為として捉えることが肝要となった。 

教育を生涯にわたる営為だとする発想は、人生初期の段階で経験する学校教育（初等・中等教育）

の位置づけを大きく転換させた。つまり教育を完成させる場とする学校観から、生涯にわたって必

要とされる学習の「学び方を学ぶ」場と見なす学校観への変容を促したのである。 

「生きる力」は、1996年の中央教育審議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方につ 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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いて」のなかで、今後の教育が育む必要のある力として示された。1998年に改定された学習指導要

領で初めて「生きる力」の語が使用され、それはゆとりの中で特色ある教育によって基礎・基本を

確実に身につけさせ自ら学び考える力を育むことであるとした。その後、ゆとり教育から転換した

2008年の改定学習指導要領から、調和のとれた学力・人間性・体力の育成により生きる力を一層育

むことが目指された。具体的には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の 3要素を調和的

に育成することである。 

この間、小・中・高校では地域社会との連携による学校独自のカリキュラム編成を必要とする「総

合的な学習の時間」が 1998 年に新設され、2001 年の学校教育法一部改正により、学校は社会教育

関係団体等との連携に十分配慮してボランティア活動などの社会奉仕活動や教科等で行われる自然

体験活動を充実させることが要請された。同時に社会教育法も改正されて、国及び地方公共団体が

社会教育行政を進めていく際、学校教育との連携に努めるとともに家庭教育の向上に資するよう必

要な配慮を行うこととなった。 

さらに2006年に改正された教育基本法では、学校、家庭、地域の連携協力を行うことを新たに規

定し（第13条）、また 2008年の改正社会教育法では市町村の教育委員会の事務として児童・生徒を

対象とした放課後または休業日に学習その他の活動の機会を提供することが盛り込まれ（第 5条）、

学校と社会の連携・協働に対する法整備が進んだ。 

本稿は、社会教育施設である博物館が学校教育と連携して生涯学習社会の構築を推進している事

例として茨城県立歴史館を取り上げ、茨城県立歴史館が行ってきた初等・中等・高等教育との連携

における実態を考察することを目的とする。 

 

 

学社連携・学社融合における社会教育施設 

 

１．学社連携と学社融合 

 「学社連携」とは、その字義のとおり学校と社会が「学び」の場を創造するために連携することである。狭

義には学校と社会教育との連携を、広義には学校と社会教育を含む地域社会との連携を意味する。学社

連携は、学校教育と社会教育が各の役割や立場で相互に足りない部分を補足しようとするものである。例

えば、社会教育側からは学校の体育館や校庭等の施設利用が行われ、学校教育側からは社会教育施設

である博物館や美術館等の見学がなされるという形態である。教育基本法の精神に則った 1949 年施行

の社会教育法では、学校開放に関して「学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その

管理する学校の施設を社会教育のために供するように努めなければならない」と規定した。連携・協力と

いう文言を用いてはいないが学校施設・設備の利用という点では学社連携を示すものである。 

学社連携の考え方が行政に現れたのは、1971 年の社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対

処する社会教育のあり方」や 1974 年の社会教育審議会建議「在学青少年に対する社会教育のあり方に

ついて―家庭教育、学校教育と社会教育との連携―」であり、家庭教育、学校教育、社会教育が各独自

の教育機能を発揮しながら連携して相互補完的役割を果たし得るよう総合的な教育が構想され、特に学

校教育と社会教育との連携が重要視された。 

  「学社融合」は学社連携を一層進めた考え方と言える。1996 年の生涯学習審議会答申「地域における
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生涯学習機会の充実方策について」では、学社連携と学社融合に関して「従来、学校教育と社会教育と

の連携・協力については、学社連携という言葉が使われてきた。これは、学校教育と社会教育がそれぞ

れ独自の教育機能を発揮し、相互に足りない部分を補完しながら協力しようというものであった。しかし、

実際には、学校教育はここまで、社会教育はここまでというような仕分けが行われたが、必要な連携・協力

は必ずしも十分ではなかった。学社融合は、学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上

で、そこから一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら、一体となって

子供たちの教育に取り組んでいこうという考え方であり、学社連携の最も進んだ形態と見ることもできる」と

述べた。 

つまり学社連携とは、学校と広義の社会教育（地域社会の多種多様な教育・学習活動）が施設・設備や

指導者など両者の教育資源を有効に活用して行う教育・学習活動であるが、学社融合とは、学校教育と

広義の社会教育がその一部を共有できる活動をつくりだし、且つ一体となって取り組む教育・学習活動の

ことである。 

 

２．社会教育施設から学校への支援 

 公民館、図書館、博物館、美術館等の社会教育施設での校外授業（調べ学習や「総合的な学習の時

間」）の実施や、博物館の展示資料を学校に陳列する学校移動博物館の取り組みを挙げることができる。 

 社会教育施設を利用した校外授業を行う学校教員は、授業の充実を図るために社会教育施設の専門

職員との情報交換等を日常的に行う必要がある。博物館の学芸員と学校教員との連携が構築されていれ

ば、学芸員・司書が博物館の展示のコンセプトを立案する段階から各学校の教育課程と展示内容との関

連を調整することが可能であるし、学校での授業の一部を学芸員・司書が担当することもできる。つまり、

施設利用という物的支援のみならず人的支援をも含んだものとなり、両者の協働により学習効果を高める

ことが期待できる。 

 しかし実際には、学校教員と社会教育施設の専門職員との意識の差による齟齬が生じたことも事実であ

る。2002 年度に「総合的な学習の時間（総合学習）」が導入された時の混乱が、以下のように報道されて

いる（朝日新聞、2002年3月5日）。 

 小中高校の児童・生徒たちが、総合学習が始まるとともに各地の博物館や図書館に押し寄せた。しかし

学校と博物館・図書館との知識・学習観の違いにより、その運用に関して以下のような戸惑いが見られた。 

 博物館学芸員は、「学芸員と教師の発想は全く違う。連携はそもそも無理」と言い切る。「研究者である学

芸員は、特殊なことであっても、子供たちが面白さを発見することに期待する。一方、教員は知識をうまく

伝えるのが仕事。お互いのやり方をもっと理解しなければ連携できない」と悲観的である。 

 図書館司書は、「学校の先生からは、こちらで用意した本はノイズ（余計な情報）を含みすぎている、とい

う意見を頂く事が多い。調べるということには無駄もある、と私たちは思うのですが」と違いを痛感している。 

 2002 年の博物館教育国際シンポジウムにおいて、博物館が学校の要望に応じすぎて魅力を失うことを

危ぶむ意見が多数述べられ、「既成の学校教育の枠に収まらないからこそ、博物館の意味がある。その

部分を生かすことが必要」であると指摘された。 

 

 

生涯学習社会における博物館に求められる役割 
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 社会教育における博物館の役割は、1949 年に教育基本法の精神に則って制定された社会教育法や

1951年制定の博物館法において博物館の事業を規定した第3条の九で「社会教育における学習の機会

を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を

奨励」することが求められ、学校教育との連携が大きな役割となって現在に至る。 

 「これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議」が提示した「新しい時代の博物館制度の在り方

について」（2007 年 6 月）は、生涯学習社会における博物館の役割、特に学校教育との関連において重

要な指針となっている。 

 1998年の生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」は、社

会教育行政が多様化、高度化する学習ニーズに的確に対応するため、様々な方法により豊かな内容の

学習機会を確保するとともに、学習機会の提供を通じて、住民の自主的な学習活動を支援し、促進する

役割を果たしていく必要性を指摘した。さらに 2006年には教育基本法が改正され、同法第3条に生涯学

習の理念として「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことので

きる社会の実現が図られなければならない。」と規定された。生涯学習社会の実現に向けて博物館が必

要な役割を果たしていくことが求められたため、博物館制度も再構築する必要がでてきた。 

1998 年度以降、文部省からの委託により財団法人日本博物館協会では今後の博物館の在り方につい

て検討が重ねられてきた。その結果、「『対話と連携』の博物館」（2000 年）と「博物館の望ましい姿－市民

とともに創る新時代博物館－」（2003年）が報告書としてまとめられた。 

「『対話と連携』の博物館」では、最近の欧米の博物館政策に大きな影響を与えたアメリカの「卓抜と均

等～教育と博物館がもつ公共性の様相～」やイギリスの「共通の富～博物館と学習～」等を分析評価し、

生涯学習社会における教育システムでは家庭教育、学校教育、社会教育を結ぶラインの中で責任区分

が明らかになり博物館の持つ教育機能を発揮することが強く求められていることを指摘し、博物館の在り

方として欧米の博物館がいち早く教育重視の方向を打ち出し博物館の全ての活動は教育に収斂されて

いるとまとめた。 

続く「博物館の望ましい姿」では、これからの新しい博物館像として、「集めて、伝える」という基本的な

活動に加えて、市民とともに資料を「探求」し、知の楽しみを「分かち合う」博物館文化の創造が提言され

た。すなわち、資料収集保管、調査・研究、展示・公開、という博物館活動の基盤を強化し、交流、市民参

画・連携する学習支援機関としての役割の充実がこれからの博物館像だとする考え方である。よって博物

館は、その特徴である資料の収集や調査研究等の活動を一層充実させるとともに、多様化・高度化する

学習者の知的欲求に応えるべく自主的な研究グループやボランティア活動などを通じて、学習者とのコミ

ュニケーションを活性化していく必要がある。 

 

 

茨城県立歴史館と学校教育との連携 

 

１．茨城県立歴史館の役割 

 1974年9月に設立された茨城県立歴史館は公共博物館と文書館の機能を併せ持つ社会教育施設で、
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1996 年には文化庁より「公開承認施設」として認められた。茨城県の歴史に関連する資料を収集、整理、

保存するとともに一般の利用者にも提供するほか、各種展示事業を展開している。一橋徳川家から寄贈さ

れた史料・資料、美術工芸品を展示する一橋家記念室も本館内に設置されている。敷地内には旧水海道

小学校本館、旧茨城県立水戸農学校（旧制）・農業高等学校本館、旧茂木家住宅（農家建築）などが移築

されている。 

 年間を通じて、日曜歴史館などの「各種講座」、歴史館探検バスツアーなどの「歴史館に親しむイベン

ト」、忍者あそびや歴史館コンサートなどの「小中学生向け行事」を開催して市民が交流し参加する体制を

整えている。また学社連携のため、歴史館職員が講師となり学校に出向いて講義を行うスタイル（講師派

遣事業）と学校の児童生徒が来館して学ぶスタイルとを併用した取り組みがなされている。 

 

２．小学校・中学校・高等学校との連携 

 2016 年度から 2019 年度に至る小学校から高等学校までを対象とした学社連携事業について、学校に

講師を派遣するものと児童生徒が歴史館に来館して学ぶものについてまとめた。 

（１）学校に出向いて授業等を行う事業（出前講座） 

 

 茨城県内の小中高校・特別支援学校に歴史館から講師派遣がなされている。年度によって回数は異な

るが、平均して年に約 30 回行われている。最も回数が多いのは小学校で全体の約 67.5％を占める。次

いで中学校（約13％）、高等学校（約 10％）と続く。2018年度からは毎年度 1校ではあるが特別支援学校

にも講師派遣がなされるようになった。その内容であるが、小学生向けには「勾玉づくり体験」や「ちょっと

昔のくらし」、中高校生向けには茨城の歴史上の人物を取りあげたものや古文書から歴史を読み取らせる

という高度なものを扱っており、発達段階や地域性に考慮した工夫がなされている。 
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 （２）学校の児童生徒が来館して学ぶ 

 来館した小中高校や特別支援学校の児童生徒を対象として展示解説、野外施設解説、クラフト作り、学

習相談などを行っている。教職員対象の研修会も開催されているが、本稿は児童生徒が対象なので除外

した。来館して学ぶスタイルなので県内の学校だけではなく他の都県（2016年度に東京都私立高校 1校、

2019 年度に福島県公立中学校 1 校）からも参加している。来館した校数では小学校が最も多く全体の約

85％を占めている。続いて中学校（約 7％）、高等学校（約 5％）と続く。また特別支援学校も毎年来館して

いる。その内容であるが、担当職員による解説・説明がなされる本館の常設展見学や敷地内の諸施設見

学が多い。 

 

 

３．大学院との連携 

 大学との連携では茨城大学との地域連携講座が開かれているのだが、ここでは茨城大学大学院教育

学研究科開設科目「地域教育資源フィールドスタディ」での連携に焦点を当てて述べていく。 

 必修科目である「地域教育資源フィールドスタディ」は、2015 年度より茨城県立歴史館との連携による教

育を始めた。本科目は「茨城県における歴史や芸術、産業における現状、国際化への取り組み等につい

て理解するために実地研修を行い、さらにディスカッションとプレゼンテーションを行うことにより小中学校

での授業実践に関する課題を発見するとともに、新たな授業展開を考究する」ことを目的として、先ず茨

城県の歴史を概観できること、次に茨城県の産業における国際化の実態を理解すること、そして地域活

性化の取り組みを考察することを取りあげることとした。 

歴史館と連携した学外実習での目標は２点ある。 

１点目は茨城県の歴史を概観して理解することである。担当職員から説明をうけながら常設展や屋外施設

年度 学校種 設置者別 校数 参加者計 年度 学校種 設置者別 校数 参加者計

国立 国立

公立 98 公立 75

私立 2 私立 1

義務教育学校 公立 義務教育学校 公立

国立 2 国立

公立 3 公立 10

私立 2 私立 1

公立 3 公立 1

私立 5 私立 2

公立 公立

私立 私立

特別支援学校 公立 2 特別支援学校 公立 3

国立 国立 1

公立 87 公立 96

私立 2 私立 2

義務教育学校 公立 1 義務教育学校 公立 2

国立 国立

公立 6 公立 7

私立 私立 1

公立 1 公立 3

私立 5 私立 2

公立 公立

私立 私立

特別支援学校 公立 1 特別支援学校 公立 2

表２．来館した学校と参加者

2016

小学校

6387 2018

小学校

4944
中学校 中学校

高等学校 高等学校

中等教育学校 中等教育学校

　　注：「校数」は延べ数である。

　　　　＊＝各種学校（1校）の生徒25名を含む。

6846(＊)
中学校 中学校

高等学校 高等学校

中等教育学校 中等教育学校

2017

小学校

4911 2019

小学校
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を見学することになるが、これは前述のように小中高校に対しても行われているもので、オーソドックスな

取り組みである。脚下照顧、茨城県出身学生であっても地元について再確認して貰うことが大切であると

考えているからである。 

２点目は館内資料の検索方法を学ぶことである。担当職員による歴史館設立経緯と業務について説明を

受けたあと、大学院生として身につけて欲しい技能のひとつである資料検索法について、司書から講義

を受けさらに検索実習を行っている。 

なお、歴史館所蔵の古文書や絵図資料を閲覧することにより原史料に触れる機会を作り、教科書や資

料集の写真でしか見ることのなかった史料・資料を体験することにも留意した。 

 

 

 

図１．史料に触れる大学院生（於：茨城県立歴史館大講堂、2015年5月1日 筆者撮影） 

実施日 使用施設 内容 参加者数 備考

常設展の見学 引率：佐藤環

資料検索法を学ぶ（講堂・第一講座室）

常設展の見学 引率：佐藤環

資料検索法を学ぶ（講堂・第一講座室）

歴史館の役割に関する講義（旧水戸農業高

校本館）
引率：佐藤環

常設展の見学

資料検索法を学ぶ（講堂・第一講座室）

歴史館所蔵資料及び資料検索方法の講義 引率：千葉真由美

常設展の見学

旧水海道小学校本館等の施設見学

歴史館所蔵資料及び資料検索方法の講義 引率：千葉真由美

常設展の見学

旧水海道小学校本館等の施設見学

歴史館所蔵古文書・絵図資料の閲覧

表３．「地域教育資源フィールドスタディ」

54

36

36

30

2015年5月1日

2016年4月27日

2017年4月26日

2018年5月9日

2019年5月15日 26

講堂、本館常設展示室、第一講座

室、閲覧室など

講堂、本館常設展示室、第一講座

室、閲覧室など

講堂、本館常設展示室、第一講座

室、閲覧室など

旧水戸農業高校本館、本館常設展示

室、旧水海道小学校本館など

第一講座室、本館常設展示室、閲覧

室、旧水海道小学校本館等の施設
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図２．本館展示室常設展における職員のレクチャー 

（於：茨城県立歴史館本館展示室、2015年5月1日 筆者撮影） 

 

 

結語 

 

平成初期から、学校と社会教育施設とが連携・融合する協働体制の構築が求められているが、本稿で

は茨城県立歴史館を取りあげて、2015年度から 2019年度に至る学校との連携実態の分析を行った。 

1974 年に開館した茨城県立歴史館は博物館と文書館の機能を併せ持つ施設として開館し、その敷地

には移築された農家宅、学校施設などが含まれ、多様な学習に対応できるようになっている。小中高校

や特別支援学校と歴史館との学習・教育の連携形態には、担当職員が学校に出向いて授業等を行うもの

（出前講座）と、学校の年間計画に位置づけられた授業・行事として児童生徒が歴史館に来館して学ぶも

のがある。前者は小学生を対象とした体験的内容生活に即した内容のものから高校生向けに古文書を扱

う高度な内容になっている。後者は歴史館本館の常設展や敷地内にある野外施設の見学を主な内容とし

ている。両者とも小学校の比重が極めて高く、それとの落差が大きいのだが中学校、高等学校と続く。こ

れは学校設置数の多寡、つまり小学校設置数が他校種に比して圧倒的に多いことが理由の一つであろう。 

茨城大学大学院教育学研究科との連携では、2015 年度より必修科目「地域教育資源フィールドスタデ

ィ」に組み込まれた学外実習として歴史館との連携がなされている。学外実習の目的は、茨城県の歴史を

概観して理解することと、館内史料の検索方法を学ぶことである。特に史料・資料の検索方法は大学院生

として身につけて欲しい技能であるため、所蔵資料や検索方法の講義がなされたあと検索実習や原史

料・資料に触れる機会を持つこととした。 

茨城県立歴史館は学校との連携を充実させるため、小学校から大学院まで幅広く連携活動を行ってい

る。学社連携段階から学社融合段階への移行が求められている昨今、現在行われている人的交流や財
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政確保などの新たな課題への対応が必要となっている。 

 

 本稿作成に当たっては、茨城県立歴史館管理部教育普及部の川田寛子教育普及課長に 2016 年度か

ら 2019 年度にわたる連携事業のデータを戴いた。また茨城大学教育学部の千葉真由美教授には 2018

年と2019年の「地域教育資源フィールドスタディ」に関する情報を提供戴いた。ご厚意に深く感謝したい。 
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中高一貫教育校における学校経営に関する一考察 

 

―― A県立Ｂ中高一貫教育校の事例調査を中心として ―― 

 

長 島 利 行＊ ・ 佐 藤 環＊＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

A Study on School Management in Combined Junior High and High School 
：Focusing on the Case Study of "A" Prefecture 

 
 Toshiyuki NAGASHIMA and Tamaki SATO 

 

 

キーワード：学校経営，中高一貫教育校，地域との連携，危機管理，学校安全 

 

A 県では，従来の 3 校に加えて，2020（令和 2）年度から５校の県立中高一貫校が開校し，2021(令和 3)年度に 3 校，

2022(令和 4)年度にも 2 校がそれぞれ開校することから，いわゆる中高一貫教育が急速に推進されている。こうした A 県に

おける県立中高一貫教育校の急速な設置に伴い，その変化が学校にもたらす影響や，そこから生じる課題や対応するため

の教育政策の動向を把握することは極めて重要であると思われる。また，現代公教育制度の意義・原理・構造を踏まえたうえ

で，今日の中高一貫教育校に内在する教育的課題を明らかにすることも当然重要となってくる。さらには，「地域とともにある

学校」として地域との連携・協働が期待される中高一貫教育校の教育実践について，その実践事例を踏まえて理解すること

により教育的効果の評価を行い，改善点を見いだすことが可能となろう。また，今日の学校管理下で起こりうる事件，事故及

び災害を踏まえて，学校保健安全法に基づく危機管理及び学校安全の取り組み実践を把握することで，学校経営の視点か

ら中高一貫教育校の教育的意義が明らかになるように思われる。 

 

 

１ 研究の目的 

 

Ａ県では，2020(令和 2)年度に，従来の 3 校に加えて５校の県立中高一貫校が開校した。なお，

Ａ県においては，2021(令和 3)年度にはあらたに 3 校，2022(令和 4)年度にも 2校が開校すること

から，中高一貫教育が急速に推進されている。こうしたＡ県における急速な県立中高一貫教育校の

設置という教育政策に伴い，その設置がもたらす影響や，そこから生じる課題を組織的な観点から 

明らかにすることは極めて重要である。 

―――――――― 
*茨城県立高萩清松高等学校  **茨城大学教育学部 
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また，全国的には公立学校の中高一貫教育校化が進んでいるとはいえないため，公立の中高一貫 

教育校の実態に関する実践的研究は極端に少ない状況にある。そこで，現代公教育制度の意義・原

理・構造を踏まえたうえで，Ａ県の公立中高一貫教育校に内在する実態を明らかにすることも当然

重要となってくる。戦後の教育改革において６・３・３制の教育体系に整備されたが，近年は中高

一貫教育校や義務教育学校が設置されるようになったことで，制度改編の在り方を踏まえて論究し

ていくことも重要となろう。また，「開かれた学校」についての最初の提言が，臨時教育審議会の第

４次答申（昭和62年）にその趣旨が示されているが，これを受けて，以後地域に開かれた学校の推

進が求められている。特に地域に開かれた学校の推進は，学校週５日制に伴い，学校と家庭・地域

社会との相互補完の必要性から高まり，生涯学習の観点からの学校教育を見直す状況にあったとい

える。さらに，2015（平成 27）年に中央教育審議会答申で出された「新しい時代の教育や地方創生

の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」と「チームとしての

学校の在り方と今後の改善方策について」の２点を参考にした上で，「地域とともにある学校」とし

て，中高一貫教育校と地域と連携・協働の在り方について，その実践事例を踏まえて検討すること

で，その教育的効果を考察できるのでないかと考えるに至った。併せて，今日の学校管理下で起こ

りうる事件，事故及び災害を踏まえて，学校保健安全法に基づく危機管理及び学校安全の取り組み

実践を把握することも，学校を管理する上で，極めて重要である。こうした視点からの中高一貫教

育校を詳細に吟味しなければならないと考える。小島（1995）は，「学校経営は，学校に期待されて

いる事業（教育）の目的を実現するために必要な活動を計画，組織し，運営する行為である」とし，

「学校を設置した者（組織）と経営する者（組織）は，同一人（組織）である場合もあるが，今日

の公立学校，私立学校のいずれにおいても，これらは別人である」とした上で，学校経営は，「設置

者の管理の下にありながらも，独自の意思をもっている。この独自の意思を形成し，発揮させる上

で，リーダーシップ機能が大きな役割を演ずる」１）と指摘している。したがって，学校における教

育活動を的確に究明するためには，管理職である校長の教育的行為を基に吟味しなければならない

であろう。 

そこで本稿では，Ａ県の県立Ｂ中高一貫教育校のＣ校長を対象に実施したインタビューを中心に

収集したデータに基づき，中高一貫教育校の教育現場における教育活動の諸様相を解明する。そし

て，この作業を通して，Ａ県の中高一貫教育校からの知見を導き出すことを研究の目的とする。 

 

 

２ 先行研究の検討 

 

 わが国の中高一貫教育は，1998(平成10)年に，中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等

学校の教育課程の特例を定める件が，文部省 154号で告示されたことに遡る。翌年の1999(平成11)

年から中高一貫教育制度がスタートし，地域の設置者が地域の実情を踏まえ選択的に導入ができる

ようになった。中高一貫教育校は，中等教育学校，併設型，連携型の３つに分類される。学校教育

法等でも1999(平成11)年度より明確に３つを規定している。まず１つ目は，学校教育法 63条にあ

る１つの学校として６年間一体的に教育を行う中等教育学校である。２つ目は，学校教育法 71条で

示されているように同一の設置者が中学校と高等学校を設置し接続するいわゆる併設型の学校であ
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る。本研究の事例校は，県立高等学校と県立中学校を併設しているため，併設型の学校に分類され

る。そして３つ目は，学校教育法施行規則 75条及び87条で示されているが，異なる設置者による

中学校と高等学校が，教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連携を深める形で中高一貫教育を行

う連携型である。1999（平成 11）年からの中高一貫教育のスタートに伴い，中高一貫教育校の展望

や教育的意義や教育課程編成の在り方に関する研究が見られるようになった。 

特に真部(2011)は，2000（平成12）年１月に当時の文部省が行った中高一貫教育推進会議での報

告である「中高一貫教育の推進について」を基に，中高一貫教育校の意義と課題を整理している２）。

真部は，以下に示すような９つの利点を提示することで，中高一貫校の教育的意義をまとめている。

①高等学校入学者選抜の影響を受けずにゆとりある安定的な学校生活が送れること。②６年間の計

画的・継続的な教育指導が展開でき，効果的な一貫した指導が可能となること。③６年間にわたり

生徒を継続的に把握することで，生徒の個性を伸長したり，優れた才能の発見が一層可能となるこ

と。④中学１年生段階から高校３年生段階までの異年齢集団による活動が行えるので，社会性や豊

かな人間性を一層育成できること。⑤６年間を通じて，自己の在り方生き方や将来の進路に関する

学習を系統的・計画的に実施できるので，就職や上級学校への進学など生徒の個性に応じた進路指

導ができること。⑥中学校段階において，教育課程の基準の特例を活用できるので，特色ある教育

課程の編成・実施が可能となること。⑦高等学校段階において，中学校段階までの教育を基盤とし

て，総合学科や単位制の活用，特色ある教科・科目の設定等様々な方策を組み合わせることで，特

色ある多様な教育活動が展開できること。⑧中学校の教員と高等学校の教員の交流が促進されるこ

とで，学校の活性化が期待できること。⑨特色ある教育活動の展開や学校運営等の面で、地域の人

材の協力を得ることで，地域社会との連携が密になること。また逆に真部は，次の5つの課題も明

示している。①制度の適切な運用が図られない場合には，受験競争の低年齢化につながるおそれが

あること。②（大学）受験準備に偏した教育が行われるおそれがあること。③小学校の卒業段階で

の進路選択は困難なこと。④心身発達の差異の大きい生徒を対象とするため，学校運営に困難が生

じる場合があること。⑤生徒集団が長期間同一メンバーで固定されることにより，学習環境になじ

めない生徒が生じるおそれがあること。中高一貫校に関するこれらの利点と課題は，今日の中高一

貫教育校の学校づくりに大いに参考となる意義と課題として重要であろう。 

 ところで，中高一貫教育校には，一般の中学校や高校にはない教育課程の基準の特例があること

から，中学校の内容の一部については，高校の指導の内容に移行して指導できたり，逆に高校の内

容の一部については，中学校の指導の内容に移行させて指導できたりすることができる。そのため

個別中高教育一貫校内でそれぞれの学校の特色を出すために，教育課程上の特例を生かした学校独

自の研究が行われている状況にある。 

 また，学校経営の研究に関して，小島(1995)は「学校経営には，リーダーシップ機能とマネジメ

ント機能があり，両者の区別と関係をきちんとすることが，理論的にも実践的にも重要である」と

し，「自律的学校経営を実現するリーダーシップ機能の役割はますます大である」３）と指摘してい

る。勿論，リーダーシップ機能とマネジメント機能は，相互補完的な関係にあることは言うまでも

ない。特に，リーダーシップ機能に関しては，特に校長のリーダーシップを発揮する学校経営の様々

な視点からの研究が見られる。また，マネジメント機能においては，学校の組織マネジメントの向

上に関する研究が見られる。最近の研究では，カリキュラムマネジメントや学校経営グランドデザ
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インに関する研究がある。しかし，本研究のようにＡ県の公立Ｂ中高一貫教育校のＣ校長を中心に

実施したインタビューにより収集したデータに基づき，中高一貫教育校の教育現場における教育活

動の諸様相を解明する作業を通して，中高教育一貫校における知見を導き出す学校経営研究は，管

見の限り見あたらない。 

 

 

３ 方法論的に見た本研究の位置付け 

 

本研究が対象とする中高一貫教育校とそれに関わる校長の日常的な営みの意味や解釈を分析する

には，実証的研究が有効であるが，それに加えてシンボリック科学の方法が参考になる。特に有効

なのは，学校の教育現場の観察・面接を中心として記述する手法である。 

この点と関連して大野(1989)は「広く教育研究は，経験的－分析的科学（主に，心理学的・社会

学的な実験的調査研究），シンボリック科学（教師の行動を統制する意味や規則は，実際に教育活動

に従事するときに展開され確認されるという見方），批判科学（急速な社会変化を理解し，その変化

が招来した社会問題に応えるアプローチ）の三つに分けられる」４）と指摘している。本研究では学

校組織体の中で，管理職である校長がどのように学校経営に対応しているのかに焦点を当てること

から，シンボリック科学的な方法論に基づいた論究が有効である。 

さらに，本研究において留意すべきなのは，観察した学校現場をどのように分析し解釈するかで

ある。西（1987）は「学校経営という事象の特質や性格を考慮すれば，可能な限りリアリティを備

える工夫や努力がなされねばなるまい」５）と指摘しているが，そこで重要なのは実際に目で見て，

耳で聴き，肌で感じた体験をもとにした分析をすることである。さらに，山村（1985）６）による教

育社会学の研究方法の一つである「解釈的アプローチ」も重要である。 

また西(1987)は，「『解釈的アプローチ』のパラダイムに沿う資料収集の手法ないし技術を洗練す

ることが，学校経営研究にリアリティを確保し，着実な科学化への歩みを進めるために不可欠であ

る」として，この手法のうち代表的なものとして参与観察(participant observation），面接

（interview），生活史（life history）の三つをあげ，これら三つを適切に組み合わせて活用する

ことによって，学校経営の実際が生き生きと記述されると指摘している。 

したがって，本研究では，「解釈的アプローチ」の立場に立ち，その手法の中で参与観察とインタ

ビューを取り入れている。すなわち，筆者が学校現場の中に入り，現地観察とインタビューを組み

合わせたり，学校内の校長の行為を文脈や状況と関わらせたりして，またそれを手がかりとして解

釈し，その背後にある一定の意味やパターンをとらえたものを論述する。 

 

 

４ 教育行為に現出する「中高一貫教育校における学校経営」に関する事例研究 

 

４－１ 本事例調査の目的と方法 

 

本事例は校長の教育行為を規定する「中高一貫教育校における学校経営」を基に，その事例に関
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わる校長の行為を検討する。また，方法としては，Ａ県のＢ中高一貫教育校に勤務するＣ校長に協

力を依頼し，2020(令和２)年７月７日と2020(令和２)年８月４日の計二回にわたる不定期な参与観

察（通常午前９時から適宜）を行い，データを収集した。また，必要に応じて，特定の教育行為に

関しては随時面接法を織り交ぜながら行った。なお調査者である筆者が簡潔な記録を取る他に，記

録の正確を期するため，承諾を得た上でＩＣレコーダーにより録音した。引用しているデータは，

観察者が参与観察中の会話を交わした中で得られたデータを「会話記録」，個人面接で得られたデー

タを「インタビュー記録」として区別して記述した。また，論文中の全ての調査対象者は仮名で記

述した。 

 

４－２ 本事例校選定の理由 

 

Ｂ中高一貫教育校は，Ａ県の南東部に位置し，鉄鋼業・化学工業などのメーカーが集まる工業都

市として発展している地域に位置し，今年で創立110年を迎える伝統校である。そして，2020(令和

２)年度から新たに公立の中高一貫教育校として，併設型中学校が開校している。その併設型中学校

に入学した生徒は40名（男女 20名ずつ）であり，志願倍率は 2.73倍であった。併設型中学校の教

師の大半は新採用や10年未満の教職経験者で構成されている。令和２年４月，Ｂ中高一貫教育校に

着任したＣ校長は，育てたい生徒像として「主体的に課題を解決できる生徒」，「グローバル化が進

展する社会で活躍することのできる生徒」，「地域のリーダーとなることのできる生徒」の３点を掲

げている。掲げた３点の学びとして，具体的にどのような取組みをＣ校長が構想しているのかを探

ることで，個々の中高一貫教育校の「学校経営」に着実に繋がる有効な知見を得る上で意義がある

と考え，Ａ県立Ｂ中高一貫教育校を事例調査対象校として選定した。 

【調査対象校のＣ校長のプロフィール】 

 1964（昭和39）年生まれで，男性である。地元の教育系国立大学を卒業後，22歳でＢ県の高校教

員に採用される。その後，教育行政経験後，管理職として教頭２校，さらに教育行政を経験し，調

査対象校では校長１校目である。 

 

４－３ 本事例校の学校教育に係る全般的特徴 

 

Ｂ中高一貫教育校は，中高の６年間を見通した教育実践をとおして，「確かな学力」を育むことの

できる学校を目指している。また，様々な人々との交流を通じて，豊かな人間性とコミュニケーシ

ョン能力を育むことのできる学校や，文武両道の精神のもと，心身の健全な発達を育むことのでき

る学校を併せて目指している。こうした「確かな学力」を育む教育の一環として，中学校段階での

週当たりの授業時数を32時間（１単位時間 50分）にしていることが特徴的といえる。なぜなら，

中学校学習指導要領で定められている授業時数は，週当たり 29時間（１単位時間50分）が標準だ

からである。つまり標準より授業時数を多く実施している。さらに，中高一貫教育校の教育課程の

特例を生かした「先取り学習」を実施している点も特徴的であるといえる。本来，中学校の教育内

容は中学校で実施し，高校のそれは高校で実施するのが一般的であるからである。Ｂ中高一貫教育

校では，国語・数学・英語の３教科については，高校の学習指導要領で定められている指導の内容
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の一部を中学校段階に移行して実施しようとしている先取り学習を計画している。そして，国語・

数学・英語の３教科の授業では１学級を二つに分け，いわゆる習熟度別学習を実施している点に特

徴がある。 

 

４－４ 参与観察の状況 

 

７／７【第一日・校長室及び教室】 

 Ｃ校長から，学校概要について話を聞く。併設型中学校の普通教室に案内される。校舎内が丁寧

に清掃されている。中学一年生は 40 名で一クラスであり，定期考査中であった。その様子を見る

と，まだ中学一年生と高校生との体格差が大きいことが印象的であった。 

 

８／４【第二日・校長室及び教室】 

 本来は夏休み中であるが，新型コロナウイルス感染症対応として，授業日として授業を行ってい

た。授業では，中学生一人につき一台のタブレットＰＣ端末を使っていた。授業の様子も見る。 

 

４－５ 学校経営に焦点を当てた中高一貫教育校の具体的様相と分析・考察 

 

Ａ県立Ｂ中高一貫教育校における学校経営の分析・考察に当たり，学校経営の効果は，特に校長

のリーダーシップやマネジメントの在り方にあると考えた。その前提に立って，本研究では，二回

の参与観察によって収集したデータから，学校経営に関わった校長の価値観や態度から，学校社会

独自の文化から筆者が捉えた具体的事例を分析の対象とすると，Ｂ中高一貫校の学校経営の特徴は

次の三つに集約できると考えられる。 

ａ 長期的視野に立ち学校づくりを行っていく校長のリーダーシップ 

ｂ 信念のある校長への教師たちの肯定的な見方 

ｃ 学校グランドデザインの再設定 

 三つの事例の具体例を順次記述し，考察する。 

 

ａ 長期的視野に立ち学校づくりを行っていく校長のリーダーシップ 

 

 Ｃ校長の教育行為の全般的特徴は，中高一貫教育校の設置の意味を考え，自ら率先して企画して

いこうとする意志にある。例えば，小学生向け広報紙についても自ら戦略をもって作成したり，働

き方改革シートや授業観察シートをあらたに作成したりするなど，そのバイタリティーあふれる行

動力が感じられる。また，生徒・地域・保護者を念頭においたバランス感覚をもったリーダーシッ

プにある。こうしたリーダーシップを感じとることができる事例を取り上げる。 

［事例１］ 

Ｂ校長の発言：  

中高一貫校，義務教育学校にもいえると思うんですが，こうした学校は異校種間の接続，そして

より長期的な視野に立った教育活動の効果の観点から，子どもたちの成長を支援するための手立て
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になっていると思うんですよ。私立学校なんかは，学校経営上の理由も入るんでしょうが。一番大

事なことは，設置の目的が子どもや，保護者，あるいはその地域にプラスになっているかだと思う

んですよね。ステイクホルダーにとって成果が出るように，校長として取り組んでいくことが大切

だと思うんですよね。地域教育の活性化に集約できると思うんです。本校では，今年から中学生全

員が一人一台の端末を持っている。本校と同じクロームブックをＤ市でも導入する。Ｄ市がＢ県立

中学校の影響を受けている。本校ができたことで，保護者や小学生にとっても選択肢が増えた。こ

れまでになかった県立中学校を選ぶっていう選択肢。選択肢が増えるってことは，選ばれる学校づ

くりをしなくちゃいけないと思っているんです。 

（7／7 会話記録） 

 

 Ｃ校長のこの発言からは，中高一貫教育校としてのＢ校の設置が，6年間という長期的な視点で

いかに生徒の成長を考えた教育内容にしていくかという思いが感じ取れる。また，ステイクホルダ

ーという発言は，教育現場ではあまり馴染みのない言葉であるが，企業では利害関係者を指すケー

スが多い。ここで述べた発言の意図は，学校ということで，教育活動を行う上で関わる全ての人た

ちを意味すると解釈した。Ａ県のＢ中高一貫教育校の設置という教育政策が，Ｂ中高一貫教育校の

あるＤ市にもたらす影響として，一点目は県立中学校に入るという選択肢が地域に増えたこと。二

点目には，地域のＤ市立中学校も一人一台のＩＣＴ端末をＢ中高一貫教育校と同じクロームブック

という端末を導入することからも理解できるよう，県立中学校の学び方も市立中学校の学びに影響

を与えていることである。これは，現在のＤ市の教育長がＡ県の教育行政の元リーダーであったた

め，Ａ県の中高一貫教育校設置にＤ市が協力的であることも要因であると考える。 

 

［事例２］ 

Ｂ校長の発言： 

結構若い先生が多いんですよ。それが強みでもあり，弱みでもあるんですよ。40代くらいが薄

いんですよ。人はね。若い先生が多い。だから勤務時間が長い。帰りが遅くなってしまう。勤務時

間が80時間超えている者がいるんですよ。この素案で，自己分析してもらう。子どもたちにいい

授業をしてもらうためには，教員の健康面を考えることが大切だと思っているんですよ。 

（7／7 会話記録） 

 

 発言では，一ヶ月に超過勤務時間が 80時間を超えている教員がいることに言及している。教員

の働き方改革については，2019（平成31）年1月25日の「学校の働き方改革」に関する中央教育

審議会答申を受け，教育現場では改革すべき喫緊の課題となっている。これまで，教育という名の

下で，学校は授業以外のほとんどの教育活動を引き受けてきた経緯がある。どの教育活動に時間を

かけているのかを自己分析する上で，Ｃ校長の作成した素案は，教師としての働き方を改革するこ

とは，教師自身の生き方をも考えさせる手がかりになると考える。Ｃ校長は，生徒，保護者，地域

そして教員のことなど，学校に関わる全てを考える広い視野をもったリーダーシップを感じ取れ

る。 
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ｂ 信念のある校長への教師たちの肯定的な見方 

 

 Ｃ校長の教育行為の特徴の一つに，教師たちとの温かな対話的雰囲気がある。教師たちに学校の

グランドデザインの啓発をしっかりと伝える力強さと教員の意見を積極的に取り入れる民主的なリ

ーダーシップにある。こうしたリーダーシップを教師たちが肯定的に受け止めている事例を取り上

げる。また，この民主的なリーダーシップが学校の危機管理や学校安全にも影響を与えているとい

える。 

 

［事例３］ 

Ｅ教諭（Ｃ中高一貫教育校・附属中学校教諭）の発言： 

昨年までいた校長先生もリーダーシップのある方で，一生懸命やられていたのですが，もともと

地元の方なので，Ｂ高校は就職だろうと，地元に根ざした学校だろうと。Ｂ高校はＢ高校だろう

と。急には変わらないという考えをもっていた。でも，今年度Ｃ校長がいらして，より発展的な方

向にもっていこうと，気さくな方でいろいろ話をしてくださる方で，我々下々の意見もよく吸い上

げてくれて，働きやすく，がんばろうっていう気持ちが湧いてくる。すごくよく話し合ってくれま

す。 

（7／7 インタビュー記録） 

 

 このＥ教諭の発言は，筆者の「令和２年４月から急に校長が換わり，やりにくいことはないです

か。」というインタビューに対する発言である。 

 Ｅ教諭は，2019（平成 31）年４月に中高一貫教育校開設のための準備教諭としてＢ校に着任し

た経緯がある。Ｅ教諭の着任１年目は，地元出身の校長であり，高校が中高一貫教育校に転換しよ

うとしている中で，学校は急には変わらないといった認識を校長がもっていたようである。そし

て，2020(令和2)年４月にＣ校長が着任し，ある意味学校の文化を積極的に変えて行こうとするＣ

校長の信念の中にも，教員との対話を重視して，教員の考えを吸い上げようとする民主的なリーダ

ーシップがあり，教員たちの意欲を高めていることが理解できる。 

 さらに，着目したことは，学校の危機管理や学校安全の取組みに対してのＣ校長の考えを会話の

中で聴くことができた。 

 

［事例４］ 

Ｃ校長の発言：  

特に中学校では，高校では考えられないようなことが起こると思うんですよね。いかに事件や事 

故に巻き込まれないか，予防する取組みっていうのをしっかり計画して，日々実践していく。それ

には，高校の先生だけではダメで，義務籍（中学）でうちに来た先生の意見を聴いて取り入れてい

く。そのように思っています。 

（７／７ 会話記録） 

 

 このＣ校長の発言からは，Ｃ校長自身が高校だけの現場経験しかないということを踏まえ，謙虚
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に中学校を経験した教員から聴き取った中学生の発達の段階を踏まえ，学校保健安全法基づいた危

機管理や学校安全の取組みを考えていくことが大切であるといった考えをもっていることが理解で

きる。学校保健安全法は，学校における保健管理の他，教育活動が安全な環境で実施され，安全確

保が図られるよう1958（昭和 33）年から施行され，現在は，最終改正が 2016（平成 27）年にあ

り，2017（平成28）年から施行されているものである。三十二条からなる法律であり，校長は特

に学校の危機管理意識と安全確保に向け，学校関係者や地域の住民との連携を図ることも示されて

いる。Ｃ校長は，いかに予防的な視点で，日々の教育場面で，危機管理や学校安全を意識し備えて

いくかといった考えをもって取り組もうとしていることが理解できる。 

 

ｃ 学校グランドデザインの再設定 

 

 Ｂ中高一貫教育校がスタートして１年目であるにも関わらず，Ｃ校長は既存の学校のグランドデ

ザイン（学校教育全体構想図）についても，見直すべきところは見直し，改善し再設定も視野に入

れている。特に，「地域とともにある学校」として，地域との連携・協働の在り方についても再構

築するなど，地域の実情をしっかり把握しようとする探究心と現状に甘んじないといった姿勢があ

る。 

 

［事例５］ 

Ｃ校長の発言：  

プロサッカーチームと連携を図っているんですよ。地域にＪリーグチームがある。Ｆチーム（Ｊ 

リーグ）と地域教育連携協定を昨年締結して，探究活動講師にもＪリーガーに来てもらっている。

他にも地域の方々に学校に来てもらえるようにしている。地域全体が本校のサポーターになっても

らえるような学校にしたいんですよ。学校の宣伝だけじゃなく，中学生が大人から学ぶことって大

きいと思うんです。中学生同士や，学校の先生とだけでは幅が狭くなってしまう。こうしたうちの

探究活動を知って，Ｄ市もうちと同じ動きをしているらしい。どうも同じＦチームと連携するらし

い。 

（８／４ 会話記録） 

 

Ｂ中高一貫教育校と同じ地域のＤ市では，市内の全ての小・中学校の校長の集まりが月一回程度

行われている。Ｃ校長は，県立中学校の校長として自ら進んでその集まりに参加しているという。

この会議に参加するＣ校長に対して，Ｄ市のトップである教育長は，市に入ってくれてありがたい

と思ってくれているとのことである。この会議では，Ｄ市の教育長や教育委員会から学校教育にお

ける指示事項があるという。こうした会議を通じて，Ｂ中高一貫教育校と地元中学が互いに影響を

し合いながらも，協力し合う関係になっているといえる。また，Ｂ中高一貫教育校が連携協定を結

んだＪリーグのＦチームとも，Ｄ市も協定を結ぼうとしている状況から，中高一貫教育校の学びを

Ｄ市が積極的に取り入れようとしていることが理解できる。 
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５ 結語的考察と今後の課題 

 

本研究で論究した学校経営に関して言えば，経営的に見て特に目新しいものがあるとはいえない

かもしれない。しかしながら中高一貫教育校であることに焦点を当てて見ていくと，そこには中高

一貫教育校ならではの独自な特質があることに気づかされる。ここでは，Ｂ中高一貫教育校の

「学校経営」の独自性と見なされる次の３点を指摘しておきたい。１つ目は，長期的視野に立ち

学校づくりを行っていく校長のリーダーシップがあること。２つ目は，信念を持って学校経営を

行っている校長に対し，教師たちが肯定的な見方をしていること。３つ目は学校のグランドデザ

インの再設定を校長が視野に入れていることである。 

1つ目については，2022（令和４）年度から年次進行で導入される新しい高等学校学習指導要

領において初めて使われている「学校段階等間の接続」の問題と密接にかかわっている。新学習

指導要領においては，特に「中等教育学校，連携型高等学校及び併設型高等学校においては，中

等教育６年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成すること」７）と，初めて学校間の

接続の重要性が指摘された。このことから今後中高一貫教育校においては，学校間の接続を意識

した＜学び＞の構築が強く求められている。Ｃ校長の長期的視野に立った学校経営に対するリー

ダーシップはまさに，こうした学びの構築を意識した指導性の好事例として注目される。Ｃ校長

によれば，地元地域に併設型の県立中学校ができたことで，生徒の選択肢が増えたことは重要で

あると言う。選択肢が多様になるのは，逆に言えば選択されるだけの魅力を個々の学校が持って

いなければならないことを意味する。そのためには，魅力ある学校づくりを推進していく校長の

学校経営に対する強いリーダーシップが求められる。Ｃ校長には，そのようなリーダーシップが

見いだせるように思う。 

重要なのは，地元地域の学校がそれぞれに魅力ある学校になるよう努力していくことで，地域

の教育力も総体的に高くなっていくことである。Ｃ校長の指摘によれば，Ｄ市は塾がない地域で

あるため，小学校段階からの受験勉強の若年化にはなっていないとのことである。一般に公立の

中高一貫教育校の中学に入学する際、学力検査は行わないことが学校教育法施行規則の 110条

（中等教育学校）及び 117条（併設型）で示されている。そのためＡ県では，面接や適性検査を

実施することになっている。特に適性検査は，学力検査とは異なり，出題では知識を問う問題は

排除されている。しかしながら多くの学習塾では，当然適性検査に向けた何らかの対策が施され

ているのが現状である。中高一貫教育校が地域に設置されるということは，地元の塾業界にも少

なからず影響を与えることになると言ってよいだろう。戦後教育改革において６・３・３制に整

備されたが，小・中学校が接続した義務教育学校や中・高が接続した中高一貫教育校が乱立して

いる都会の地域等では，児童及び保護者の選択肢がさらに増えることから，選ばれる魅力ある学

校づくりがもっと強く求められてくるだろう。 

２つ目は，校長の「学校の根幹は授業。子どもたちがつまらないと思う授業を変えていく。一方

的な講義形式の授業を毎回やるのをやめてほしい。変えるところは，変える」と断言する校長の強

い信念が，教師達もプラスに捉えている点である。３つ目は，現状に満足せずに，学校のグランド

デザインにおいて，常に分析し，再設定することも視野に入れるなど，学校経営に当事者意識をも

って，積極的に取り組んでいる姿勢が垣間見えることである。これらは，まさに校長本人の高い職
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能意識によるものであるが，加えて中高一貫教育校の校長という職能意識の表れであり，中高一貫

教育校開設による影響ともいえるだろう。 

 

最後に今後の課題を明記しておきたい。本研究では，一つの中高一貫教育校の学校経営に関して，

参与観察とインタビューを通して描きだした事例をもとに分析することを目的としているため，そ

の反面，生徒や保護者，地域はどのように受け止めているのかという点に課題が残っている。ただ，

Ｃ校長の教員の意見を吸い上げようとする考え方と取り組みに，否定的に捉える教師や生徒の姿を

確認することができなかったことから，Ｂ中高一貫教育校というコミュニティが一体となって日々

取り組んでいる学校教育であると思われる。また，インタビューや会話の内容も断片的であったり

することも否定できない。さらに，参与観察では事例校との信頼関係が形成される中で調査を行っ

たので，情に流されたり，逆に問題の所在に対して深く踏み込めたりできただろうかといった不安

も残り，この点は解釈的アプローチのジレンマであり，今後さらに検討を行っていきたい。 

本研究に関しては，インタビュー調査等を自由にさせていただいたＣ校長のご厚意に深く感謝し

たい。 
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高学年児童の時制理解と映像の手がかりに関する研究  

 

――  「ドラゴンボール」における時制表現の変化 ―― 

 

村 野 井 均＊ ・ 小 林 祐 紀＊＊ 

(2020 年 10 月 21 日受理) 

 

 

A study on the relationship between tense understanding of upper grades children and cues of TV programs 
 Changes in tense expressions in "Dragon Ball" 

 
Hitoshi MURANOI and Yuki KOBAYASHI 

 

 

キーワード：メディア・リテラシー, 映像文法, 時制, 番組制作者, 小学校英語, 放送教育 

 

小学校英語で時制の教育が議論になった。児童の時制理解の実態を探るため、小学校高学年以上を視聴対象とする

「ドラゴンボール」（フジテレビ）101 話の時制を分析した。80 話に過去形、未来形が使われ、大過去も使われていた。小学

校中学年向け番組では、時制が変わっている間、手がかりが画面に出続けるが、この番組では、暗転や二重写しのように

時制が変化する一瞬だけ見える手がかりが主になっていた。セリフだけ（22.3％）や手がかりなし（5.7％）もあった。高学年

向け番組では、大人向け番組のような時制の簡略化、省略がすでに生じていたのである。日本ではテレビ番組が学校より

先に時制を教えていること、つまりメディア・リテラシー機能を果たしていることが明らかになった。小学校低学年から高学

年へ、時制理解がどのように進むのか考察された。 

 

 

はじめに 

 

小学校英語で時制を教育するかどうかが義論になった。実は、テレビ番組では、「サザエさん」（フ

ジテレビ）でも「ONE PIECE」（フジテレビ）でも過去形・未来形と言った時制が使われている（村

野井、2016）。 

村野井（2018）は、小学校３・４年生向けの道徳番組「さわやか３組」（Eテレ）で、回想の中で

回想をする大過去や、想像の中で想像をする「大未来」といった高校英語レベルの時制が使われて

いることを明らかにした。このような複雑な文法を使うことができる背景には、教室で級友といっ

しょに視聴し、児童が理解できない時は教師が教える放送教育という日本独自のサポートシステム 

―――――――― 

*茨城大学名誉教授 **茨城大学教育学部  
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があるためであると考察されている。 

近年、番組作りにおける制作者の役割を分析する研究が増えている。山本（2016）は、番組中の

カット数を調べて、1分間当たりのカット率が増えていることを示した。話者と音声を一致させて、

視聴者にわかりやすいように作るためだと説明している。また梶井（2017）は認知心理学の立場か

ら、場面と場面の間（ま）や一見すると無駄な映像の役割を調べている。例えば、物語とは関係の

ない花や夕日の映像を入れることがある。間を置くことで、視聴者はそれより前のストーリーを要

約し、次の場面が始まると新しい状況モデルを作り出すことを実験的に示した。状況モデルを作る

際に、物語の内容だけでなく、映像技法やBGMが影響を与えることを実証している。 

番組制作者は視聴対象に合わせて番組を作る。見てもらえる、視聴率が高いというのは視聴対象

である子どもにとって手ごろな内容であり、手ごろな手がかりをつけていると考えられる。したが

って、小学校高学年向けアニメにおける時制表現を分析すれば、番組制作者が時制の手がかりをど

のように変化させているがわかると考えられる。 

そもそも日本語は、時制表現が不明瞭な言語である。日本語の動詞は、未然、連用、終止、連体、

仮定、命令と活用し、時制は表に出てこない。授業の「発展」として、未然形の使い方の一つに未

来があり、終止形の一つに過去があることを教えている。これは中学校2年生、国語の内容である。

学校教育的には中学校の英語で時制を先に教えている。中学校1 年生で過去形を、2 年生で未来形

を教えている。つまり、時制に関する知識がそろうのは中学校2年生になると言える。 

したがって、まだ時制の教育を受けていない児童向けに、時制のある番組を放送するためには、

何らかの手がかりをつけて児童の理解を助けなければならないのである。逆に言えば、手がかりの

つけ方から児童の時制理解を明らかにできるのである。 

 

目的 

 

本研究では、小学校高学年以上向けの番組である「ドラゴンボール」の時制表現を分析し、表現

方法の特徴を明らかにする。この作品は30分番組であるが連続物であり、登場人物も多いため、時

制表現が多く使われると予想されるためである。 

 

方法 

 

分析対象は、「ドラゴンボール」（鳥山明、フジテレビ、1986 放送開始）である。視聴率が高く、

長期間にわたって放送され、広く認知されているためこの作品を選んだ。孫悟空少年編と言われる

101話、第二回天下一武道会の終了までを分析した。 

分析の指標には、映像の手がかり（フレーム、ワイプ、かげろう）および音の手がかり（効果音、

音調変化、BGMオンオフ）など 3・4年生向けの番組で使われる時制表現を基本にした。これらは、

時制が変化している間中、ずっと付き続けているという特徴がある。以下に説明をつける。 

フレーム（frame）：映像の手がかりである。画面に楕円形の枠が付くことで変化を表す。枠の色は、

白の場合が多いが、黄色やピンクが付くこともある（図１）。時制変化している間中、付き続け

る。 
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ワイプ（wipe）:拭う、消し去るという意味の単語。画面Aを紙芝居のように横へ引き抜き、画面B

に切り替えるときに使う。ここでは、丸型ワイプを途中で止めて、ワイプの中で回想、想像す

る2画面状態のワイプを指している（図２）。時制変化している間中、付き続ける。 

かげろう：登場人物の頭部より上あるいは画面全体が、がかげろうのように揺れて時制変化するこ

と（図３）。時制変化の初めだけ付く場合と付き続ける場合がある。 

効果音：ここからは、音の手がかりである。日本のアニメでは時制が変わるときに「ピヨローン」、

「キュイーン」という音が付くことがある。英語では、‟-ed”や ‟will”という音で時制を示

すが、日本語には決まった音がないため、アニメによって使われる音は異なっている。時制変

化の初めや終わりに付いて、変化に気づかせる役割を果たしていると言える。 

音調変化：声がこもったり、ひびいたりすること。時制変化している間中、付き続ける。 

BGMオンオフ：時制が変わると、BGMが流れ、現在に戻るとBGMが止まるなど、BGMのオン、オフで

時制が変わったことを知らせる手がかり。時制変化している間中、付き続ける（あるいは、消

え続ける）手がかりと言えよう。 

上記以外の、新たな技法が出現した場合は追加する形で分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図１ フレーム                    図２ 2画面状態のワイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図３ かげろう 
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結果 

 

（１）時制表現の量的分析 

分析した101話中80話に時制変化があった。101話に148回現れている。１話あたり1.47回時

制が現れている。時制が現れる回に限定すると、時制は1.85回生じている。時制が小学校高学年向

けアニメで当たり前に使われていることがわかる。 

 

表１ ドラゴンボールに現れる時制 （101話中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時制表現は、回想が72回と多く、時制表現の 48.7%を占めている。想像シーンが12回（8.1％）

である。 

大過去も２回出現した。大過去とは、回想シーンの中に回想シーンが入ることである。過去形の

過去形である。高校1年生の英語で教える時制表現であるが、すでに使われていることが実証され

た。今回、分析したのは、「悟空少年編」と呼ばれる初期の作品である。ここで大過去が使われてい

るならば、後の作品にはもっと多くの大過去が現れると考えることができよう。 

村野井（2016）はアニメ「サザエさん」において、1話あたり1.6回時制が現れることを示した。

1回に3話入るので、30分見ると約5回も時制が変化するのである。「サザエさん」に比べると「ド

ラゴンボール」は時制が少ないということができる。その理由は、番組冒頭でそれまでの話を1分

間程度でまとめているためである。これをダイジェストと名づけた。ダイジェストは、全体が回想

シーンである。「ドラゴンボール」は、毎週、話が連続するため回想が必要となる。特に戦闘シーン

では、敵の攻撃技を振り返る必要がある。また、以前現れた人物が再び現れることも多い。番組冒

頭でそれまでの物語をダイジェストとして示すことにより、時制変化が現れることを少なくしてい

ると言える。制作者の工夫ということができよう。 

ダイジェストは、いくつかの話題をまとめているが、今回の分析では時制変化1回として数えた。

ダイジェストを除くと、時制変化は86回となり、1話あたり0.85回しか現れない。時制表現が現

れる回に限定しても、1.08回となりとても少ないことがわかる。 

 

（２）時制の手がかり・・・多様化と簡略化 

個々の時制がどのように表現されているかを分析した。小学校中学年までを対象とした番組とは、

種 類 回 数 

回 想 ７２ 

ダイジェスト ６２ 

想 像 １２ 

大 過 去 ２ 

合 計 １４８ 
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手がかりが大幅に変化していることが分かった。新出したものを以下に説明する。 

 ・映像の手がかりの分析 

背景色変化:背景色変化とは、人物の背景のみ色が変わることである。回想シーンになると部屋が

暗くなったり、青くなったりする。人物にスポットライトを当てて、背景を暗くする技法もこ

こに含めている。時制が変わっている間、手がかりとして付き続けている。 

セピア：画面全体がセピア、白黒、ブルーなど単一色に変化することを総称している。時制が変

わっている間、手がかりとして付き続けている。 

暗転：画面が一瞬暗くなって、回想や想像に切り替わる手がかりである。画面が白くなる白転も

ここに入れている。時制が変わる際、一瞬だけ付く手がかりである。 

2 重写し：現在の主人公と背景が、一瞬、過去（あるいは未来）の主人公と背景と2重写しにな

ってから、時制が変わることである。時制が変わる際、一瞬だけ付く手がかりである。 

手がかりなし：手がかりなしとは、大人向け番組のように映像的手がかりも音の手がかりも付か

ずに、時制が変わることである。 

 

映像の手がかりの出現数とその割合を表2にまとめた。暗転（25％）や二重写し（22.7％）のよ

うに時制が変わる一瞬にしか現れない手がかりが多くなっている。フレーム（13.6％）や背景色変

化（13.6％）もまだ多く、見て分かる手がかりは付け続けられている。 

手がかりの種類が増えたので、大分類として手がかりなし、一瞬付く、付き続けるという3つに

括ることで見やすくした。 

・手がかりなしとは、何の手がかりもなくカットだけで時制が変わることである。映像も音も手

がかりが省略されているので、出現数は音の分析でも使用する。 

・一瞬付くとは、手がかりが時制の変化する一瞬にだけ付くことである。今回の研究では暗転と

2重写しが含まれる。 

・付き続けるとは、時制が変化している間、付き続ける手がかりのことである。セピア、背景色

変化、フレーム、かげろうう、2 画面状態の丸型ワイプが含まれる。見て分かる手がかりであ

る。 

手がかりなしは、5.7％を占めていた。大人向け番組では、時制変化に手がかりがつかないことが

普通である。大人は、手がかりがなくとも時制変化について行けるのである。「ドラゴンボール」は

小学校高学年以上が好む番組であるが、すでに手がかりの省略が始まっていることがわかった。 

一瞬付くは、含まれる分類は暗転と2重写しだけである。しかし、この２つで47.7％を占めてい

る。主要な手がかりになっていると言える。高学年児童は、手がかりが一瞬付くだけで、時制が変

わったことを理解できるようになったと見なすことができよう。手がかりの簡略化と言える。 

 付き続けるは、46.6％を占めるにすぎなかった。小学校中学年向け番組では、この分類しか現れ

ず、基本的な時制表現であった。セピアや背景色変化など新しい分類が追加されても、半分以下し

か現れていない。ていねいな手がかりは、不要になりつつあると考えられる。 

逆の言い方をすると、時制が変化する間、見える手がかりを付けてあげなければない児童がまだ

まだいると制作者は考えていると言えよう。 
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表２ 映像の手がかりの出現数とその割合（％） 

 

大分類 手がかりなし 一瞬付く 付き続ける 

 

小分類 手がかりなし 暗転 二重写し セピア 背景色変化 フレーム かげろう ワイプ 合計 

出現数 5 22 20 10 12 12 6 1 88 

出現割合 5.7 25.0 22.7 11.4 13.6 13.6 6.8 1.1 100.0  

 

 

・音の手がかりの分析 

「ドラゴンボール」では、場面（段落）が変わる時に効果音が付くだけでなく、時制変化してい

る間に場所・時間が変化し、多数の効果音が付いていた。打撃音や技・修行に特有の音その他であ

る。ここではあくまで、時制変化が始まる時と終わる時に付く効果音と、BGM のオンオフのように

同じものが付き続ける効果音を分析した。 

音の手がかりとして、BGM オンオフ、効果音、音調変化の３つはこの番組でも使われていた。新

しい分類としてセリフが生じた。セリフとは、映像も音も手がかりが付かずに、「あの野郎は～」や

「どこかで見たような～」などのセリフだけで時制変化することである。時制が変わる際、一瞬だ

け付く手がかりと言えよう。映像の手がかりでも述べた、手がかりなしも新しいと言える。手がか

りなしは、映像も音もないため、映像の手がかりなしと同じ数（5回）生じたことになる。 

音の手がかりでも、映像の手がかりと同様の大分類を試みた。結果を表3に記す。出現割合とし

てはBGNのオンオフが38.5％と多く、音調変化（11.5％）を加えると50％となる。まだ、時制変化

の間中、手がかりが付き続けることが多いと言える。しかし、セリフだけで時制変化するものが

22.3％と多いため、手がかりが一瞬だけ付くものの割合は46.1％と半数に迫っている。手がなりな

しも出始めており、これを含めると50％となる。付き続ける手がかりと拮抗する出現割合となって

いる。 

音の手がかりにおいても、手がかりの簡略化が進んでいると言えよう。 

 

 

               表３ 音の手がかりの出現数とその割合（％） 

 

 

 

大分類 手がかりなし 一瞬付く 付き続ける   

小分類 手がかりなし セリフ 効果音 BGM 音調変化 合計 

出現数 5 29 31 50 15 130 

出現割合 3.8 22.3 23.8 38.5 11.5 100.0 
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（３）手がかりなしの内訳・・・演技やカメラワークによる表現 

今回の研究では、映像や音声の手がかりを分析している。実は、「ドラゴンボール」では時制が変

化する際の表現方法として、人物が物思いにふけるとか、考えこむなど顔の表情が使われるように

なっている。また、顔へズームインするなどカメラワークで時制を表現する場合もある。今までは、

画面へ付く手がかりを指標として研究をしてきたため、今回の研究では手がかりなしと分類してい

る。実際には目つきや表情が微妙に変化しているのだが、その変化を記述するのは極めて難しい。

見てわかる、聞いてわかる手がかりは誰が番組を分析しても同じ回数になる。しかし、表情の分析

となると客観性が保てる保証ができない。別の分析法を考えなければないと言える。 

 

以上をまとめると、「ドラゴンボール」では、ワイプや効果音など見える、聞こえる手がかりを付

ける手法から、暗転や2重写しのように簡略化され、さらに演技やカメラによる映し方（ズームイ

ン、チルトアップ）へと時制表現が変化し始めていると言えよう。 

 

考察 

 

（１）手がかりの簡略化と高学年児童の時制理解 

今回の研究より、小学校高学年向けの番組における時制表現は、映像では画面がいったん暗くな

って場面が変化する暗転や、人物が一時的に現在と過去の場面で二重写しになるといった一瞬しか

見えない手がかりへ簡略化されていることがわかった。音においても、「どこかで見たような～」と

いったセリフだけで時制が変わる割合が増えていることが示された。何の手がかりも付かずに、つ

まり手がかりを全く省略して、時制が変わる例も5回表れている。時制の手がかりが、大人向け番

組のように簡略化され、省略され始めたと言える。その上、表情やカメラワークなど大人と同じ表

現方法へ多様化していることが示された。 

これは、制作者が図１～３に示した「子供っぽい」手がかりを付けなくとも、児童はわかるよう

になったと判断しているためと考えられる。その一方で、見える、聞こえる手がかりを時制変化の

半数に付けている（表2、表3）。高学年児童の時制理解は、この辺りなのであろう。 

 

（２）児童の時制理解の発達 

テレビ番組分析から、児童の時制理解の発達をまとめると以下のようになると考えられる（図４）。 

小学校低学年 

小学校低学年では、時制の手がかりに気づき始めるが、1 人ではそれが何か、何の役割をするの

か理解できない。低学年向け番組である「ざわざわ森のがんこちゃん」（Eテレ）に回想や想像が現

れることがあるという指摘がある（宇治橋・中橋,2019）。放送教育の番組なので、児童がわからな

ければ教師がフォローすることができる環境で視聴するため時制を使うことができると言えよう。 

小学校中学年 

民放の「ドラえもん」（テレビ朝日）、「アンパンマン」（日本テレビ）、「ポケットモンスター」（テ

レビ東京）が有名だが、過去へ行ったり未来へ行ったりすることはほとんどない。映画では時制変

化があるが、これは大人も一緒に見るからである。お金を払う大人につまらないと思われれば、映
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画を見に来てくれないからである。児童が、家で1人だけでテレビを見ることを想定すれば、子ど

もが理解できないストーリーを制作して視聴率を下げることはリスクになる。民放の番組制作者は、

家で1人だけでテレビを見る児童にとって、時制の理解は難しいと思っているのである。 

ところが、ここでもEテレの「さわやか3組」で時制が使われるようになる。過去形、未来形だ

けでなく大過去も「大未来」も使われている。Eテレの時制表現は、村野井（2018）が示したように

気付きやすく、安定した技法を使っている。目を引いて、子ども同士の議論を引き起こす時制表現

と言える。時制が変化している間中、見える聞こえる手がかりを付ければ、中学年で時制を理解す

ると考えられる。しかし、日本の教育では中学校の英語にならないと時制を教えていない。教えて

いないのに、児童の多くが時制を理解できる背景には、放送教育という日本独自のシステムの存在

が考えられる。学校で、みんなで視聴し、議論して、児童がわからなければ教師が教えるシステム

があるから、Eテレは難しい時制を使うことができるのである。 

小学校高学年 

高学年になると、「ドラゴンボール」では時制表現の簡略化が始まり、大人と同じ時制表現が使わ

れ始める。民放の子ども向け番組だけで考えると、時制表現を使わない中学年向け番組から、すで

に時制の省略が始まっている番組へと一気にジャンプしていることになる。民放の番組だけで考え

ると時制理解の発達は連続しないのである。E テレを見ることで、過去、未来だけでなく大過去、

「大未来」を理解しあるいは、そこにつけられた手がかりの利用方法を習得しているから、「ドラゴ

ンボール」や「ONE PIECE」(フジテレビ)、「鬼滅の刃」（東京MX他）など時制が複雑なアニメを見

ることができるのである。 

教育チャンネルを持ち、学校で利用するという日本独自の放送教育が、時制表現の弱い日本語を

補い、児童のテレビ理解を助けるメディア・リテラシーの役割を果たしていると言えよう。 

 

 

        図４ 児童の時制理解の発達と民放、Eテレの関係 
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付記 

本論文は，村野井均（2019）「児童の時制理解の発達 「ドラゴンボール」における時制表現の変化」，

日本教育メディア学会日本教育メディア学会第 26 回年次大会.86-89として発表した内容を再構成

した上で加筆修正して執筆したものである。 
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プログラミングの授業実施に至ることを意図した 

教員研修プログラムの提案 

 

―― 第一筆者の勤務する小学校の実態に着目して―― 

 

川 澄 陽 子＊ ・ 伊 藤 崇＊＊ ・ 黒 羽 諒＊＊＊ ・ 小 林 祐 紀＊＊＊＊ 

(2020 年 10 月 21 日受理) 

 

 

Proposal of Teachers Training Programs Aiming for Computer Programming Classes 
 : Focus on Actual Situations at the School where the First Author Works  

 
Yoko KAWASUMI, Takashi ITO, Ryo KUROHA and Yuki KOBAYASHI 

 

 

キーワード：小学校，プログラミング教育，教員研修，プログラム，授業 

 

本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミング教育の推進に資する研修プログラムを提案

することである。これまでの筆者らの取組の課題をもとにして，研修形態を少人数の学年ブロック単位としたり，TOTE モデ

ルを参考に，本研修の課題（ゴール）を示し，研修参加者が取り組まなければならないことを常に意識することができるよう

にしたりするといった特徴を有した研修プログラムを開発した。各学年ブロックに共通する研修展開としては，①研修課題

を提示する，②既存の教材であるNHK for School番組「テキシコー」を視聴する，③各学年ブロックに応じた体験活動を実

施する，という3つの展開を準備した。研修参加者を対象にして，研修後に実施した自己評価の結果，得られた評価値は

高く，研修内容は適切であったと判断できた。また，自由記述の内容から，研修参加者が小学校プログラミング教育の授

業に対して前向きな姿勢が確認できた。そして，研修内容に関連した授業実施を確認することができた。 

 

 

はじめに 

 

小学校プログラミング教育の現状 

令和２年度，小学校学習指導要領全面実施に伴い小学校でのプログラミング教育が必修化された。

必修化に向けて，文部科学省（2018）は小学校プログラミング教育に関する手引（第一版）を示し，

その後内容の改訂を重ね，現在第三版（文部科学省 2020）まで公開されている。加えて，小学校プ 

―――――――― 
*那珂市立横堀小学校  **那珂市立瓜連小学校  ***那珂市立芳野小学校  ****茨城大学教育学部 
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ログラミング教育の手引きの内容や，小学校プログラミング教育に関するポータルサイトの内容を

もとに作成された教員研修教材（文部科学省 2019）も提供されており，円滑な実施に向けた支援が

整いつつある。また，小学校教員が参考にできる小学校プログラミング教育の実践事例に関する知

見についても，蓄積されてきている（小林ほか 2018，加藤ほか 2019，茨城プログラミング研究会 

2020等）。 

しかしながら，小学校プログラミング教育を実施していくことへの不安を感じる教員は，多いこ

とが示され（黒田・森山 2017），筆者らの周囲を見渡してみても，その状況は現在においても大き

く変化していないように思われる。 

そこで，筆者らは小学校学習指導要領の移行期間であった2018年度より，小学校プログラミング

教育の円滑な実施に向けて，校内の教員同士が学び合う校内研修に着目し，年間指導計画の開発や

研修プログラムの開発等を実施してきた。そこで本研究では，2019年度に開発した教員研修プログ

ラムから課題を見出し，教員研修の最終目的である研修参加者による小学校プログラミング教育の

授業実施に至ることを意図した教員研修の開発を目指すこととする。 

 
 

これまでの研究経過及び勤務校の実態 

（１）これまでの研究経過 

2018 年度，内地留学制度を利用し，第一筆者の勤務校での活用を念頭に置いた小学校プログラミ

ング教育の年間指導計画を開発した(川澄・小林 2018）（図１）。 

 

 

図 1 開発した年間指導計画（一部抜粋） 

 

開発手順としては，まず先行実践から年間指導計画に採用する教科を決定した。検討の結果，国語

科・算数科・理科・生活科とした。次に，年間指導計画で提示する学習単元を決定した。加えて，学習

活動で使用するソフトウェアのみの教材やハードウェアを伴う教材を決定した。開発方針は，次の３点と

した。1 点目は，プログラミングによって身に付く論理的思考力を明記したことである。具体的には，「順

序（シーケンス）」「繰り返し（ループ）」「条件分岐」「抽象化」の 4 つの思考を定めた。2 点目は，学習単

元ごとの系統性が一目で分かるようにしたことである。３点目は，どの単元の何時間目に実施可能かを
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分かるようにしたことである。この年間指導計画を開発したことで，プログラミング教育は，複数の教科で

も取り入れることが可能であることを示し，プログラミングによって身に付く論理的思考力を色分けし，具

体化して示したことで，教科の目標を達成するために，どのような力を身に付けていくべきかを明確にす

ることにつながった。 

しかしながら年間指導計画だけでは，これまでに経験の無いプログラミングの授業を，勤務校の教員

が実施するまでには至らなかった。そこで，小学校プログラミング教育の授業実施につながる教員研修

が必要と考え，第一筆者の勤務校の実態に即した小学校プログラミング教育推進に資する研修プログ

ラムを提案した（川澄ほか 2019）。この研修プログラムの方針は，次の３点である。１点目は，研修の時

間を短くし，一方で回数を多く実施する点，２点目は，研修時のミニアンケートやヒアリングを基に，研修

参加者の声を次回以降の研修に反映させるようにする点，3 点目は，作成した年間指導計画に関連付

けた研修内容とする点である。この研修プログラムは，全教職員対象であったが，参加を必須とせず，

自由度の高いものとした。計画・実施した研修プログラムは，以下の通りである（表 1）。 

 

表 1 2019 年度に実施した研修プログラムの実施日及び内容 

 

 

例えば 2019 年 8月 9日の研修では，小学校プログラミング教育の導入の背景や，位置づけ，ねらい

等の内容を解説した。これらをできるだけ簡単な言葉にまとめ，伝えるべきポイントを絞り，勤務校の実

態に即した内容とした。研修後，参加者からのミニアンケ―トには「導入される意図は理解できたが，授

業への不安は拭えない」，「『プログラミング』と聞くと，ひたすらコンピュータに向かう授業を想像してしま

うため，どんなことをするのかイメージが湧かない」等の感想があった。そこで，次の研修以降は具体的

な授業イメージの把握を意図した内容を企画した。研修参加者は，一連の研修プログラムを通してビジ

ュアル型プログラミング言語を用いたプログラミング教材を体験したり，プログラミングの授業を参観した

りすることで，小学校プログラミング教育における様々な取り組みや動向を知り，授業に活用できるヒント

を得ることにつながった。 

研修時のミニアンケートやヒアリングから，研修参加者は研修プログラムを好意的に捉え，少しでもプ

ログラミング教育を知ろうとする前向きな意識の変容が見られたが，実際にプログラミングの授業の実施

にまで至った研修参加者は２名にとどまった。また，年間指導計画の内容を網羅することはできなかっ

た。 

このようなことから，筆者らは，これまでの研修プログラムを整理し直し，教育実践の円滑な実施につ
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なげるために研修プログラムを精緻化する必要があると考えた。 

 

（２）勤務校の実態 

第一筆者が勤務する学校は，普通学級８，特別支援学級３の小規模校である。６年前に近隣の小学

校と統合し，学区が広がった。学校のＰＣ室には，タブレット端末が約４０台あり，各教室には大型モニタ

ーが設置してあるが，稼働率は低く使用する教員に偏り見られる。また，ＩＣＴ支援サポーターが月 2 回

来校し，授業支援を行っているが，こちらもＩＣＴ機器同様に活用する教員に偏りが見られ，十分とは言

い難い状況である。教員の年齢構成は，若手とベテランで２極化している状況である。これまでに，授

業を実施した教員 2名は，どちらも 20代である。多様な年代の教員による実施が望まれる。 

 

 

目的 

 

上述した研究背景を受け，本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミン

グ教育の推進に資する研修プログラムを提案することである。提案に際しては，第一筆者の勤務校をフ

ィールドにする関係上，第一筆者の勤務校の実態に配慮するという具体化，及び得られる知見の一般

化にも配慮する。 

 

 

方法 

 

開発の方針 

これまで，校内研修を実施しても，教育実践へとつながらなかった反省から，研修形態を少人数の学

年ブロック単位とした。加えて，TOTE モデル（鈴木 2015）を参考に，本研修の課題（ゴール）を示すこと

で，研修参加者が取り組まなければならないことを常に意識することができるようにした。鈴木が示す

TOTE モデルとは，ある特定のゴールをめざして進む時に，常にゴールに達したかどうかをチェックしな

がら作業を進めることを図式化したモデルである。ある作業を行う前に，すでに目標が達成されている

かどうかをチェックし（Ｔｅｓｔ），すでに達成されている場合は作業をしないで抜け出す（Ｅｘｉｔ）。目標が達

成されていないことが判明したら，その目標に向けてある一定量だけ作業を行い（Ｏｐｅｒａｔｅ），再び目標

が達成できたかどうかをチェックする（Ｔｅｓｔ）。1960 年に心理学者ジョージ・ミラーが同僚らと提唱したの

がTOTEモデルの起源とされている。 

本研究者では，TOTEモデルの特に，目標に向けてある一定量だけ作業を行う（Operate）を参考にし

て基本方針を以下の３つに定めた。 

 

（１）低・中・高の学年ブロックごとの研修とする 

（２）研修の課題（ゴール）を明確に示す 

（３）研修参加者が，具体的に授業をイメージすることができる手立てを準備する 
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（１）について，これまでの校内研修の反省から，研修参加者がプログラミングの授業の実施に向けて

主体的に考えることができるように，参加人数を少人数に限定する。人数を限定することで，研修参加

者一人一人の疑問や不安に寄り添えると考えた。低・中・高とブロックを分け，各研修の参加者は２～４

名となる。 

（２）について，研修前に研修の課題（ゴール）を明確にして示す。課題は，次の３つである。 

・小学校プログラミング教育の考え方を理解する 

・「プログラミング的思考」を自分の言葉で理解し，説明することができる 

・漠然としている不安や楽しみを具体的に考えることができる 

研修参加者に本研修の課題を示すことで，研修の目的が明確になり研修への意欲が高まることにつ

ながると考えた。研修内容は，これらの課題の解決につながる研修内容となるように留意する。 

（３）について，既存のプログラミングを取り入れた授業の学習指導案や，プログラミング的思考を捉え

やすくする教材（NHK for School「テキシコー」）を利用する。学年ブロックごとの研修にしたことで，研修

を実施する学年に応じた各種教材を提示することができる。 

 

 

評価方法 

研修参加者である教員に対して，研修後に質問紙調査（自由記述含む）を実施する。調査内容は以

下の６項目（表 2）とし，1）～3）については，5 段階（とてもあてはまる，あてはまる，わからない，あまりあ

てはまらない，あてはまらない）で回答を求めた。1）～3）については，肯定的評価から順に 5 点〜1 点

を付し，単純集計する。4）～6）については自由記述式で回答を求めた。 

加えて，プログラミングの授業実施に至ったかどうかを把握し，研修内容とのつながりを考察する。 

 

表 2 研修終了直後に回答を求めた質問紙の項目 

 

1) 小学校プログラミング教育の考え方を理解することができた 

2) 「プログラミング的思考」とは，どのようなものかを，自分なりに理解することができた 

3) 何が不安で，どんなことが楽しみかを具体的に考えることができた 

4) プログラミング教育を実践するにあたり，不安や楽しみはどんなことですか 

5) 小学校プログラミング教育に対する意識は変わりましたか 

6) 小学校プログラミング教育で，取り組んでみたいことはありますか 

 

 

 

研修内容 

 

研修展開 

  上述した３つの方針を踏まえ，学年ブロック（低・中・高）を対象に研修を実施した。研修時はどのブ

ロックも以下の流れで行った（表 3）。なお，研修企画者は第一筆者であり，研修を実施するフィールド
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は第一筆者の勤務する小学校である。 

 

表3 共通する研修の流れ 

 

① 研修課題を提示する 

② NHK for School番組「テキシコー」を視聴する 

③ 各学年ブロックに応じた体験活動を実施する 

 

① 課題の提示について 

 研修参加者がプログラミングの授業の実施に向けて主体的に考え研修に参加することができるよう，３

つの課題を提示した。第一筆者の勤務校の教員の多くが，小学校プログラミング教育に対して好意的

になってきたものの，何から始めたらよいか，何が正解か分からないといった漠然とした不安を抱えてい

たことから，研修企画者が内容を精選し，提示した。内容は以下の通りである。 

 

 ・小学校プログラミング教育の考え方を理解することができる 

 ・「プログラミング的思考」とは，どのようなものかを，自分なりに理解することができる 

 ・自分は，どんなことが不安で，どんなことを楽しみにしているかを具体的に考えることができる 

 

 上記のように研修参加者が，プログラミングの授業の実施に向けて自分自身の課題を認識したり，実

践可能性を捉えることができるように，課題設定に配慮した。 

 

② NHK for School番組「テキシコー」の視聴 

提示した課題を達成するための手段として，NHK for School 番組「テキシコー」を活用した。これまで

の研修で，プログラミングによって身に付く論理的思考力についての内容は提示してきたが，映像を活

用することにより，研修参加者がよりイメージしやすいように，視聴することとした。本番組は，小学校３年

生から高校生を対象としたプログラミング的思考をテーマにした番組である。頭の中で手順を組み立て，

先を予想してみたくなるような興味深い実験や，手順の組み合わせを改善していくことの楽しさを伝える

アニメーションを使って，プログラミング的思考の面白さを伝えている。10 分間の放送の中に，様々なミ

ニコーナーがあり，プログラミング的思考を捉えるには適した番組であると判断し，活用することとした。 

 

③ ブロックに合わせた体験活動 

 低・中・高各学年の児童の実態を考慮し，研修内で体験する内容をそれぞれ工夫した。内容は次の

通りである。 

 ・低学年 ＜コンピュータを使わないプログラミング的思考の体験＞ 

低学年ブロックの研修参加者は，コンピュータへの苦手意識をもっていたため，コンピュータを使わ

ずに組み立てる手順を楽しめる体験を提案した。内容は，迷路ゲームである。あらかじめ指示が書いて

あるカードを組み合わせながら，対象物をゴールまで進めるというものである。教室の床にも，実際に使

用できる迷路を準備し，発達段階に合わせた環境も整えた。 
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 ・中学年 ＜教科の学習で活かせるプログラミング的思考の体験＞ 

  中学年ブロックの研修参加者は，コンピュータを使用したプログラミング教育を実施したこともある教

員もいたため，教科の中で活用できる授業を提案した。提案した内容は国語科である。３年生で国語辞

典の使い方，４年生で漢字辞典の使い方を学ぶことから，辞書の引き方を可視化していく内容とした。 

 

 ・高学年 ＜ハードウェアを伴うプログラミング教材の体験＞ 

  高学年ブロックの研修参加者は，教員経験年数が 30 年以上のベテラン教諭と ICT 機器を積極的

に活用する若手教諭の組み合わせだったため，導入や設定が比較的容易にできるハードウェアを伴う

プログラミング教材（Sphero）を活用し，第 5学年の速さの学習で応用できる内容を提案した。 

 

各ブロックの研修の実際 

＜低学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。低学年ブロックでは，コンピュータへの苦手意識をも

つ研修参加者自身が，気軽に楽しくプログラミング的思考を体験することができる授業内容の提案とし

た。簡単な迷路ゲームを通して，「順序処理」や「繰り返し」を体験してもらった。あらかじめ用意してある

カードには，「１ます すすむ」「右に まわる」といった 1 つずつの指示が明記してあり，これらのカードを

組み合わせることによって，対象物をゴールまで進める内容となっている。実際の授業を想定し，対象

物を机上で動かすというだけではなく，児童自身も迷路を体験することができるように，教室の床に迷路

を作成し，発達段階に合わせた指導ができるよう工夫した。研修参加者からは，「迷路ゲームにもプログ

ラミングの要素が入っているのか」といった声や，「これまで自分たちが取り組んできた授業の組み立て

に，新たな視点を加えたり，違う角度から見たりすることで，プログラミングの授業になる」という感想が確

認できた（図 2）。 

 

 

図 2 研修後に調査に回答する低学年ブロックの研修参加者 

 

＜中学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。中学年ブロックでは，プログラミング的思考を教科の
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目標達成のために活用できる授業内容の提案とした。国語科の学習で，辞書の引き方を学ぶ。３年生

は国語辞典の使い方，４年生では漢字辞典の使い方である。一般的な授業では，児童に辞書引きに

おける必要な情報を示し，その後，教師主導で辞書を活用し語彙や漢字を調べるといった流れが考え

られる。本研修では，辞書引きにおける必要な情報を示した後，児童に「どのようにしたら言葉や漢字を

簡単に見つけることができるだろう」といった課題を提示することで，プログラミング的思考を活用できる

内容の授業を提案した。学んだ情報を小さく分け，辞書引きに必要な手順を児童自身がまとめていく流

れである。研修参加者は，何気なく引いていた辞書に，多くの手順があることに驚きの様子を見せてい

た。学年の実態を考えて，ペアの活動にするか，グループにするかといった具体的な授業のイメージを

口にする参加者の姿が見られた。 

 

＜高学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。高学年ブロックでは，研修参加者にプログラミング教

育の楽しさを味わってもらうだけではなく，今後の授業へ取り入れてもらえることを考慮し，ハードウェア

を伴うプログラミング教材（Sphero）の体験に多くの時間をかけた（図 3）。 

本研修で，Sphero を選択した理由は，他のハードウェアを伴う教材に比べ，導入や設定が比較的容

易にできるという点からである。授業を実施する上で，準備時間があまりかからないという点は，授業者

にとって大きな利点と考えた。前述に示したように，研修参加者のほとんどが小学校プログラミング教育

に好意的ではあるものの，以前の研修では授業の実施になかなかつながらなかったことから，準備等に

時間をかけることなく，容易にできる教材が必要と考えた。また，研修参加者である教師自身が「楽しい」

と思い，興味関心を高め，授業活用につなげる必要もあることから，興味を惹かれるデザイン性や，作

成したプログラムによっては，発光したり動き回ったりするなど，授業への活用の可能性が考えられると

して，本教材を選択した。 

 当該プログラミング教材を活用した授業の流れを提案しながら，研修参加者には自由に操作してもら

った。研修参加者は，Sphero を光らせたり，話し合いながら命令を組み立てたりしていた。プログラムを

組み立てる際には，動作のゴールを明確にし，手順の組み合わせを改善しながら取り組むというプログ

ラミング的思考の定義に沿った活動が見られた(図 3)。 

 

 

図 3 Spheroを体験する高学年ブロックの研修参加者 
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結果と考察 

 

研修の評価 

開発した研修プログラムに参加した教員の質問紙調査の結果を以下に示す（表 4）。 

3 項目とも値が 4.0 以上であり，高い評価値を得ることができた。研修を設計するにあたり，留意した

内容は，研修参加者の評価から適切なものであったと判断できる。 

 

表 4 質問紙調査の結果 

 1）小学校プログラミング教育の考え方を理解
することができた 

2）「プログラミング的思考」とは，どのような
ものかを自分なりに理解することができた 

3）具体的にどんなことが不安なのか，楽しみ
なのかを考えることができた 

標準偏差 0.64 0.49 0.49 
分散 0.41 0.24 0.24 
平均値 4.30 4.60 4.40 

 

自由記述で回答を求めた項目4）「プログラミング教育を実践するにあたり，不安や楽しみはどんなこ

とですか」の回答では，研修参加者から，「何からはじめればいいのかわからない」，「大変そう」といっ

た研修前の不安が，研修を受けたことで解消したという記述が確認できた。また，「どういった時にプロ

グラミングを取り入れていくのかが分からなくて不安だったのだと分かりました」，「１・２年でまずやること

がわかった」「年間でどこを使って取り組みをするか計画を立てたい」等という授業の実施について前

向きな回答が確認できた。 

研修の課題（ゴール）を明確に示した上で研修を実施したことで，研修参加者はプログラミングの授

業の実施に向けて主体的に考え，プログラミング教育をより身近に意識でき，漠然とした不安や期待

が明確になり，さらに不安は解消に近づいたと考えられる。 

自由記述で回答を求めた項目 5）「小学校プログラミング教育に対する意識は変わりましたか」の回

答では，「今まで難しい，とっつきにくいと思っていましたが，私にもできそうだということを感じました」，

「変わりました。これまでやってきたことを意識していくだけでもよいということを，いやだと思わずにやり

たいと思いました」，「変に構える必要はないと感じました」等，小学校プログラミング教育に対しての意

識に大きな変化が読み取れた。 

研修内容に，各ブロックに合わせた体験活動を取り入れたことや，具体的に授業をイメージすること

ができる手立てを準備したことで，研修参加者の授業への想像が広がり，授業構想が容易になったと

考えられる。また，導入される背景や，授業の具体的な事例を取り入れたことも意識の変化につながっ

たと考える。さらには，研修参加者一人一人のつぶやきや疑問に対して，研修企画者がその都度向き

合えたことも，授業の実施に対して前向きな記述につながった要因と推察される。 

自由記述で回答を求めた項目 6）「小学校プログラミング教育で，取り組んでみたいことはありますか」

の回答では，具体的な授業をイメージした記述が多く見られた。例えば，「クラブ活動でクイズゲームや

シューティングゲームの作成をしたい。そのために，思考を可視化することができるよう，フローチャート

を活用したい。作図には，Scratch などのソフトを活用する」，「総合や特活で取り入れたい。手段として
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用いたいので，子供たちへのおとしどころを自分でしっかりさせたい」，「理科の実験器具の操作方法を

フローチャートでまとめてみる。（顕微鏡，ガスコンロ，上皿天秤）など。その時に，理由も考えさせるのが

大切」といったものであった。 

これらの回答から，本研修をきっかけに授業の実施につなげようとする教員の姿を確認することがで

き，研修後に小学校プログラミング教育の授業実施につながる確かな手ごたえを感じることができた。 

 

 

授業実施に至った事例 

研修参加者の中から，その後，小学校プログラミング教育の授業を実施した教員は３名であり，中学

年ブロック１名と，高学年ブロック２名であった。これまでの研修後の取組よりも，授業実施に至った人数

が多いこと，複数の学年ブロックで実践されたこと，若手教員及びベテラン教員共に実践していることか

ら，本研修プログラムを好意的に評価していると判断できる。 

以下，高学年ブロックにおける研修で使用したプログラミング教材である Spheroを活用した第 5学年

の事例について，（1）授業の概要，（2）授業の展開及び授業実施に際して授業者が留意していた点を

記す。 

 

（１）授業の概要 

本実践は，第 5学年算数科「速さ」の単元で行った。速さの学習のまとめとして，児童の実態も考慮し

て内容を構成した。体育館に，プログラミング教材を動かせるコースをグループごとに２種類準備した。

児童は，試行錯誤しながらプログラミング教材をゴールさせるためのプログラムを考え，命令を組み合わ

せることができた。既習事項を生かして課題解決に取り組む姿が見られ，また，コンピュータの良さを感

じ取ることができた。 

 

（２）授業の展開及び授業実施に際して授業者が留意していた点  

授業の展開は以下の通りであった。 

 

１．本時の課題をつかむ 「スフィロをゴールさせよう。」 

２．スフィロの動作を確認し，本時の活動内容を改めて意識させる 

３．教師の模範動作をもとに，プログラムを組む 

４．グループで Spheroを動かす 

５．本時のまとめと振り返りを行う  

 

また，授業の実施に際して授業者が留意していた点は以下の通りであった。 

・教師が体育館に準備したコースを，決められた条件の中で Spheroを動かすことを通して，教科の目標

に迫る。 

・教師の模範動作を確認しながら，Spheroの動作を改めて確認させる。 

・思いつきでプログラムを組むことのないように意識させる。 

・既習事項を活用しながら，速さの一般化を図れるようにする。 
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授業を実践するまでに，放課後，研修参加者が主体的にプログラミング教材を試す姿や，授業構想

を研修企画者である第一筆者に相談するなど，意欲的に取り組む姿が見られた。授業者である教員は，

「児童の興味関心を高め，意欲をもって学習に取り組むことができると考え，本時を構想した」と話して

おり，研修を少人数に限定したことや研修でやるべき課題を提示したこと，授業をイメージすることので

きる具体物を提案したこと等が要因となって，授業の実施につながったと考える。 

 

 

 

おわりに 

   

 本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミング教育の推進に資する研修

プログラムを提案することであった。これまでの筆者らの取組の課題をもとにして，研修形態を少人数の

学年ブロック単位としたり，TOTE モデルを参考に，本研修の課題（ゴール）を示し，研修参加者が取り

組まなければならないことを常に意識することができるようにしたりするといった特徴を有した研修プログ

ラムを開発した。各学年ブロックに共通する研修展開としては，①研修課題を提示する，②既存の教材

であるNHK for School番組「テキシコー」を視聴する，③各学年ブロックに応じた体験活動を実施すると

いう 3つの展開を準備した。 

研修参加者を対象にして，研修後に実施した自己評価の結果，得られた評価値は高く，研修内容は

適切であったと判断できた。また，自由記述の内容から，研修参加者が小学校プログラミング教育の授

業に対して前向きな姿勢が確認できた。そして，研修内容に関連した授業実施を確認することができた。 

しかしながら，研修参加者全員の授業実施にまでは執筆時点において，確認できていない。今後の

展望としては，これまで実施してきた小学校プログラミング教育に関連する研修と，本研究で提案した研

修プログラムを組み合わせ，年間を見通した小学校プログラミング教育に関する研修プログラムを提案

し，授業の実施，そして授業実施による児童の変容を確認する一連の研究に取り組むことを予定してい

る。 
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「主体的・対話的で深い学び」 の教育方法的課題 

－子どもたちに求められる資質・能力に関する論究－ 
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小学校・中学校学習指導要領（平成29年３月告示）では， 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推

進が示された。しかし，その内容が現場に十分に理解されていないのではないかという問題意識の下，その柱のひとつであ

る子どもたちに必要な資質能力を育成するために，どのような「主体的・対話的で深い学び」が必要かについて県内小中学

校の教員を対象に意識実態調査を行い，その理解の状況及び課題を考察した。 

その結果，「主体的・対話的で深い学び」についての現場教員の理解が十分ではなく，その要因は，多くの教員が「主体

的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの学びが区別され，一つの学びの中で他の学びが並び立たないものである

という認識をもっているためであることが明らかになった。それを克服するには，三つの学びは，異なる側面から捉えた固有

の視点であり，学びが重なる場合があることを理解する必要があるとの結論に至った。 

 

 

はじめに 

 

今回の小学校・中学校学習指導要領（平成 29 年３月告示）（以下，「学習指導要領」と記す）では，その

骨格として，「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し，「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どの

ように学ぶか」などの枠組みを明確にし，改善を図ることが示されている。 

 この改訂された学習指導要領では，従来よりも内容について格段の質的向上が図られ，そのために解

説書等も充実したものになっている。ただ，それ故に重要な用語については，専門性が高く難解な印象

を与えるものも少なくない。さらに，現場では，働き方改革が進められており，学習指導要領の趣旨理解 
―――――――― 
*茨城大学教育学研究科  
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のための研修等の時間の確保も難しい状況にある。このような状況下で、現場の教員に今回の学習指導

要領の内容を十分に理解させるためには多くの課題があると言わざるを得ない。 
本研究では，この学習指導要領の主要なテーマである子どもたちに必要な資質能力を育成するため

にどのような「主体的・対話的で深い学び」が必要かについて取り上げ，研究主題を設定した。具体的に

は，県内小中学校の教員を対象に，「主体的・対話的で深い学び」のとらえ方についての意識実態調査

に基づいて，その理解状況及び課題について考察し，今後の課題を見出したい。 

 

 

学習指導要領の方向性 

 

図 1 学習指導要領改訂の方向性 
     出典：「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」 
        文部科学省生涯学習政策局情報教育科情報教育振興室長 安彦 広斉  より 

 

図 1は，文部科学省が示した今回の学習指導要領改訂の方向性を示した図である。これからの教育課

程の理念として，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学校と社会とが共有し，それ

ぞれの学校において，必要な教育内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられるように

するのかを明確にしながら，社会との連携・協働によりその実現を図っていくこととして，「開かれた教育課

程」の実現が掲げられている。この「社会に開かれた教育課程」を核に「何ができるようになるか」「何を学

ぶか」「どのように学ぶか」などの枠組みを明確にして，教育内容の改善を図ることや「カリキュラム・マネ

ジメント」を推進することなどが示されている。 

 具体的な改訂の方向性として，「何ができるようになるか」については，育成を目指す資質・能力を「知

識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」）」の三つの柱に整理し，明確にし
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た。学校教育法に示された「確かな学力」の定義と整合性がとれるようになった。 

 「何を学ぶか」については，小学校の中学年で外国語活動，高学年で外国語が導入されるなど，新しい 

時代に必要となる資質･能力を踏まえた教科･科目等の新設や目標･内容の見直しが図られた。 

「どのように学ぶか」については，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するこ

となどが示された。 

 さらに，教育活動の質の向上を図る取組として「教科横断的な視点による教育内容の編成」「ＰＤＣＡサ

イクルによる評価」「人的・物的体制の確保」の三つの側面を重視した「カリキュラム・マネジメント」を推進

することも新たに示された。  

 
 

 「主体的・対話的で深い学び」の教育的意味 

 

図２ 主体的・対話的で深い学びの実現 
「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」 
文部科学省生涯学習政策局情報教育科情報教育振興室長 安彦 広斉 より  

    

１ 「主体的・対話的で深い学び」とは 

図２は，「主体的・対話的で深い学び」について説明している文科省の資料である。「主体的・対話的で

深い学び」は学習指導要領改訂の方向性を示す三つの柱の一つである「どのように学ぶか」にあたるもの

であり，学びの質の向上に向けた改善の取組である。子供たちは，主体的に，対話的に，深く学んでいく

ことによって，学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し，未来を切り拓ひらくために必要

な資質・能力を身に付けたり，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。こうした学びの質

に着目して，授業改善の取組を活性化しようというのが，今回の改訂が目指すところであり，その役割を担

っているのが「主体的・対話的で深い学び」である。 
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２ 「主体的・対話的で深い学び」の三つの視点  

  「主体的・対話的で深い学び」の実現とは，特定の指導方法のことを指すのではなく。教員が教えるこ

とにしっかりと関わり，子供たちに求められる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考

え，授業の工夫・改善を重ねていくこととされ，改善の三つの視点が示されている。図２はその内容を示

すもので，学習指導要領の内容を伝える資料として研修会等でよく活用されている。中央教育審会答申

（H28.12.2１ 以下「中教審答申」という）では次のように示されている。 

  ① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持っ

て粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できて

いるか。 

 

  ② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ

、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

 

  ③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ

ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、 問題

を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実

現できているか。                              P.49-50      ※下線は筆者 

  授業改善の三つの視点は，学習に取り組む子供の姿で示されていることから，現場の教員は，この姿

をそれぞれの学びの定義として捉え，学習の中でこれらの姿が表出されているかどうかで「主体的な学

び」「対話的な学び」「深い学び」が実現しているかを判断している。 

 

３  「主体的・対話的で深い学び」の留意点  

「主体的・対話的で深い学び」を推進する上で求められている留意点としては次の３点がある。 

 

・「主体的・対話的で深い学び」の学習活動は，今までの授業時間とは別に新たに時間を確保しなければ

できないものではなく，現在，既に行われているこれらの活動を「主体的・対話的で深い学び」の視点

で改善し，単元や題材のまとまりの中で指導内容を関連付けつつ，質を高めていく工夫が求められて

いる。  

 

・「主体的・対話的で深い学び」は，１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく，単元や題材

のまとまりの中で実現されていくことが求められる。  

 

・「深い学び」の鍵となるのが，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」である。「見方・考え方」は，新し

い知識・技能を既に持っている知識・技能と結びつけながら深く理解し，社会の中で生きて働くものとし

て習得したり、思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり，社会や世界にどのように関わるかの視座

を形成したりするために重要なものである。「見方・考え方」を軸としながら、幅広い授業改善の工夫が

展開されていくことが求められる。  
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教員への意識実態調査の分析 

  

１ 設問とそのねらい  

図２で示されている「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の改善の視点等について下記の設問よ

る意識実態調査を県内の小・中学校の教員を対象に実施した。 

資料１ 「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態踏査の内容                    

 設問２のねらいは，「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の改善の視点を児童生徒の学ぶ姿に置き

換えて，三つの改善の視点を理解しているかを把握すること，設問３は，「主体的学び」「対話的学び」「深

い学び」についての理解の程度（意識）を把握すること，設問４は，理解が難しい理由を把握することを意

図したものである。 

県内公立小中学校 12 校（内訳：小学校６校，中学校６校），238 人の教員（内訳：小学校 122 人，中学

校 116人）を対象として実施した。                 

  
設問１：略 

 
  設問２：次の児童生徒の学ぶ姿（下記⑴~⑷）は「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議

会における議論から改訂そして実施へ－：文部科学省」に示されている「主体的・対話的で深い学びの実
現（イメージ）P22」を基に作成したものです。⑴ ~ ⑷の学びの姿は「主体的な学び」
「対話的な学び」「深い学び」のどれに当てはまりますか。当てはまる欄に○ 
を付けてください。                                                        
 
 

 
                               

主体的 
な学び 

対話的 
な学び 

深い 
学び 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
⑴ 
 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手掛
かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める
学習をしている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑵ 
 

精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的や場面、状
況等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合うことを通して集団
としての考えを形成したりしている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑶ 
 

学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持っ
て粘り強く取り組むとともに、自らの学習をまとめ
振り返り、次の学習につなげている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

⑷ 
 

事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課
題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。  

 
 

 
 

 
 

      
   設問３：上記２の質問に迷いなく，自信をもって答えられましたか。当てはまる番号を

○ で囲んでください。                                                  
     ⑴      ⑵       ⑶       ⑷      

     
     
  

自信をもって 
答えられた 

どちらかと言えば 
自信をもって答えられた 

どちらかと言いえば自信 
をもって答えられなかった 

自信をもって 
答えられなかった 

      
   設問４：上記３の質問で⑶⑷に○を付けた方に伺います。迷いなく，自信をもって答え

られなかった理由は何ですか。当てはまるものに○を付けてください。（複数
回答可） 

                                      
       （ ）「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の意味がよく分からないから。     
      
       （ ）示されている「児童生徒の学ぶ姿 設問２－⑴⑵⑶⑷」は「主体的な学び」「対話的な  

対話的な学び」が混じっており，明確に分けられないから。（ひとつに絞れない） 
   
      （ ）その他 
 

 

 

児童生徒の姿 
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２ 意識実態調査の結果及び考察について 

⑴ 設問２：「主体的学び」「対話的学び」「深

い学び」について  
 設問２の⑴～⑷の説明文「児童生徒の学ぶ

姿」が 「主体的学び」「対話的学び」「深い学

び」のどれにあたるかを問うものである。児

童生徒の学びの姿は文科省資料の図２に基

づいて作成したものである。 

 
【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑴】        

正解は「対話的な学び」である。各学び等の

選択率は「主体的学び」5.5％，「対話的学

び」57.1％，「深い学び」32.8％，「他（複数選択，無

答）」4.6％である。 正答率が60％を下回って

おり，「対話的学び」の理解は高いとは言え

ない。 

 「深い学び」と答えている教員が多い。その

理由は説明文の後半に「…自己の考えを広げ

深める学習をしている。」の記述があり，それ

に着目したためであろうと考える。 

  

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑵】 

 正解は「深い学び」である。各学び等の選択

率は「主体的学び」7.1％，「対話的学び」

56.3％，「深い学び」33.2％，「他（複数選択，無答）」3.4％

である。 正答率が３割であることは，「対話

的学び」の理解が極めて低いと言える。 

 この設問での特色は「対話的学び」と答えて

いる教員が過半数を占めている点である。そ

の理由は説明文の中程に「…目的や場面、状況

等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合うこ

とを通して集団としての考えを形成したりし

ている。」の記述があり，そこに着目し「対話

的学び」と判断したものと考える。 

 

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑶】 

正解は「主体的な学び」である。各学び等の選

択率は「主体的学び」83.2％，「対話的学び」

表１  「主体的・対話的で深い学び」に関する  

意識実態調査結果 

  

設問２ 説明文は「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」 

     のどれにあたるか。        

学ぶ姿 学び  選択率  正答 

  
説明文 

 ⑴ 

 

主体的学び   5.5％  

対話的学び  57.1％   ○ 

深い学び  32.8％  

他（複数選択，無答）   4.6％  

 

説明文

 ⑵  

主体的学び   7.1％  

対話的学び  56.3％  

深い学び  33.2％   ○ 

他（複数選択，無答）   3.4％  

説明文 

 ⑶  
 

 

主体的学び  83.2％   ○ 

対話的学び  1.3％  

深い学び  12.2％  

他（複数選択，無答）   3.3％  

説明文 

 ⑷  
 

 

主体的学び  43.7％  

対話的学び   2.1％  

深い学び  50.0％   ○ 

他（複数選択，無答）   4.2％  

 

  設問３ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を迷いな 

     く，自信をもって答えられたか。  

№ 選択肢 選択率 

⑴ 答えられた    ４．６％ 

⑵ どちらかといれば答えられた   ３２．８％ 

⑶ どちらかと言えば答えられなかった   ４５．８％ 

⑷ 答えられなかった   １６．８％ 

 

  設問４ 迷いなく，自信をもって答えられ     

なかった理由：⑶⑷選択者 （複数回答可） 
№ 選択肢 選択率 

⑴ 三つの学びの意味がよく分からない 16.8％ 

⑵ 複数の学びが混じっている（ひとつに絞れない） 51.7％ 

⑶ その他  1.7％ 

      
      ※設問文の詳細は前頁の設問文を参照 

   
調査対象：県内小中学校教員 238人(12校) 

   調査期間：令和２年３月１日 ～ ３月 20日 
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1.3％，「深い学び」12.2％，「他（複数選択，無答）」3.3％である。 正答率が８割を上回っており，理解の状

況は良好であると言える。 

  ⑶説明文：「学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持って粘り強く取り組むとともに、自らの学

習をまとめ振り返り、次の学習につなげている。」の中に「主体的学び」と判断できるキーワードがあるため

と考える。 

 

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑷】 

 正解は「深い学び」である。各学び等の選択率は「主体的学び」43.7％，「対話的学び」2.1％，「深い学

び」50.0％，「他（複数選択，無答）」4.2％である。 正答率が５割に留まって，理解は低い状況である。 

  この設問での特色は「主体的学び」と「深い学び」を選ぶ教員の割合が９割以上で，２分されている。説

明文:「事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。」

の中に「自ら～」と「探究」という文言があり，二つの学びが混在しているともとれる。判断が分かれたのは

このためであると考える。  

 

⑵ 設問３：「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解の程度（意識）について 

「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を迷いなく，自信をもって答えられたかという設問の結果は，

⑴「答えられた」4.6％，⑵「どちらかといえば答えられた」32.8％，⑶「どちらかといえば答えられなかった」45.8％，⑷「答えられなかった」

16.8％である。 否定的な回答である⑶⑷の割合が６割を上回っており，三つの学びについての理解に

ついての自信のなさがうかがえる。 

 

⑶ 設問４：「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解が難しい理由について 

「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解が難しい理由について設問の結果は⑴「三つの学び

の意味が分からない」16.8％，⑵「複数の学びが混じっている（ひとつに絞れない）」51.7％，⑶「その他」

1.7％である。 

   理解を難しくしているのは，複数の学びが混じっていることを理由にあげる教員が非常に多い。「主体

的学び」「対話的学び」「深い学び」を説明している文章（図２）を読んでみると，問われている学びの中に

他の学びを連想させるキーワードが混在しているものもあり，そのことが迷いや戸惑いに繋がっていると

考える。 

 

３ 意識実態調査から見える課題等について 

⑴ 見えてきた課題  

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省，都道府県教育委員会等は 2017 年から，その周知・徹

底に努め，各小中学校においても実施のための準備を進めてきた。小学校では既に令和２年度（2020）

から実施されている。中学校は令和３年度（2021）からの実施の予定となっている。 

 小学校の全面実施の直前である令和２年３月に行った「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態

調査を行い,そこから見えてきたことは，学習指導要領の内容についての十分な理解が図られておらず，

教員が戸惑っているという姿である。 

  「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の定義等に関わる基本的な内容を理解している教員は６割を
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下回っており，憂慮すべき状況である。 

 「主体的・対話的で深い学び」の理解の状況をもって，学習指導要領全体の理解を推し計ることは難し

いが，「主体的・対話的で深い学び」は学習指導要領の大きな柱の一つであり，それは「学びに向かう力・

人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の育成に繋がっている。「主体的・

対話的で深い学び」が学習指導要領を支える重要キーワードであるとの認識に立つとき，その理解が現

場に浸透していないことは学習指導要領の実現を阻む大きな課題であると受け止める必要がある。  

 

⑵ 課題の背景にあるもの【学習指導要領の内容の質的向上と周知・研修の問題】  

  今回の学習指導要領は，内容の質的な向上が図られている。 「社会に開かれた教育課程」の重視，

「主体的・対話的で深い学び」の実現、「カリキュラム・マネジメント」の確立，学習の基盤となる資質・能力

の育成，教科横断的な学習の充実，プログラミング教育，新たな教育活動の導入，新たな視点や一層の

充実の視点による改善事項がたくさん盛り込まれている。今回の学習指導要領の記述分量は前回の学習

指導要領と比べて約 1.5倍も増えている。 

  学習指導要領の伝達講習や研修会は各地で行われてはいるものの，限られた時間の中で，概要や要

点を伝えるものになっている。その伝達講習や研修は学校代表の教員が参加し，その内容を校内で伝達

するという形式で行われている。しかも，学校現場では，働き方改革が最優先に進められており，研修時

間を確保するのも難しくなっている。学習指導要領等の内容を１人１人の教員が消化しきれていないでい

るのが現状であろう。学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の理解が学校現場で浸透して

いないのは，以上のような背景があるためでると考える。 

 

⑶ 課題の背景にあるもの【「主体的・対話的で深い学び」の定義等の問題】  

  「主体的・対話的で深い学び」の理解が進まない理由は，その定義等にも要因があるのではないかと

考える。「主体的・対話的で深い学び」の教員の戸惑いの声をまとめ，その後ろにある分かりにくさの要

因を探る。 

 

 

設問２の⑵で「深い学び」であるにもかかわらず，「対話的な学び」と答えた人が多

かった。ただ，経験年数等に関係なく，答えられていないことから， 文科省の資

料がわかりづらいところがあると考える。事実，３の質問で「自信をもって答えられた」

人の方が少なかった。…                               

 ※下線は筆者 

資料２ 意識実態踏査の結果の考察（アンケート協力校  Ｓ中学校）一部抜粋  

 

資料２は意識実態調査協力校が自校でアンケート結果を考察したもので，アンケート回収用封筒に添

えられていたものである。この声は全体を代弁している。意識実態調査の結果を見ても,理解を難しくして

いるのは，ひとつの学びの中に他の学びが混じっていることをあげる教員が非常に多い。改めて,設問２

の児童生徒の学びの姿とそこに含まれる三つの学びをまとめると次のようになる。 
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設問２の学びの姿は文科省資料（図２）を基に作成したもので，文科省資料の説明にわかりにくい要因

があると考える。 

 

 

「主体的・対話的で深い学び」の再定義について 

 

１ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の混在を整理する視点 

  文部省の見解の枠組みの中で「主体的・対話的で深い学び」を改めて捉え直してみる。 

現場の教員は，図２の文科省の資料から，三つの学びは区別され，一つの学びの中で他の学び

が並び立たないものという認識をもっている。しかし，「中教審答申」には次のような記述がある。 

 

「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの視点は、子供の学びの過程としては一体

として実現されるものであり、また、それぞれ相互に影響し合うものでもあるが、学びの本質として重

要な点を異なる側面から捉えたものであり、授業改善の視点としてはそれぞれ固有の視点であるこ

とに留意が必要である。                                                        P.50  

  

つまり，「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手掛かりに考えることを通じ、自己の考えを

広げ深める学習をしている。」という学びの姿は，「主体的な学び」の視点で捉えれば，「主体的な学び」

に当てはまる。また，「深い学び」という異なる視点から見ると「深い学び」に当てはまるという捉え方である。

中教審答申の記述はそのことを示していると考える。例えると，「手間のかからない料理」「季節の素材を

表２ 設問２の学びの姿に含まれる複数の学び      

   
 

 
    

                    

文科省資料 

 （図２） 

混じっている 

他の学び 
 
⑴ 

 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手

掛かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める

学習をしている。 

 

対話的な学び 

 

 

  深い学び 
 

【根拠】 太文字の下線部 
 

⑵ 
 

 

精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的

や場面、状況等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合

うことを通して集団としての考えを形成したりしている

。 

 

深い学び 
 

 

 

対話的な学び 
 

  【根拠】 太文字の下線部 

 
⑶ 
 

学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持っ

て粘り強く取り組むとともに、自らの学習をまとめ振り

返り、次の学習につなげている。 

 
主体的学び 

 
深い学び 

【根拠】太文字の下線部 

 

⑷ 
 

事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課

題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。  

  

深い学び   

   

 

主体的学び 

     【根拠】太文字の下線部 

 

 

児童生徒の学ぶ姿 
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使った料理」「美味しい料理」という料理の視点があるとすれば，「松茸を使った土瓶蒸し」は３つの料理の

視点全てに当てはまるということである。 

 しかし，「主体的・対話的で深い学び」の説明に使われている図２の資料ではそのことが伝わらない。異

なった解釈をメッセージとして送ってしまっている。学校現場では図２の文科省資料を使って研修してい

る。公的な研修会においてもこの資料を活用している。現場の教員が「分かりにくい」と感じるのはこのた

めであると考える。 

  図２の資料で示されている「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」は，子供の学びの過程におい

ては一体として実現されるものであり，学びが重なる場合があること，「主体的な学び」「対話的な学び」

「深い学び」とは，異なる側面から捉えた固有の視点であることを説明に添える必要がある。 

 

２ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を区別する固有のポイント  

  三つの学びの捉え方について，授業の中に表れる児童生徒の表層的な言動等に着目するとそれぞれ

の学びの本質的な違いが見えない。図２の 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の説明もそのことが

当てはまる。ここで三つの学びを整理する固有のポイントを示し，補足の説明を加える必要がある。 

 

⑴「主体的学び」を区別するポイント：「問題意識等の内面的エネルギーで支えられた活動か！」 

  「主体的学び」を他の二つの学びと一線を画すポイントは，学びの行動を支える「内面のエネルギー」

であると考える。 

  「主体的」とは「自分の意志・判断によって行動するさま。（三省堂大辞林）」という意味であり，行動の内面にこそ

固有の視点がある。「中教審答申」の評価の留意点に次のような記述がある。 

 

 評価の観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」については、…中略…挙手の回数やノートの取

り方などの形式的な活動で評価したりするものではない。子供たちが自ら学習の目標を持ち、進め方

を見直しながら学習を進め、その過程を評価して新たな学習につなげるといった、学習に関する自己

調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しようとしたりしているかどうかとい

う、意思的な側面を捉えて評価することが求められる。                           

                                                            P.62   ※下線は筆者 

 

これらのことから「主体的学び」が成立しているかどうかは，表面的な活動ではなく，自らの意思と判断と

いう内面で支えられているかどうかで見分けることが大切であり，更に堀下げるなら，内面を支えるエネル

ギー源としての「問題意識」「向上心」「達成感」等の存在が重要であると考える。 

  「主体的な学び」とは，学びの行動を支える「問題意識」「向上心」「達成感」等の内面的なエネルギーの

存在を前提に「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見

通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」という活動，換言す

れば，自らの学びをコントロールしていることが「主体的な学び」であり，その視点で授業を改善していくこ

とが今回の学習指導要領の趣旨であると解釈する。 
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⑵「対話的学び」のポイント：「他者とかかわりあう行為があるか！」 

 「対話的な学び」は「対話」という外から見える行為が前提になるので，比較的にわかりやすい。他者との

かかわりを通して多様な考えや価値と出会うことで，自己の考えを広げ，深めることが期待される。グルー

プ活動，ディスカッション，インタビューなどの活動を具体的な行為の例として挙げることができる。また，

「対話」の中には，書物などを通して先哲の考え方に触れることも含められている。 

  「対話的な学び」の留意点として，グループ活動，ディスカッションをすれば「対話的学び」が成立して

いるととらえるのではなく，「活動あって学びなし」にならないよう，「深い学び」の視点とも繋がっていなけ

ればならないことをも加えておきたい。 

 

⑶「深い学び」のポイント：「目標達成に迫るベクトル・アプローチがあるか！」 

  学習指導要領の基本構造から考えると「何ができるようになるか／三つ資質・能力の育成」のために「ど

のように学ぶか／「主体的・対話的で深い学び」があるので，「主体的・対話的で深い学び」は目標達成

（資質・能力の育成）に向かう学習活動でなければならない。そのような学習活動の中で，特に「深い学び」

が果たす役割は大きい。初等教育資料「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善について」（２

０１７））にある次のような記述からもそのことがうかがえる。 

 

⋯略⋯「対話的な学び」を進める上では「深い学び」の視点も欠かせない。「活動あって学びなし」とい

うことにならないように、「対話」が本当に質の高い学びにつながっているのか普段の検証を行ってい

く必要がある。⋯略⋯⋯①の「主体的学び」の視点と②の「対話的な学び」の視点は，いずれも重要な視

点ではあるが、質の高い学びにつなげていくための十分条件であるとは言えない。⋯そこから導かれ

てきたのが、③の「深い学び」の視点である。                              P.4-5 

 

  「深い学び」の「深い」は，目標達成，或いは，より高いレベルの目標に迫るベクトル・アプローチがある

ことを意味し，それを前提として「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見

方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成し

たり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする学習活動が行われているこ

と」が「深い学び」が実現されている状態であると解釈する。   

今回の学習指導要領では，個別のバラバラであった知識が学習を通してつながり，構造化していくこと，

さらに，他の学習場面や生活場面で活用できる概念化した知識にまで高度化していくことを特に重視して

おり，この方向に向かう学習を「深い学び」と言うことができる。 

 

  

まとめ 

 

１ 明らかになった課題 

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省等は 2017 年から，その周知・徹底に努め，小学校では

既に令和２年度（2020）から実施されている。「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態調査を行っ

て見えてきたことは，学習指導要領の内容についての理解が図られておらず，教員が戸惑っているという
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姿である。「主体的・対話的で深い学び」の理解の状況をもって，学習指導要領全体の理解を推し計るこ

とは難しいが，「主体的・対話的で深い学び」は学習指導要領の大きな柱の一つであり，それは「学びに

向かう力・人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の育成に繋がっている。

「主体的・対話的で深い学び」が学習指導要領を支える重要キーワードであるとの認識に立つとき，その

理解が現場に浸透していないことは学習指導要領の実現を阻む課題であると受け止める必要がある。  

 

２ 課題の要因 

  働き方改革が進む中で，現場の教員が，内容の質が高くなり，記述量も膨大に増えた学習指導要領を

消化（理解）できずに消化不良を起こしているという状況がある。さらに加えて，「主体的・対話的で深い学

び」を説明する文科省の資料の中にも「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点の違いや関

係に理解を難しくする要因が隠れていると考える。 

 

３ 成果（課題要因の明確化と解決のポイント） 

  ここでは「主体的・対話的で深い学び」についての理解を難しくしている要因とそれを克服する方法に

ついて述べる。要因と解決のポイントを簡潔にまとめると次の二つになる。 

 

・多くの教員が「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの学びは区別され，一つの学びの

中で他の学びが並び立たないものであるという認識をもっており，それが理解を妨げている。克服

するには，三つの学びは，異なる側面から捉えた固有の視点であり，学びが重なる場合があることを

理解する必要がある。 

 

・「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を区別する固有のポイントの理解が不十分なため，児童生徒

の活動の様子を見ても三つの学びを見分けることができない。それを克服するには，次のポイント（物

差し）で活動の本質を見極め，整理する必要がある。 

 

・「主体的学び」は「問題意識等の内面的エネルギーで支えられた活動か」 

・「対話的学び」は「他者とかかわりあう行為があるか」 

・「深い学び」は「目標達成に迫るベクトル・アプローチがあるか」 
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教育の方法・技術に関する実践的課題 
 

―― 「見方・考え方」に関する教員の意識実態調査の分析を中心に ―― 

 

豊 田 昌 幸*・永 田 博** 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Practical problem about a method and the skill of the education : analysis of the consciousness of the 
teacher about " a viewpoint and a way of thinking" in the class 

 

Masayuki TOYODA and Hiroshi NAGATA 
 
 

キーワード：見方・考え方，学習指導要領，資質・能力 

 

小学校・中学校学習指導要領（平成29年３月告示）では， 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推

進が示され，小学校では令和２年度から全面実施されている。「主体的・対話的で深い学び」を実現する上で重要であるとさ

れている「見方・考え方」についてその意味が分からないとの現場の声があることから，「見方・考え方」に関する意識実態調

査を県内小中学校の教員を対象に行い，その理解状況及び課題等について考察する。 

 

 

はじめに 

 

小・中学習指導要領（平成 29 年３月告示）［以下「学習指導要領」という。］の全面実施に向けて，小学

校は２年間(2018年～2019年)の移行期間を経て令和２年度(2020年)から完全実施している。中学校は令

和３年度から実施する予定である。国や県では各種研修会等を開催し，学習指導要領の内容の周知に

努めている。各学校においても校内研修を実施したり，年間指導計画を作成したりするなどして準備を進

めてきている。 

 今回の学習指導要領は前回の学習指導要領に比べて内容の質的に向上が図られ，学習指導要領及

びその解説書の厚さは格段に増えている。キーワードとなる用語も難しいという現場の声もある。また，働

き方改革の推進の時期とも重なる中で，学習指導要領に関する研修や実施に向けた準備のための時間

を確保することが難しい現状もある。このような現状を鑑みると，学習指導要領の内容理解が現場の教員

に浸透しているか懸念がある。 

 そこで，今回の学習指導要領の大きな柱である「何ができるようになるか／育成する資質・能力」，「どの 

―――――――― 
*茨城大学教育学研究科  **茨城大学教育学研究科 
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ように学ぶか／主体的・対話的で深い学び」に深く関わる重要キーワードである「見方・考え方」について

県内小中学校の教員を対象に意識実態調査を行い，その理解状況及び課題等について考察し，併せて

その解決の方向性を見いだしたいと考える。 

なお，本論文は，豊田が１～２頁, ４～11頁，永田が２～３頁「学習指導要領における 『見方・考え

方』の意味」を執筆した。 

 

 

学習指導要領における 「見方・考え方」の意味 

 

１ 「見方・考え方」とは 

   「見方・考え方」に関する記述ついて小学校学習指導要領では次のように示されている。 

 

【小学校学習指導要領(H29.3)】第１章 総 則                                   ［一部抜粋］ 

 第３ 教育課程の実施と学習評価  

 

 １  主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善  

    各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 (1)  …略… 特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思考力，判断力，表

現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させたりして， 学習の対象となる物事を捉え思考す

ることにより，各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」という。）

が鍛えられていくことに留意し，児童が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，

知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり， 問題を見いだ

して解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充

実を図ること。                                   P22  ※ 下線部は筆者 

 

「見方・考え方」を端的に言えば，「各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方」である。中央

教審議会答申（H28.12.21)や初等教育資料（2017 年 11 月号，P6－7）では，「見方・考え方」の意味・性質

等についてさらに詳しく説明している。その箇所を抜き出し，内容をまとめると次のようになる。 

 

【 「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）」 平成28年12月21日（以下「中教審答申」という）】  

 

  ・「見方・考え方」は，既に身に付けた資質・能力の三つの柱（「学びに向かう力，人間性」 「知識・技

能」「思考力・判断力・表現力等」）によって支えられている。 

 

  ・「見方・考え方」は，各教科等の学習の中で働くだけではなく、大人になって生活していくに当たっ

て重要な働きをする。各教科等の学びの中で鍛えられた「見方・考え方」を働かせながら、世の中

の様々な物事を理解し思考し、よりよい社会や自らの人生を創り出していると考えられる。 P33-34 
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 【 「 初等教育資料 」 文部科学省編 （2017年［H29］ 11月号,東洋館出版社 】 

 

  ・今回の学習指導要領では，育成を目指す資質・能力は三つの柱に沿って各教科等で整理されて 

おり、「見方・考え方」それ自体は資質能力には含まれるものではない。 

 

  ・「見方・考え方」は、あくまでも、「資質・能力」を育成していく上で活用すべき視点・考え方である。 

 

  ・今後の検討を深めていく学習評価の仕組みにおいても、評価の対象となるのは「資質・能力」であ 

り、「見方・考え方」それ自体を評価の対象項目とすることは予定されていない。           P6-7 

 

２ なぜ，「見方・考え方」に着目するのか。 

 なぜ，「見方・考え方」に着目するのか。「見方・考え方」が今回の学習指導要領の重要キーワードである

と考えるからである。このキーワードの意味を理解し，子供が学習の中で働かせられなければ学習指導

要領の趣旨を実現することができないと考えるからである。 

 今回の学習指導要領の方向性を示す「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」のトラ

イアングルの１角である「どのように学ぶか（「主体的・対話的で深い学び」）」の実現に「見方・考え方」の

理解が必要不可欠である。中教審答申において次のような記述がある。 

 

○  「アクティブ・ラーニング」の視点については、…略…「深い学び」の視点は極めて重要である。学

びの「深まり」の鍵となるものとして、全ての教科等で整理されているのが、…略…各教科等の特質に

応じた「見方・考え方」である。今後の授業改善等においては、この「見方・考え方」が極めて重要に

なってくると考えられる。                                                           P52  

 

○ 「見方・考え方」は、新しい知識・技能を既に持っている知識・技能と結び付けながら社会の中で生

きて働くものとして習得したり、思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり、社会や世界にどのよう

に関わるかの視座を形成したりするために重要なものである。                            P52 

 

○  既に身に付けた資質・能力の三つの柱によって支えられた「見方・考え方」が、習得・活用・探究と

いう学びの過程の中で働くことを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、新たな資質・能力が育ま

れたりし、それによって「見方・考え方」が更に豊かなものになる、という相互の関係にある。    P52 

 

○  各教科等の学びの中で鍛えられた「見方・考え方」を働かせながら、世の中の様々な物事を理解し

思考し、よりよい社会や自らの人生を創り出していると考えられる。    P33-34 ※ 下線部は筆者 

  

 上記の内容は，「見方・考え方」が「主体的・対話的で深い学び」に極めて重要な鍵を握り，資質能力の

育成，日常の学習，子供の豊かな人生に繋がっていることを示している。「見方・考え方」は今回の学習指

導要領の重要なトライアングルである「何ができるようになるか」「どのように学ぶか」の２角に深く関わって

おり，今回の学習指導要領を理解し，実現する上で重要キーワードであると言える。 
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意識実態調査の分析と考察 

 

１ 設問とそのねらい 

前項「学習指導要領における『見方・考え方』」の意味」で述べた「見方・考え方」の意味等につい

ての理解を問う下記の設問を県内公立の小・中学校の教員を対象に実施した。 

資料１ 「見方・考え方」に関する意識実態踏査の内容                         

※県内公立小中学校12校（内訳：小学校6校，中学校6校），237人の教員（内訳：小学校 123人，    

中学校 114人）を対象として，令和２年３月１～３月 20日に実施 

 

設問２のねらいは， ⑴～⑸ は「『見方・考え方』」と三つの資質・能力の関係」，⑹⑺は「『見方・考え

方』は評価対象となるか」，⑻～⑽は「『見方・考え方』の意味等」の理解状況を把握することを意図したも

のである。設問３のねらいは，「見方・考え方 」の理解の程度（意識）を把握するこることを意図したもので

 
  設問１：略 
 
   
設問２： 今回の学習指導要領等の中で、学びの「深まり」の鍵となるものが「見方・考え方」であ

り，今後の授業改善等において極めて重要であるとされています。「見方・考え方」の 
説明として正しいものに○を付けてください。                 （複数回答可） 

 
   ⑴（  ） 「見方・考え方」は学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力の三つの柱 

の一つである「学びに向かう力 人間性等」に含まれる。 
 
   ⑵（  ） 「見方・考え方」は学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力の三つの柱 

の一つである「思考力･判断力・表現力等」に含まれる。 
 
   ⑶（  ） 「見方・考え方」は学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力の三つの柱 

の一つである「知識・技能」に含まれる。 
 
   ⑷（  ） 「見方・考え方」は学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力の三つの柱 

を総合した力のことである。 
 
   ⑸（  ） 「見方・考え方」は学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力に含まれない。 
 
   ⑹（  ） 「見方・考え方」は評価の対象である。 
 
   ⑺（  ） 「見方・考え方」は評価の対象でない。 
 
   ⑻（  ） 「見方・考え方」は「資質・能力」を育成していく上で活用すべき視点や考え方である。 
 
   ⑼（  ）  各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方が「見方・考え方」である。 
 
   ⑽（  ） 「見方・考え方」を支えているのは、各教科等の学習において身に付けた資質・能力 

の三つの柱である。 
 
   
設問３：今回の学習指導要領等の中で示されている「見方・考え方」の意味についてうかがい  

ます。当てはまる番号を○で囲んでください。    
       

        「見方・考え方」       １ －－－－ ２ －－－－ ３ －－－－ ４             
の意味について    分かる     どちらかと言えば     どちらかと言いえば   分からない 

                                分かる     分からない     
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ある。設問３のねらいは，「見方・考え方 」の理解の程度（意識）を把握することを意図したものである。 

 

２ 意識実態調査の結果及び考察について 

⑴ 設問２：「見方・考え方」と「三つの資質・能力」について 

  設問２の説明文⑴～⑸ は，「見方・考え方」と「三つ

の資質・能力」（「学びに向かう力 人間性等」「思考力･判断力・表現力等」「知識・技能」）の関

係を問うものである。選択率は⑴が 20.7％，⑵が

53.2％，⑶が 14.3％，⑷が 36.3％，⑸が 4.6％である。 

初等教育資（２０１７,４月号）では，育成を目指す資質・

能力は三つの柱に沿って各教科等で整理されており，

「見方・考え方」それ自体は資質能力には含まれるもの

ではないとされている。正解として○を付ける説明文は

⑸である。 

  調査結果から，「見方・考え方」が資質・能力に含ま

れないことを多くの教員が理解していないことが分か

る。各説明文の選択率で特色が出ているものを見てみ

ると，説明文⑵が他の質問に比べて選択率が高い。こ

れは「見方・考え方」と「思考力・判断力」が意味的に類

似している言葉であり，関係があると考えて，選択した

ものであろう。また，説明文⑸の選択肢が極めて低い数

値であることが目立つ。この説明文は「見方・考え方」が

資質・能力に含まれないことを端的に表した文であり，

この選択率の低さは問題である。 

  「見方・考え方」も「三つの資質・能力」も今回の学習

指導要領において重要キーワードであることを各種研

修会や指導要領の解説書等でも説明されている。しか

し，そのつながりや関係性について現場の教員の多く

が理解していないことが調査結果からうかがえる。 

 

⑵ 設問２：「見方・考え方」と「評価」について  

  設問２の説明文⑹⑺は「見方・考え方」が評価の対象

となるかを問うものである。 

  選択率は説明文⑹が 42.2％，説明文⑺が 22.8％である。 

  今回の学習指導要領では，育成を目指す資質・能力は三つの柱に沿って各教科等で整理されており，

「見方・考え方」それ自体は資質・能力には含まれるものではないとされている。正解として○を付ける説

明文は⑺である。 

  本来，説明文⑹⑺は二者択一になるはずであるが，二つを合わせても 70.0％に留まっている。「見方・

考え方」が評価の対象になるか，ならないかについての判断もがつかない無答状態のレベルの教員が

   

  表１ 「見方・考え方」に関する意識実態

調査結果 

 

  設問２ 「見方・考え方」の正しい説明文 

を選ぶ※詳細は前頁の設問文を参照 
 

 
 
 

選択率 
質問に○を付けた割合 

正答 
○が付く正しい 
説明文 

説明文⑴  20.7 ％  

説明文⑵  53.2 ％  

説明文⑶  14.3 ％  

説明文⑷  36.3 ％  

説明文⑸  4.6 ％    ○ 

説明文⑹ 42.2 ％  

説明文⑺  22.8 ％    ○ 

説明文⑻  51.5 ％    ○ 

説明文⑼  55.7 ％    ○ 

説明文⑽  33.6 ％    ○ 

 
   設問３「見方・考え方」の意味が分かる 
          ※詳細は前頁の設問文を参照 

 

選択肢 選択率 

分かる   1.3 ％ 

どちらかと言えば分かる  25.3 ％ 

どちらかと言えば分からない  54.0 ％ 

分からない  19.4 ％ 

 
調査対象：県内小中学校教員 237 人(12 校) 

調査期間：令和２年３月１日 ～ ３月 20 日 
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多いことを意味している。 

 学習指導要領及びその解説において「見方・考え方」に関する評価の在り方について記述されている

箇所は見当たらない。今回の学習指導要領で重要なキーワードである「見方・考え方」について，原典と

いうべき学習指導要領及びその解説(総則編)にそのことが明確に記述されていないことが，影響している

のではないかと考える。 

 

⑶ 設問２：「見方・考え方」の意味等について  

  設問２の説明文⑻～⑽は「見方・考え方」の基本的な意味・定義を問うものである。 

  選択率は説明文⑻が 51.5％，⑼が 55.7％，⑽が 33.6％である。 

  「見方・考え方」は各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方であり，「資質・能力」を育

成していく上で活用すべき視点や考え方でもある。そして，それを支えているのは、各教科等の学

習において身に付けた資質・能力の三つの柱であるとされている。正解として○を付ける説明文は⑻

⑼⑽である。 

  説明文⑻⑼⑽は，「見方・考え方」の基本的な意味・定義を問うものであり，学習指導要領，その解説

（総則編），中教審答申において明確に示されており，他に比べて正答率が高くなっている。しかし，「見

方・考え方」の基本的な意味・定義を問う説明文の理解が概ね 50％程度に留まっていることは，重く受け

止める必要があると考える。 

 

⑷ 設問３：「見方・考え方」の意味の理解の程度について  

  設問３は「見方・考え方」の基本的な意味・定義の理解の程度を問うものである。 

「分かる」が 1.3％，「どちらかと言えば分かる」が 25.3％，「どちらかと言えば分からない」が 54.0％，「分か

らない」が 19.4％である。予想以上に低い結果である。設問２について答えることを通して，「見方・考え

方」に関する理解の不十分さや曖昧さに回答者が気付いていったものと考える。設問２の結果と設問３の

結果が連動していることからもそのことがうかがえる。 

 「見方・考え方」が今回の学習指導要領で重要キーワードであるにもかかわらず，その意味の理解の程

度が予想以上に低く，現場の教員の戸惑い・困り感がうかがえる。 

 

３ 意識実態調査から見える課題等について 

⑴ 見えてきた課題  

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省，都道府県教育委員会等は 2017 年から，その周知・徹

底に努め，各小中学校においても実施のための準備を進めてきた。小学校では既に令和２年度（2020）

から実施されている。中学校は令和３年度（2021）からの実施の予定となっている。 

 小学校の全面実施の直前である令和２年３月に行った「見方・考え方」に関する意識実態調査を行い，

そこから見えてきたことは，学習指導要領の内容についての十分な理解が図られておらず，教員が戸惑

っているという姿である。 

  「見方・考え方」の定義等に関わる基本的な内容を理解している教員は，概ね５割（設問２⑻⑼⑽の正

答率），「見方・考え方」の意味が分かっている答えた教員（設問３：選択肢１．２）は，３割を下回っている。

意識実態調査のこの結果は予想以上に低いものである。 
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 「見方・考え方」という一つの言葉をもって，学習指導要領全体の理解を推し計ることは難しいが，「見

方・考え方」は全ての教科等の「主体的・対話的で深い学び」に極めて重要な鍵を握っているとされる。そ

れは「学びに向かう力・人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の育成に

繋がっており，学習指導要領の理念の実現に関わっているとも言える。「見方・考え方」が学習指導要領

を支える重要キーワードであるとの認識に立つとき，その理解が現場に浸透していない状況は学習指導

要領の実現を阻む大きな課題であると受け止める必要がある。  

 

⑵ 課題の背景にあるもの【学習指導要領の内容の質的向上と周知・研修の問題】  

  今回の学習指導要領は，教科等の枠組みや授業時数は変わらない中（小学校の「外国語活動」，「外国語」を除く）で，内容の

質的な向上が図られている。 

 「社会に開かれた教育課程」の重視，「主体的・対話的で深い学び」の実現、「カリキュラムマネジメント」

の確立，学習の基盤となる資質・能力の育成、教科横断的な学習の充実，「スタートカリキュラム」の充実，

プログラミング教育，主権者教育，消費者教育，防災・安全教育，オリンピック・パラリンピック開催に係る

教育等の多様な「○○教育」の導入やそれらの各教科等への網掛け実施。新たな教育活動の導入，新た

な視点や一層の充実の視点による改善事項がたくさん盛り込まれている。今回の学習指導要領の記述分

量は前回の学習指導要領と比べて約1.5倍も増えており，小学校を例とするなら，学習指導要領と各教科

等の解説の冊子を合わせた総ページ数は 3000頁を超える分量になっている。 

  学習指導要領の伝達講習や研修会は各地で行われてはいるものの，限られた時間の中で，概要や要

点を伝えるものになっている。その伝達講習や研修は学校代表の教員か参加し，その内容を校内で伝達

するという形式で行われている。しかも，学校現場では，働き方改革が最優先に進められており，研修時

間を確保するのも難しくなっている。栄養いっぱいの学習指導要領等の内容を１人１人の教員が消化しき

れていないでいるのが現状であろう。学習指導要領における「見方・考え方」の理解が学校現場に浸透し

ていないのは，以上のような背景があるためでると考える。 

 

⑶ 課題の背景にあるもの【「見方・考え方」の定義等の問題】  

 「見方・考え方」の理解が進まない理由は，その定義等にも要因があるのではないかと考える。「見方・

考え方」に関する教員の戸惑いの声をまとめ，その後ろにある分かりにくさの要因を次のようにとらえた。 

 

① 教員の声：「『見方・考え方』なのだから，思考力ではないのか。」 

名は体を表す。名前がそのものの実体を表してこそ，その意味が相手に伝わる。現行の「見方・考え

方」は「思考力・判断力・表現力」と一線を画しており，名は体を表していない。「見方・考え方」の説明も分

かりにくい部分がある。例えば，「数学的な見方・考え方 」は「事象を、数量や図形及びそれらの関係など

に着目して捉え、論理的、統合的・発展的に考えること。」（表２）とされており，この記述を目にした現場の

教員が思考力と密接に関係があると考えてもおかしくない。このような記述が分かりにくさの要因になって

いると考える。                                 【要因：言葉の意味と実体の乖離】 

   

② 教員の声：「『見方・考え方』は，資質・能力ではないか。今まで，そう理解してきた。」  

  以前は，「見方・考え方」を資質・能力として扱っていた。例えば「小学校 社会 指導資料 新しい学力
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観に立つ社会科の学習指導の創造」（平成５年９月 文部省）P13-14」において，「考える力」を育てること

は，見方や考え方の体系つくることと一体である旨の記述があり，「見方や考え方」を「考える力」を育てる

項の中で説明している。また，学習指導要領（平成 20年 3月告示）の小学校・理科の目標は「自然に親し

み，見通しをもって観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとともに，自然

の事物・現象についての実感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。」とされ，「見方や考え

方」を資質・能力として取り扱っていた。過去の文科省の見解を覚えている教員の多くが，「見方・考え方」

を資質・能力と捉えていると考える。                                                                               

【要因：過去の文科省の見解の影響】 

 

③ 教員の声：「資質・能力には含まれないことも含めて『見方・考え方』の意味がよく分からない。」 

  「見方・考え方」の「見方」「視点」「考え方」はよく使われる言葉だが，抽象的で具体的な場面でのイメー

ジがつかめないという声も聞く。さらに，今回の学習指導要領の趣旨では「見方・考え方」と資質・能力で

 
表２ 各教科等における「見方・考え方」と「思考力・判断力・判断力等」の比較 

 
出典：「思考力・判断力・判断力等」：小学校学習指導要領(H29 告示) 

           各教科等における：「見方・考え方」中教審答申 別紙１(H28.12.21) ［一部抜粋］ 
  

              ※下線は筆者 
 
 
 

 
各教科等の特質に応じた見方・考え方 
（イメージ）     

中教審答申別紙１ 
 

 
各教科等における「思考力・判断力・表現力等」
                

小学校学習指導要領 

 
 国語 
 
 
 
 
 
 
 

 
言葉による見方・考え方   
 
自分の思いや考えを深めるため、対象と
言葉、言葉と言葉の関係を、言葉の意味、
働き、使い方等に着目して捉え、その関係
性を問い直して意味付けること。 
 

〔第５学年及び第６学年〕  
 
[思考力、判断力、表現力等]               
Ｃ 読むこと  
⑴読むことに関する次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。 

  
ァ 事実と感想，意見などとの関係を叙述を基に 

押さ「え，文章全体の構成を捉えて要旨を把 
握すること。                       P23 

 
社会 

 
 社会的事象の地理的な見方・考え方 
 
社会的事象を、位置や空間的な広がりに
着目して捉え、地域の環境条件や地域間
の結び付きなどの地域という枠組みの中で
、人間の営みと関連付けること。 
 

〔第３学年〕  
 
２ 内容⑵ 
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に
付けること。    

(ｱ) 仕事の種類や産地の分布，仕事の工程な
どに着目して，生産に携わっている人々の
仕事の様子を捉え，地域の人々の生活との
関連を考え，表現すること。          P31 

 
 算数 
 
 
 
 
 
 
 

 
数学的な見方・考え方  
 
事象を、数量や図形及びそれらの関係な
どに着目して捉え、論理的、統合的・発展
的に考えること。 
 
 
 

〔第１学年〕  
 
２ 内容 Ｂ 図形⑴ 
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に

付けること。 
(ｱ) ものの形に着目し，身の回りにあるものの特

徴を捉えたり,具体的な操作を通して形の構
成について考えたりすること。        P65 
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ある「思考力・判断力・表現力等」は一線を画したものと捉えられているが，具体的に記述した文献等を探

し，両者を比較すると，同じ意味と解することができる表記にたどり着いてしまう。 

  表２で「見方・考え方」と「思考力・判断力・表現力等」を比較すると，両者とも「～に着目し，～すること」

といった同じ文章構造で，比較・分類・関連付け・総合等の思考の働きを表記している。つまり，現場の教

員が「見方・考え方」と「思考力・判断力・表現力等」の意味やその違いを学習指導要領や中教審答申等

の文献で調べていくと，同じ意味の内容にたどり着き，ますます分からなくなってしまう。現場の教員の戸

惑いは，そのような理由があるからだと考える。学習指導要領等の文献に論理の筋が通っていないと解さ

れる部分があり，そのことが分かりにくさにつながっているのではないかと考える。                                    

【要因：定義等の整合性・一貫性】 

 

④ 教員の声：「『見方・考え方』は各教科等で学んだ成果としての総合力のことではないか。」 

「見方・考え方」は，「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」）」の資

質・能力とは一線を画した物事を捉える視点や考え方で，資質・能力に含まれないというのが学習指導要

領等における見解である。 

  しかし，中教審答申の中で，「見方・考え方」と「資質・能力の総合力」を類似する文章構成で表現し，同

じ意味と解釈することができる記述がある。（表３参照） 

 また，「見方・考え方」は，学習の中で働かせ，学びを深め，よりよい社会や自らの各自の人生を創るも

のである。それは，各教科で学んだ総合力であると置き換えても意味が通る。学習に向かう児童の頭の中

を想像すると，児童が学習問題に向き合ったとき，過去に習得した知識，解決に導いた考え，解決した喜

 
表３ 中教審答申における「見方・考え方」に関する記述  

出典：中央教育審議会答申 (H28.12.21)                ※下線部は筆者 
             

 
 

 
          「見方・考え方」に関する記述     ［一部抜粋］ 
 

 
 
Ｐ33 
 
中段 
 
 
 
 
 
 

 
  子供たちは、各教科等における習得・活用・探究という学びの過程において、 
 
    各教科等で習得した概念（知識）を活用したり、身に付けた思考力を 

    発揮させたりしながら、 
 
 知識を相互に関連付けてより深く理解したり、 情報を精査して考えを形成し
たり、 問題を見いだして解決策を考えたり、思 いや考えを基に創造したりす
ることに向かう。 こうした学びを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、
新たな資質・能力が育まれたりしていく。  
 

 
 
Ｐ50 
 
中段 
 
 
 
 

 
  習得・活用・探究という学びの過程の中で、 
 
    各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、 
 
  知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成した
り、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすること
に向かう「深い学び」が 実現できているか。 
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び等，過去の学びの経験を思い出し，身に付けた力を総動員して，問題に挑戦し，解決に取り組んでい

る姿が浮かぶ。むしろ，その方が腑に落ちる教員がいることも理解できる。今回の学習指導要領等で「見

方・考え方」に込めた意味や理論は分かるが，現場の教員の理解や実感から離れたものになっているの

で，なかなか浸透しないのではないか。  

【要因：定義の妥当性・適正性】 

           

⑤ 教員の声：「『見方・考え方』が評価の対象にならない。どうしてか。」                        

「見方・考え方」は，「深い学び」の重要な鍵とされ，それを働かせることで，日々の学習の理解等をより

深められる。さらに，「見方・考え方」は，世の中の様々な物事を理解し思考し，よりよい社会や自らの人生

を作り出していくことに繋がるものとされている。このように重要な「見方・考え方」なら，それを育む必要が

あり，評価をしなければならないと考えるのは自然であり，現場の教員の多くもそう考えていると想像す

る。しかし，文科省では，評価の対象となるのは，あくまでも資質・能力であり，「見方・考え方」それ自体を

評価項目とする予定はないとの見解を「初等教育資料 2017.11」で示している。多くの教員がこの資料を

目にしていないため，評価が対象外であることを理解していない。問題点は，筆者が各種の資料を探して

みたが，この重要な内容を「初等教育資料 2017.11」以外で見付けることができなかったことである。各種

の研修会等でも聞いたことがない。少なくとも，教員なら誰もが目を通すべき学習指導要領及びその解説

には明記すべきである。                                

 【要因：重要事項の広報・周知】 

 

 

まとめ 

 

１ 明らかになった課題 

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省等は 2017 年から，その周知・徹底に努め，小学校では

既に令和２年度（2020）から実施されている。「見方・考え方」に関する意識実態調査を行って見えてきた

ことは，学習指導要領の内容についての十分な理解が図られておらず，教員が戸惑っているという姿で

ある。「見方・考え方」という一つの言葉をもって，学習指導要領全体の理解状況を推し計ることは難しい

が，「見方・考え方」は全ての教科等の「主体的・対話的で深い学び」に極めて重要な鍵を握っているとさ

れる。それは「学びに向かう力・人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の

育成に繋がっており，学習指導要領の理念の実現に関わっているとも言える。学習指導要領を支える重

要キーワードである「見方・考え方」の理解が進んでいないことは大きな課題であると受け止める必要があ

る。  

 

２  課題の要因 

  働き方改革が進む中で，現場の教員が，内容の質が高くなり，記述量も膨大に増えた学習指導要領を

消化（理解）しきれずに消化不良を起こしているという状況がある。さらに加えて，「見方・考え方」の定義

等の中にも，「言葉の意味と実体の乖離」「過去の文科省の見解の影響」「定義等の整合性，一貫性」

「重要事項の広報・周知」「定義の妥当性・適正性」の面で理解を難しくする要因が隠れていると考える。 

学校現場の人的・物的環境を整えることの詳細をここでは述べないが，現場の教員が学習指導要領等
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の理解で，どの部分で，なぜつまずいているか等を分析し，それに対応した説明をしていくことが望まれ

る。今回の意識実態調査の結果及びその考察がその一助になることを期待したい。 

 

３  本研究における「見方・考え方」の定義等 

  今回の学習指導要領の作成に携わった田村学氏はその著書「深い学び」の中で「見方・考え方」につ

いて，現行の学習指導要領の捉え方を踏まえた上で，更に大きな枠組みで「見方・考え方」を次のように

説明している。 

  そもそも「見方・考え方」は教科の本質、その中核である。したがって、「見方・考え方を働かせる」ことは

、教科等の学びに向かって行くことであり、「見方・考え方」は、教科等固有の学び、または、その有り様と考

えるべきであろう。各教科等には，それぞれに固有の学びの様相がある。ズバリ一言で、その教科等の存

在意義や価値を示すことのできる学びの有り様を「見方・考え方」と考えていく。               P31‐32                                                    

※下線部は筆者 

 

「『見方・考え方』は各教科等で学んだ成果としての総合力のことではないか。」 と捉えている教員にと

っては目の前がちょっと明るくなる説明ではないか。現場の教員に届く咀嚼した，或いは，別の面から光

をあてたこのような説明をすることが学習指導要領の理解を深め，その理念を実現していくことに繋がると

考える。 

「見方・考え方」とは何か。その理解に苦慮している現場の教員の状況をみるとき，学習指導要領の趣

旨を踏まえつつ現場の教員にとって分かりやすい定義をする必要があると考える。 

本研究では「『見方・考え方』を，物事を捉える視点や考え方であり，それは教科等固有の学びを通して

獲得した資質・能力の総合した力である。」と定義したい。 

 

 
引用文献 

 
 

中央教育審議会．2016 年 12 月 12 日．『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）』,33,34,50,52． 

田村学．2018．『深い学び』（東洋館出版社），31-32． 

文部科学省．2008．『小学校学習指導要領』,61． 

文部科学省．2017．『小学校学習指導要領』．22,37,47,68.   

文部科学省編．2017 年 11 月 15 日．『初等教育資料 №960』（東洋館出版社），6－7． 

 



茨城大学教育実践研究 39(2020),245-257 
 

 - 245 - 

 

教育方法の基礎的な指導技術に関する考察 

豊 田 昌 幸* ・ 永 田 博** 

(2020年10月21日受理) 

 

 
Study on the fundamental teaching methods for teachers 

 
Masayuki TOYODA and Hiroshi NAGATA 

 

 
キーワード：基礎的な指導技術，教材研究，学習指導案，板書，ほめ方・叱り方 

 

 学校教育の中で児童生徒を健全に育成するためには，教員が教育の目的に適した基礎的な指導技術を理解し，そ

れらを身に付ける必要がある。そのような指導技術について，各県で発行している教員ハンドブック等の内容を比較

し，考察する。具体的には，茨城県の教員ハンドブックで取り上げられている基礎的な指導技術と他県の教員ハンド

ブック等で取り上げられている基礎的な指導技術を比較し，その特色を明らかにするとともに，指導技術の内容及び

指導する際の留意点等について考察する。 

 

 

はじめ 

 

 ベテラン教師の大量退職に伴い，教育現場では，若手教師の数が増大し，急速に世代交代が進んで

いる。そのような中で，教育現場で積み上げてきたベテラン教員が有している基礎的な指導技術を若手

教員に伝えていくことが求められている。本稿では，次の世代につないでいくべき基礎的な指導技術の

一端を取り上げその内容等について考察する。 

 対象とする基礎的な指導技術として，日常の教育活動時間の大半を占める学習指導に関わる「教材研

究」，「学習指導案」，「板書」，「ほめ方・叱り方」を取り上げる。調査の方法としては，１０の県の教員ハンド

ブック等（※名称は県によって若干異なる）を調査対象とする。 

具体的には茨城県の教員ハンドブックで取り上げられている「教材研究」，「学習指導案」，「板書」，「ほ

め方・叱り方」の４つの基礎的な指導技術と他県のハンドブック等のそれらを比較し，茨城県のハンドブッ

クの特色を明らかにするとともに，取り上げた 4 つの指導技術の内容及び指導する際の留意点等につい

て整理し，考察する。 

―――――――― 
*茨城大学教育学研究科 **茨城大学教育学研究科 
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比較の対象とする各県の教員ハンドブック等は下記の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，本論文は，豊田が１～２頁，４～13頁，永田が２～４頁「『教材研究』について」を執筆した。 

 

 

「教材研究」について 

 

１ 茨城版の主な内容（概要）【茨城版：P４３－４４】 

⑴ 何を指導するのかをしっかりと把握すること－指導目標の明確化－ 

  学習指導要領や文部科学省の解説・指導資料などを基に指導内容を把握するとともに，目標を達成 

した児童生徒の姿を明確にし，評価できるようにしておくことが重要である。 

⑵ いつ指導するのかを押さえること－指導計画への位置付け－ 

  1時間の授業の指導計画について考えたいことは次の三つである。 

○ 授業の最初の段階（導入の段階）  

   児童生徒の意欲を高めるという点で工夫したい。 

○ 授業の中盤の段階（展開の段階）  

   児童生徒に考えさせたり，発表させたり，作業をさせたりする時間をどこに位置付けるかを考える。 

○ 授業の最終段階（終末の段階） 

１  茨城県：「教員ハンドブック－信頼される教師を目指して－」   茨城県教育委員会            

2020年  (以下「茨城版」という。) 

２ 福岡県：「実践的指導力を高める 初任者ハンドブック」 福岡県教育センター 

    2018年（以下「福岡版」という。） 

３ 富山県：「教員研修ハンドブック」 富山県教育委員会 

  2019年（以下「富山版」という。） 

４ 山形県：「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりハンドブック」 

  山形県教育センター 2013年（以下「山形版」という。） 

５ 島根県：「学習指導の基本を身に付けよう授業づくりＱ＆Ａ～『よい授業を目指して～』」 

    島根県教育センター浜田教育センター 2011年（以下「島根版」という。）  

６ 神奈川県：「小学校初任教員のための授業づくりハンドブック」 

    神奈川県立総合教育センター 2009年 （以下「神奈川版」という。） 

７ 愛媛県：「分かる 考える 伸びる 授業づくりの基礎・基本 ～10 のポイント～目標と指導と   

評価の一体化を目指して 」 愛媛県総合教育センター 2015年 （以下「愛媛版」という。） 

８ 鳥取県：「教員研修ハンドブック」（初任者，２年目，３年目教員用） 鳥取県教育センター 

  2020年 （以下「鳥取版」という。） 

９ 徳島県：「とくしま 授業技術の基礎・基本」 徳島県立総合教育センター   

    2020年 （以下「徳島版」という。） 

10 奈良県： 「教職員のための研修ハンドブック」   奈良県立教育研究所 

   2017年  （以下「徳島版」という。） 
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    指導内容を整理させたり，次の学習へのつなぎや目標の達成状況を確認させたりする。 

⑶ どのように指導するかを考えること－指導方法の確立－ 

○ 教材の決定 

    児童生徒の身近なものや経験したこと，興味や必要感がある事柄などを，指導目標に合わせて

教材に使うことを検討する。 

○ 教具の決定 

   教師側で使うものと児童生徒に使用させるものの両方を考え準備したい。特に，小学校低学年

では，板書だけでの指導は難しく，中学校，高等学校でも，できるだけ具体物を見せたり，操作さ

せたりすることが学習意欲を喚起する上で役に立つ。特に，ＩＣＴ機器の活用を図る。 

○ 学習形態の決定 

    一斉授業だけでなく，4人グループ，隣席とのペア，コの字型など，ねらいや活動内容に合わせ

ていろいろな学習形態を工夫する。 

○ 一人一人が十分に活動できる方策の検討 

     児童生徒が主体となって，活動を通して学ぶという考えから，できるだけ，全員を 1時間の授業

の中で活動させる。目標を達成させることを前提として，活動内容やその方法を十分に検討した

い。指名して答えさせる場合，だれをどのような順で指名するかなども考える。 

⑷ その他，教材研究の内容として取り上げたいこと 

   児童生徒の実態把握（既習事項の定着状況）， 個に応じた指導の手立て(机間指導，,発間な

ど)の検討，板書の仕方を工夫 

 

２ 他県版との比較から見える茨城版の特色 

  特色のひとつは，教材研究に割り当てる頁分量が多い点である。教材研究（項目として掲げられている

部分）について掲載のある県版と割り当ててある頁数を概数で示すと，神奈川版８頁，徳島版２頁，島根

版１頁，鳥取版 0.5 頁，愛媛版 0.5 頁，富山版 0.25 頁，奈良版 0.25 頁であるのに対して茨城版は２頁で

ある。限られた紙面の中で，茨城版は，比較的に多くの頁数を当てている。茨城県が教材研究を重視して

いる表れだと考える。 

 二つ目の特色は，「学習指導」の側面を重視して教材研究を捉えている点である。茨城版の項目の見

出しを見ると，「何を指導するのかをしっかりと把握すること－指導目標の明確化－」「いつ指導するのか

を押さえること－指導計画への位置付け－」「どのように指導するかを考えること－指導方法の確立－」と

なっており，指導の側面を重視して教材研究を捉えている。一方，神奈川版，鳥取版，富山版，徳島版は

教材研究を「教材分析」「児童生徒理解」「学習指導」の３分野から捉え，奈良版・島根版は「教材分析」「学

習指導」，愛媛版「教材分析」「児童理解」の２分野から捉えている。 

  三つ目は，茨城版では教材研究の定義が示されていない点である。これは，よさという意味としての特

色とは言い難いが，鳥取版，富山版では最初に定義を示してから教材研究の内容説明に入っている。最

初の段階で定義を示すことで理解しやすくなるという利点がある。定義が示されていない理由としては，

教材研究という用語が説明を要しない自明の用語であり，なくても全体として違和感がないためであろう。 

四つ目は，茨城版は項目の見出し文の語尾，「～把握すること」「～押さえること」「「どのように指導するか

を考えること」から分かるように教材研究をするにあたっての配慮点を示している。 島根版，福岡（「平成２４年度 
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調査研究 教師が身に付けておきたい技術」２０１２年 福岡県教育センター,２－３．）では，教材研究を進めるにあたって，どのような手順やステップ

を追って行っていくのか，具体的に示してある。初任者にも分かるよう工夫した記述がみられる。 

 

３ 他県のハンドブックから学ぶべき参考例 

   茨城版では取り上げていない，他県版から学ぶべき内容を参考例として紹介する。 

  

 [教材研究の定義]   

  

 

 

 

 

 

 

[教材研究の３視点] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教材研究の３視点の中で「①教材分析」「②児童生徒の実態把握」を通り越して「③学習指導（活動）」を

重視しがちである。確かな学力を育成するためには①の視点が，児童生徒が主体となる学習を実現する

ためには②の視点が重要であると考える。 

 

 

「学習指導案」について 

 

１  茨城版の主な内容（概要） 【茨城版：P４６－４８】 

⑴ 各教科における学習指導案の立て方 

① 学習指導案とは 

教材研究とは、教師が毎時間の授業に際して、あらかじめ扱う教材（素材）を研究し、児童生徒の発

達段階、興味・関心に応じてその指導の過程を組み立てる作業である。      [鳥取版P66] 

 

教材研究とは、教材分析を通して教材の特質を把握し、単元・題材のねらいや指導目標に照ら

し合わせて指導内容、指導方法等を事前に研究することです。        [富山版P21] 

① 教材分析 

・教材（素材）をじっくり検討し、教材の価値を見出す。 

・学習指導要領の目標・内容とのつながりを考える。 

② 児童生徒の実態把握 

・児童生徒の実態を把握し、動機付けや興味・関心に基づく指導を考える。 

・先行経験や既習事項も確認する。 

③ 学習指導（活動） 

・教材分析と児童生徒の実態把握を重ね、実態に応じた適切な学習指導を展開する。 

・明確な目標を立てる。 

・発問の工夫と発問に対する反応を何通りか予想する。 

・予想される反応に対する支援を考える。                               [鳥取版P66] 
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  授業は，児童生徒が主体的に学び，より望ましく成長することを期待して行うものである。そのために

教師は，指導目標や指導内容を明確に押さえ，より適切な教材を用意する必要がある。 

 

② 学習指導案の例 

（※茨城版では下記の指導案の他に「特別支援学校の例」が掲載されている。その指導案は省略） 

 

③ 学習指導案に記載すべき主な項目・内容について 

 

ア 単元(題材)の指導目標の設定  

〇 学習活動を児童生徒のよさや可能性を発揮しながら自己実現を図る活動として捉え，指導目標を

設定する。 

〇 「関心・意欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」を身に付けることを重視して，指
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導目標を設定する。 

 

〇 児童生徒が適切に設定した学習目標を基に学習活動が行えるよう指導することを重視する。 

 

イ 学習指導と評価の計画  

単元(題材)全体の指導時間，手順を示すもので，各学年の年間指導計画を参考にして作成する。学

習指導要録の「観点別学習状況の評価」の４観点それぞれに対応して書く必要がある。 

 

ウ 本時の目標  

この学習指導案によって，何を指導しようとしているのか理解できるように，学習指導要領の内容に

沿って具体的に書く。「～ができる。」「～を言うことができる。」など，具体的な行動目標の形で書く。 

 

エ  展 開  

②で示した「学習指導案例」は基本的なものである。 学習活動の部分は,児童生徒側に立って書く。

例えば,「～について話し合う。」,「練習問題を解く。」などである。ここを読むだけで，この時間の児童生

徒の活動が授業を参観する以前に，理解できるように具体的に書く必要がある。 「指導上の留意点・評

価」の欄は,児童生徒の学習活動について具体的にどういうことに留意して指導するかを書く。また,評

価の観点,規準を明示する。 

 

２ 他県版との比較から見える茨城版の特色 

 特色のひとつは，学習指導案に割り当てる頁数が多い点である。学習指導案（項目として掲げられて

いる部分）について掲載してある頁数を概数で示すと，島根版２頁，奈良版 1.5 頁，鳥取版１頁，富山版

0.5頁であるのに対して茨城版は3.5頁である。限られた紙面の中で，茨城版は，他県に比べて非常に多

くの頁数を当てている。茨城県が学習指導案を重視している表れだと考える。 

 二つ目の特色は，具体的な学習指導案の例を示している点である。具体的な学習指導案例を掲載し

ているハンドブックは，調査した９県の中で，茨城版，富山版，島根版，奈良版の４つである。しかも茨城

版では，特別支援学校の例を含めて２つの種類の学習指導案例を掲載している。 

 三つ目は，学習指導案を構成する多くの項目について具体的に分かりやすい説明をしている点であ

る。茨城版では，学習指導案を構成する項目として「単元（題材）の目標」，「単元（題材）の評価規準」，

「単元（教材）の教材観・児童生徒観・指導観」，「指導と評価の計画（学習計画）」，「本時の学習の目標・

準備資料・展開」を示し，その全てに本文と学習指導案例の中で説明を加えている。3.5 頁の紙面を使

い，詳細にわたって，ていねいに解説をしている。 

 

３ 単元（題材）という長いスパンの中で指導全体が見通せる学習指導案 

新学習指導要領（H29）においては，これまで１時間単位の学習指導案から，単元や題材といった

長いスパンの学習指導案への転換が求められている。調査対象としたハンドブックにはそれに当た

る学習指導案が示されていなかった。茨城版の学習指導案例を基に，それを修正して単元（題材）

全体が見通せる学習指導案例を示すとすれば，下記の様になる。 
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【単元（題材）の全体が見通せる学習指導案例】 
 

                      
  第○学年○組○科 学習指導案 

                                                           指導者○○○○ 

 １ 単元（題材）名 

 ２  単元（題材）の目標 
 ３  単元（題材）の評価規準 

 ４  単元（題材）について 

 

 ５  学習の計画と評価（５時間扱い） 
 

次 時 学習内容・活動 指導上の留意点（◎評価） 

１ １   

 
 
２ 

２   

３ 
本時 

 ◎～に必要な条件を示しながら○○についてまとめてい

る。（思考・判断・表現）【観察・ワークシート】 

４   

３ ５   

 
 従来の基本的な学習指導案例（茨城版）と異なる点は「５ 学習の計画と評価」「６ 本時の学習」

の部分である。簡単に言うと，従来の「本時の学習」の展開部分をより精選した内容にして「学習

の計画と評価」の中に組み込んでいくというイメージである。「本時の学習」で示していた目標は

「（◎評価）」の中で反映し，準備・資料は指導上の留意点に記載する。 

「５ 学習の計画と評価」は，１時間毎の「学習内容・活動」及び「指導上の留意点（◎評価）」

を詳しく記載することになるので，内容・行数は増える。このように改善することで単元（題材）

の全体が見通せる学習指導案になると考える。 

 

 

「板書」について 

 
１ 茨城版の主な内容（概要） 【茨城版：P１０８】 

茨城版では「Ｑ：板書をするときは，どのようなことに留意すればよいでしょうか。」という「Ｑ

＆Ａ」方式の中で，始めに，板書をするときは,板書事項を精選し，学習の展開に沿って理解や思考の

助けとなるように努めることを述べ，その後で，次の二つに絞って板書について述べている。 
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【機能的・構造的な板書のメリット】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【板書の留意事項】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

最後に，準備した板書計画がよりよい板書となること，常に自分の板書の仕方を振り返り、反省して，よ

りよい板書構成に努力すること等について述べている。 

  

 ２ 他県版との比較から見える城版の特色 

  板書について取り上げているのは 10 県版中，９県版が取り上げており，どの県においても板書を重要

な指導技術と捉えていることが分かる。茨城版は板書に１頁を割り当てている。２頁以上割り当てているの

は徳島版と山形版であり，茨城版は概ね平均的なレベルである。板書の留意事項については９つ挙げて

おり，基本的な技術ポイントを押さえている。 

  特色を挙げるとすれば，板書例を載せている点である。板書例を挙げているのは，10 県中５県である

が，その中で，算数・国語の２教科，縦書きと横書きの二つの板書例を載せているのは茨城版でだけであ

 

〇 学習活動への手掛かりやヒントを与え, 思考を促進する。 

〇 全員で思考し問題解決を図る場を与えることができる。 

〇 視覚を通して学習内容やその要点を明確にし，焦点化することができる。 

〇 指導の過程が分かり,学習の評価に活用することができる。 

 

〇 前もって教材を十分研究して，板書の計画を立てておくようにする。 

〇 教師が黒板に書いて範例を示す。特に, 小学校低学年では,児童に板書を注視させる。 

〇 全体の児童生徒から見えるくらいに書く。誤字，脱字や筆順に注意する。黒板に刻み込むように力  

強く書く。文字の大きさは，発達段階に，または，児童生徒の実態に合わせて書くことが望ましい。 

〇 色チョーク，囲みわく，図式化，簡略化など様々な工夫を取り入れ，板書に変化をつける。 

  (赤と緑などの色の区別が苦手な児童生徒もいるので，色チョークは黄色を使うなど配慮する。） 

〇 小黒板やカード，掲示物，ICT機器，実物投影機など，他の教具との併用を考慮する。  

〇 ノート指導との関連を考え，板書に留意する。(ノートに全部視写させるという意味ではない。）  

〇 発間との関連を考え，いつ，どういう事項を,どのように板書していくか，十分想定しておく。  

〇 児童生徒の発言に耳を傾け，その要点を板書に生かすようにする。 

〇 児童生徒がノートをとる時間を十分に確保するようにする。 
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る。文章説明だけではわかりにくい部分を板書例で示し，それと照らし合わせることでより具体的に理解

できるように配慮がされている。 

  二つ目の特色は，機能的・構造的な板書のメリットを前半部分でていねいに説明している点である。他

県版においては，板書する上でのポイントを示していることが多い。茨城版は板書する上でのポイントだ

けでなく，そのメリットを示している。こうすることで理解がより深まると考える。惜しまれるのは，メリットに書

かれている内容が板書例のどの部分から，そう言えるのかかが明確でない点である。矢印等で説明内容

と板書例を結びつけながら説明するとより分かりやすくなると考える。 

 

３ 他県版のハンドブック，その他の文献等から学ぶべき内容 

茨城版では，取り上げられていない，他県版から学ぶべき内容を参考例として紹介する。 

 

[板書量] 

  

 

 

 

 

[立ち位置] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １時間単位に黒板１枚程度 

   ・書いたら消さないようにする。１枚に収まらないときは，補助黒板等を使用する 

   ・黒板の下の方や両脇には書かないようにする。               徳島版Ｐ３

 

 

 

＜基本的な３つの立ち位置＞ 

○ 全員に話すとき 

  教室の中央に立ち、全員に目線を合わせながらゆっくり、はっきりと話します。身振りや手振

りを使って、表情豊かに話します。子ども達の反応を確かめながら話すことが大切です。特に、

つぶやきは聞き逃さないようにします。よい反応があったらたくさん誉めます。 

 

○ 板書するとき 

   黒板に対して４、子どもに対して６の割合で体を開きます。子どもに背を向けて板書するな

ど、黒板に話しかけないようにします。また、黒板の下部に書くときは、自分の体で手元が見え

なくなるので、しゃがん腕を伸ばして書きます。 

 

○ 子どもが発表しているとき 

黒板の端に立ち、発表者へも目線を送ります。この時、先生は「なるほどね」「どうしてそう思 

ったの？」と声をかけ、「みなさんはどう思いましたか？」と助言をして他の子どもの発言をうな

がすと話し合いが活発になります。 

      

       「平成24年度調査  教師が身に付けておきたい技術」   福岡県教育センター Ｐ１８  
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[行替（ぎょうが）えの仕方] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  板書の構造化について 

   板書の構造化が重要であると言われているが，その意味・定義については一様ではない。板書の構

造化について説明している記述箇所には次のようなものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

上記の記述及び各県版に示されている板書例を参考に定義すれば，板書の構造化とは「黒板全体を

ひとつの図と見立てて，課題・予想・児童の考え・調査・実験結果・まとめなどの板書の要素を学習の過程

が分かるように配置したり， 異なる子供の意見を対比させて思考を促したりするなど，学習効果が上がる

よう黒板に書く内容をレイアウトして書き表すこと」と捉えることができる。 

 

 

「ほめ方・叱り方」について 

 

１ 茨城版の主な内容（概要） 【茨城版：P１３８】  

  茨城版では「Ｑ：児童生徒をほめたり叱ったりするときには，どのようなことに配慮すればよいでしょう

か。」という「Ｑ＆Ａ」方式の中で，ほめ方・叱り方について説明している。その内容は，「だめなことは，だ

め!」と律しつつも，児童生徒のよいところ，進歩したところに目を向けて，「ほめること」を基本にして, 具体

的な例を示しながら以下の４つのことを述べている。 

 

 行替（ぎょうが）えするときは、単語・文節を分断しないこと。単語や文節が行またがりになると、読み

にくく、不自然なイントネーションを誘うことにもなる。板書では、一行の字数や長さは不ぞろいでよ

い。黒板上で整然としていることより子ども達の読み易さを優先すること。 助詞・助動詞は、原則として

行頭に置かないこと。 

 

 文部科学省 （HP） 「補習授業校教師のためのワンポイントアドバイス集」  

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/002/005.htm，2020年6月30日20時

52分閲覧． 

      

 

 

・めあてからまとめにいたる道筋が分かるようにしましょう。（並びや位置の検討）       愛媛版 Ｐ11                                              

 

・思考を整理したり促したりする板書，思考の過程を振り返ることのできる板書 

     「新大分スタンダードの進め」（パンフレット）平成31年３月(第３版) 大分県教育委員会 

 

・黒板全体を一つの図として構成したものです。書かれた一つ一つの要素が次第につながり合

い、全体の意味がわかるようにしていきます。 

          「平成24年度調査  教師が身に付けておきたい技術」   福岡県教育センターＰ17 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/002/005.htm%EF%BC%8C2020%E5%B9%B46%E6%9C%8830%E6%97%A520%E6%99%8252
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/002/005.htm%EF%BC%8C2020%E5%B9%B46%E6%9C%8830%E6%97%A520%E6%99%8252
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２ 他県版との比較からみえる茨城版の特色（他県版との違い） 

特色のひとつは，ほめ方・叱り方を取り上げている点である。ほめ方・叱り方を取り上げているのは10県

版中，茨城版，神奈川版、鳥取版の三つである。ほめる・叱るは，日々の教育活動の中で避けて通れな

い行為であり，児童生徒の意欲を喚起したり，自己を見つめ直すきっかけなったりする重要な教育的行為

である。若手教員が身に付けるべき基礎技術である。ほめ方・叱り方を取り上げ，それを掘り下げて説明

していること自体が茨城版の特色であり，よさである。 

二つ目は，具体例を示している点である。上記の概要では具体例を省略しているが，茨城版では，説

明の中で，具体的な例を複数，紹介し，その中で，ほめたり，叱ったりする効果とその方法を示している。

他県版に比べて，若手教員にとっても理解しやすく，実践化につながる内容になっていると考える。 

三点目は，ほめ方・叱り方を多面的に説明している点である。内容を構成する項目をみると，神奈川版

は「よいところをほめる」「『怒る』のではなく『しかる』」の２項目，鳥取版も「一人一人の児童生徒の性格や

状況の把握」，「公平な対応」の２つの項目である。茨城版は，「行為（事実）を取り上げて叱る」，「―貫性

を保つ」，「行為の背後にある児童生徒の心情等に目を向ける」，「児童生徒の側に立つ」の４つの項目で

ある。茨城版は他県版に比べて多面的に，深く説明をしているのが特色である。 

 

３ 他県版のハンドブックから学ぶべき内容 

茨城版では取り上げていない，他県版から学ぶべき内容を参考例として紹介する。 

 

[結果だけでなく，過程をほめる] 

 

 

1 行為（事実）を取り上げて叱る  

ある行為を叱る場合は，その行為を具体的に取り上げて叱ります。人格を否定したり，他の人と比

べたり，不公平にしたり，皮肉を言ったりすることは厳に慎まなければならない。 

 

2 ―貫性を保つ  

児童生徒に関わる際には，進歩が見られたらほめる，努力が認められたらほめるなど基準を明確

にするように心がけること，誰に対しても同じ基準で叱るという一貫性が大切である。 

 

3 行為の背後にある児童生徒の心情等に目を向ける 

   行為の背後にある児童生徒の心情，家庭環境等にも目を向けてみることが大切である。 

 

4 児童生徒の側に立つ  

 児童生徒の発達の段階に応じた心理的特徴を理解し，ほめたり, 叱ったりする場所や方法につい

ても十分に配慮することが必要である。また，児童生徒の性格によって，ほめたり叱ったりすることの

心理的な影響や効果が異なります。児童生徒理解のもと，指導に当たることが大切である。 

 

・努力した結果だけをほめるのではなく，努力の過程をほめる。             鳥取版 P21 
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［タイミングを図る］ 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

まとめ 

 

  本研究の成果として次の二つを挙げたい。 

  

一つ目は，今回取り上げた「教材研究」，「学習指導案」，「板書」，「ほめ方・叱り方」について，茨城版

は，他県版に比べて，これらの内容に多くの頁を割り当て，具体例を多く示し，ていねいに説明をしてい

る。学習指導面に関わる指導技術を重視している姿勢がうかがえる。 

 

二つ目は，茨城版と他県版を比較する中で，茨城版の特色だけでなく，他県版から学ぶべき内容を取

り上げることで，両版の良さを合わせた基礎的な指導技術の内容を示すことができたのではないかと考え

る。 

  

今回の研究を通して感じたことは，今回取り上げた四つの基礎的な指導技術は，過去から蓄積された

普遍的な要素が多いということである。普遍的なよさは次の世代にも伝えていく必要があるが，その中に

あっても，「主体的・対話的で深い学び」「ICT の活用」等，時代とともに変わる要素を加味した基礎的な指

導技術もあると考える。今回取り上げた基礎的な指導技術の中にもそれらが反映されているべき部分もあ

ると感じた。 

  

今回，調査の対象とした他県版のハンドブック等は独立行政法人教職員支援機構の各教育委員会等

作成教材一覧からアクセスし，各教育委員会のホームページからダウンロードしたものである。地域的に

偏りがあることや発行年に幅があることから，最新の資料や研究の趣旨にあったよりふさわしい資料があ

れば，差し替えて，引き続き研究を行い，さらに，今回取り上げなかった基礎的な指導技術についても研

究対象としていきたい。 

 

 

・タイミングを外さずにほめて、「先生は、私を見ていてくれる。私のよいところを認めてくれている」と

児童が思えるようになることが大切です。（抜粋）                          神奈川版 P9 

 

・しかるときは、タイミングや場面を考えます。その場ですぐ指導した方がよいのか、場所を変えて個

別に対応した方がよいのかを判断します。じっくり時間をとって児童の話を聞くようにすると、いけな

いことをしてしまった原因が見えてきて、児童の思いを受け止めることができる場合があります。児

童の方も、話をすることで自分の行為を冷静に見つめ反省することができます。しかったあとは、そ

の児童の様子をよく見て、よいところを認めて言葉を掛けるなどの配慮をし、行動が前向きになるよ

う支援します。（抜粋）                                                     神奈川版 P9 
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「学びに向かう力」を育む学習指導の在り方 

 

―「ゆさぶり」を活用した中学校における授業実践の分析― 

 

打 越 正 貴*・宮 本 浩 紀*・今 泉 友 里**・栗 原 秀 雄*** 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Exploring the Effects of Active Learning: Analytical Approach to 
“Yusaburi” Instruction at a Junior High School 

 
Masaki UCHIKOSHI, Hiroki MIYAMOTO, Yuri IMAIZUMI and Hideo KURIHARA 

 

 

キーワード：主体的・対話的で深い学び、ゆさぶり、授業研究、教育方法 

 

本稿は、茨城県内の A中学校における校内研修の一環として行われた授業実践・研究をまとめたものである。同取り組みは、

教科の専門性が重視される中学校にあって、「ゆさぶり」という戦後の日本の教育方法学の成果を活用することで、教科の枠

を超えた授業研究として結実するに至った。本稿では、2019（令和元）年度の 1 年間、ほぼ毎月行われた校内研修のうち、

数学科と理科の授業実践を取り上げ、子どもの思考の「ゆさぶり」という観点からその分析を行った。本稿を通じて、授業研究

の理念と学校現場の実践とがいっそう結びつく契機となれば幸いである。 

 

 

はじめに 

 

本稿は、2019（令和元）年度に茨城県内にある A中学校の校内研修の一環として行われた授業実

践・研究の成果をまとめたものである。同校が掲げた「『学びに向かう力』を育む学習指導の在り方」

というテーマは、2021（令和 3）年より中学校において全面実施される学習指導要領の方針等を踏

まえ、子どもたちによる「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指すべく設定されたものである。

特に、その主体性に重きを置いた学習指導がなされるためには、まず第一に、各授業における思考

指導の充実が図られることが肝要である。研修に先立って行われた同校と本学教育学部教員との協

議において、戦後の日本における授業実践・授業研究の成果の一つといえる「ゆさぶり」の重要性

が共有されたことを受け、同校のすべての教科において「ゆさぶり」を指導過程の中心に据えた授

業実践が行われるに至った。教科の専門性が重視される中学校にあって、A 中学校では各教員が自

 
* 茨城大学大学院教育学研究科 ** 茨城大学教育学部 *** 行方市立麻生中学校 
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らの専門と異なる教科の内容について質問・助言・提言できる研修環境が実現したことは、真に稀

有なことであった。本稿を通して、その成果について報告するとともに、教育方法学の視点に立つ

ことで教科の枠にとらわれない授業研究が行い得ることを周知できれば幸いである。 

 

 

1. 授業における教師の「ゆさぶり」について 

 

(1) 斎藤喜博の「出口」実践にみるその授業観 

戦後の日本における授業実践・授業研究の歴史において、「ゆさぶり」が果たした役割は大きい。

その意味するところが最初期に、しかも端的に表れた授業は、斎藤喜博の行った「出口」実践であ

るといわれる 1)。周知のとおり、斎藤は 1960年代に群馬県の島小学校で働き、その生涯を子どもた

ちと教え―学び合う関係に費やした。紙幅の関係上、一部抜粋にとどめるが、「出口」実践とは、斎

藤が小学3年生に対して行った以下のような国語の授業におけるやりとりを称したものである 2)。 

 

あきおさんと みよ子さんは やっと森の出口に 来ました。 ふたりは 助け合いながら

やっと家が 見える所まで 来ました。つかれきって 速く 歩く ことが できません。 

 

この文章のところで、「出口」ということばが問題になっていた。子どもたちは「出口」を、

森の終わった最後のところ、すなわち、森と、そうでないところとの境になっている一点と解

釈している。それもまちがいない解釈の一つだった。 

私は、それに対して反対の解釈を出した。そういう最後のところではなくて、ふたりは、境界

線の見えるところまできたとき、出口にきたといったのであり、出口というのは、もっと広い

範囲をさすのだといった。 

子どもたちは、私の解釈を聞くと、怒ったようにして立ち上がり、猛烈に反対した。「そんな

ことはない」といって、手を動かしたり、図に書いたりして自分たちの主張を説明した。 

そこで私はまた自分の意見を出した。「みんながいっしょにならんでよそへ出て行くとき、ど

こまで行ったら島村の出口へ来たというのだろうか。島村と、となりの村との境には橋がある

が、橋の出はずれのところへ行ったとき、出口へ来た、というのだろうか。それとも、遠くの

橋が見えて来たとき、出口へ来たというのだろうか」といった。 

私が、こういうのといっしょに、子どもたちは、「あっ、そうだ、わかった、わかった」といっ

た。―中略― 

ここでも子どもたちは、「出口」ということばに対する自分たちの認識を拡大深化させたの

だった。 

（斎藤喜博『未来誕生』） 

 

斎藤の行ったこの授業実践はなぜ注目を集めてきたのか。それは、ここに端的に斎藤の授業づくり

及び子どもの学びに対する姿勢があらわれているからであろう。上記からうかがえるとおり、斎藤

はこの国語の授業を通して、唯一の正しい読み取りを子どもたちに求めているわけではない。子ど
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もたち（の多く）の答えを「それもまちがいない解釈の一つだった」と受け止めつつ、あえて「そ

れに対して反対の解釈を出した」ものと推察される。その意図はどこにあったのか。それは、子ど

もたちに「出口というのは、もっと広い範囲をさす」ことを理解してもらいたかったからである。

つまり、上記の末尾に記されているとおり、斎藤は、一つの妥当な解釈を示している子どもたちに

対して、あえて他の解釈を示すことによって、「ことばに対する自分たちの認識を拡大深化」させる

ことを狙ったわけである。 

 以上の「出口」実践を一般化して理解するならば、斎藤の次のような言葉が注目される 3)。 

 

いままでの指導とか教えるということは、教師だけが真理とか正しさとか真理に向かうねが

いとかを持っており、それを一方的に教師が子どもに教えていくという考え方を持っているこ

とが多かった。しかし、真理とか正しさとか真理に向かうねがいとかは、教師がもっていると

ともに子どもたちももっているものである。 

そういう真理とか正しさを持ち、真理とか正しさとかに向かう願をもっている教師と子ども

とが、文化遺産である教材を媒介にして、教師と子ども、教師と教材、子どもと子ども、子ど

もと教材とのあいだで、相互に激しくぶっつかり合い、その結果として、つぎつぎと新しい正

しさとか真理とかを獲得したり発見したりしていくことが、「指導」ということであり、「教え

る」ということであり、「学ぶ」ということである。 

（斎藤喜博『教育学のすすめ』） 

 

本引用箇所において象徴的であるのは、「指導」と「教える」と「学ぶ」が一体のものとして示され

ている点である（あるいは、もしかしたら同一のものとして示されているのかもしれない）。これは

斎藤が、教師だけが真理をもっていて、子どもはそれを教師から一方的に教えられるという教師―

子ども関係を明確に否定していることから導き出されたものである。教師と子どもは、それぞれ真

理や正しさをもっていること、及び自らがそれらに向かう願いをもっていることにおいて、上下・

優劣の関係にはないわけである。そのように、真理や正しさというものは個々の人間にとって選ば

れるものであるとみなす斎藤にとって、授業は、教師から子どもへと唯一絶対の真理を伝達する場

であるとは見なされない。そればかりか、もし子どものもつ真理の方が自らの真理よりも妥当であ

ることが認められたならば、教師は子どもの掲げた真理を自らのそれに代えて獲得するべきである

という立場さえ示していることが読み取れる。 

斎藤は、そのような「ぶつかり合い」は、教師と子どもの間においてだけ生じるものではなく、

教師と教材（すなわち、授業準備や教材研究）、子どもと子ども（他の子どもとの意見の交流）、子

どもと教材（教材の読み取り/理解）においても生じるものとみなす。上述の「出口」実践は、斎藤

がそのような授業観を有していたからこそなされたものであるのだろう。さらに、それが長きにわ

たって注目され続けた理由の一端は、斎藤のもっていた授業観（言うまでもなく、これには教師観、

子ども観、教材観、その他授業を構成する諸要因に対する見方も含まれる）が民主主義社会の実現

を目指す戦後の教育実践における一つのモデルと見なされたことにあったといえよう。 

 

(2) 緊張関係のある授業 

 斎藤の考え方を踏まえるならば、授業には、教師と子どもと教材の間における緊張関係が重要で
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あることが認められる。吉田は、それが成立するために斎藤があげた基本条件を以下の 5つにまと

めている 4)。 

 

① 教師が人間の力をもつこと 

② 子どもを困難にぶつけ、必ずそれを打開させること 

③ 授業を明確化し単純化すること 

④ 授業にリズムや旋律や衝突・葛藤をもたせること 

⑤ 授業で事件を起こすこと 

 

「ゆさぶり」は、このような緊張関係を授業の中で実現するために、教師が子どもに対して行う働

きかけの一種である。斎藤は、「子どもの無限の可能性を引き出すこと」を教育ととらえることによ

って（①）、子どもは困難にぶつかったとしても、それを自ら打開できる力と意志を有しているとみ

なす（②）。授業がそのように困難を打開する経験を積む場であるべきとすれば、教師は、種々の知

識や理解を子どもに与えたり、単に様々な経験をする機会を増やすだけでは不十分となる。授業に

おいて、教師と子どもと教材の三者それぞれの間に衝突と葛藤をつくりだし、事件を引き起こすよ

うな働きかけが求められることになる（③④⑤）。 

  

(3) 「ゆさぶり」の実際とその成立のための条件 

 続いて、具体的な「ゆさぶり」の形態についてまとめてみたい。第一に、最も狭義の「ゆさぶり」

は、教師の行う発問である。発問の内容それ自体、あるいは発問が引き出した反応によってつくり

出された検討すべき問題や困難さにもとづいて、子どもはゆさぶられることになる。第二に、教師

の表情や身ぶりが「ゆさぶり」としてはたらく場合もある。これは、子どもの思考を促すために、

教師が意図的に無言の状況をつくる場合が当てはまる。第三に、広義の「ゆさぶり」には、教師の

あらゆる行動が含まれる。教師が無言の状況をつくり出していた場合には「説明」のための発言や

多弁が「ゆさぶり」の働きをするし、あるいはときには朗読や板書さえその働きをすることもある。 

 つまり、「ゆさぶり」には、いずれも、授業の流れの中に「変化」をもたらす行動であるという共

通性がある。子どもは、教師の行動の変化を感じ取り、「ハッ」とさせられゆさぶられる。授業が終

始「静」や「動」に陥ってしまうことは、「ゆさぶり」を生じさせるものとは見なされない。吉田は、

これを称して、「ゆさぶり」には「動中の静」と「静中の動」があるという 5)。 

 しかし、「ゆさぶり」はあくまでも、子どもあっての「ゆさぶり」であることを忘れてはならない。

つまり、教師が子どもの思いや発言、活動を予想するからこそ、「ゆさぶり」が生まれるのである。

したがって、例えば、「動中の静」であれば、子どもたちが「動」の連続・継続を期待ないし予期す

るからこそ、「静」によってゆさぶられるのである。逆に、「静中の動」であれば、子どもが「静」

を期待ないし予期しているとすれば、「動」によって「ゆさぶり」が生まれることになる。 

 このように考えると、「ゆさぶり」行動の基本的な特徴は、「教師の行動」の「動と静」、「子ども

の予想」の「動と静」それぞれの対応関係や差や「ずれ」によって生ずるといえる。このことから、

「ゆさぶり」が成立するための条件として、第一に、教師による「子どもの予想」という心理的要

因の把握、第二に、それと差やずれのある「教師の行動」の構想があげられる。言うまでもなく、

「動」や「静」といった教師の外面的な行動の在り様それ自体が「ゆさぶり」を生じさせるのでは
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ない。子どもの言動、より端的にいえば、子どもの思考・理解の程度や内容が予想されずして、「ゆ

さぶり」は成立しないわけである。 

 

 

2. 授業実践の分析 

 

(1) 「ゆさぶり」を活用した数学科の授業実践 

① 授業の概要 

 本稿で取り上げるのは、2020（令和 2）年 2月 7日に M教諭によって行われた第 2学年 1組にお

ける数学科の授業である。扱われた単元は「確率」である。同授業では、確率に関する理解を深め

るために、一定の面が出やすいように作られているギミックさいころやバッドモデルを活用するこ

とで、生徒の思考にゆさぶりをかけることが目指された。本授業の学習指導案は図 1の通りである。 

 

② 授業のねらい 

 M 教諭の作成した指導案に記されているとおり、本授業では、授業後に生徒たちが「実験や観察

の回数を多くするにしたがって、相対度数が一定の値に近づくことを理解している（数量や図形な

どについての知識・理解）」状態に至ることを目標としている。授業を受ける前の時点で、生徒たち

はまだ「相対度数 6)」という概念を学んでいるわけではない。そのため授業では、第一に、それに

関する説明を聞き、理解すること、及び第二に、確率について相対度数の考え方を用いて説明でき

ること、以上二点が目指された。 

まず、M 教諭は授業の実施前に、確率に関する生徒たちの認識を確認するべく実態調査を行った

という。それによって、生徒たちの多くが「さいころの出る目の確率は 6分の1である」ことを知

っていることがわかったことを受け、M 教諭は本授業の目標を生徒たちがその認識が実際に正しい

ものであるかどうか確認する機会とした。 

その際、M 教諭が心がけたことは、確率に関する理解を深めるために、生徒たちが試行できる活

動を授業の中心に据えたことであった。もともと A中学校の生徒たちは勉学に興味・関心を有して

いる子が多く、授業中は真剣なまなざしで各教諭の説明や指示や課題に取り組む様子が見受けられ

る。だが、数学という教科は、学年が上がるにしたがって子どもたちの日常の生活圏から離れた題

材となることが多く、ともすると、授業一般に対する取り組みの姿勢とは異なる次元において、学

びへの意欲が損なわれてしまう可能性がある。そのような生徒の実態と数学の特質を踏まえるなら

ば、M 教諭が選んだ授業方法がさいころを使った実験であったということは、数学に関する学習が

“机上のもの”あるいは“頭の中で展開される抽象的なもの”と見なされてしまうことを避けるね

らいがあったものと推察される。実際の授業では、まさに M教諭のねらいの通り、生徒たちがさい

ころを使った実験に主体的に携わる姿が見られた。そのような意味において、本授業は、授業方法

の選択が生徒たちの「学びに向かう」力の向上を実現することにつながる一つのモデルとなってい

るといえるだろう。 

 

③ 教具による「ゆさぶり」が興味・関心を高める 

本授業におけるさいころを使った実験は、グループごとに行われた（1グループは3～4人構成）。 
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図1 第2学年1組 数学科学習指導案 
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種々の先行研究が示しているとおり 7)、一般に、グループ学習にはそれを構成する個々の子どもの

学びの状況や成果が認められにくくなるという弊害がある。もちろん今回の単元においても、その

課題が完全に払しょくされるわけではないものの、M 教諭の授業実践ではその影響ができる限り取

り除かれていることが見て取れる。 

そのように判断できる根拠の一端は、先述の通り、実験や観察を確率に関する理解の中心に据え

ていることにある。一見すると、実際の活動内容は、さいころを振って、出た目を記録するという

単調なものになってしまうように見受けられるものの、M 教諭はそれを教材準備（教具の用意）に

よって乗り越える姿がみられた。用いられた教具の一つは、確率を記録する用紙であり、もう一つ

は、ギミックさいころである。前者は、❶さいころを6回振り、出た目を記録する、❷各班で回数

を設定し、出た目を記録する、❸データをグラフで表し、その結果を分析するという一連の活動に

おいて使用された。❸のように、最終的にさいころの出た目をグラフで表すことになるという授業

の流れは、学習課題の把握に必要な内容を、活動と可視化によって理解できる点においてよく練ら

れたものである。さらに、生徒たちの「学びに向かう力」の向上を支えるものとして、❷のように、

さいころを振る回数の決定が生徒たちに委ねられているという点があげられる。これによって生徒

たちは、さいころを振る回数を増やすことで１～6 までの出た目が均等に近づいていくことを体験

できることになる。つまり、「実験や観察の回数を多くするにしたがって、相対度数が一定の値に近

づくことを理解」するという学習目標の前半分が、見事に授業時間の前半を経過した段階で「活動」

を通して達成されるわけである。 

 もう一つあげた「ギミックさいころ」とは、6 面のうち、どのような振り方をしたとしても一部

の面が出やすくなるようにつくられているさいころのことをいう。これは、クラス全体の概ね 3分

の1から4分の1ほどのグループに配られたものと思われる。このギミックさいころを配布された

あるグループの生徒たちは、実験を行っている最中に、まさに M教諭の意図通りの発言をした。 

 

S1「1の目全然出ない」 

S2「なんでこれ1の目ばっか出るの？」 

 

この発言は、この時点で生徒たちが次の二つの状態にあることを表している。それは、第一に、こ

のサイコロがギミックさいころであるということに気づいていないこと、第二に、サイコロという

ものはある程度の回数（この時点で当該生徒たちがサイコロを振った回数は最低でも 50 回ほどに

は達していたものと思われる）を振れば、それなりに 1～6の出る目は均等化していくはずだという

理解をもっていること、以上が推察できる。これらについては、M 教諭が授業実施前に行った実態

調査の結果と一致している。 

そして、さらに数十回の試行を行った後、先ほどのグループの生徒 S1が「ほらね、うちのグルー

プはもうサイコロを100回振ってるのに、（これらの目は）全然出てないんだよ。あっちのグループ

はまだ70回しか振ってないのに、そこに勝ててないんだ（1の目を除いてどの目の出た回数も少な

いんだ）」という発言をした。ここで再び、本時の学習の中心をなすポイントが率直な意見として示

されたわけである。 

生徒からこのような意見が出たこと自体、大変意義深いものであるということは、どんなに強調

してもし過ぎるものではないだろう。なぜなら、この S1 の発言は、サイコロを振る回数を増やせ



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 266 - 

ば、サイコロの 1～6 の目の出た数は同じような数に近づくはずだという理解に基づいているから

である。本稿が重要視しているのは、この S1の発言は「サイコロの出る目の数は6分の 1である」

という理解と同じであるようで、実は異なるのではないかという点である。すなわち、後者の理解

は、例えば教科書の記載事項や教師の発言、あるいはこれまでに見聞きした内容をもとにして構成

されたものである場合があるが、前者は実際にさいころを振るという活動を行った者にしかもつこ

とのできない意見であるからである。さいころを 70 回振ったグループよりも、さいころを 100 回

振った自分たちの方が五つの目の出た数が少ない（「勝てていない」）という発言は、裏返せば、「さ

いころは数多く振れば振るほど、1～6の目の出た数は均等に増えていくはずだ」という理解を生徒

たちが有していることを示しているのである。 

授業にいかにして「ゆさぶり」の機会を設けるかという観点から本授業を検討したとき、このよ

うな発言が生徒から出る状況を生み出したギミックさいころという教具の重要性が注目されるので

はないだろうか。つまり、「ゆさぶり」は、教師が授業中に行うものであるだけでなく、このように

授業準備や教材研究の段階から考えられていくものなのである。数学の授業に実験という活動を取

り入れたこと、及び優れた教具を用意したこと、これら二点に着目すると、改めて、子どもの思考

の「ゆさぶり」における教材研究の大切さを M教諭の授業は示してくれていると言えるだろう。 

 

(2) 「ゆさぶり」を活用した理科の授業実践 

次に、本稿第1節の内容に基づき、本項では「ゆさぶり」の発問を行った理科の授業の概要を紹

介し、発問の構成と、実際にゆさぶりがどのように機能したかを分析する 8)。 

 

① 授業の概要 

本授業は2019（令和元）年9月24日、I教諭によって行われた第二学年の理科の授業である。本

授業では、導入としてマグネシウムを二酸化炭素中で燃焼させる演示実験を行い、「酸素がないとき

に、ものは燃えますか。」という発問で生徒の素朴概念にゆさぶりをかけ、「なぜマグネシウムは二

酸化炭素中でも燃焼するのだろうか」という本時の課題を主体的に探究させることをねらった。探

究の過程では、燃焼後に残った物質の観察と、原子に見立てた色付きの磁石で燃焼前後の分子モデ

ルを作成する活動が行われた。本授業の学習指導案は図 2の通りである。 

 

② 「ゆさぶり」の発問の構成 

本授業の「ゆさぶり」の発問は、実験と結びついた発問になっている。「酸素がないときに、もの

は燃えない」という生徒の素朴概念を想定し、二酸化炭素が充満していて酸素がない中でマグネシ

ウムが激しく燃えるという生徒の予想に反する実験結果を見せることで、生徒の素朴概念をゆさぶ

ろうとしたものである。 

この「ゆさぶり」を受けて、生徒が授業内の探究の過程で分子モデルを作成し、二酸化炭素の中

に酸素原子が含まれていることとマグネシウムがその酸素原子と結びついて酸化される、つまり燃

焼することを見出し、根拠をもとに説明し、分子モデルや化学式で表すことができることが目標と

されている。この探究の発展上には、マグネシウムは炭素より酸素と強く結びつく物質なので二酸

化炭素中の酸素原子を奪って酸化されるという説明があり、その先には高校で学ぶイオン化傾向の

概念があると考えられる。 
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図2 第2学年2組 理科学習指導案 

 

③ 「ゆさぶり」の発問が興味・関心を高める 

 本授業においては、導入で「ゆさぶり」の発問と実験を行うことで現象への興味・関心を高め、

主体的に探究をさせることをねらっていた。ここでは生徒の様子を記述することで、「ゆさぶり」に
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よって生徒の興味・関心が高まったことを明らかにする。 

授業の最初にI教諭が酸素がない時にものが燃えるか問うと、燃えないという意見に多くの生徒

がうなずいていた。実際に二酸化炭素の入った集気びんに火のついたろうそくを入れると火が消え

る演示実験を行ったが、結果を見ても教卓の周りに集まった生徒たちの様子はほとんど変わらなか

った。次に、火をつけたマグネシウムリボンを集気びんの中の二酸化炭素中に入れても激しい光と

煙を出して燃焼しつづけるという演示実験を行おうとしたが、マグネシウムリボンに変化が起きな

かった 9)。I教諭が「もう一度」と再度マグネシウムリボンに火をつけようとすると、生徒たちは瓶

に入れる前から先生の手元に注目していた。数回繰り返したところで激しい燃焼が起こると、観察

していた生徒たちが小さく「おおー！」という声を上げた。男子生徒のみでなく女子生徒からも声

が上がっていた。 

ろうそくの実験時の様子は、生徒たちが I教諭の予想通り「酸素がないときに、ものは燃えない」

という素朴概念を持っていたことを示している。このように、「ゆさぶり」の発問をする際には、ゆ

さぶる対象である生徒が持っている概念や理解を的確に想定する必要がある。 

マグネシウムの実験の観察中に驚きの声が上がったことは、生徒たちの現象への興味・関心が高

まったことを示している。この興味・関心が高まった要因としては、演示実験だから成功するもの

だという生徒の予想への「ゆさぶり」、実験が激しい光と煙が出るものであったことからくる驚き、

そして事前に計画していた素朴概念への「ゆさぶり」があり、それらが連動して生徒の興味・関心

を高めたと考えることができる。このように、「ゆさぶり」の発問を用いた導入では、楽しさや驚き

によって生徒たちの授業に向かう意欲を高めるということと同時に、授業の核となる知識に内容面

で接近することもできる。 

 

④ 「ゆさぶり」が主体性を高める 

②で述べたように、本授業は導入で「ゆさぶり」の発問と実験を行うことで、現象への興味・関

心を高め、主体的に探究をさせることをねらっていた。ここでは、本授業内で主体的な探究が起き

ていたかどうかを、生徒の様子から検討する。 

ある班では、興味・関心をもって観察し対話することで、生徒たちが教師の説明を待つのではな

く自律的に思考を深めている様子が見られた。この班では、実験後に残った白色と黒色の物質を観

察しながら、「燃えるってことは酸素と結びつくんだよね」「ということはどっちかが酸化マグネシ

ウム」「酸化マグネシウムは白い方で、そうすると黒い方は炭素であってる（Mg+CO２→MgO+Cと書き

ながら 10））」「酸化と還元は逆で、同時に起きてるんだ」というような会話があった。マグネシウム

が本当に燃えたのだということを、実験後の物質と化学式から確認している。その中で、燃えると

いうことを酸素と結びつく、酸化マグネシウムができる、酸化というように他の言葉で言い換えて

いき、最終的には酸化と還元の関係に行き着いている。自律的に思考を深めるという点で、主体的

な探究が起きているといえる。 

また、１つの疑問を解決すると同時に次の疑問を発見している生徒がいた。磁石製の分子モデル

を用いて実験で何が起きたかを推測する場面で、O くんが「こいつ（二酸化炭素）がばらけて…。

CO２ってばらけるのかな？どうやってばらけたんだろう？容器の中には酸素はないから、どうしよ

うってなって、それで…」と一生懸命考えていた。O くんの磁石の操作と説明ともつぶやきともつ

かないことばを聞いていた Tくんも、ワークシートに Oくんのことばを書き写していく。Oくんは
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既にMg+CO２→MgO+Cと書いていたため 11)、マグネシウムと二酸化炭素が反応して酸化マグネシウム

と炭素ができることは理解していたことが分かる。しかしそこから実験で起きていたことの説明を

しようとした時に、二酸化炭素からどうやって酸素だけが出てくるのかという疑問に行き当たった。

そしてマグネシウムが二酸化炭素に何か作用をして炭素と酸素を切り離したのではないかという仮

説にたどり着いている。これはつまり、教師による問いの段階的な提示がなくとも問題の発見と解

決のサイクルを回しているということであり、主体的に探究を進めているということができる。 

このような主体的で探究的な学びの結果、授業のまとめ部分では、「酸化還元反応が起きていた」

という説明が生徒からでてきた。燃えるという現象を酸化還元反応としてとらえるということは、

物質を原子のレベルで考える、つまり燃焼の際に気体としての酸素ではなく酸素原子の有無に注目

するということを意味している。もし授業の最後にもう一度「酸素がないときに、ものは燃えます

か。」と尋ねたら、生徒たちは何と答えただろうか。素朴概念は強固でなかなか変容しないため、全

員が「気体の酸素がなくてもものは燃えるが、酸素原子がないと燃えない」と答えるとは思えない。

しかし何人かの生徒が、当初持っていた素朴概念とそれに反する実験結果を止揚し、より科学的な

答えを導きだすことができた可能性は十分にあるだろう。 

 

 

おわりにかえてー授業研究の意義と課題― 

 

以上のとおり、本稿では、2019（令和元）年度に茨城県内の A中学校において行われた「『学びに

向かう力』を育む学習指導の在り方」という校内研修の成果を紹介・分析してきた。本稿執筆の経

緯を簡潔に述べるならば、同校の授業実践を分析することで、校内研修の一つの在り方を提示する

機会を設けることを企図したことにある。折しも昨年度は、授業づくりの基盤に「ゆさぶり」を据

える同校の校内研修の取り組みが軌道に乗り、各教諭の授業実践に子どもの思考指導の充実が顕著

に認められていた。本稿の執筆を通じて、そのような形で結実した研修の成果をまとめておくこと

ができたのは幸いだった。 

さらに、本稿において、研修の初期に共通理解が図られた「ゆさぶり」の特質について改めて整

理できたことは、同校における授業実践を戦後の教育方法学研究と結びつけて捉え直す機会ともな

ったため、今後の授業づくり・授業実践をいっそう深める契機として期待されるところである。 

「主体的・対話的で深い学び」に基づく授業づくりがいよいよ全面実施となる現在、授業におけ

る子どもの思考の在り方に着目し、そこに「ゆさぶり」を取り入れることは、今後いっそう重視さ

れるべきものである。子どもを「ハッ」と驚かせることによって、当初抱いていた感じ方・考え方

を振り返るきっかけを与える授業実践は、結果的に知識や理解を受容させるだけの授業とは全く異

なる学習経験を子どもにもたらすからである。それは、第 2節第2項の末尾に示された素朴概念を

もつ子どもの変容をいかにして授業において成立させるのかという課題とも関わるものであろう。 

ただ、一方で気にしておかなければならないことは、「ゆさぶり」の質をどのように担保するかと

いうことである。あるいは、そもそも「ゆさぶり」とは何であるかということを改めて考えてみる

ということである。一体、現場の学校で日々授業実践に携わる教師たちにとって、「ゆさぶり」とい

う授業づくりの概念は、明確かつ簡潔な内容を有したものとなっているのだろうか。これまでの授

業研究において、「ゆさぶり」はそのように今日の授業実践において簡単に用いることができるよう
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な単純化がなされてきたのだろうか。実践の現場から理論の特性を見つめ直すとき、ここでも再び、

教育方法学研究における「理論と実践の乖離」という問題が浮上する。 

最も避けなければならないことは、子どもの思考をゆさぶること自体が目的化してしまうことで

ある。そのためには、授業実践を通して、各教員が「これは本当に『ゆさぶり』か」という疑問を

持ちながら日々の教育活動を振り返ることが大切である。だが、翻ってそれを真に行うには、教育

方法学あるいは授業研究の成果の一端が学ばれていることが有用である。その際守られなければな

らない原則は、「出口」実践あるいは「ゆさぶり」の基盤を批判的に考察しようとした宇佐美寛の言

うように、「認識内容をぬきにして『ゆさぶり』が成立したかどうかはわからないのであり、内容論

を離れた『ゆさぶり』論をやっても、その『ゆさぶり』の意義さえわからない 12)」という意識をも

つことであろう。実践から理論への、理論から実践へのさらなる接近（あるいは接合）が期待され

るところである。そのような観点からみると、この度、A 中学校で行われた数学科と理科という具

体的な授業実践を分析できたことは貴重な機会であった。今後も、実践の深まりに資する研究が追

究されることを切に願う。 
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注 

 

1) 斎藤喜博の「出口」実践を「ゆさぶり」の最たる例と位置づけるものとして、吉田や吉本による

研究があげられる． 

吉田章宏. 1975.『授業の心理学をめざして』（国土社）． 

吉本均編. 1975.『集団思考の成立とは何か』（明治図書）． 

2) 斎藤喜博. 1980.『教育学のすすめ』（筑摩書房）, 157-159．なお、宇佐美によると、本引用箇

所は、斎藤による三つの著作（『授業』『教育学のすすめ』『未来誕生』）において一部内容変更の

上で取り上げられているようである。本稿では、引用の都合上、『未来誕生』に記載されたものに

ついて、以下を参照してまとめた（宇佐美寛. 1986.『授業にとって「理論」とは何か』（明治図

書）, 61-63）． 

3) 同書, 71． 

4) 前掲1) 吉田, 51． 

5) 同書, 55-56． 

6) 相対度数とは、「度数の合計」で「当該階級の度数」を割って出た値を指す．これを用いること

により、小数や分数で表す場合よりも、確率の分布を正確にわかりやすく捉えることができる. 

7) 例えば、THE JIGSAW CLASSROOM（https://www.jigsaw.org/）を参照． 

8) なお、ここでは「ゆさぶり」の発問を中心に本授業を分析した。生徒たちが興味・関心を持ち、
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主体的に探究的な学びを進められた背景には、グループで操作できる磁石製の分子モデルの存在

やI教諭による観察と声掛けなど、他にも様々な要因があることが推測される． 

9) 後の校内授業研究会では、空気中でマグネシウムリボンの酸化が進んでいたために激しい燃焼

が起きなかったのではないかという指摘があった. 

10) この生徒が書いた化学式は、後で磁石を用いて分子モデルを作成した段階で２MgO+CO2→２

MgO+Cへと修正された． 

11) この時点ではOくんも原子の数までそろえていなかった． 

12) 前掲2) 宇佐美, 96． 
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参考資料：A中学校 各教科における具体的な実践内容等一覧（表面） 
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参考資料：A中学校 各教科における具体的な実践内容等一覧（裏面） 
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教員向けコンプライアンス研修の意義と校長の役割 

 

―― どのような研修が効果的であるのか ―― 

 

石 井 純 一* ・ 打 越 正 貴** 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Significance of compliance training for teachers and the role of principals： 
What kind of training is effective? 

 
Jyuｎichi ISHII and Masaki UCHIKOSHI 

 

 

キーワード：公教育・コンプライアンス・法規 

 

教員に対するコンプライアンス研修の意義については、教職員が公教育について、誰もがその本質を理解していることが

前提でなければならない。教育活動においては、潜在的に様々なリスクが含まれている。これまで、対処療法的な研修が行

われることが多かった。教育委員会でも、過去の事例を収集しその事例が発生した原因を分析し、そのような行動を取らない

ようにという視点でのマニュアル化がなされているし、懲戒処分等厳罰化も進んでいる。ただこの流れが、加速していても全

国的に不祥事が根絶されているわけではない。大学での教員養成、採用、採用後の研修と一体に考えることが求められて

いる。その際に、必要なのは公教育に携わるという高い倫理観と、教育活動全般が法規によって支えられることを教職員が

意識することであろう。このような意識を醸成する研修体系を構築することが急務である。 

本稿では、公教育とは何かを明らかにすることから、そもそも教育界にけるコンプライアンスとはどのようなことなのかを明

らかにし、その必要性をあらためて実証する。その上で、教育現場でコンプライアンスが問われる場合を絞って考えることで、

論点を明らかにしたい。その論点から、教育活動と今プライアンスの関係性をまとめることで、結論として、大学・教育現場を

通しどのような研修が効果的なのか考察を加える。 

 

 

はじめに 

 

公教育に携わる教員は、児童生徒と直接関わることが多く、高い倫理感が求められている。特に、

公立学校の教員は、地方公務員としての身分を有し、学習指導や生徒指導などを通して児童生徒を

様々な場面で教育活動を行う、教育公務員という特殊な立場にもある。そのため、採用されたその

 
* 茨城県立水戸第二高等学校 ＊＊ 茨城大学大学院教育学研究科 
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日から、地方公務員としての全体の奉仕者である立場と、教育専門家としての教育公務員の立場を 

有することになる。このような状況を鑑みたとき、教職に就いた者で、コンプライアンスの重要性

を認識していない者は皆無であるはずである。近年、採用試験の二次試験、主に人となりを確認す

る試験においては、面接の中で「コンプライアンスについての自身の考え」「教員の不祥事案件につ

いての思い」など、この手の質問をすべての都道府県が尋ねている。さらに、採用のその日、上司

（学校の場合は校長）の面前で、宣誓書に目を通し署名・捺印を行った後、読み上げる、いわゆる

宣誓することが慣習となっている。その文面は、茨城県の場合は、「私は、ここに、主権が国民に存

することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本

旨を体するとともに、公務を民主的かつ効率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者とし

て、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います」である。私事であるが、30数年前、当時

の勤務校において校長の面前で宣誓書を読み上げた時の緊張感を、今でも覚えている。おそらく、

それまでの学生という自由な身分から、大きな責任を負うことを意識させられる一瞬であると思う。

この瞬間から、教職に就く身としてのコンプライアンス意識を少しずつ醸成することになるのだろ

う。ここでは先ず公教育の本質的意味について公教育の制度を通して確認しておきたい。 

 

 

１ 公教育の制度的意味 

 

そもそも公教育とはどのようなものなのであろうか。我が国においては、教育基本法第６条「法

律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみ

が、これを設置することができる。」（学陽書房「教育小六法 2020」 以下法文の引用はこれになら

う）により、法律に定める学校は公の性質を持つとされており、国や地方公共団体のほか法律に定

める法人のみがこれを設置できるとされている。このことにより、国立学校、公立学校のほか、学

校法人の認可を得た私立学校も公教育を行う学校であると解釈することができる。さらに、同法第

６条第２項で「学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応

じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、

学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めること

を重視して行われなければならない。」として、指導に当たる者に、教育を受ける者に示す形で、指

導者のあるべき姿勢につながる規定がなされている。特に、「心身の発達に応じて」とあることに注

目するのであれば、どの段階の学校においても、指導者に高い倫理観が求められていることは明白

である。 

また、学校教育法第５条には、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定の

ある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」という設置者管理制度を採用している。その管

理機関とは、同法第２条第２項により、「国立学校は各大学の国立大学法人、公立学校は地方教育行

政の組織および運営に関する法律に基づく各教育委員会、私立学校は学校法人の理事会がこれを設

置、これのみが公教育を担う学校を設置できる。」とし、それぞれ法的根拠を明確にして位置付けて

いる。この規定を根拠に、教育委員会は、人的管理、物的管理、運営管理についてそれぞれが権限

の及ぶ学校に対して責任を行使していることになる。 
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ここでは、社会的に影響力が高い公立学校について考えてみたい。公立学校においての教育委員

会の位置付けは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条に基づいている。教育委員会は

学校管理機関として、学校運営全般についてこれを規制する立場にはある。しかし、法律上の立場

と、その権限を実際に行使する運用上の問題とは異なり、教育委員会自体が、各学校の運営に直接

関わってくるというわけではない。なお、法令上は校長の権限である、児童生徒の懲戒や、入学許

可・卒業認定などについて、教育委員会は指導行政を司る機関として、管理規則に則って指導助言

を学校に加えることがある。例えば、茨城県の場合、校長の辞令については、直接教育委員会教育

長が、一人ずつ手交することになっており、教育委員会は校長の上司機関として存在していること

を、有形無形に意識させている。 

教育委員会の役割は、設置者である教育委員会等が、学校管理の体系を明確にして、その秩序の

確立を図ることと、学校管理の基本的な方針を示すために、学校運営に関する管理規則を規定され

ている。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条に、「教育委員会は、法令又は条例に違

反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。」

との規定があり、これが法的根拠となっている。当然、各学校は、この管理規則をベースに、運用

上のマニュアルとして校内内規を作成し、教職員の勤務時間の割り振りなどの服務規程、生徒を指

導する際の校則、進級・卒業及び成績を認める成績内規などを定めている。当然、校内内規は、教

育委員会の管理規則を踏まえた内容でなければ、いくら内部のルールとはいえ、それに従う意味が

薄れてしまう。昨今、ブラック校則が象徴する問題提起の根本には、校内規則が法律と乖離してい

るということがあげられる。公教育として位置付けを円滑に行使するためにも、法的根拠が明確に

存在する学校運用上のマニュアルである校内規定、いわゆる内規を作成していかなければならい。

この内規についても、教職員のコンプライアンス上重要な位置を占めているが、恒常的には意識さ

れていないともいえる。 

以上のような公教育の制度的意味を理解した上で、そもそもコンプライアンスとは、どのような

ものか考えてみたい。 

 

 

２ コンプライアンスとは 

 

コンプライアンスという用語は、1960 年代のアメリカで始まった考え方であるといわれている。 

アメリカ合衆国は、国の名が示すとおり、多様な移民によって国家が形成されてきた。よく人種

のるつぼと言われ、多様な価値観、考え方が、存在する多民族国家である。多様な価値観や考え方

を持ち、個人主義が強く主張される国にあって、経済や社会を一国の秩序あるシステムとして統制

し、機能させるためには、法律やルールを細かく設定し、それらの規範を絶対的なものとして国民

が理解する必要がある。そのために考え出されたのが「コンプライアンス（法令遵守）」という概念

であるといわれている。現代においてもアメリカでは「コンプライアンス」=「法令遵守」という立

場である。古田は、「英語の complianceは広い文脈で『従うこと』を意味する。企業の法令遵守の

みならず、患者が医師の投薬法に従うこと、外力を受けた物体が弾性を示すことも compliance。語

源はラテン語の動詞complere（空所を満たして一杯にする）。これは英語の complete（完成させる、
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完成された）の祖語でもある。我を張らず従順に相手に合わせ、その求めを十分に満たす。法的文

脈であれば、法令の命ずる所に従い、法の支配を完全に実現する。コンプライアンスとは「法の支

配」という国家の統治原則を企業統治にも適用し、業務効率のアップやリスク軽減、市場からの信

認拡大を目指すもの」と指摘している（古田：2016）。これは、単に「法令を遵守」するだけではな

く、危機管理を徹底しリスクを軽減させることで、市場や顧客の信頼を得るところまでを一括して

扱うとしており、内容が多岐にわたるとともに、管轄する範囲も広くなっているように思われる。

民間企業での考え方ではあるが、そのまま顧客の信頼を、児童・生徒及び保護者からの信頼と置き

換えて考えることで、十分に教育現場にもつながるものである。 

我が国において、コンプライアンスが注目されるようになった背景には、1980年代～2000年くら

いまでは「コンプライアンス」=「法令遵守」と、法律に則った行為であるかどうかというように認

識されていたものが、徐々に企業の理念や倫理観まで意識される考え方が一般的になってきたよう

に思われる。一方で、「コンプライアンス」という言葉が注目されるようになった2000年代に入っ

てからは、大企業の脱税などの不祥事やパワハラ、セクハラなどのトラブルが、世間の耳目を集め

ることで、企業は単に儲けるだけでなく、社会貢献を果たすとともに、「企業倫理」がこれまで以

上に重要視されるようになってきた。それに呼応するように、学校においても、全国的な不祥事と

なった高等学校の必履修科目の未履修問題、体罰による指導の行き過ぎなど、不祥事自体が、全国

的な問題となったり教職員個人による不祥事が相次いで起こったりして世間の耳目を集めるように

なり、民間企業と同様に、倫理観を内包した「コンプライアンス」が求められるようになった。ま

さに、不祥事が相次いで起き世間の耳目を集めるという現状から、「法令順守」に倫理観が加わっ

てきたように考える。 
 
 

３ 教育現場におけるコンプライアンスが問題となる事例 

 

教育現場において、「コンプライアンス」が問題となる事例は、二点に分別できる。 

一点目は、教員が法令に反する行為を行った場合である。例えば、体罰を加えたり、飲酒運転を

したり、セクハラをしたり、といった行為である。これらは教員の不祥事として、信用失墜行為と

なり処分される可能性がある。 

二点目は、教育活動や個々の指導において、不適切な対応をしてしまう場合である。学校内で起

きた盗難事件、いじめで児童・生徒が不登校になった、指導要録や学力検査の答案用紙など個人情

報の開示を請求された、授業中や部活動において児童・生徒が怪我をした、というような場合に、

指導者が適切に対応できないことや初期対応のまずさから、学校や該当者個人のコンプライアンス

意識を問われることになる。 

では、この二点について、法的にはどのような規定があるのかを考察する。 

一点目は身分上の義務としてまとめられものであり、地方公務員法第 33条に「職員は、その職の

信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」という規定に則っ

たものである。その意義について佐藤は、「教職員は、一般職の身分を有する地方公務員であるとと

もに、『教育公務員の職務とその責任の特殊性』（教育公務員特例法第１条）に基づき、高度な行動
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規範が求められます。このことから、法規上の規範として職の信用を失墜させるような行為を禁止

し、公務への悪影響が生じないよう法的な整備を行っています」と述べ（佐藤：2014）、教職員が全

体の奉仕者として、児童・生徒そして保護者の信頼を得るために行動することの重要性を指摘して

いる。さらに、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。（地方公務員法第 34条）」として、秘密を守る義務を規定している。これも、二点目に

示す、指導要録や健康診断書など個人情報に属する情報を、日常的に扱い、それらを教育の根幹に

おいて教育活動に当たるのであるから、信頼を基礎におく者として、守るべき当然のことであり、

学校としての信用の獲得につながるものである。 

二点目は職務上の義務としてまとめられるものである。職務上の義務には、大きく三点ある。①

服務の宣誓、②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、③職務専念義務と呼ばれているもので

ある。 

まず、①職務の宣誓については、地方公務員法第31条に「職員は、条例の定めるところにより、

服務の宣誓をしなければならない。」と規定がある。②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務に

ついては、同じく地方公務員法第 32条「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方

公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に

従わなければならない。」と規定があり、上司の職務上の命令については、文書・口頭いずれの方法

であっても、法令上違反がなく、妥当なものである場合は、命令として有効である。③職務に専念

する義務は地方公務員法第35条に「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤

務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責

を有する職務にのみ従事しなければならない。」とされており、前述の佐藤によれば、「教職員は、

地方公共団体がなすべき有する職務にのみ従事し、身体活動の面のみならず、精神的活動の面にお

いても、勤務時間中職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません」と

も述べている（佐藤：2005）。この大事な法令については、大学における養成期間においても、教員

採用試験においても、最低限、理解しておくことが求められているし、実際に、教師として採用さ

れてから実施される初任者研修においても、ことあるごとに確認されていることである。だが、不

祥事の数々を見てみると、懲戒処分の一つの理由として、内容が悪質であればあるほど、地方公務

員法第33条の「信用失墜行為」を根拠にするものが多い。確かに、懲戒処分については、報道機関

に資料提供され、広く世間に報道されることが多い。公表による、歯止め効果を期待している側面

も否定できないが、明らかな法令違反については、言語道断である。児童・生徒への影響を考える

と、ここに至る前の策を講じる必要があると考えている。 

これまで述べてきたとおり、コンプライアンスとは、企業経営における「法令遵守」という理念

から出発している言葉であり、企業が法令を遵守しないことによって、株主、顧客、取引先、従業

員、地域社会等のステークホルダーに迷惑をかけたり、信用を失うことで企業としての存在価値が

失われたりすることがあるので、それを防止しようという考え方である。 

この考え方を、公教育がなされている学校に置き換えてみると、特に行政の一部である公立学校

においては、公共性がある分、民間企業以上に厳しく重要視されるので、「コンプライアンス」につ

いては、法令遵守は当然のこととして、さらに、法令に規定されているからということではなく、

教育に携わる者としての高い倫理観のもと、意識的に取り組んでいく必要がある。そのため、各学
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校とも、コンプライアンスを一層推進する立ち位置のもと、校内規定の服務規定に関する部分や生

徒指導等直接児童生徒に関する内容についても、絶えず見直しと検討を加え、教育委員会が示す管

理規則等との齟齬について、改正を行うなどして、校内規定の整備を行っているはずである。 

さらに、近年では、外部の有識者、特に民間企業等でコンプライアンスについて、社内の体制整

備や研修を行っている人などを含めた、学校コンプライアンス委員会を組織し、学校の取組みにつ

いて、学校が独善的にならないよう、保護者や民間人の視点でのチェックを絶えず行っている。閉

鎖的な学校社会という枠組みから、民間や顧客の代表である保護者の意見を仰ぎ、より良い教育活

動を構築する努力を行っている。 

多くの都道府県では、コンプライアンスに関するマニュアルを策定し、都道府県教育委員会のweb

ページなどで公表しており、誰でも閲覧が可能である。さらに、懲戒処分についても、「指針」が示

されており、教職員以外にも閲覧が可能である。そのためか、保護者や地域住民からの情報提供に

より不祥事が発覚し、その後、教育委員会の調査が入り、懲戒処分に至る事例も出てきている。当

然、懲戒処分の事例を公開することで抑止力を期待しての不祥事の予防も行われている。 

ある県では研修の資料として、「これまでの研修等を通して、公務員として、教員として『この行

為は，まずい、 やってはいけないこと』と頭では分かってはいるものの，いざ，そういう場面にな

った時， 無意識に自分は大丈夫という感覚にとらわれ，事故を起こしてしまう例がほとんどです。 

今後，『いけないこととは分かっていたけれども』ではなく，厳しく自分の行動を見直 すとともに，

よりよい職場の中で，相互に同僚に目を向け，声をかけ，耳を傾けていくこ とこそがコンプライア

ンス意識の高揚に欠かせません。 まず，ここでもう一度，不祥事が起こった場合，自分に，又は周

囲に，家族にどのよう な事態が発生するのか想像してみましょう。以下の三つの影響を考えてみて

ください。」ということから始まる「コンプライアンスだより」を発行している。 

この三つの影響については、「精神的な影響」「経済的な影響」「社会的な影響」を、ワークシート

形式で教職員各個人が記載できるように工夫されているのである。さらに続けて、どのような不祥

事が実際に起きているのか明確にするために、個別の事例として、「個人情報の管理」「情報モラル・

わいせつ行為」「その他」として起きた事案を用いた事例をあげている。事例それぞれについて「問

題はどんなところですか」「学校ではどんな対応が求められますか」「あなたは日頃からこのような

事案について意識していましたか」というように、それぞれの問に対して、各自が記載し考える仕

組みが構築され、それによって、不祥事を遠い存在としてではなく、ごく身近に誰にでも起きうる

かもしれないというスタンスで作成されている。しかし、この手法は、教師が子どもたちに、問題

行動が起きないようにと、日頃から指導している内容に近いものがあり、個人的には、大人に対し

ての方法としていかがなものなのかなという思いもしないではないが、次々に起こる事案を前にし

ては、やむを得ない手法なのかもしれない。 

さらに、体罰・行き過ぎた指導を戒めるために、チェック項目として以下をあげ、各自が具体的

に意識できるように工夫されている。具体的に示すと 

 

□児童生徒の指導中に，感情が徐々にエスカレートしていく自分に気づくことはないか。 

□ 部活動の技術指導と称して，用具で叩く，至近距離からボール等を投げる（ぶつける）， 

技をかけて痛めつける，と言った事をしていないか。 
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□ 生徒や保護者が許せば体罰ではない，という誤解はないか。 

□ 年上や指導力・指導実績のある同僚が体罰を行った場合でも，制止したり注意したりする 

ことができるか。 

□ 罵声，暴言，皮肉等言葉で児童生徒を傷つけていないか。 

□ 生徒が委縮している様子を，指導に従っている姿である，と思い込んでいないか。 

□ 教職員としてのスキルアップを念頭に，自らの指導法を改善する努力を行っているか。 

□ 児童生徒が自分の期待に応えられないことに，焦りや怒りを覚えていないか。 

 

また、わいせつ行為を未然に防止する観点として、以下の項目をあげ、学校が組織として考える

ことと、各自の行為を冷静に振り返り、人としての常識を磨くことを求めている。 

 

  ○ 特別教室や教科準備室等が，特定の教職員の個室的な使われ方をしていませんか。 

○ 教職員として高い倫理観を確保するための研修会等を定期的に開いていますか。 

・人権尊重の意識を身に付ける機会を確保する。 

・相手目線を欠き，自分の思い込みで，「これは大丈夫」等と考えていないか。 

・社会の変化，デジタル化・高度情報化への適切な対応。 

・行為がエスカレートし，歯止めが利かなくなる危機感を持つ。 

（はじめは「この程度のこと」が，慣れや過信によって後戻りできない状況になることも） 

○ 児童生徒・保護者・同僚の様子を敏感に察知するとともに，児童生徒が発信する「救い 

を求めるシグナル」を素早くキャッチできる体制は整備されていますか。 

○ 校内の相談体制を整え，児童生徒が気軽に相談できる窓口は整備されていますか。 

○ 普段から児童生徒と二人きりになる場面が目立ち，特定の児童生徒を特別扱いしている 

と誤解を受ける行為は見られませんか。 

 

 これは、一例に過ぎないが、確認した都道府県では、このようなマニュアル的な資料、研修に使

われている資料は、その扱う内容について、分量などの違いはあるものの、未然に防止するために

という趣旨で策定されていることは間違いのないことである。ここまで見てくると、設置者として、

各都道府県教育委員会、その指導助言を受ける各学校ともに、法令遵守をベースにした高い倫理観

をもって、教育活動に当たるべきであるという体制は整っているといえる。 

ところが、教職員の不祥事については、報道機関によって公表されない月はないほど頻発してい

るように思われる。これは、懲戒処分について、教育委員会での決裁後に、公表されるということ

であろうから、毎月、教育委員会が開催され不祥事案件が議題にのぼり処置が審議され、その後に、

報道機関に資料として提供されることを考えると、毎月のようにどこかの都道府県で不祥事が起き

ており、それらについては、各教育委員会とも隠蔽ととられないようにするために、すみやかに公

表している。このような一連の流れのために、不祥事案件が頻発しているという印象になるのかも

しれない。しかし、各教育委員会が当たり前に目指している、教職員による不祥事の根絶という状

況には、体制を整えているのに程遠いと状況にあると言わざるをえない。 

ある都道府県では、教育長自らが教職員へアピール文を配布したり、ビデオメッセージを流した
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りしたと聞く。さらに、それでも不祥事が収まらず、ビデオメッセージ視聴後に、ワークシートへ

の感想や思いを記載させたということも聞く。ただ、ここで、面白い噂を耳にした。ビデオ視聴後

の感想に、ビデオで語られる内容を自分のこととしてとらえ、自分自身の子どもたちへの指導の在

り方や言葉遣いなどを振り返る機会として、自身の授業の在り方や指導の在り方、教育観を記載し

た例が多い中、教育委員会が行った行為自体を否定し、あたかも、自分にはこのような事案は全く

関係がないこととした意見や感想があったと聞く。さらに、そのような自己中心的な意見や感想を

述べた多くの者たちが、過去に何らかの処分や指導を受けているか、学校においても児童・生徒や

保護者等からの苦情が多く寄せられている者が大半であったと聞く。これなど、今後の研修を考え

るうえで参考となるのかもしれない。当該教育委員会での分析が進むことを期待したい。 

ここまで、学校における体制が整い、各都道府県教育委員会による研修や研修資料が充実してき

ているのに、どうして不祥事が後を絶たないであろうかということを問題視している。それは、こ

れまで行われてきた研修内容やその方法では、不完全なのだろうかという課題を内包している。ど

のようにして、教職員の研修を実施すれば、コンプライアンス意識を高いものへと醸成し、不祥事

が絶対起きないという職場を構築することができるのかを考察していく。 

確かに、校内規定を整備し、民間人や保護者を含めたコンプライアンス委員会を組織し、時宜に

応じて事例研修を行っただけでは、前述した、ある都道府県のビデオ視聴後の感想や意見などで、

他人事のように不祥事をとらえ、自分にはまったく関係のない話のようなとらえ方をされては、成

果はあがらないのではなかろうか。教育に携わる者として、人として己が成長することを目指せば、

子どもたちへの接し方もおのずと謙虚になるであろうし、自分の教育活動を絶えず振り返ることを

行うはずである。当然、その振り返りの中には、自分の教育活動が、法的根拠と照らしたときに正

しいと言えるのか、法律的に正しいことが担保されたうえで、教育活動として子どもたちに適合し

ているのかを自分自身に絶えず問いかける精神が求められるはずである。 

なぜ、子どもたちのためにそれらを遵守しなくてはならないのかという当たり前の動機付けが、

教職員の中に生まれなければ、そもそも校内規定やコンプライアンス委員会などを組織しても、そ

の校内規定ですら常に読んでいるわけではないし、あらためて時間をとって読み込む人も少ないだ

ろう。現状から考えれば、校内規定を見ながら教育活動を行わなくても、ある程度の教育活動、授

業は行えてしまうという教職員個人の経験則がある。 

そこで重要となるのが、教育現場に特化した、児童・生徒・保護者の信頼はもとより、地域住民

からも信頼される学校として存在することである。そのためには、どのようなコンプライアンス意

識が必要なのであろうか。簡単にまとめれば、前述した「自分の教育活動が、法的根拠と照らした

ときに正しと言えるのか、法律的に正しいことが担保されたうえで、教育活動として子どもたちに

適合しているのか」という意識を、教職員一人一人が高めることを、他人事ではなく自分の事とし

て、それぞれが大事なことであるとらえるという視点をもつことである。そのために、コンプライ

アンス意識をさらに高める研修は、どのようにあるべきなのかを、教職員一人一人が自分の事とし

て考えることであり、その前提条件として、各自が押さえておかなくてはならない、教育活動を支

える法規や理念についても考察を加えていきたい。それらを明らかにすることで、コンプライアン

ス意識を、さらに高い次元へと醸成する研修の内容や方法について、新たな提案ができるのではな

いかと考える。 
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４ 教育活動とコンプライアンス 

これまで述べてきたとおり、教職員は公教育の一翼を担っている。公立であれ私立であれ、学校

運営には税金が投与されている。税金の使い方については、費用対効果の面と適正に執行されてい

るかという観点から説明責任が生じる。誰の誰に対する説明責任なのか。それは、当然、学校の責

任者である校長が、保護者や納税者である地域住民に対しての、自校で行われている教育活動が、

まずは、法令的に正しいのか、次の段階として、法令にかない、教育活動として子どもたちに適合

しているのか説明責任を負うものと考える。いまさらであるが、学校教育法 第37条第４項には、

「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とあることから、特に前半の「校務をつかさど

り」とは、校長が学校運営に関する一切の事項を、自らの担当事項として処理することを意味して

いると考えられる。具体的には、学校の管理責任者として、教育活動の管理・運営、施設・設備の

維持管理を行い、学校経営の責任者として、教育目標を設定し、その達成に向けて教育活動を展開

することになる。また、後半の「所属職員を監督する」とは、その任命権者に関わりなく、学校に

配置されている全ての教職員について、職務上（勤務時間中）、身分上（勤務時間の内外を問わない）

の監督権限を有することになる。地方公務員法第 35条によって「職員は、法律又は条例に特別の定

がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当

該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」とされ、職務に専念す

る義務が規定されている。さらに、同法32条によって「職員は、その職務を遂行するに当って、法

令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上

の命令に忠実に従わなければならない。」と法令等及び上司の職務上の命令に、従う義務が明記され

ている。このことは、きちんと押さえ法規が意味することを咀嚼しておく必要がある。 

学校で行われている教育活動には、思いがけない事故が起きかねないことを内包している。児玉

悦子・鈴木悦子によれば、「学校で生活を送る児童・生徒たちは、成長発達の途上にあり、好奇心と

行動力にあふれ、無茶をして暴走することがあります。成長にともない反抗期を迎えると、教師の

注意や制止を聞かず反発し、ときに自暴自棄になることもあります。教育内容そのものも危険と隣

接しています」と指摘している（児玉・鈴木：2006）。教育活動そのものに危険が隣接していること

を、教職員は頭では理解していても、日々繰り返し行われている教育活動への慣れのためか、気が

緩む瞬間があると言わざるをえない。往々にして、そのようなときに大きな事故につながる。事故

が起きれば対応が求められる。その対応に瑕疵があれば、不祥事案件につながる。一見、教職員に

よる不祥事とは、別物のように思われるかもしれないが、「児童・生徒たちが発達段階の途上にある

こと」「好奇心と行動力にあふれていること」をきちんと押さえて、教育活動に当たることが、教職

員自らが引き金を引くような不祥事を防ぐことになると考える。教職員であれば誰しも、個に応じ

て教育活動に当たらなくてはならないと理解しているはずである。個に応じた指導を構築するには、

危険を予見することが大事であり、危険が少しでもあるから教育活動を全て行わないとすると、子

どもたちの発達は望めないし、そのような考えでは教育活動自体が成り立たなくなると考える。危

険があるという予見ができたのならば、それを回避する手立てを考えなくてはならない。それが、

教職員に求められる安全配慮義務である。やはりこれも、教職員の不祥事を未然に防止することに

つながると考えられるし、コンプライアンス研修として意識することも重要である。 
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教職員個人に起因する不祥事としてみてきたが、ここでは、個人の不祥事案件も、学校への信頼

をなくさせるということでとらえ、学校の事故として扱ってみたい。 

学校事故としてとらえた場合、教職員に対して責任が生じる可能性があるものとして、①教師の

故意・過失 ②教師の生徒への暴行・違法懲戒 ③施設・設備の瑕疵 ④生徒同士の事故 の大き

く四点があげられる。これらが単独で生じる場合と、複数項目が関連性をもって生じる場合がある。

これらの学校事故に対して法的な責任としては、Ⅰ 民事上の責任 Ⅱ 刑事上の責任 がある。

また、法的な責任以外に Ⅲ 行政上の責任を問われる場合がある。これらについては、本稿では

なく別の機会に考察をしていきたい。 

さて、ここまで述べてきたことについて、その本質を理解し、日々の教育活動に当たっている教

職員は少ないと考える。朝から放課後に至るまで、行われている教育活動に、それぞれ法的な根拠

に基づき、校長の管理監督のもと行われているということを、意識している者がどれくらい存在す

るのかは疑問である。よく「担任として説明できない」「教科として説明できない」というロジック

を使う教員がいるが、仮に校長の代理として保護者に説明しても、保護者が納得できなければ、説

明を果たしたことにはならないし、彼らが説明しなくてはならない相手は、外部への説明責任があ

る校長に対してであるはずである。だから、初任者の頃から、「報告・連絡・相談」が求められるの

であり、個人的には、その中でも「相談」が最も大事なことであると考える。管理職に相談するこ

とで、現状を理解してもらい、時宜に応じた助言をもらい、その助言に応じて生徒・保護者へ対応

するのである。コンプライアンス研修で最も大事なことが、この「報告・連絡・相談」について、

事例をもとに、どのタイミングでそれぞれ行うべきかを、身に付けさせるべきである。当然、これ

まで述べてきたとおり、それぞれの教育活動には、それを支える法的根拠があることを押さえたう

えでの話である。法規研修については、教育活動を意識したものでなくてはならないし、なぜ、そ

のような法規制がなされるのかを考える必要がある。この研修を行わずに、懲戒の指針や事例を示

すだけは、コンプライアンス（法令順守）について、心に染み入るということは難しいと考える。

さらに、法令順守だけでなく、子どもたちや保護者、地域住民からの信頼を得るためには、子ども

たち一人一人が、その学校で安心して学ぶことができて、その学校の教師集団に出逢えて良かった

といわせるために、自信をもった教育活動が展開されなくてはならない。そのために教師は、言い

古された言葉であるが「研修と修養」に努めていかなくてはならない。 

 

 

５ コンプライアンス研修の具体的事例 

 

ここでは、コンプライアンス研修の具体的な事例として、A 高等学校のケースを紹介しておきた

い。菱村幸彦は、「よく学校を経営するにはリーガルマインドが必要という。リーガルマインドとは、

一言でいえば『法的思考力』である。学校経営で求められる法的思考力とは、学校で日常的に生起

する諸問題について、法的観点に立って、ポイントを分析し、解決案を探し出し、関係者を説得す

る能力ということになろうか」と指摘している（菱村幸彦：2007）。学校を経営するにあたって、法

的な根拠を求めることが大事であることを端的に示している。このリーガルマインドを、「法的な思

考力」としている点は興味深いものがある。この「法的な思考力」は、校長だけが持つべきもので
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はなく、教職員が理解して、身に付けるべきものである。そのためには、経営者である校長が自ら

の言葉で、部下である教職員に、他人ごとではなく自分のこととしてとらえることができるように、

語ることが求められているように考える。 

ある校長は、電子メール一斉送信で、学校の行事予定だけでなく、校長の学校経営に対する思い

を伝えていると聞く。また、ある校長は、学級担任が発行する学級通信のような、通信形式で校長

の思いを伝えていると聞く。このような方法によらなくても、職員会議や校内研修の一環として、

校長の学校経営に対する思いを、述べる場面を構築しているということも聞く。これらの事例に共

通することは、学校運営を校長が独善的に行っていくのではなく、経営に対する思いを教職員と共

有し、進むべき方向性を示し、教職員一人一人にたまたま勤務している学校という思いではなく、

自分が積極的に校長の方針に基づき考えた教育活動に関わっていかなくてはならないという当事者

意識を育もうとしている点である。 

COVID-19 は、学校現場に様々な改革をいやおうなしに突き付けてきた。全国一斉の学校休業は、

その典型であろう。単に休業するのではなく、当たり前の「学びの保証」が課題となった。それに

より、小中学校の夏季休業が短くなったり、オンライン授業や映像配信による授業を行ったりなど、

学校がこれまで経験したことのない課題克服にぶつかった。人は面白いもので、課題があれば一致

団結してその課題に対応し、克服しようと考える。各学校とも、「学びの保証」のために、様々な工

夫を取り入れた。同時に子どもたちが冷静に物事を考えたとき、通常の授業とオンラインや映像配

信による授業の違いに気が付いたとき、学校の必要性をどこまで感じるであろうか。子どもたちは、

休校明け、学校に来ることが楽しいという様子であった。ところが、失った時間をただ補填すると

いう考えには、子どもたちは疑問を持っているはずである。言葉は分からなくても、一人一人が自

分のペースで学ぶことができる「個別最適化」の学習を求めるようになるのではないか。このこと

をまず押さえておくと、教育活動が学校で行われると、その瞬間に不祥事が起きるとなれば、学校

への信頼はなくなるし、そのような学校へ通学する意味がなくなるのではないか。ここで、しっか

りとした「コンプライアンス」意識を構築し、不祥事を根絶しなくてはならないときになったと考

える。ウイズコロナ及びアフターコロナということを「コンプライアンス」の確立に生かさなくて

はならない。そのために大事になってくるのが、子どもたちが学ぶ楽しさ、学んだことによってこ

れまで持っていなかった力が付いたと実感できる、そのような授業の構築が大事である。道具とし

てICT機器を使いこなすことであり、これは、教師も児童・生徒にも求められることであり、場合

によっては、家庭の協力・支援ということを考えれば、保護者も同様に使いこなせるようにならな

くてはならないだろう。そのように考えると、まずは、授業力を向上させる研修が求められると考

える。そのうえで、自分の授業が学校経営とどのようにつながっているのかを、理解することであ

ると考える。それには、校長の学校経営方針が明確であり、学校として子どもたちにどのような力

を付けたいのかを示す必要があると考える。 

今回のCOVID-19は、予測不可能な事態であり、まさに、目の前の子どもたちが、将来、主役とな

って活躍する時代をあらかじめ経験したことになる。そのように考えれば、どのような力が必要な

のかは明確になっていると思う。各教科がバラバラに、それぞれの教科で知識を注入しても、それ

らをつなげて、その場にふさわしいように連携させて考えていかなくてはならないだろう。それに

は、教職員が、再度、自分が教える内容を考え、それが、他教科で指導されていることとどのよう
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に関連があるのかを考えることである。また、このような予測不可能な時代に生きていくという視

点で考えたとき、得た知識をどのように関連させ、どのように活用すれば良いのかという視点で、

指導を試みることが求められている。これらの視点に立てば、教師も子どもたちと同様に学ぶ人で

あり、この姿勢は、先ほどビデオ視聴後に退出したワークシートからで述べた、問題のある教員に

限って、独善的な思考や独りよがり的な行動を取りがちであるとしたことを、抑止することにつな

がると考える 

学習指導要領が告示され、それに沿った指導が求められている。教科によっては教科書も変わる

し、指導内容も変更されている。何より、どの教科・科目においても、「主体的で、対話的で、深い

学び」が求められている。これは、我々教職員にとっても、子どもたちの範として見せていかなく

てはならない。これは、授業だけにとどまらず学校教育全般にわたって求められることであり、「コ

ンプライアンス」の醸成においても同様であると考える。 

 

 

６ 結語的考察 

 

これまで述べてきたとおり、教育に携わる者は、公教育とはどのような歴史的背景をもち、いか

なるプロセスを経て確立されてきたのかを、まず理解する必要がある。その過程では、独善的にな

らず、堅強な姿勢で公教育の一翼を担っていることに責任と自負を持つべきである。そのうえで、

学校で行われている教育活動は、法的根拠を意識して営まれなければならない。個人の経験則も端

緒としては有効であるかもしれないが、いつでも、どこでも、誰にでもという普遍性を考慮した場

合は、チーム学校として、校長が説明責任を果たすことができるかどうかという視点を最も大事に

すべきである。 

校長の責任の重さは誰もが理解していることであるが、前述の菱村幸彦は『教育法規からみた現

代校長学』において興味深い私見を述べている。「校長になるまでは、マネジメント能力こそが校長

に求められる資質・能力だと思っていた。しかし、校長になってみて、それだけでは足りないこと

を知ったのである。官庁や企業のように合理性とか効率性を重視する組織なら、管理職の資質とし

ては、実務処理能力が優先する。だが、学校は人間を教え育てるという創造的な営みを行う価値形

成的な組織である。そうした組織では、実務能力をもっているだけでは、優れたリーダーとは言え

ない」と指摘している（菱村、2005）。さらに同書で「校長には教師や児童生徒に人格的な影響を与

える力が求められる。むかしから優れた校長は、黙って座っているだけで、教師や児童生徒に教育

的な影響力を与えると言われてきた。そうした人格的な力が校長職には必要であることを、校長に

なって痛感したのである」と述べている。これは、校長だけにとどまることではないと考える、児

童・生徒のことを考えれば、最前線で指導に当たる教職員も同じである。教科の専門性や指導力も

重要なファクターであるが、絶対的な人格者であること、そのような人格者になることを目指して、

子どもたちと一緒に自身の人格の完成のための精進を続ける人であるべきであろう。 

研修についても、官製の研修も大事であるが、教職員が自ら求めて人間性を高めることを求める

ことが大事であろう。その過程で、校長が、自らの経営方針を示すことと、自身も人間性を高める

ために行っていることを、児童・生徒・保護者及び教職員に見せることも大事であると考える。前
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述の、メール配信や校長通信など、あらゆる機会を活用することが重要であろう。 

今回のCOVID-19は、パンドラの箱を開けてしまった。ネット上には、分かりやすい授業が多く存

在し、教え方のうまい教師が大勢存在することを明白にした。各学校の様子も、オンラインで見る

ことができるようになった。自分が受けている教育が、最上なのか、妥当なのかを判断できること

を示した。当然、子どもたちは自分が受けている教育と比較するはずである。その比較に耐え、そ

れ以上の教育活動を展開していると自負を持てる学校にならなくてはならない。これまで以上に、

学校の説明責任が求められるだろうし、その矛先は校長に向かうものと考える。 

今回、多くの困難を露呈させているが、困難の裏側にはチャンスが多くある。今こそ、教職員に

対して日々の教育活動に対して、法的な根拠を明確にする研修こそ意味があると考える。法的根拠

を明確に意識した教科指導や生徒指導を通して、子どもたちに力を付けるという発想が、これまで

以上に求められる。個々人の指導力も大事であるが、学校全体としての教育力が、個々人の高い倫

理観と法令順守の精神を大事にしたものである必要がある。当然、校長のリーガルマインドとリー

ダーシップは欠かせないものと考える。その意味からも、大学の養成期間から、絶えず、教育活動

が法的な根拠を持っていること、教師を目指すことは、公教育の一翼を担うことになるわけだから、

教育活動の意味を考える際に法的根拠についても意識を向ける指導がなされるべきである。そのう

えで、採用後は、公立学校の場合は、地方公務員として、さらに教育公務員としての法令順守と、

各個人の人間性を高めることを意識する必要があり、そのような意識向上につながる研修を構築す

るべきである。ここまで考えてくると、校長としてのリーダーシップが益々求められるとともに、ベースとな

る教育観についても、時宜に応じて示していく必要があると考える。これは、子どもたちと話す場面にお

いても意識しなくてはならないだろう。その姿こそ、教職員に「コンプライアンス」はどうあるべきかを考えさ

せる研修となりえる。 
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―道徳読み物教材「卒業文集最後の二行」の分析を通じて― 

 

宮 本 浩 紀＊ 

(2020年 10月 21日受理) 

 

 

What are “Regrets” for? – Part 1: Approaches to Learning Materials of Bullying in Moral Education 
 

Hiroki MIYAMOTO 

 

 

キーワード：「特別の教科 道徳」、道徳読み物教材、道徳的価値、自我関与、いじめ 

 

本稿の目的は、特別の教科道徳（道徳科）における読み物教材を活用したいじめの問題の解決の在り方について

考察を行うものである。いじめは、現在も依然として解決の望まれる喫緊の課題である。「いじめはいつでもどこでも

誰にでも生じるものである」という文部科学省の掲げる前提を踏まえるならば、何より目指されるべきは、仮に当該児

童生徒がいじめという他者危害行為に及んでしまったとしても、それを二度と繰り返すことのない事後指導及び開

発的教育が必要となる。加害者が再びいじめ行為に及ぶことを防ぐために、道徳科にできることを探るのが本稿の

目指すところである。道徳科の学習指導要領解説には、子どもたちによる「道徳的価値の理解」と「自我関与」の重

要性が示されている。当初本稿は、この方針に基づき、いじめの加害者が過去の自らの危害行為について後悔の

念をもって回想した「卒業文集最後の二行」という読み物教材を分析することで、加害者が本当に「後悔」に至って

いるか否か（あるいは「後悔」の条件は何か）について明らかにすることを心がけた。本稿における考察の結果、その

ような問いの立て方は適切ではないことが見出された。すなわち、人間の扱う言葉のもつ抽象性を踏まえるならば、

「後悔」を正確に表す条件を探すのではなく、それに値する具体的状況を複数設定し、その重なりの程度を把握す

ることをもって、「後悔」の諸相を多角的に把握する必要のあることが確認された。 

 

 

はじめに―いじめの問題への対応とその難しさ― 

 

いじめの問題への対応は、まず第一にその被害者の立場に立ってなされなければならな

い。被害者が受ける苦しみは一過性のものではなく、就学期間を終えて社会人となった後に

も長く残存する。 

 
＊ 茨城大学大学院教育学研究科 



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

- 290 - 

近年、そのような過去のいじめ体験を抱えて生きる人々は「いじめサバイバー」と呼ばれ、

その心情の一端を耳にする機会が増えている 1）。その言葉の中心にある“survive”は、被

害者が凄惨ないじめ体験から「生き残った」事実とともに、その後も苦しみを抱えながら「生

き続けている（生き続けていく）」ことを表してもいる。そのような「サバイバー」に込め

られた意味を捉えるとき、改めて、いじめは被害者の過去・現在・未来のすべてに及ぶ問題

であることを心に留めた上で、その望ましい対応について考えなければならないことがう

かがえる。 

本稿が注目したいのは、いじめ行為には基本的に加害者が存在するということである。つ

まり、いじめとは、ある人物が意図的に当該人物に対して危害行為を行うことを指すもので

ある 2）。そのように、いじめというものが加害者の意図によって引き起こされるものと捉え

た場合、いじめの問題への対応は、結局のところ、加害者による他者危害行為を減らすこと

に注力されるべきであることが認められる。 

だが、このような見方に対しては、検討すべき点もある。一つは、いじめの発生プロセス

の複雑さである。例えば、森田のいうように、加害者の中には、他者からの直接的・間接的

強制の結果として、あるいは自らがいじめの対象となることを避けるための自己防衛によ

って、いじめ行為に加担せざるを得なかった者もいる 3）。または、内藤のいうように、学校・

学級という“閉塞的な”集団に内在する構造がいじめ行為を生む主要因の一つであるとする

立場もある 4）。 

たしかに、これらの観点は、いじめ行為が生じる現実の状況の一端を説明したものであり、

いじめに関する研究として重要な論点を含んではいる。だが、そうだとしても、加害者の責

任がなくなるわけではない。加害者が加害者となる過程やいじめが生じる構造的な問題に

着目し過ぎるあまり、加害者によるいじめ行為の責任が看過されてしまうならば、いじめと

いう問題を正確に捉えることを妨げてしまうことになるはずである。 

やはり最も考えなければならないことは、文部科学省が記しているとおり、「全ての児童

生徒をいじめに向かわせ」ないようにすることである 5）。これがひいては、いじめ行為の被

害者を生まないことにつながるからである。そのためには、誰もがいじめ行為に加担しない

ことに加えて、そもそも誰もがいじめを行わないこと、及び一度加害者となった者が再びい

じめ行為を行わないための手立てについて考えることが重要であるということになる。 

一方で、「いじめはいつでもどこでも誰にでも」生じるものである。このことも踏まえる

ならば、もちろん、誰一人としていじめの加害行為を行わないようにすることは一つの目標

となり得るものの、現実的には、一度加害行為をしてしまった児童・生徒が再び同様の行為

を行わないようにするための手立てを考えることが現実的であるといえよう。 

本稿は、この最後に示した点に注目し、いじめの加害者による自らの行為の振り返りの内

実を検討するものである。すなわち、いじめの加害者が自らの行為について「後悔」する在

り方を検討することによって、いじめ行為の繰り返しを避ける手立てが得られるか否かに

ついて模索したい。具体的には、いじめ行為の加害者による回顧録である「卒業文集最後の

二行」という読み物教材を取り上げることにより、その目的実現を目指す。 

 



宮本：「後悔」とは何か（１） 

 - 291 - 

1. いじめ問題について検討する本稿の手立て 

 

(1) 道徳的価値・道徳原理に関する理解から迫る 

本論に入る前に、「特別の教科 道徳（以下、「道徳科」とする）」の授業づくりについて確

認しておきたい。道徳科の授業では、言うまでもなく、「いじめはやってはいけないことで

ある」という原則が示されることが重要である。それに加えて、子どもたちがその原則を授

業時の発言やワークシート等の記述によって示すことができるのも重要である。 

だが、それだけでは、子どもたちが原則をただ示したにすぎないという問題が残る。つま

り、もしかしたら「なぜいじめはやってはいけないのか」という疑問が解消されないままに

とどまっているかもしれないし、その疑問に対する自らの立場も自覚的に捉えられていな

いかもしれない。さらに、子どもたちの意見の中には、自らの本心とは別に形式的にその原

則を繰り返しているだけのものもあるかもしれない。 

そのように考えると、子どもが「いじめはやってはいけない」という原則を発言ないし記

述すること自体を重視することは必ずしも望ましくないことになる。そのような問題意識

を踏まえると、文部科学省が、道徳科の授業において、①「道徳的価値の理解」と②「自己

理解」（いわゆる「自我関与」）の機会が確保されることが重要であると述べていることが思

い起こされる 6）。この方針を本稿の主題に合わせて具体化すれば、子どもたちの意見の表明

に際しては、①いじめはいかなる道徳的価値を損なうのか、及び②なぜ自分は「いじめはや

ってはいけない」という原則が重要だと考えるか、以上二点が満たされていることが必要で

あるといえる 7）。 

このような方針に基づく授業づくりにあたっては、教育哲学者の松下の論考が示唆を与

えてくれる。松下は、例えばいじめのように認めがたい行為をやめさせることを一般化して

「行為の禁止」と称した上で、人がそれを理解したといえる条件について以下のように論じ

ている 8）。 

 

行為の禁止や推奨について理解するとは、それが単に禁止されたり推奨されている

事実を理解することではなく、それを行うべきであるとか、行うべきでないと判断され

ているその価値判断を理解することである。 

一方、先ほど示唆したように、行為について価値判断（道徳判断）するとは、元々は、

判断主体自身がその行為のもたらす結果に対して、質的なことば（すばらしい・望まし

い…）で価値づけすることである。それゆえ、その行為の結果を行為の理由と呼ぶなら

ば…、道徳判断をするとは、その行為に対して、何らかの理由をもちながら自己の是認

や否認の態度を表出・表現することだといってよい。 

そうであれば、道徳判断について理解するとは、その道徳判断の理由（行為の結果）

について認識すると同時に、その理由＝行為の結果に対する（判断する側の）否認ない

し是認の態度を（理解する側が）共有することを意味する。
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本引用箇所（特に最後段の部分）より、松下が、道徳的価値の理解（松下の言い方では、「道徳判断

の理解」）を二段階のものとして捉えていることが確認できる。松下によると、道徳判断について理

解するということは、①道徳判断の理由について認識すること、及び②その理由に対する態度を共

有すること、以上二つの条件を満たすものである。 

このことを本稿の主題とするいじめの問題に当てはめるならば、「いじめはやってはいけない」と

いう道徳判断について理解するということは、①′（学校において）いじめが禁止されている理由

について認識することに加えて、②′いじめを禁止するという態度（いじめを否認するという態度）

を自らも共有することを意味することになる。 

これら二つの項目は重なり合うものとして捉える必要がある。すなわち、「道徳的価値の理解は、

道徳的価値を観念的に理解するのではなく、道徳的価値を含んだ事象や自分自身の体験などを通し

て、そのよさや意義、困難さ、多様さなどを理解することが求められる 9）」という学習指導要領の

記述も踏まえるならば、①′を達成するには②′が必要となることを忘れてはならない。 

このように引き出された「いじめを認めないという原則を理解するということは、自らいじめを

否認する態度をもつことを意味する」という命題は、論理的にも、また文科省の方針に照らし合わ

せても妥当である。だが、まだこの命題には検討すべき問題が含まれている。それは、後段に示さ

れた「自らいじめを否認する態度をもっている」ことはどのようにして確定できるかというもので

ある。これまでの考察を通して、すでに子どもたちが道徳の原則を示しただけでは、その内容につ

いて理解できているとは言えないことは確認されている 10）。それでは、単なる原則の表明以外の形

で、子どもたちが本当にいじめを否認する態度をもっているかどうかについて確認するには、どの

ような手立てが必要となるのだろうか。 

 

(2) いじめ対応の枠組みから迫る 

この点について、異なる視点からも検討してみたい。具体的には、学校におけるいじめの問題に

関する対応の枠組みをもとにして、道徳的価値の理解に至る手立てを検討してみたい。以下は、文

部科学省の作成した『生徒指導提要』の一節である 11）。 

 

いじめを把握したら、関係者が話し合い、対応チーム（生徒指導主事、教育相談担当者、養護

教諭、学年主任、担任などで構成）を組織し、指導方針を共通理解した上で役割分担し迅速な

対応を進めます。…加害者が特定できたら、個別に指導していじめの非に気づかせ、被害者へ

の謝罪の気持ちを醸成させます。丁寧に個別指導を行った上で当事者を交えて話し合い、被害

者本人と保護者の了承が得られたら、再発防止へのねらいを含めた学級や学年全体への指導を

行います。いじめが解決したと思われた後も、学校が知らないところで陰湿ないじめが継続し

ていたという事例もみられるので、卒業まで定期的に話し合う機会を持つなどの配慮も必要で

す。 

 

本引用箇所から、いじめの問題に関する事後指導の手順が確認できる。すなわち事後指導は、加害

者が、①自らのいじめ行為の事実を認める、②その行為の問題性を認識する、③被害者に対して謝

罪の念を抱く、④今後さらなるいじめ行為を引き起こさないという意志を示す、⑤実際にいじめ行

為を引き起こさない、という五つの要素の達成を目指して進められるわけである。 
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ここで注目したいのは、これら事後指導の各段階を達成することの難しさである。具体的には、

次の二つのような困難さが認められる。第一に、たとえ⑤が成立したとしても、それが教師や保護

者による強制力の結果である場合には、強制力が存在しない状況において再びいじめ行為が発生す

る余地が残っていること。第二に、たとえ②・③・④が成立したとしても、それが被害者や教師等

に向けての形式的な行為にとどまる場合があること。 

いじめ問題について、特に加害者に焦点を当てて考察を行う本稿は、これら二点について検討す

る視点として、「後悔とは何か」という問いを掲げたい。加害者が自らのいじめ行為に関して、本当

に「後悔」しているならば、まず②・③・④は担保され、謝罪が形式的なものにとどまる可能性は

低くなる（あるいはなくなる）。⑤については、たしかに自らの加害行為が後悔されたとしても、再

びいじめ行為を行ってしまうことはある。その一例としては、自らがいじめの対象になることを避

けるあまり、不可抗力としていじめ行為に加担してしまうといった場合があげられよう。だが、少

なくとも、本当に「後悔」がなされた場合には、自らがいじめ行為を主導する可能性は低くなるは

ずである。その可能性を踏まえるならば、ここでいう人が本当に「後悔」しているといえる場合の

条件を探ることは行われる必要があるといえる。 

翻って、このことは、先ほど学習指導要領の記載内容及び松下の論考を通じて得られた命題と重

なる。つまり、「後悔」の条件を探ることは、加害者が自らいじめを否認する態度をもっていること

を確定的に示す条件を探ることと同一である。以上のような問題意識に照らしたとき、加害者が自

らのいじめ行為に関して述懐した「卒業文集最後の二行」という読み物教材は、その双方の条件に

ついて検討するための素材として適当であることがうかがえよう。以下、同教材を検討することを

通して疑問点の解消を行う。 

 

 

2. 「卒業文集最後の二行」の概要とそれに関する研究の状況 

 

(1) 「卒業文集最後の二行」の概要 

 本稿で取り上げる「卒業文集最後の二行」は道徳科の新設に先立って作成された『私たちの道徳 

中学校』に収められた文章である。これは、作家・大学教員の一戸冬彦氏が小学生時代における自

らの体験を綴った文章を元にしている 12）。 

 同教材は、筆者が小学校六年生時のクラスメイトであった T子とのやりとりを回想したものであ

る。教材は大きく三つの内容から構成されている。まず初めに、回想文を執筆することそれ自体に

関する筆者の思いが述べられた箇所。続いて、当時 T 子が置かれていた状況がつづられた箇所 13）。

そして最後に、T子とのやりとりに関する筆者の回想が示された箇所 14）。 

以上の内容を踏まえると、本教材を取り上げることが本稿の目的にかなう点として、次の二つが

あげられる。まず第一に、上述のとおり、本教材の基本的な構造は、当時行われた T子との間に行

われたやりとりを30年後の筆者が回想するというものである。本文に「生意気で口の悪い私（引用

者注：「卒業文集最後の二行」の筆者）は、先頭に立って T子さんをけなした」と記されていること

から、筆者がいじめの加害者であり、またそれを意識的に行っていたとみなして問題はない。つま

り、本稿の「はじめに」に示したような、自らが対象になることを避けるためにいじめ行為に加担

してしまう場合や学級集団の閉鎖性によっていじめ行為が生じるといった場合は、本教材の筆者に
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は直接は当てはまらないわけである。意識的にいじめ行為を行った加害者が数十年後に自らの行為

を振り返って記した本教材は、加害者本人が後から T子に対する危害行為を「後悔」している点に

おいて、本稿の主題に即したものであると言える。 

第二に、いじめ行為に関して加害者当人が自ら振り返りを行っていることによって、「後悔」の諸

相について確かめやすい条件が整っていることがあげられる。そのことは特に、本教材末尾に記さ

れた「あの『卒業文集』の最後の二行は、大きな衝撃だった。大いなる悔いを与えてくれた」とい

う箇所のように、「悔い」という言葉が使われていることに認められる。筆者自ら「悔い」という言

葉を用いた本教材は、「後悔」の条件を検討する素材としてふさわしいものである（本文の詳しい内

容については、本稿末尾に引用する「参考資料：『卒業文集最後の二行』」を参照願いたい）。 

 

(2) 同教材に関する指導案の作成状況 

筆者の調べたところでは、「卒業文集最後の二行」に関する指導案として、4つの一般書籍と 2つ

の研究論文、及び web 上に公開された 14 の指導案（これには作成者が記載されていないものも含

まれる）が確認された。このように、20程度の指導案が存在するわけだが、主として本稿では、書

籍に掲載された 4編と研究論文の 2編を比較検討の対象としたい。その理由は、web上に掲載され

た指導案には記名がないものが多く、またその掲載が授業実践の報告という目的に沿って行われた

ものであることにある。それに対して、書籍及び研究論文は、教材研究上あるいは授業実践上の素

材として広く社会に還元されることを企図して作成されたものである。そのような作成の主旨を踏

まえるならば、先の書籍及び研究論文に収められた指導案は、教材本文がいじめの加害者を減らす

という主たる目的に合致しているか否かにまで踏み込んで検討されたものとみなして問題ないはず

である。以下、まず初めに、それら 6つの指導案の内容を簡潔に整理し、続いて、それと本稿にお

ける考察とを比較検討することにする。 

 以下に示したものが、6 つの指導案の内容を示したものである。一部、内容を整理する都合上、

表記を改めた箇所がある（表 1参照）15）。 

 

表1 各指導案における筆者の注目点 

 筆者のどこに注目するか 

① 
・「筆者が内なる正義感から涙をあふれ出させていることに気付かせることで、ねらいとす

る道徳的価値の自覚につなげる」 

② 
・「作者の心情に注目させる」 

・「作者のエピソード（この話が実話等）を伝える」 

③ 

・「筆者は自分のしたことを、『謝罪し尽くせるものではない。許されるものではない』と認

識しているからこそ、今も苦しみ続けている…」 

・「本文の最後、『あの二行を読まなかったら、現在の私はどうなっていただろう。』は、間

違った道へ進んでいたかもしれない自分を戒めてくれた T子への感謝でもある。しかし、

いじめは許されるものではない。反省したから、後悔したからよいというものではない。

だから筆者は今でも泣くのである」 

④ ・「主人公の私は小学生時代、隣の席の貧しい T子を先頭に立っていじめていました」 
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・「…生徒からは、『最低の人間だ』という反応が返ってきます。しかし、私が特別な人間で

ないことは、途中の…表現でわかります」 

・「主人公の私は、そのこと（筆者注：人間の弱さ）に卒業文集最後の二行で気づかされま

したが、日常生活において、傷ついた側の思いがわかることはほとんどないとすると、ど

うやってその弱さを克服していくかを考え続け、誰に対しても公平に接しなければならな

いことに気づかせたい…」 

⑤ 

・「本資料では、『私』は T 子さんの事情を深い部分まで理解している。その理解がなぜ、T

子さんを支える側に立つという方向に行かなかったのか。そこに『私』の屈折があるのか。

本人自身、点取り競争の中で苦労していたのか。百点にこだわる姿勢にそれが見える。『私』

の家族からの圧力があったのか 16）」 

・「小 6 時代のいじめ体験が持つ意味は、その後の学びの中でその都度、著者に迫ってきた

のではないか。それは『私』がその後、どう生きてきたことの結果なのかによる」 

⑥ 

・「…普段からみすぼらしい身なりという外見だけで T 子に凄惨ないじめを加える筆者、さ

らにはカンニングという不正行為を平気で行った上に、T子にカンニングの汚名を着せ逆

に非難するという卑劣で醜い行動をとった筆者が、T子の卒業文集の最後の二行の言葉に

触れ一転なぜ深い反省と悔いに至ったのか、小学校卒業後、筆者はどのような歩みをたど

り、いじめの加害責任を感じ続けてきたのか、資料から筆者の心情を推測し理解すること

は可能だろうか」 

（①～⑥の資料をもとに、筆者が作成） 

 

以上のように整理してみると、論者によって、「卒業文集最後の二行」の筆者に対する印象が異なっ

ていることがうかがえる。特に注目すべきは、教材本文冒頭の場面に示された、筆者が「先頭に立

ってT子をけなした」ことに触れているものが④のみであるという点である（直接の言及はないも

のの、⑥はそれに類する内容を記してはいる）。読み物教材を扱う場合、登場人物の言動を具に捉え

ることを通じて、その人柄を認識することが目指される。そのためには、教材本文に記された内容

それ自体を把握することが肝要である以上、「先頭に立って」という箇所は筆者の実際の行動を示し

たものとして注目しておかなければならないはずである。仮に、筆者に生じた後悔の念に子どもた

ちが「共感」することを目指すあまり、教材本文の細部に触れられなかったのだとしたら、筆者の

人柄を捉え損ねる恐れが高まってしまうのではないだろうか。 

もちろん、「先頭に立って」という箇所に触れているか否かは教材本文の読み取りの一端を示すも

のにすぎない。だが、その箇所に触れていない指導案を検討してみると、その中には筆者の人柄に

適した説明となっている疑問を起こされるものもある。それは例えば、①に示された「内なる正義

感」である。最終的に自らの危害行為に後悔の念を抱いたとはいえ、「先頭に立って」いじめを行っ

た人物に果たして「正義感」が見出せるものだろうか。そのような読み取りを行うならば、その理

由・根拠について説明することが求められよう。また、③に記された「本文の最後…は T子への感

謝でもある」という箇所についても同様である。たしかに、筆者自身の言葉は「感謝」に相当する

ように思われるかもしれない。だがそれでも、教材本文からは「現在の私」がどのような存在なの

か十分捉えることができないことを踏まえるならば、感謝の結果として実際にいかなる変化が生じ

たのかについて教材本文の内容を検討しておく必要があろう。 
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言うまでもなく、④に記されているように、筆者を必要以上に悪とみなすことは適切ではない。

それを行うことは子どもたちによる「自我関与」を困難にしてしまうかもしれないからである。だ

が一方で、教材本文をゆがめた理解をしてしまうことも問題である。そのようなことを考慮するな

らば、筆者の人柄を正確に捉えるためにも、⑤と⑥が行っているように、教材本文に対して適宜疑

問を発しながら教材研究及び授業実践を行う必要があると言えよう。 

 

 

3. 「卒業文集最後の二行」の読解 

 

(1) 読み物教材読解の方針 

 本稿が「卒業文集最後の二行」の本文を分析する際の視点は、先にあげた「道徳的価値の理解」

と「自我関与」の二つにある。先述のとおり、これら二点は相互に関係している。つまり、道徳的

価値の理解が成立するためには、子どもたちが当該読み物教材に取り上げられた登場人物と同様の

経験を有していること、あるいはその意味するところが「わかる／想像できる」だけの知識及び経

験（これには直接経験と間接経験が含まれる）を有していることが必要となる。言うまでもなく、

一人ひとりの人間は生まれや育ちが全く異なる以上、他の人間の経験や理解と同一のものをもつこ

とはない。仮に同じ経験にみえたとしても、その言動がなされた状況をも含めるならば、すべての

経験は個別的なものとみなされる。 

では、個別の経験を有する一人の人間は、他の一人の人間の経験を理解することができないかと

いうと、そうとも言えない。たとえ他の人間の経験や理解であっても、人は自らの知識及び経験を

振り返り、それを当該人物のものと重ね合わせることで、「わかる（わかった）」という体験が生ま

れる場合は多々あろう。 

問題は、道徳科の授業において、そのように自分ではない他の人間の経験がわかるだけの読み取

りをいかにして行うかである。登場人物の経験や理解が教材本文に暗に示されている場合、教師は、

的確な発問を行うことによって、その読み取りができる環境を整えることが求められる。教育哲学

者の宇佐美寛は、そのような読み取りに必要な情報を「事実」と呼ぶ 17）。本稿もその宇佐美の方針

に従い、「人が本当に後悔しているといえるための条件」（「加害者が自らいじめを否認する態度をも

っていることを確定的に示す条件」）を探ってみたい。具体的には、子どもたちが道徳の原則を本心

からではなく表面的に示しているに過ぎない場合があることを踏まえ、「卒業文集最後の二行」の筆

者が本当に「後悔」に至っているか否かについて検討を行う。 

 

(2) 「卒業文集最後の二行」の筆者における過去の行為との向き合い方 

本教材の筆者は、教材として採用された回想文を執筆するまで、実に三十年余りにわたり、T 子

に謝罪の念を抱いてきたという。自らの過去の行為を後悔する筆者の述懐は、以下のように綴られ

ている 18）。 

 

それにしても、私は随分とT子さんにひどい仕打ちをし続けたものだ。謝罪しても謝罪し尽

くせるものではない。許しを乞うても許されるものではない。三十年余りが過ぎた今でも、T

子さんへの罪業を思い出すたびに忍び泣いてしまう私である。 
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あの「卒業文集」の最後の二行は、大きな衝撃だった。大いなる悔いを与えてくれた。あの

二行を読まなかったら、現在の私はどうなっていたであろう。 

 

本引用箇所では、筆者が自らの行為を率直に振り返っている様子が認められる。それは、冒頭の一

文に「私」という主語が用いられていること、また「し続けた」という言葉から、意識的かつ継続

的に行った危害行為を筆者が直視していることから見て取れる。それに加え、「謝罪しても謝罪し尽

くせるものではない」という記述から、筆者が「謝罪」の意志は捨てていないものの、一方で自ら

の過去の行為は謝罪によって取り消せるものではないという認識を有していることが認められる。 

このように筆者が記した一連の文章は、加害者が自らの行ったいじめ行為を後に振り返った際の

一つのモデルを示しているといえる。つまり、行為の責任をすべて自己に帰した上で、その責任（あ

るいは責任の一端）を謝罪によって放棄してしまう可能性すら自ら絶つという筆者の在り方は、「後

悔」の一つの表れを示していよう。 

 だが、このような筆者の在り方について疑問を抱く人もいるはずである。それは特に、筆者が回

想文を書くまでの三十年間にわたって、謝罪に当たるような行動を具体的にしてこなかった点に認

められることだろう。具体的には、筆者は卒業式の日に配られた卒業文集をその当日に読み、「枕を

ぬれにぬらしてしまった（「T 子さんの作文の、特に最後の二行が私の涙腺を果てもなく緩めた」）」

というのに、なぜすぐT子に謝罪をしなかったのかという点である。 

これについては、本教材を分析した徳本のように、「加害者が謝るということは、至難の業。自分

に誇りがなければ、自らの加害行為を相手に対して謝れない。…逆説的にいえば、そのような風潮

（筆者注：国家による謝罪がなされにくいこと/企業による謝罪が形式的なものにとどまる場合が

あること）の中でかつての所業に向き合い続けてきた『私』は、人間的に高貴である 19）」と述べ、

筆者による謝罪が行われなかったことについては不問に付す見方もある。あるいは、同じく水登の

ように、「生徒からは『最低の人間だ』という反応が返ってきます。しかし、私が特別な人間でない

ことは、途中の『この中傷に加われなかった』『後ろめたさ』『土下座して謝りたい衝動に駆られた』

などの表現でわかります 20）」と述べることで、筆者を一方的に断罪することを避ける向きもある。 

このような筆者の在り方の正否をどのように判断するかは難しいところである。なぜなら、後に

過ちとみなされざるを得ないような行為に関して、筆者のように回想文を書くことをせず、あたか

も「謝罪」の気持ちをもつ必要など全くないかのように生活している人がいる可能性は十分あるか

らである。そのような人と比べた場合、「卒業文集最後の二行」の筆者は、少なくとも不特定多数の

人が読める形で回想文を記した以上、それをもって謝罪の意志が示されたとみることもできる。 

 

(3) 「卒業文集最後の二行」の叙述からうかがえる筆者の「後悔」の諸相 

だが、そのことを考慮してもなお気になる点が本回想文には認められる。それは、具体的に二か

所あげられる。一つ目は、以下に示す本文冒頭である 21）。 

 

「思い出となれば、みな美しい」と俗に言われるが、それは過去を美化しているか、時間の

経過とともに風化してくれるのをよいことに、つらい体験や苦い思い出を忘れようと「努力」

しているに過ぎまい、と私は勝手に解釈している。 

  生来、気位が高く、不遜極まりない性格の私だが、こんな私でもこの場を借りてざんげし
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たい、いや、せずにはいられない出来事がある。深い深い後悔。取り返しのつかない心の傷だ。 

 

本引用箇所を一読して端的に浮かぶのは、筆者は「つらい体験」や「苦い思い出」を語る立場にあ

るのかという疑問である。本教材は筆者の過去の行為を回想したものであるのだから、「思い出とな

れば、みな美しい」という表現の「思い出」は、具体的には筆者が行った T子への危害行為を含む

ものとみなして問題ない。そのような T子を傷つけたという「思い出」を、回想文を記した時点の

筆者が美しいものと捉えることができないというのはもっともである。 

だが、続いて示された「それは…つらい体験や苦い思い出を忘れようと『努力』しているにすぎ

まい」という箇所は、実際のところ読み取りが難しい。というのも、これを文字通りに読むならば、

筆者はT子を傷つけてしまった自らの行為を「つらい体験」と称していることになるからである。

おそらくそのような読み取りが誤りでないことは、本引用箇所の末尾からもうかがえる。そこにお

いて、筆者は、ざんげしたい出来事として「深い深い後悔。取り返しのつかない心の傷」をあげて

いるからである。このように、傷けられた側の T子を差し置いて、傷つけた側の自らにそのように

「つらい体験」という表現を当てたのは、一体どのような意味においてなのだろうか。この疑問点

を解消するために、再び引用箇所に目を向けるならば、たしかにその前段からは、筆者が自らの過

去の行為を美化せず、忘れてもいないことは読み取れる。問題は、そのように自らの他者危害行為

を美化することなく記憶し続けていることをもって、筆者に「後悔」が成立しているとみなすこと

ができるかどうかである。 

この問いへの答えの出し方としては、いくつか考えられる。ここでは、三つの場合を取り上げて

みたい。まず第一に、最も素直なのは、筆者が「大いなる悔い」を得たと記していることを直接の

根拠とすることである。筆者は、T 子の苦しみは当然のことと受け止めた上で、過去の自分が行っ

てしまったことによって三十年余りにわたって揺れ動かされてきた自分に「心の傷」を認めた。こ

のように読み取るならば、筆者の「心の傷」は、T 子に悪いことをしてしまったという後悔の念に

よって生まれたものであることになる。 

一方で、卒業式の次の日に配られた卒業文集を読んだ時点で「大いなる悔い」を得たはずの筆者

が、それを具体的に「謝罪」として表したのが三十年後、しかも不特定多数の人に向けて書かれた

回想文を通してであったことに注目する人もいるだろう。つまり、第二に、直接謝罪が行われてい

ない以上、筆者は本当に「後悔」したとはいえないという立場の人がいることだろう。 

あるいは、その変形として、第三に、筆者の行為や立場を留保して受け止め、「大いなる」という

表現と筆者の実際の行動の間のギャップを埋めるようとする人もいるかもしれない。「大いなる悔

い」が得られていながら、謝罪までに三十年間を要とした理由が何であったのかについて何らかの

情報を得ようとする人がいるかもしれない。この第三のような立場は慎重な判断に基づいたもので

ある。たしかに、筆者には直接 T子に謝罪することができない正当な理由があったのかもしれない

からである。だが、それが書かれていない以上、現時点では、「大いなる悔い」や「あの二行を読ま

なかったら、現在の私はどうなっていただろう」という言葉の意味するところを具体的に把握する

ことがかなわないのも事実である。翻って、そのことは、筆者が過去の自らの行為を本当に「後悔」

したのかについて判断する根拠が読み物教材からだけでは得られないことを意味していると言える。 

 

(4) 「後悔」はどのように捉えられるべきか 
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以上のとおり本稿に記してきた内容は、過去の行為に対して人はどのように向き合うべきかとい

うことについて考えるための素材となり得る。具体的に卒業式以後の筆者の行いを整理すると、以

下のようになる（表2参照）。 

 

表2 「後悔」と捉えられる筆者の行動の種別 

「後悔」を構成すると想定される筆者の行動 「後悔」を捉える立場 

A：T子の文章を読んだ当日に涙を流す。 

B：その後、一定期間、自らの行為を後悔する。 

C：30年余りにわたって自らの行為を後悔し続ける。 

D：不特定多数の人に向けて自らの過去の行為を述懐する 

E：T子に対して自らの行為を直接謝罪する。 ※実行されず 

  

       

 

 

前項の末尾に示した「後悔」成立の条件に対する三つの立場を、ここに示した筆者の行為に当ては

めてみたい。第一の立場は、筆者が回想文に「大いなる悔い」と記していることをもって「後悔」

が成立しているとみなすものである（A～Dをもって「後悔」成立とみなす立場）。第二の立場は、T

子に対して筆者が直接謝罪していない以上、「後悔」は成立していないとみなすものである（A～Eを

もって「後悔」成立とみなす立場）。最後の第三の立場は第二の立場の変形、つまり、本来は T子に

対する直接の謝罪をもって「後悔」が成立するとみなすが、理由の如何によっては、それがなし得

ない場合も許容するというものである（条件付きで、A～Dをもって「後悔」成立とみなす立場）。 

 このように整理してみることによって、「後悔というものは、あるかなしかの二軸で捉えられるも

のではない」という理解が得られるのではないだろうか。ここに示した三つの立場のいずれも、筆

者が「後悔」していることについて妥当性を有していることを否定できないからである。そのよう

に考えると、そもそも「本当の後悔とは何か」や「後悔といえるための条件は何か」という問いの

立て方自体が適切ではなかったことに気づく。少なくともここにあげた三つの立場はいずれも筆者

に「後悔」を見出すことができるとみなすならば、考えるべきは、筆者の在り方が、最大限「後悔」

と呼ぶことのできる行為に対して、どの程度重なりを有しているかということにあるといえる。 

 このような理解をもとに授業を構想した場合、筆者の在り方を必要以上に断罪することは誤りと

なる。それよりも、例えば、T子に直接謝罪を行うことを「後悔」の最大限の表れとした場合には、

それがなぜ最大限として設定されるのか、つまり、なぜ直接の謝罪が一番困難であるのかという点

について検討することの方が重要であるということである。これは、読み物教材の登場人物の言動

について多面的・多角的に検討する可能性を担保してくれるものであるといえるだろう。 

 

 

おわりに 

 

この度「後悔」を巡って行ってきた検討は、他の言葉にも同様に当てはまる。言葉というものは

独立した唯一絶対の事態にのみ当てはまるものではなく、個々の類似した事態の共通する要素を抽

象することによって生み出されるものである。授業を通して理解を目指す道徳的価値にしても、結

局のところ、まずは言葉によって表されるものである。このことを踏まえるならば、道徳科の授業

第二の立場    第三の立場 

第一の立場 
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を受ける子どもたちにおいては、道徳的価値の理解というものは、唯一絶対の普遍性を見出すこと

ではなく、種々の状況また人によって異なる様々な見方に基づき、多様な形で存在するものとして

捉えられることが望ましい。このような方針は、いずれにしても授業づくりの枠組みにおいて、子

どもたち自身の知識と経験が果たす役割が大きいことを物語っている。つまり、例えば直接の謝罪

を「後悔」の最大限の表れとみなす者とそうでない者の判断が、当人が直接経験したことないし間

接的に見知ったことに基づくということである。登場人物の言動を具に捉え、その判断の根拠を探

ることは、まさに子ども自身の価値判断に基づくわけである。この点については、読み物教材を扱

う際の大前提として押さえておくべきものであろう。なお、本稿で取り上げた「後悔」については、

「足袋の季節」という教材を通しても学ぶことができる。あわせて参照願いたい 22)。 

 

 

注 

 

1) いじめのサバイバーについては、過去に NHK制作「ハートネット TV」において、複数の番組（「サ

バイバーたちが語るいじめ（前編）（後編）」他が放送されている． 

2) いじめの事象の範囲は多岐にわたる。①殴る、蹴るといった暴力（身体的危害行為）、②悪口や

いたずら書きといった言葉による中傷（精神的危害行為）、③仲間はずれや無視といった所属集団

からの排除があげられる．また、文部科学省が 2013年に示したいじめの定義を踏まえ、被害者の

立場に立つならば、この三つに、④無関心に基づく意思疎通の欠如を含める場合もあるかもしれ

ない．このように、いじめ事象の具体的特定が困難であることを踏まえつつ、本稿では、④のよ

うにいじめか否か判別のしにくいものについては直接取りあげず、①・②・③のように加害者が

意図的に行った他者危害行為をいじめとみなすことにする． 

3) これについては、例えば、森田洋司の提唱した「いじめの四層構造」を参照．森田洋司・清水賢

二. 1995.『いじめ―教室の病―』（金子書房）, 151-164． 

4) これについては、例えば、内藤朝雄の提唱した「中間集団全体主義」を参照．内藤朝雄. 2012.

『いじめの社会理論―その生態学的秩序の生成と解体―』（柏書房）, 14-37． 

5) 文部科学省. 2013.「いじめの防止等のための基本的な方針」, 6． 

6) 文部科学省. 2015.「小学校学習指導要領」, 16-21． 

7) 例えば、いじめの問題に関わる道徳的価値観としては「人権」が想定される．さらに、「人権」

という道徳的価値観を検討する過程で、「善悪の判断、自律、自由と責任」や「相互理解、寛容」、

「規則の尊重、「公正、公平、社会正義」といった内容項目が参照されるはずである． 

8) 松下良平. 2002.『知ることの力―心情主義の道徳教育を超えて―』（勁草書房）, 54-55． 

9) 前掲6）, 19． 

10) 同様に、松下は「行為の禁止や推奨を理解していることを、その理由を記述している命題（こ

とば）を再現できることや、その理由で言及されている事態（もの・こと）を指示できることに

よって定義しようとする試みは、道徳原理を理解することの意味を本質的な点で捉えそこなって

いる」と述べている．前掲8）, 55． 

11) 文部科学省. 2013.『生徒指導提要』, 186-187． 

12) 一戸冬彦. 1994.『心に残るとっておきの話（第 2集）』（潮文社）。同教材は、その文章の一部
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が改変されたものである． 

13) 一戸冬彦. 2014.「卒業文集最後の二行」（文部科学省『私たちの道徳 中学校』, 231）．ここ

では、母を早くに亡くしたT子が母親代わりとして二人の弟の面倒を見ていたこと、あるいは、

魚の行商をしていた父の仕事の状況から経済的に恵まれなかった T子が、他の児童と同様の生活

環境に身を置くことができず、自分の身なりに気を回す余裕がなかったことなどが記されている． 

14) 回想は、①不遇な状況に置かれた T子を筆者が先頭に立ってけなした場面、②クラスで行われ

た小テストの際に筆者が T子の答案をカンニングした場面（及び、筆者がカンニングをしたテス

トの点数をめぐって行われた一連のやりとり）、③T子の記した卒業文集の内容に筆者が涙した場

面（及び、筆者が、現在の視点から、自らの行為を振り返った場面）、以上三つからなる． 

15) 本稿で取り上げた6編の指導案の出典は、以下のとおりである．なお、①～④は市販の教材集、

⑤・⑥は研究論文である． 

①松本好弘. 2014.「いじめを許さない心を育てる―『卒業文集最後の二行』」『道徳教育』2月

号, No.668, 38-39,（明治図書）． 

②盛永美樹. 2016.「読み物資料『卒業文集最後の二行』を活用しよう」（柴原弘志編『『私たち 

の道徳』完全活用ガイドブック 中学校編』, 118-119,（明治図書）． 

③滝口晃嗣. 2018.「卒業文集最後の二行」神戸秀一・塚田直樹編,『全時間の授業展開で見せる 

『考え、議論する道徳』中学校』, 56-57,（学事出版）． 

④水登伸子. 2019.「卒業文集最後の二行 弱さ・醜さと向き合おう」柴原弘志編『板書＆指導 

案でよくわかる！中学校 3年の道徳授業 35時間のすべて』, 88-91,（明治図書）． 

⑤徳本達夫. 2016.「道徳教育指導考（Ⅱ）―『卒業文集最後の二行』を例に―」『教職センター

年報』4, 53-74（広島文教女子大学教職センター）． 

⑥朝倉充彦. 2018.「いじめ問題を主題とする道徳教材についての考察」『教職研究』,1-11,（東

北福祉大学教職課程支援室）． 

16) 徳本は、同様の内容として、「…資料の『私』の情報収集力は高すぎる。T子の父親が行商する

姿を見ているのか。あるいは、実際に魚を購入していたのか。購入していたのならば、もっと理

解度の高い友人であったとしてもいいだろうに。それゆえ、私の経験から思える子ども像から悉

くずれているため、私には、本資料の『私』のことが良くわからない。屈折していた人物としか

思われない。『優等生』であることを求め続けられた心痛が背景にあったのか」と述べている（同

上, 66）．徳本があげている疑問は、道徳科の授業において、子どもたちが筆者に共感できるか否

かについて探究する上で有益である．  

17) 宇佐美寛. 1986.『授業の理論をどう作るか』（明治図書）, 85． 

18) 前掲13）, 235． 

19) 前掲15）, 徳本, 66-67． 

20) 前掲15）, 水登, 91. 

21) 前掲13）, 231． 

22）拙稿. 2020.「「後悔」とは何か（2）―道徳読み物教材「足袋の季節」の分析を通じて―」『茨

城大学全学教職センター紀要』39, 305-318を参照． 
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参考資料：一戸冬彦「卒業文集最後の二行」（文部科学省『私たちの道徳 中学校』）231-235. 
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「後悔」とは何か（２） 

 

―道徳読み物教材「足袋の季節」における人物の心情把握を通じて― 

 

宮 本 浩 紀* 

(2020年10月21日受理) 

 

 

What are “Regrets” for? – Part 2: 
Through Affective Understanding of the Japanese Reading Material “Tabi-no kisetsu” 

 
Hiroki MIYAMOTO* 

 

 

キーワード：「特別の教科 道徳」、道徳読み物教材、内容項目、道徳的価値観 

 

道徳読み物教材の読解に必要なことは何か。本稿の目的はそれについて考察することにある。「道徳」の時間において活用

されてきた読み物教材は、「特別の教科 道徳」においても変わらず用いられている。その理由の一端は、道徳的価値に関

する理解を行う教具として、やはり読み物教材に優れた点があるからなのだろう。だが一方で、そのような道徳の授業にはこ

れまで縷々批判がなされてきたのも事実である。では、一体どうするべきなのか。本稿は、読み物教材を用いた道徳授業の

実践が子どもたちにとって意義深いものとなるための考察を行うものである。まず初めに、読み物教材を読み解く上での方

針について検討する中で、教材本文の読み取りをいかに行うかについて取り上げた。続いて、有名教材である「足袋の季節」

の読解を行うことにより、本稿で確認した教材読み解きの方針の妥当性について検証を行った。 
 

 

1. 読み物教材を読み解く上での方針 

 

(1) 現実の抽象化を通じて成立する内容項目 

「特別の教科 道徳（以下、「道徳科」とする）」の授業づくりにあたっては、学習指導要領に示

された内容項目が参照される。そのとき注意しなければならないことは、あくまでも内容項目は現

実の生活の中で生じる無数の出来事を言葉としてまとめたものであるということである。 

例えば、「親切」という内容項目は、バスに乗っているときに、自分がかけている座席を、それを

必要とする人にゆずる行為を言葉としてまとめたものである。あるいは、ある母親が子供を載せた

ベビーカーを移動させるのに手間取っているときに、それに手を貸す行為を言葉に置き換えたもの  

 
* 茨城大学大学院教育学研究科 
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である。つまり、内容項目は、現実の生活において起こった（あるいは起こり得る）具体的な出来 

事から、時・所・人物・状況等を除いた後に残ったものを言葉としてまとめたものである。以上を

踏まえると、内容項目は現実を抽象化することによって得られたものであり、あくまでもそれは言

葉であって現実それ自体を表すものではないということが認められる。 

現実を抽象化することで得られる言葉は、現実に存在する多様な状況をまとめて扱う点において

有効である。ただし、その抽象性が、現実の中でいかなる具体的事象として成立しているか（し得

るか）について把握することを怠ってしまうならば、理解の成立は不確かになる。現実の状況は多

種多様である以上、自分が見知っている現実だけで言葉の意味するところが理解できると考えてし

まうと、他の人の理解との間に大きなずれが生じてしまうからである。  

このことを道徳科の授業に当てはめると、授業づくり及び授業実践においていかなる教訓を引き

出せるのだろうか。鍵となるのは、①現実は多種多様であること、②言葉（内容項目）は現実から

個別の要素を除く（抽象化する）ことによって成立したものであること、③言葉（内容項目）の意

味するところを捉える場合には学習者の知識と経験が参照されること、以上三点である。授業者が

これら三点を失念したまま授業を進めた場合、子どもたちは教材本文や内容項目と自らの経験が重

なり合う部分があることを十分理解しないままに授業を終えてしまう可能性が生じる。③のとおり、

人は自らの知識と経験を通して物事を理解する以上、そのような授業では、子どもが教材を理解し

たとも、また教材を通して自己を理解したとも言えなくなってしまう。 

 

(2) 読み物教材の理解に必要となる「事実」 

このような言語（言葉）と経験の関係について考察するにあたり、教育哲学者の宇佐美寛の論考

はいまなお重要な示唆を与えてくれる。宇佐美は、乃木希典大将の殉死を扱った文章を分析した中

で、同文章で用いられた「忠義」という内容項目（宇佐美氏の論考では「徳目」と記載されている）

に関して次のような論考を行っている 1)。 

 

「忠義」という徳目が意味を持つのは、個々の社会の中でである。どのような位置にある権

威（権力）に対しての忠義か。なぜ、忠義であるべきなのか、つまり、どのような理由づけが

されているのか。具体的に言えば、どのような行動をすることが「忠義」なのか。これらの問

いに答えるのが「忠義」の意味を明らかにすることである。そのためには、社会の様子を具体

的に知らなければならない。例えば、次の点が具体的に明らかにされなければならない。「忠

義」とは、なぜ、どのような行動を意味したのか。だれがだれのためにその行動をするのか。

そのような行動は、どのように学習されたか。 

要するに、徳目という類いの言葉は、それだけでは意味不明な無内容なレッテルにすぎない。

その意味は、右のような社会的事実で充たされてはじめて生ずるのである 

（宇佐美寛『「道徳」授業に何が出来るか』） 

 

宇佐美は、内容項目が意味を持つのは、それが現実の生活の中で具体的にどのように表れているか

が正確に把握されたときであると述べる。その理由は、上述のとおりであるが、ここでは宇佐美が

徳目（内容項目）の理解のためには「社会的事実（以下、端的に『事実』とする）」の把握が必要で
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あると述べているところに注目したい。このことを授業づくりに当てはめると、授業者は、読み物

教材に記された「事実」を読み取って初めて、内容項目が「レッテル」となってしまうことを避け

ることができるということになる。 

宇佐美の論考を踏まえて、筆者なりに読み物教材を理解するプロセスを構想するならば、次の三

つの段階があげられる。まず第一に、読み手は、読み物教材本文に記された出来事の推移や登場人

物の言動を把握する段階がある。このとき把握される事柄は教材本文に直接記されたものである。

授業では、子どもと共にそれらを正確に読み取っていくことが求められる。 

そのように読み物教材本文に明示された言葉ないし文の意味するところを理解するには、必然的

に、各出来事が生じるに至った経緯や登場人物の真意など、文章に直接言葉として表れていない内

容を把握することが求められる。この第二点目を踏まえると、読み手は、例えば歴史的事象を扱っ

た教材を読み取る場合、教材本文以外の資料や歴史的・社会的情報を収集する必要があることにな

る 2)。他方、物語文形式の教材（寓話）を扱う場合には、登場人物と同様の状況において、現実の

世界で生活する人がいかなる言動をしているか（する可能性があるか）ということについて情報を

収集することが求められる。 

本稿は、これら二つの段階に加えて、三段階目があると想定している。それはすなわち、読み物

教材本文の現実的妥当性の検討とその抽象化の段階である。これは、具体的に言うならば、第二段

階において収集した事実を教材本文の内容と照らし合わせ、さらにその一致（ないし重なり）が認

められた場合に教材本文の内容を言葉にまとめるということである。この作業を経ることによって、

道徳科の授業において参照される内容項目と教材本文との異同を確かめることが可能となる。 

宇佐美氏のいう「事実」とは、そのように、①文章を構成する言葉と、②その言葉の背後に存在

する現実の事態をまとめて言い表したものと位置づけられる。実際に行われる道徳科の授業におい

ては、そのように「事実」の収集を目指して、時・所・人物・状況等を備えた具体的な出来事を把

握していく過程で、③読み手自身の現実把握が参照される。読み物教材の読み取りを通して、学ば

れるべき内容項目が特定されるのは、これら①～③を経た後でなければならない。上述のとおり、

内容項目はあくまでも言葉に過ぎず、言葉一般は現実を抽象化することによって成立するものであ

る以上、そのような3段階からなる読解を避けることは、読み物教材と内容項目の不一致（あるい

は両者に関する限定的把握）を生じさせる一因となる 3)。 

以下、本稿では、そのような読み物教材読解プロセスの妥当性を検証すべく、中江良夫氏によっ

て執筆された「足袋の季節」という読み物教材を取り上げる。まず初めに、同教材の概要を示した

上で、先行研究における同教材の分析状況について整理したい。その整理にあたっては、上記の方

針に基づき、主として同教材に関する「事実」の収集という観点を据えることとする。以上のよう

に、「事実」の収集に基づく読み物教材の読み取りが、教材本文の理解に資するものであることを確

認することが本稿の目的である。 

 

 

2. 「足袋の季節」の概要とそれに関する研究の状況 

 

(1) 「足袋の季節」の概要と注目すべき点
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 本稿で取り上げる「足袋の季節」は中学校の道徳科（それ以前は「道徳」の時間）において用い

られてきた有名教材である。 

 同教材は、戯曲家 中江良夫の実体験に基づくものである。教材本文には、今から 100年ほど前の

1910（大正10）年頃の北海道小樽市における筆者 13歳のときの体験が綴られている 4)。 

 教材本文は、筆者が、小学校を出てすぐに、小樽のおばさんを頼って家を出ることになったとい

う語りから始まっている。おばを頼った経緯は、当時筆者の父親が日雇い人夫で家が大変貧しく、

仕事を世話してもらうために移り住むことになったと記されているが、その詳細については不明で

ある（特に、元々父母と一緒に住んでいた札幌市の方が大きい街であり、仕事が見つかりそうなも

のであることを踏まえると、なぜ筆者が小樽に行ったのかはわからない）。その点を不問に付せば、

筆者が、「なんで来た」といった冷たい顔をしながらも郵便局の給仕の仕事を見つけてくれたおばと

共に暮らすことになった経緯についてはわかる。ただ、その生活も決して裕福はおろか、満足のい

く水準にはなく、「月給が十四円で、食費としておばが十三円五十銭を取り、残り五十銭の中で頭を

かり、ふろ銭に当てなければならないので、それこそ、冬が来てもゴム長どころか足袋を買う余裕

もなかった」という。 

 このように筆者の生活の状況が語られた上で、いよいよ『足袋の季節』における一つ目の注目場

面が記される。それは郵便局の構内にくるだいふくもちを売るおばあさんとのやりとりである。あ

る日、筆者が上役の人の言いつけで、そのおばあさんのところにだいふくもちを買いに行ったとき

のことだった。1つ 2銭で売られているだいふくもちを 5つ買うことを伝え、お金を渡して商品を

受け取るのを待っていたとき、おばあさんが「五十銭玉だったね。」と筆者に聞いてきた（本文から

推測するに、このとき筆者はおつりの出ない 10銭玉を渡したものと思われる）。すると、筆者は、

「四十銭あったら足袋が買える、という考えがいなずまのように頭にひらめいて、思わず、『うん。』

とうなずいてしまった」という。興味深いのは、この後のおばあさんの言動である。教材によると、

おばあさんは、ちらっと筆者を見て、「『ふんばりなさいよ。』と、ぼそっとひとこと言って、…手に

十銭玉を四つにぎらせてくれた」というからである。 

 これ以降、おばあさんとのやりとりを巡る筆者のその後の言動が記された箇所に移る。こちらが

『足袋の季節』における二つ目の注目場面である。まず筆者は、その後おばあさんからお金をかす

め取ったという思いと足袋が欲しいという思いの間で揺れ動くも、最終的に後者を選ぶことになる。

だが、話はそれで終わりではなく、おばあさんに対する思いは筆者の中に残り続け、日夜、筆者が

苦しんだことが記される。そのような思いが筆者の行動となって表れたのは、おそらく数年後であ

った。札幌郵便局に配属されて初の月給をもらってすぐ、筆者は果物かごをもっておばあさんに会

いに行ったのである。だが、すでにおばあさんは亡くなっており、筆者は思いを果たすことができ

なかった。 

「足袋の季節」は、そのような結末に至ったおばあさんとのやりとりに関する筆者の感想をもっ

て終わる。具体的には、おばあさんの言葉によって支えられてきたこと、いまなお後悔の念を抱い

ていることが記された上で、「『おばあさんがわたし（筆者）にくれた心』を、今度はだれかに差し

上げなければならないと思っている」と記されて本文は閉じられる。この本文末尾に記された、文

章執筆時点の筆者による過去の体験の振り返りは、「足袋の季節」における三つ目の注目場面として

位置づけられよう。 
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 以上が「足袋の季節」の概要とその注目場面である。上述のとおり、筆者自身、「後悔」という言

葉を用いた本教材は、改めて「後悔」の条件を検討する素材としてふさわしいものでもあろう。 

 

(2) 同教材に関する指導案の作成状況 

筆者の調べたところでは、「足袋の季節」に関する指導案（具体的な指導過程が記されていないもの

も含まれるが、一様に「指導案」とする）としては、一般書籍に掲載された 5つの文章及び web上

に公開された5つの指導案（これには作成者が記載されていないものも含まれる）が認められる。

このように、最低でも 10程度の指導案が存在するわけだが、主として本稿では、書籍に掲載された

5編を比較検討の対象としたい。本稿の主旨に鑑み、表 1では、「足袋の季節」本文に関する「事実」

の提示に関する整理を行った。一部、内容を整理する都合上、表記を改めた箇所があることは留意

されたい（表1参照）5)。 

 

表1 各指導案における「事実」の提示 

 当時のお金の価値 教材場面（北海道）の気候 おばあさんがくれた「心」 

① 

記載なし 

※「時代背景や説明を一

切せずに授業を行っ

てみたところ、全く支

障はなかった」 

記載あり 

※「多くの東京の子どもにとっ

て必要なことは北海道の寒さ

の説明だろうと思った。…そ

れを生徒に伝えて、足袋の必

要性を強調した」 

なぜ。「…ただむしょうに自分

に腹がたってしょうがなかっ

た」のだろうか。 

・おばあさんに恩返しをする

ことができなかったから。 

⇒今度は私がその心をだれか

にさしあげなければならな

いと思っている。 

② 

記載なし 

 

記載なし 

※「資料の内容を理解させるた

めに、導入で足袋を履かせた

り、寒さを実感させたりする

ことがあります。しかし…導

入は、足袋の提示程度にとど

めることが大切です」 

記載なし 

③ 

記載なし 記載あり 

※「極寒の季節に足袋も買えな

い筆者の貧しい生活を理解す

る（画像やイラストを用いて、

情景や筆者の生活の様子を想

像させる） 

終末は、「おばあさんが、私に

くれた心を、今度は、私が誰か

にさしあげなければならない」

と思っている筆者の「人として

の生き方」についてを自由に考

えさせたい。 
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④ 

記載なし 

※板書例には記載があ

るが、本文では取り上

げられていない 

記載なし 

※板書例には記載されている

が、本文においては取り上げ

られていない 

「あのおばあさんが私にくれ

た心を、今度はだれかに差し上

げなければならない」というの

はどういうことでしょうか。 

⑤ 

記載あり 

※準備物：当時のお金の

価値についてのプリ

ント 

記載あり 

※準備物：氷（班で 1つ） 

指導案の 1 つ目と 2 つ目の発

問で自分の経験を振り返って

考えさせたり、「私」の立場に

なって考えさせたりと「自我関

与」させます。 

 

表1を作成するにあたり、本稿では「足袋の季節」の「事実」として、「当時のお金の価値」、「教材

場面（北海道）の気候」、「おばあさんがくれた『心』」の三つを定めた。前の二つは、上述のとおり、

宇佐美の主張を踏まえた上で、子どもたちが読み物教材の意味するところを理解するには「時・所・

人物・状況等を備えた具体的な出来事」を把握する必要を意識してのことである。これについては、

本稿で取り上げた5つの指導案のうち 1つだけが取り上げていた。本稿執筆にあたり調べたところ

によると、次のような当時の生活状況が認められる（表 2参照）6)。 

 

表 2 大正初期の貨幣価値・給料・生活費（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業づくりにあたって、教員が以上のような「事実」を収集することができている場合、まず第一

に、読み物教材に関する理解が深まり、子どもたちが教材本文の内容を自らの知識及び経験と結び

つけて理解する可能性が高まる。特に、筆者は月給が 14円であると本文に記しているが、これは表

■当時の貨幣 

・100銭＝1円 

・大正12年時の5万円＝現在の2,580万円（大正12年時の1円＝現在の516円） 

 

■給料（大正4年） 

国家公務員初任給：55円／大卒初任給：35円／巡査初任給：15円／大工手間賃（１日）：1.1円

／日雇い労働者賃金（１日）：63銭 

 

■当時の生活に必要な諸費用（大正6年） 

・白米（1 升）：13 銭 ※1 升は 1.5 キロ。一人が月に 20 キロ食べるとすると、月当たり 173

銭（2円）ほど必要になる。 

・風呂：（大人）4銭（中人）3銭 

・かけそば：4銭 

・ハガキ：1銭5厘 

・散髪：25銭ほど？ ※大正3年（20銭）／大正9年（30銭）／大正15年（80銭） 
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2 によると、巡査の初任給とほぼ同一であることがわかる。小樽に住むおばさんは筆者が家を訪ね

た最初こそ「冷たい表情」を筆者に向けたようであるが、おばさんが周旋してくれた小樽郵便局の

仕事は社会的に劣悪なものとは到底言えないことがうかがえる。一方、筆者がおばさんに渡してい

た14円のうちの13円50銭という金額については、日頃どのような生活をしていたかにもよるが、

筆者に渡る額が少なかった印象を与える。筆者はその残りの 50 銭から風呂代も理髪代もさらには

衣服も自らの取り分から捻出しなければならなかったからである。これらを総合的に考えると、ひ

と月に50銭しか残らない筆者にとって、おそらくは 40銭以上する足袋がいかに高級なものであっ

たかが感じられよう。 

このように、現代の日本と時代的にもまた地理的にも隔たった場面を描いた読み物教材を取り上

げる場合、やはり教師がそれに関する「事実」を保持していることは有用である。それは、直接そ

の「事実」を子どもに提示することで教材本文の理解を深めるという効果もあるが、それ以外にも、

教材本文あるいはその登場人物に対する不要な感情が喚起されてしまうことを防ぐという効果もあ

る。すなわち、本教材に関していえば、やはり筆者は不遇な状況に置かれていたこと、小樽のおば

さんの取り分は少し高かった可能性のあること、しかしそれに対して筆者は「世話をしてくれた」

とおばさんの行動を記しているので、両者の関係は実は良好であったこと（あるいはおばさんに感

謝する筆者の心情）などが推察されてこよう。本稿としては、このように教材本文に関する具体的

なイメージが抱かれている方が本文の読み取りには望ましいという立場に立っているが、授業にお

いてそのすべてを取り上げる必要はないことは述べておきたい。 

同様に、北海道の気候については、5 つの指導案のうち 3 つにおいて取り上げられている。まさ

に、①を作成した松川が「多くの東京の子どもにとって必要なことは北海道の寒さの説明だろうと

思った」と述べているように、足袋の必要性については必ず生徒と共有しておく必要がある。この

点は「四十銭あったら足袋が買える、という考えがいなずまのように頭にひらめいて、思わず、『う

ん。』とうなずいてしまった」筆者の行動を理解する上で必須だからである。逆に言えば、この点を

取り上げない授業が行われた場合、教材の場面に関する理解は生徒に委ねられ、見落とされてしま

う可能性があるので注意が必要である。 

 三つ目にあげた「おばあさんがくれた『心』」という「事実」は、本稿第 2節第1項において示し

た、おばあさんとのやりとりを巡る筆者のその後の言動を通して確認できる表現である。これは本

教材のなかで読み取りが難しい箇所であるが、それだけに筆者の心情を理解する上で重要な箇所で

もある。そのことは、この「心」に関して 5つの指導案中 4つにおいて取り上げられているところ

からもうかがえよう。これについては、次節で詳しく取り上げたい。 

 

 

3. 「足袋の季節」の読解 

 

(1) 「足袋の季節」の中心発問の提示 

「足袋の季節」の読解を行うにあたり、本稿なりに、道徳科の授業で行う中心発問を構想した。

おばあさんがすでに亡くなっていることを知ったときの筆者の発言に注目したものである。 
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なぜ筆者は、「ただ自分にむしょうに腹がたってしょうがなかった」のか（なぜ筆者は、「泣け

て、泣けて、どうしようもなかった」のか）。 

 

この発問に対しては、例えば、生徒たちから次のような答えが出ることが予想される。 

 

(a)「過去におつりをごまかしたことを改めて後悔したから」 

(b)「過去におつりをごまかしたことをおばあさんに謝れなかったから」 

 

読み物教材本文を読むと、筆者はまず「自分に腹が立ち」、続いて「泣けて、泣けて、どうしようも

なかった」ことがわかる。つまり、初めに「怒り」がこみあげて、次に「悲しさ／くやしさ」が生

じたようである。筆者がわざわざ感情の移り変わりを書き分けている以上、それが何を意味するの

かについて考える必要があるかと思われる。この点については詳述しないが、人間一般の在り方を

学ぶ機会となるので、筆者の感情の移り変わりについて子どもと確認することも必要であろう。 

 

(2) 「足袋の季節」における筆者の行動描写からおばあさんへの思いを推測する 

読み物教材本文の「事実」を収集することによって、本文それ自体に関する理解が深まることを

検証している本稿としては、先の中心発問を検討すべく、次のように「事実」を集めていきたい。

まず初めに注目するのは、「はじめて月給をもらうと、汽車に飛び乗るようにして、・・・」という

表現である。果たして、人が「汽車に飛び乗る」のはどのようなときなのだろうか。ここには、月

給をもらってすぐに、果物をもって（もしかしたらあのときもらってしまったお金を返すことも考

えながら／さらに謝罪あるいは後で記すように感謝の気持ちを伝えることを意図して）電車に乗っ

たと記されているのだから、おそらく電車に乗り遅れそうになったという理由で「飛び乗った」わ

けではないはずである。 

この点について、本稿は、月給をもらってすぐに電車に乗って札幌から小樽に向かうことは、月

給をもらった日に決められたことというよりは、前もって計画されていたことなのではないかと考

えている。なぜなら、調べてみると、現在の JR函館本線ですら、札幌―小樽間の電車は片道 40分

弱かかるようだからである。大正時代は汽車が走っていたのだから、最低でも 1時間はかかったも

のと思われる。14歳の頃から安い月給で暮らしていた筆者は、その初月給をもらうまではやはり裕

福な生活を送っていなかったものと考えられるから、初月給をもらえる日はとても待ち遠しかった

はずである。そのように待ちに待って得た大切な初月給をおばあさんに会いに行くために使うとい

うことが、給料日当日にぱっと思いついたということは考えにくい。先のような推測を行った理由

はその点にある。 

このように、本文の記載を手がかりとして筆者の感じていたこと・考えていたことを推測すると、

改めて、筆者のおばあさんに対する思いがとても強かったことがうかがえる。その思いの強さが、

早くおばあさんに会いたいという気持ちを急き立て、「汽車に飛び乗る」という行動として現れたの

ではないかという推測は一つの可能性として妥当性を有しているのではないだろうか。そのような

強い思いを持って自分の気持ちを伝えようと電車に乗って札幌から小樽までやって来たのに、その

当のおばあさんがすでに亡くなっていることがわかったとき、筆者が抱えた思いはどのようなもの
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だっただろうか。 

 

(3) 筆者はなぜおばあさんに会うことを避けていたのか。 

小樽に向かったのが初月給をもらった日だったこと、初月給をもらってすぐに電車に飛び乗った

こと、果物を買ったこと、これら一連の筆者の行動を生んだものが「おつりをごまかしたこと」に

あったことは間違いない。ただ、そのときの筆者の中にあった思いが謝罪の気持ちだけだったのか

というと、少し疑問が浮かぶ。なぜなら、14歳の時点での筆者の生活は月給のほとんどを親戚のお

ばさんに渡しているので厳しいものではあるが、それでも、ほんの少しずつ毎月貯めて、それをお

ばあさんに返すということもできたのではないか（あるいは、まとまった額がたまってから返すこ

ともできたのではないか）とも考えられるからである。そのような行動をすることができなかった

のはなぜなのだろうか。 

そのような疑問をもって文章を読んでみると、「おつりをごまかしたこと」が「日夜、小さな私の

胸を苦しめた」と記されていることが注目される。さらに、後日、大福餅を買うお使いを頼まれた

ときも、自分で行くのではなく同僚を行かせたことにも注目される。これらのことから察するに、

筆者は、14歳の時点では、おばあさんにどうしても顔を見せることができなかった、あるいは見せ

たくなかったことが読み取れる。では、筆者はなぜそれほどまでにおばあさんに会いたくなかった

のか。 

道徳科の授業において、このような発問を行った際には子どもたちから様々な返答があることだ

ろう。ここでは、回答案として「（実際にはおつりをごまかしたことはおばあさんに知られていると

思われるのに）ごまかしがばれていないと思ってまんまと 40銭を受け取ってしまった自分の行動・

性格に気づいているおばあさんには会いたくなかったから」という理由をあげてみたい。この前半

の回答案は、本文に書かれている「おばあさんは、ちらっとわたしを見た。そして、『ふんばりなさ

いよ。』と、ぼそっとひとこと言って、わたしの手に十銭玉を四つにぎらせてくれた」という箇所を

もとに導き出したものである。一般に、人間の記憶というのは曖昧であるが、本文にはおばあさん

が「ちらっと見た」こと、及び「ふんばりなさいよ」と言ったことが明確に記されている。これが

筆者の思い違いということは考えられないので、ここにあげたおばあさんの言動は確実に起こった

ことと言える。一方で、筆者が、おばあさんの言動から「あのおばあさんは、わたしがごまかした

のを知っているのだ」と思ったことについては、確実なものかどうか不明である。おばあさんが、

筆者がおつりをごまかしたことを知っているということについては、あくまでも筆者の推測にすぎ

ないからである。 

ただ、本稿としては、おそらく筆者の推測は正しいのではないかという立場に立つ。なぜなら、

大福餅一つをおそらく 2銭で売っているおばあさんが、そのようにお金を間違えることは考えにく

いからである。そのように考えると、指導案④において重野が記した「筆者がごまかした四十銭の

おつりはおばあさんが売っている大福二十個分にあたる。貧しい生活をしていたのは筆者だけでな

くおばあさんもまたそうだったのではないかというところにも思いを巡らせたい 7)」という記述は、

おばあさんにも焦点を当てている点で秀逸である。このような推測が正しいとすると、他に回答案

として考えられる「おつりをごまかしたことを糾弾されると思ったから（おばあさんに再び会いた

くなかった）」という可能性はほぼなくなる。おつりを渡す時点で、わざと筆者にお金を取らせたお

- 313 - 

 



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 306 - 

ばあさんが後日筆者の行動を糾弾するとは考えられず、またその無意味さを一番知っているのはお

ばあさんだと思われるからである（盗みの罪は現行犯でないと処罰しにくいため）。 

このように考えてくると、一応のところ、筆者の思いがつかめてくる。筆者は、「自分がおつりを

ごまかしたことを知られているがために、おばあさんに再び会いたくなかったのだろう」という推

測が妥当である可能性は高い。それでは、なぜ自分がおつりをごまかしたことを知られていると思

うことでおばあさんに会いたくなくなるのだろうか。 

 

(4) 筆者が数年来抱え続けた苦しみの向かう先 

このことは、「おつりをごまかせて幸運だった」や「おつりを間違えるなんて、おばあさんは呑気

だなあ」という思いではなく、「四十銭あったら、足袋が買える」という筆者の差し迫った状況、あ

るいはそのような思いを抱く筆者の人柄から推測されるはずである。本稿は、この点から筆者の中

に人として行うべき何がしかの理想の姿があったのではないかと考える。つまり、どんなに貧しく

ても人のものを（結果的にであれ）盗んでしまうことは、筆者に簡単に受け入れられることではな

かったのではないかという推測をしている。なぜなら、その思いは、数年経つ間にも筆者の中に残

り続け、筆者をして初月給日に小樽へ向かう電車に乗せることになったからである。 

 このように、どのような事情があったとはいえ、その事情によって自分の行いを正当化してしま

わなかった筆者が、おばあさんが亡くなってしまったことを知り、「ただ自分にむしょうに腹がたっ

てしょうがなかった」というとき、その怒りの気持ちはなぜ生じたと考えられるのだろうか。ここ

でようやく冒頭にあげた中心発問に関する考察を行いたい。 

冒頭にあげた解答例のうち、(a)「おつりをごまかしたから」が、なぜ誤りと考えられるかについ

てはもう説明は不要のはずである。「おつりをごまかしたこと」自体はここ数年来ずっと思い返し続

けてきたわけであるし、むしろ初月給をもらった後の筆者の行動（できるだけ早くおばあさんに会

おうとする行動）から察するに、すでにその思いは筆者の念頭にないことがわかる。 

他方、(b)「おつりをごまかしたことをおばあさんに謝れなかったから」についてはどうだろうか。

電車に乗って小樽に向かうのは過去の自分の行いを謝るためと推察されるのだから、その謝罪とい

う行為が果たせなかったことによって自分に腹がたつということは理解できる。文章中に「死とい

うものが、こんなに絶対なものかということが、あのときぐらい強く感じられたことはない」とあ

るので、仮におばあさんが生きていて、謝罪をすることができたならば、筆者の思いは十分遂げら

れたことになるのかもしれない。筆者の感情の移り変わりを辿るならば、初めに「なぜもっと早く

謝罪に来なかったのか」という思いを中心にして「怒り」の気持ちが生じ、続いて、おばあさんの

死によってもう謝罪することができないことがだんだんとわかってくるにつれて、「泣けて、泣け

て、どうしようもなかった」という段階に移ったものと考えられる。 

以上のことを踏まえると、この文章が読めたか否かの判定の基準は、「ただ自分にむしょうに腹が

たってしょうがなかった」「泣けて、泣けて、どうしようもなかった」理由と、「日夜、小さな私の

胸を苦しめた」理由を比較しながら考えることができたかどうかに見出すことができる。この理解

に至る過程において、本稿では「事実」の収集とそれに基づく「推測」を行ってきた。「事実」とし

ては、電車に飛び乗った筆者の行動、大福餅を買ったときのおばあさんの言動、おつりのごまかし

が生じさせた筆者の苦しみ等があげられる。一方、「推測」としては、唯一確実なものではないが、
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「事実」から妥当とみなすことのできる理解を引き出してきた。 

おそらく、読み物教材に関して、このような推測を行うべきではないという見方もあるかもしれ

ない。だが本稿は、そもそも文章の読解というものは、文学的文章であれ説明的文章であれ、その

筆者の唯一の意図（あるいは登場人物の真の思い）というものを特定する作業ではないと考えてい

る。そのような唯一の正答のようなものは存在しない以上、やるべきことは、できるだけ「事実」

を収集し、それをもとに妥当な「推測」を行うことにある 8)。そのような意味においても、「事実」

の収集は教材本文の理解を深める上で不可欠なものであるといえよう。 

 

(5) 「ふんばる」「心」を手がかりに筆者の人柄について考える 

ただ、あえてここでは、さらに一歩踏み込んで考えてみたい。つまり、「もし、おばあさんがまだ

生きていて、筆者が過去の行いを謝罪することができたとしたら、筆者が自分に腹を立てることは

全くなかった」のか。あるいは、「もし、おばあさんに謝罪をすることができていたら、筆者は、こ

れまで悩んでいたことからすべて解放されて生きていくことができた」のか。 

本稿としては、筆者はそのような人物ではないと考える。その根拠としては、先ほど、筆者の中

には人として行うべき何がしかの模範があったのだと推測したことがあげられる。一体、自分の行

い（及び人柄）を謝罪しなければならないという思いを数年間にわたってもち続けるような筆者は、

おばあさんに直接謝罪することによって、何が果たされると考えるものなのか。あるいは、実際の

ところ、何が果たされるのか。筆者は、「あのおばあさんは、わたしがごまかしたのを知っているの

だ」という思いをもっているものと推察されるわけだから、すでにおつりをごまかしたことを知っ

ているおばあさんに、その行為を謝罪することによって何が得られるのだろうか。 

簡潔に言えば、それは、筆者の自己弁解になるのではないだろうか。すなわち、「私は、たしかに、

あの時はおつりをごまかしてしまったけれども、その後ずっとその行為を後悔してきました。自分

という人間は、おつりをごまかすことができて喜んだのではなく、そのことを後悔してきたことを

知ってください。数年経ってこうして謝罪に訪れたことがその証しになるはずです」という思いを

もっていたのではないだろうか。筆者は、結局のところ、自分が人として行うべきことを全く知ら

ない人間ではないということ、自分が人の道から外れているわけではないことを知ってもらいたか

ったのではないかと本稿は考える。 

このような推測が成り立つ根拠は、読み物教材末尾に記された筆者のその後の人生を踏まえるこ

とで得られる。つまり、「おばあさんの目、『ふんばりなさいよ』と言ってくれたあの言葉によって、

支えられてきた」という筆者のことばが、具体的に筆者のその後の人生にどのような形で表れたの

だろうかという点について考えることがヒントを与えてくれる。『大辞林』（三省堂）では、「ふんば

る」という言葉は「つらさなどをこらえて頑張る」と定義されている。筆者の場合も、安月給のつ

らさをこらえて逓信講習所の試験に合格し、札幌郵便局に配属されたわけだが、どうやらその後そ

の郵便局の仕事は辞め、二十何種類の職を転々としたようである。その転職を経た後に、おばあさ

んへの感謝の気持ちを綴っていることを踏まえると、筆者にとって「ふんばる」という言葉の意味

は、一つの職業に勤め続けることを指しているわけではないことがうかがえる。 

では、筆者にとって、「ふんばる」とはどのようなものか。それについて考えるヒントは文章の末

尾にあるのではないだろうか。 
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今となっては、ただ後悔の念を深くするばかりだ。いや、あのおばあさんがわたしにくれた心

を、今度はだれかに差し上げなければならないと思っている。 

 

第一文にある「後悔の念」は、これまで述べてきたとおり、おそらくおばあさんに直接謝罪できな

かったことを指しているのだろう。あるいは、おばあさんの言動に支えられたことに対する感謝の

念を直接伝えられなかったことを指しているのだろう。一方、第二文にある「あのおばあさんがわ

たしにくれた心」は、直接的には「ふんばる」ことの大切さであるといえるが、その「ふんばる」

という言葉が筆者にとってどのような意味を有しているかはまだ不明のままである。 

そこで、本稿の締めくくりとして、「おばあさんがわたしにくれた心を、今度はだれかに差し上げ

なければならないと思っている」という第二文から読み取れることを引き出してみたい。まず一読

してわかるとおり、筆者は、そのような「心」に基づいて行動することを目指しているのではなく、

その「心」をだれかにわたすことを目指している。 

少し立ち止まって考えてみると、これは不思議な表現であることが認められないだろうか。もし

おばあさんの行為によって、自分が（仕事を転々としつつも）生きていくことができたことを一番

大切なこととして振り返っているのならば、自分もおばあさんと同じように困っている人がいたら

助けるという書き方をするはずだからである。仮に、ここでいう「心」が「困っている人を助ける

こと」を指しているとすると、それが、筆者がおつりをごまかしたことに端を発するおばあさんと

の一連のやりとりから学んだことであることになる。だが、もしそうだとしたら、筆者は文章の末

尾に困っている人がいたときには自分も手助けした（ないしする）ことを示すはずである。筆者が

それを暗示すらしていないところを踏まえると、どうやら筆者のいう「心」は別にあるのではない

かという推測が成り立つ。 

ここに至り、「筆者の中には人として行うべき何がしかの理想の姿があった」と記したことが思い

起こされる。少し表現を変えて、この人としての理想の姿が筆者の中に「元々あった」のではなく、

「おばあさんとのやりとりを通じて芽生えた」ものと捉えるならば、筆者がおばあさんから受け取

った「心」は、「人の道から外れたことを行うべきではない」という教えだったのではないかという

推測が成り立つ。筆者がこのことを学んだと仮定すると、転職が二十回以上行われたこと自体が筆

者にとって「ふんばり」を否定するものではなかったことが理解でき、また、困っている人を助け

たことが書かれていないことも説明がつく。 

このように考えてみると、ある意味でおばあさんの行為は筆者を試すものであった可能性も認め

られる。おばあさんは筆者が渡したお金が十銭玉だと知っていて、あえて「五十銭玉だったね」と

聞き、筆者がそのことを否定しないのを受けて「ふんばりなさいよ」と言った可能性がある。いや

実際には、おばあさんは、貧しい境遇の筆者を助けるためにそのような行動をしたのかもしれない。

真偽のほどはわからないものの、筆者が、そのおばあさんの行為を単純に人助けとして捉えるので

はなく、過ちを犯した自分自身の在り方を振り返らせるきっかけとして受け止めた可能性は高い。

そのような受け止めを行った筆者の中には、やはり当初から「人の道から外れることはするべきで

はない」という思いがあったことをうかがわせる。そのことは、おばあさんの発言をはげましと受

け止めることを「甘い考え」と断ずる記述に表れている（たとえ 14歳の時点でそのことが意識され
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ていなかったにしても）。自らの過ちを振り返る筆者がおばあさんに伝えたかったことは、自らの人

としての在り方を形作ってくれたおばあさんへの感謝の念だったのかもしれない。死によっておば

あさんとの再会は絶たれた。道徳の教材として学ぶべきところは、再会の可否それ自体ではなく、

おばあさんとのやりとりを自分なりに受け止める筆者の人としての在り方に表れていると言えない

だろうか。 

 

 

おわりに 

 

以上、本稿では、道徳読み物教材「足袋の季節」を素材として、読み物教材の「事実」を収集す

ることが、教材本文の深い理解につながり得ることを検証してきた。上述のとおり、その一応の目

的は果たせたものと思われる。問題は、学校現場における授業づくり・授業実践に際して、毎回こ

のような読解を行う必要があるのかという点に認められる。本稿としては、それは必然ではないと

いう立場に立つ。重要なのは、教材本文の「事実」を収集することで深い理解につながることを体

験することにある。幸いなことに、本稿の元になった文章は、本学教育学部教職課程 3年次に開講

されている「道徳と価値の教育」において学生の皆さんに配布することができ、学期の終わりの授

業アンケートを通してそれに関する種々のコメントをいただくことができた。同講義では、教員と

して働く際に本稿のような作業を行うことが難しいことは承知の上で、考察の機会を設けた。学生

の皆さんには、その経験が、年に一度の公開授業の折などに活用されれば本望である。 

 

 

注 

 

1) 宇佐美寛. 1989.『「道徳」授業に何が出来るか』（明治図書）, 160． 

2) より正確には、上述の言語の特性を踏まえるならば、読み物教材本文を理解しようとすること

は、必然的に教材本文から離れた知識や経験を活用せざるを得ないといえる． 

3) ただし、内容項目が現実の生活に存在する無数の出来事を言葉に置きかえたものである以上、厳

密にいえば、それと読み物教材が一致することはあり得ない．常に、両者の間にずれは存在する．

以上のように、現実の出来事を抽象化して成立する言葉が、現実それ自体であるかのように受け

止められること、あるいは言葉がそのような特性を備えていることが失念されることは「言語主

義（verbalism）」と呼ばれる． 

4) 著作権の関係から、教材本文を取り上げることが叶わないために、丁寧な概要説明を行うことと

した．柴原弘志編. 2020.『板書＆指導案でよくわかる！中学校 2年の道徳授業 35時間のすべ

て』（明治図書）によると、本文は、日本文教出版、学研、廣済堂あかつき、日本教科書の 4つに

取り上げられているようである． 

5) 本稿で取り上げた5編の指導案の出典は、以下のとおりである．なお、①～④は市販の教材集で

ある． 

①松川義信. 2015.「超有名教材の板書モデルと新展開」『道徳教育』7月号, No.685, 44（明治
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図書）． 

②松原好広. 2015.「超有名資料の落とし穴 中学校 資料『足袋の季節』を活用しての落とし 

穴」『道徳教育』7月号, No.685, 54-55,（明治図書）． 

③重野典子. 2016.「授業が変わる！ 超有名教材ワークシート集 中学校【教材名】足袋の季 

節 筆者の心の葛藤を核にしながら人としての生き方を考える」『道徳教育』6月号, No.696, 

50-51,（明治図書）． 

④神戸秀一. 2018.「教材名 足袋の季節」神戸秀一・塚田直樹編『全時間の授業展開で見せる 

『考え、議論する道徳』中学校』, 98-99, （学事出版）． 

⑤菅明男. 2020.「足袋の季節 人間としてよりよく生きる」柴原弘志編『板書＆指導案でよく 

わかる！中学校2年の道徳授業 35時間のすべて』, 152-155,（明治図書）． 

6) 「明治～平成 値段史」（http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htm）等を参照（最終閲覧日：

2020年9月15日）． 

7) 前掲5)、p.50． 

8) 論理学では、このような立場は、「仮説的推論（abduction）」と呼ばれる．この仮説的推論は、

1878年にパースによって書かれた論文に示されたのが初出．アリストテレスの演繹法、F. ベー

コン及びJ. S.ミルの帰納法に続く第三の推論の形式として生み出されたパースの仮説的推論は、

「厳密な推論」を求めないところに特徴がある． 
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「考え、議論する道徳」への「質的転換」の成立過程 

 

―公的文書に用いられた道徳教育諸概念の整理を手がかりとして― 

 

宮 本 浩 紀* 

(2020年10月21日受理) 

 

 

The Policy Process of “Qualitative Transformation” to “Moral Education through Thinking and Discussing”: 
A Study of Concepts Concerning Moral Education in Japanese Official Documents 

 
Hiroki MIYAMOTO＊ 

 

 

キーワード：「特別の教科 道徳」、「道徳」の時間、「論点整理」、「考え、議論する道徳」、内面的資質、道徳的心情 

 

本稿の目的は、「考え、議論する道徳」への「質的転換」が果たされるべく、「特別の教科 道徳」（道徳科）を通して実現が目

指される理念及び実践の理解を深めることにある。「質的転換」は、昭和 33（1958）年に特設された「道徳」の時間に認められ

る課題を乗り越えることによって達成が目指されている。その課題に関しては、学習指導要領や中央教育審議会答申等に示

されているため、道徳科の実施にあたっては、それら公的文書の内容を理解することが肝要である。しかし、実際にその内

容を目にしてみると、個々の言葉の意味するところが不明であったり、文（句）と文（句）の係り受けが読み取れなかったりする

ことがある。それは、ひとえに各公的文書に用いられた語句は、たとえそれ自体は日常生活で用いられる一般的な言葉づか

いであったとしても、道徳教育の変遷やその特質に関する認識を欠いては意味を読み取ることができないものである点にあ

る。そこで本稿は、主として、教育課程特別部会によって取りまとめられた「論点整理」の一節を手がかりとして、各審議会の

議事録を含む各公的文書を参照しながら、「質的転換」の実現に不可欠な諸概念がいかなる意味を有しているかについて

検討を行った。本稿における考察の結果、「道徳」の時間の課題として取り上げられる「登場人物の心情理解への傾斜」（い

わゆる「心情主義道徳」批判）が、必ずしも過去の教育政策（公的文書）から直接確認できるものではないことが明らかとなっ

た。 

 

 

はじめに 

 

平成27（2015）年3月に小学校及び中学校学習指導要領が改訂された。それを受け、従来の「道

徳」の時間は「特別の教科 道徳（以下、「道徳科」とする）」として位置づけられた。同改訂の主旨
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には、いじめの問題への対応の充実、子どもたちの発達の段階をより一層踏まえた体系的な内容の

構築、問題解決的な学習や体験的な学習などの取り入れといった指導方法の工夫があげられている。

なかでも、最後にあげた指導方法の工夫は、子どもたち一人ひとりが道徳的価値と向き合うことを

目指す学習活動として、小・中学校において「考え、議論する道徳」の中心を成すものである。 

「考え、議論する道徳」という文言が初めて用いられたのは、平成 28（2016）年12月 21日に中

央教育審議会によって出された「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導

要領等の改善及び必要な方策について（答申）」においてである 1)。同文言がいかなる理念を有して

いるかについては、道徳教育の充実に関する懇談会によって取りまとめられた報告書及び「道徳に

係る教育課程の改善等について（答申）」に詳しく記されている 2)。 

本稿の射程は、道徳科の目指す「考え、議論する道徳」の特質及び従来の「道徳」の時間に認め

られる課題がいかなる経緯によって各公的文書にまとめられたかについて確認することにある。そ

の方法論としては、道徳科の成立前後にかけて設置された各審議会の審議の経過を読み解くことを

想定している。なぜ、審議の経過を読み解くことが必要なのか。それは、審議経過を辿ることによ

って、最終的にまとめられた学習指導要領や答申や報告書を読むだけでは見出すことのできなかっ

た一つ一つの言葉の意味するところがみえてくるからである。あるいは、それらの言葉がいかなる

問題意識を有する委員によって用いられたかについて把握することができるからである。 

そのように、各公的文書において一見して意味の読み取りにくい表現が生まれてしまう背景につ

いては、それら文書の成立過程を考えてみれば自ずと浮かび上がってこよう。周知のとおり、それ

ら公的文書に用いられた個々の言葉及び一続きの文章は、審議の過程で各部会の委員によって発せ

られた個々の発言を事務局サイドが総括したものである。これは、何も最終的に取りまとめられた

公的文書が審議の過程を十分反映していないということを意味しているわけではない。十数人に及

ぶ委員の意見を一つの文書にまとめるという作業の性格上、どうしても審議における議論の実際の

経過や各委員の問題意識、あるいはその細かなニュアンスは具体性を取り除かれて抽象化されてし

まうのは必然である。例えば、審議の際には、各委員が見聞きした道徳教育の実態が述べられ、そ

れをもとに今後の道徳教育の在り方が論議される。そのような審議経過を辿るならば、具体的な教

材名や授業の実際について語られたことを認識できるため、道徳科の授業に関する具体的なイメー

ジを抱きやすくなる。だが、公的文書には各委員によるそのような生の声はどうしても反映されに

くい。生の声を踏まえてこそ望ましい道徳教育の在り方について展望を抱き得るにもかかわらず、

公的文書を通じては、その確認は容易ではないわけである。 

以上の問題意識に鑑み、本稿では、公的文書の理解に際し、それ以前になされた各審議会におけ

る審議経過を辿ることが有用であるという立場に立つ。本稿が主として考察の対象とするのは、「道

徳」の時間の課題を巡る一節である。後ほど取り上げる当該箇所には、一見すると、論旨に不明瞭

な文はなく、一般に語られる文部科学省の方針が記されているように見受けられる。だが、そこに

用いられた細かな表現や文と文のつながり等に注目すると、当該箇所の意味するところを把握する

には、過去の道徳教育政策の知識が必要であることに気づく。「考え、議論する道徳」の理念が実現

するために学習指導要領等の理解が不可欠なのは言うまでもない。問題は、それらに用いられた語

句を読み解くための具体例や公的文書の形に結実するまでの審議会各部会のやりとり（各委員の課

題認識や展望）がうかがい知れないことにある。本稿は、そのようにどうしても不足してしまう理
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解を補うべく、主として審議会議事録や公的文書を参照しながらその内容を読み解くものである。

それにより、現行の道徳科において目指される「考え、議論する道徳」の特質について明らかにす

るとともに、今後検討すべき課題の抽出を行う契機となれば幸いである。 

 

 

「考え、議論する道徳」への「質的転換」とは何か 

 

(1) 「論点整理」に示された「道徳」の時間の課題 

 言うまでもなく、道徳科は「道徳」の時間の反省に立って新設されたものである。道徳科の実施

理念である「考え、議論する道徳」への「質的転換」がなされるためには、「道徳」の時間の課題が

十分把握されている必要がある。そのような問題意識の下、本稿では、一般に「論点整理」と呼ば

れる学校教育課程全体に及ぶ検討を行った文書を主たる考察の対象として示したい。 

「論点整理」は、平成 27（2015）年 8月 26日に中央教育審議会初等中等分科会教育課程部会の

下部会である教育課程企画特別部会より出された。同文書は、当時進行中であった次期学習指導要

領の改訂に伴って押さえておくべき諸点を示したものである。その主旨は、2030年の社会及びその

先の時代において、初等中等教育が果たすべき役割をまとめることにあった。 

道徳教育に関しては、すでに同年 3月に、学習指導要領一部改訂によって道徳科の新設が行われ

ていたため、他教科とは異なり審議回数を限定した形で議論がなされた。具体的には、道徳科の実

施に伴う諸課題について検討するべく設置された「考える道徳への転換に向けたワーキンググルー

プ」（以下、「考える道徳 WG」とする）において全4回にわたり議論が行われた 3)。以下に示すもの

は、「論点整理」のうち、「考え、議論する道徳」への「質的転換」に関して言及された箇所である

4)。 

 

特に、後者の「考え、議論する」道徳科への質的転換については、子供たちに道徳的な実践へ

の安易な決意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ、

その結果、実際の教室における指導が読み物教材の登場人物の心情理解のみに偏り、「あなた

ならどのように考え、行動・実践するか」を子供たちに真正面から問うことを避けてきた嫌い

があることを背景としている。このような言わば「読み物道徳」から脱却し、問題解決型の学

習や体験的な学習などを通じて、自分ならどのように行動・実践するかを考えさせ、自分とは

異なる意見と向かい合い議論する中で、道徳的価値について多面的・多角的に学び、実践へと

結び付け、更に習慣化していく指導へと転換することこそ道徳の特別教科化の大きな目的であ

る。（教育課程企画特別部会「論点整理」） 

 

引用箇所について、従来の道徳教育（特に「道徳」の時間）の原因・結果・課題について述べた前

段（a）と、道徳科の目的及び手段について述べた後段（b）の二つに分けて、文部科学省の問題意

識について検討を行っていく（考察の都合上、末尾に［〇〇］の形で各句の位置づけを記した）。以

下に示した表1はその（a）にあたるものである（表 1参照）。 
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表1 「論点整理」に示された従来の道徳教育の原因・結果・課題 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 語句の検討 その1：「安易な決意表明」とは何か 

まず最初に「道徳」の時間の実態が述べられている（a-1）。「指導を避ける余り」という表現から、

（a-1）の主語は教師である。その教師が「避ける」こととして、「子供たちに道徳的な実践への安

易な決意表明を迫るような指導」があげられている。このことは、教師が、子どもたちが「安易な

決意表明」を行うのみで「道徳」の時間を受け終えてしまうことは望ましいとは言えないという認

識を有していることを示唆している。「道徳」の時間の目標として「実践意欲と態度」の育成が掲げ

られていたことに鑑みれば、「安易な決意表明」が看過できるものでないと受け止められたことは理

解できる。 

だが、（a-2）へと読み進めるにしたがい、引用箇所の内容を理解することが意外に難しいことに

気づかれる。というのも、この妥当とみなすことのできる教師たちの立場が原因となって、（a-2）

以下の結果が引き起こされたと記されているからである。一体なぜ、「安易な決意表明」を避けるこ

とがどうして「内面的資質の育成」に結びつくのだろうか。 

このことについて考えるには、戦後の道徳教育史を振り返る必要がある。「道徳教育に係る評価等

の在り方に関する専門家会議」において作成された資料には、その原因の一端を、「道徳」の時間の

定着・充実のために構想された「導入・展開・終末」の三段階からなる指導過程にみる立場が示さ

れている。「道徳」の時間が特設されて間もない時期、各学校では手探りで授業がなされていた。そ

のような状況において、「導入・展開・終末」の三段階からなる指導過程は、教師たちが自らの授業

を構想するときの重要なモデルとして機能した。専門家会議において作成された資料には、同指導

過程の果たした役割は認めつつも、他方で指導過程の固定化が生じてしまったことが指摘されてい

る。すなわち、その当時提示された「展開後段や終末で、決意表明的なことを発表させるのは望ま

しくない 5)」という方針がいつしか原則となり、いつでも守らなければならなくなってしまったと

いうのである。 

考えてみれば、この方針は、子どもたちが「安易な」決意表明をすることに疑義を見出すもので

ある。あるいはそもそも、決意表明をさせること自体に問題を見出すものである。もし「決意表明」

をすること自体に「道徳」の時間の目標がおかれてしまうならば、それは、指導方法が固定化する

ことを意味する。指導方法の固定化は、ともすると授業内容に関する掘り下げを難しくし、翻って

それは、子どもと内容との間に断絶を生じさせることになる。間瀬は、このように子どもと内容と

の結びつきを重視する立場を「生活主義」と呼び、「道徳」の時間において目指された教育について

次のようにまとめている 6)。 

 

（a-1）子供たちに道徳的な実践への安易な決意表明を迫るような指導を避ける余り    
［原因］ 

（a-2）道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ［結果・課題］ 
（a-3）その結果、実際の教室における指導が読み物教材の登場人物の心情理解のみに偏り［結

果・課題］ 
（a-4）「あなたならどのように考え、行動・実践するか」を子供たちに真正面から問うことを避

けてきた嫌いがあること［結果・課題］ 
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戦後の道徳教育はあくまでも児童・生徒の生活経験にもとづく生活主義（主題を生活の中から

設定し望ましく生きる願望をふくむ）を基盤として、道徳の時間は彼らが現在および将来にお

いて当面する生活課題に対処する望ましい考え方や感じ方、さらに人間としての望ましい生き

方を体得させることにある。したがって道徳の指導は、単に道徳的価値についての知識や理解

を与えるにとどまるのではなく、実践への意欲（ぜひそうしたい）や行為への促進（そうせず

にはおられない）を目指すところにねらいがある。（間瀬正次『戦後日本道徳教育実践史』） 

 

そもそも、「道徳」の時間が特設された当初の状況に注目すると、このような生活主義の考え方が主

流であったことがうかがえる。例えば、昭和 33（1958）年に改訂された学習指導要領には、「指導

計画は固定的なものと考えず、児童の生活の中に起こる問題や時事的な問題等をも適宜取り入れ、

修正を加えうるよう、弾力性を持たせることが特にたいせつである 7)」とある。このように、同指

導要領では「生活」という言葉が鍵概念として位置づけられていたわけである（「道徳」の時間につ

いて述べた第3章だけでも、計12回にわたって「生活」という言葉が用いられている）。以上のよ

うな考察をもとにするならば、「道徳」の時間特設当初の理念に立ち、教師たちはもとより、文部省

の作成した公的文書においても、生活主義の立場に基づく道徳授業が実践されようとしていたこと

が見て取れる 8)。 

再び「論点整理」の一節を振り返ってみたい。これまで、「子供たちに道徳的な実践への安易な決

意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ」という点に着目

して、まず「安易な決意表明」の意味するところを検討してきた。以上の考察を通じて、現段階で

この引用箇所が理解できる準備は整ったのだろうか。筆者なりに引用箇所を言い換えると、当該箇

所は次のような意味を有しているといえる。 

 

「授業内容と子どもの生活の実態に基づいて『道徳』の時間の授業づくりを行うことが重視さ

れていたこと」によって、「道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ」るに至った。 

 

これは論理的に妥当であると言えるだろうか。おそらくそうとはみなせないはずである。なぜなら、

生活主義に基づく「道徳」の時間の実施が「内面的資質の育成」とどのように結びついているか依

然として不明であるからである。 

 

（3）語句の検討 その2：なぜ「内面」に注目されたのか 

これらの論理的妥当性を検討するには、結局のところ、「内面的資質の育成」が意味するところに

ついて把握することが求められる。そこで、まずは「安易な決意表明」の対極に位置づけられる「道

徳的実践力」を手がかりとして考察を行ってみたい。 

道徳教育は学校の教育活動全体及び年間35時数の「道徳」の時間を通じて実施されてきた。とは

いえ、そのような枠組みにおいても、子どもたちの日常生活における実際の行動に変化が見出され

るというのは容易なことではなかった。だが、上述のとおり、「生活主義」が重視されていた以上、

そのような困難さがあるからと言って「安易な決意表明」に終始することが教師たちに受け入れら

れるべくもなかった。このように道徳教育（特に「道徳」の時間）の効果を見取る必要性に迫られ
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たときに見出されたものが子どもの「内面」であったと推察される。 

そのように「内面」が注目されたことは、当時の文部省の道徳教育政策、特に、「道徳」の時間が

有していた「補充・深化・統合」という役割が大きく関係している。道徳教育は、学校の教育活動

全体を通じて行われる以上、それらの中で獲得された知識や観念が子どもの道徳性の育成と結びつ

く必要がある。だが、一般に各教科の知識はそのままでは子どもたちの日常生活の行動に影響を与

えることは少ない。そこで、「道徳」の時間はそれら知識や観念を実践化するきっかけとみなされた

わけである。その代表格として、勝部真長や宇留田敬一によって研究された「内面化の指導」があ

げられよう 9)。「内面化の指導」は特徴的な理念を有していた。それは、道徳教育の目標とする社会

的規範や道徳的価値というものは、「外から与えられるものでなく、中から育てられなくてはならな

い」というものであった。このような理念を前提としながら、学校の教育活動全体を通じて獲得さ

れる知識や観念をまとめるための鍵概念として、子どもの「内面」に重きが置かれたわけである。 

これを踏まえると、先の（a-1）と（a-2）、つまり「論点整理」の一節（「子供たちに道徳的な実

践への安易な決意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を内面的資質の育成に完結させ」）

は次のように言い換えることができよう。 

 

授業内容と子どもの生活の実態に基づき「道徳」の時間の授業づくりを行うことが重視されて

いたことにより、学校の教育活動全体の道徳教育を補充・深化・統合する役割を担う「道徳」

の時間は、子どもたちに安易な決意表明を迫る指導を避け、種々の知識や観念をまとめること

が期待された。その結果として、「道徳」の時間を子どもの「内面」の育成に完結させるに至っ

た。 

 

以上の言い換えを通じて、表 1に示した（a-1）と（a-2）の内容について理解することができたは

ずである。ただし、「論点整理」の記述において、引用箇所の末尾にある「完結させ」という表現が

なされた理由についてはいまだ不明な点がある。学習指導用要領の記載を見る限り、「完結」といえ

るほど「道徳」の時間の指導過程が「内面」の育成のみに傾斜していたとは言えないからである。

これについては、続く（a-3）を検討する中で検討したい。 

 

(4) 語句の検討 その3：「内面的資質」とは何か 

これにより、「道徳」の時間は、子どもたちが獲得した様々な知識や観念を「内面化」させる役割

を有していることが確認された。この時点における「道徳」の時間は、実践のための「内面化」を

目指すものである以上、少なくとも、理念のレベルにおいては、登場人物の心情理解に傾斜する恐

れは低かったはずである。しかし、先の「論点整理」に示された内容（具体的には、表 1における

（a-2）と（a-3）の関係）を踏まえれば、「内面的資質」は「登場人物の心情理解」に傾斜する原因

の一つとみなされている。したがって、依然としてそれらの関係は明らかになっていないと言わざ

るを得ない 10)。 

そこで、その点について明らかにするべく、「内面的資質」という言葉の意味するところについて

さらに探ってみたい。興味深いことに、この言葉は昭和33（1958）年に改訂された学習指導要領を

含め、その後のいずれの指導要領においても用いられていない 11)。そこで、視点を変えて、近年行
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われた各審議会の議事録を辿ったところ、「内面的資質」の意味を探る一つの手がかりが「道徳教育

に係る評価等に関する専門家会議」（第 2 回）の審議議事録に記された 2 名の委員の発言からうか

がえることが見出された（表 2参照）12)。 

 

表2 「道徳教育に係る評価等に関する専門家会議」（第 2回）審議議事録の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この両氏の発言から「内面的資質」という言葉の出自が見て取れる。ここで注目したいのは、柳沼

氏の「従来は『内面的資質としての道徳的実践力』を育成すればよかったので，道徳的心情だけ養

い，一つの道徳的価値だけ深めればよかった」、及び合田氏の「かつては学校教育全体での道徳教育

というのは，道徳性を育み，道徳の時間におきましては，内面的資質としての道徳的実践力を育む

ということになっていました」という発言である。簡潔に整理するならば、学校の教育活動全体を

通じて行われる道徳教育では「道徳性」を、一方の「道徳」の時間では「内面的資質としての道徳

的実践力」を育むことになっていたという図式が得られる。この図式を支えるものが、両氏共に用

いている「内面的資質としての道徳的実践力」という表現である。 

過去の資料を辿ってみると、「内面的資質」に関する議論は、2013 年末に取りまとめられた「今

後の道徳教育の改善・充実方策について（報告）」に認められる。そこでは、合田氏の引用した箇所

を中心として「内面的資質」とは「道徳的実践力」を意味するということが繰り返し述べられた他

【柳沼准教授】 

従来は「内面的資質としての道徳的実践力」を育成すればよかったので，道徳的心情だけ養い，

一つの道徳的価値だけ深めればよかったのですが，今後は，「道徳的問題を解決する資質・能力

としての道徳性」を育成するのですから，複数の道徳的諸価値を比較検討しながら多面的・多角

的に考え，判断し，実践する力を養うべきだと思います。道徳授業の実効性を高めるためには，

やはり現実に対応できる問題解決的な学習が必要不可欠だと思います。 

（「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議（第2回）議事録」） 
 
【合田教育課程課長】 
今回の道徳の教科化に関しては，道徳教育の充実に関する懇談会を設け，道徳教育の在り方に

ついて御議論いただきました。その報告の中には，このような記述があります。「本来，内面的

資質である『道徳的実践力』はそれ自体で完結するものではなく，将来における道徳的行為の実

践につながってこそ意味があるものであり，道徳的実践を繰り返すことで道徳的実践力も強め

られるものである。道徳的実践力を育成する上で，例えば，心のこもったあいさつや礼儀，コミ

ュニケーションの方法，きまりやルールづくりなど，実際に自分が動き，他者とかかわり合って

初めて実感され，身に付く力も少なくない。」という記述です。…かつては学校教育全体での道

徳教育というのは，道徳性を育み，道徳の時間におきましては，内面的資質としての道徳的実践

力を育むということになっていました。それらについて道徳性を育むと一本化したのは，内面

を育むというのは大変重要なことではありますが，それを強調する余り，その内面に閉じてし

まったのではないかという重要な問いが，この懇談会でも中教審でもありました。 

（「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議（第2回）議事録」） 
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に、道徳教育の目標として縷々取り上げられてきた諸概念との関係を整理する記述もなされている

13)。 

 

特に、道徳教育の目標は、道徳的な心情のみならず、道徳的な判断力、実践意欲と態度、習慣

などの育成も含む総合的なものであり、児童生徒の内面を育てること、さらにその内面の力に

よって自発的・自律的に道徳的な行為ができるようにすることが重要である。このため、道徳

の時間においても、内面的な「道徳的実践力」を育成することにより、将来の具体的な行為と

しての「道徳的実践」につながるようにすることを明確に意識して取り組むことが重要である

ことをあわせて示すべきである。（道徳教育の充実に関する懇談会「今後の道徳教育の改善・充

実方策について（報告）」） 

 

ここでも、道徳教育全体と特設道徳が区別されて論じられているわけであるが、その意味するとこ

を捉えるには細かな表現の特徴に注目することが重要である。注目すべき点として全部で 5点あげ

られる。 

 

① 道徳教育の目標の一番初めに
、、、

「道徳的な心情のみならず」と記されていること。 

② 諸概念をあげることで、道徳教育の目標における総合的性格
、、、、、

が言及されていること。 

③ ②を踏まえ
、、、、、

た上で
、、、

、児童生徒の「内面」を育てることが目標として掲げられていること。 

④ 道徳の時間の目標の一番初めに
、、、

「内面的な『道徳的実践力』」の育成が示されていること。 

⑤ ④を踏まえた上で、将来的な「道徳的実践力」の表れが目指されていること。 

 

①は、種々の資料で言及されているとおり、従来の道徳教育（当然「道徳」の時間も含まれる）に

認められる課題（いわゆる「心情主義道徳」）を踏まえたものである。②は、道徳教育において育成

を目指す諸概念について、そのどれか一つに偏るものではなく、すべて重要であることを確認した

ものである。この②は①を踏まえて記されたものと捉える必要がある。 

本項の主旨に照らし合わせれば、残る③④⑤の意味するところを検討する必要があろう。ここで

初めて「内面」という表現が登場するからである。ただ、実際のところ、この読み取りは容易では

ない。その困難さは、第一に、先の合田氏の示した図式との整合性、第二に、諸概念の関係が複雑

ないし不明瞭であること、以上二点に認められる。合田氏は、学校の教育活動全体を通じて行われ

る道徳教育では「道徳性」が、一方の「道徳」の時間では「内面的資質としての道徳的実践力」が

育まれるという図式を提示していたわけだが、過去の学習指導要領を調べると、直接そのような記

載はなされていない（注に記したとおり、平成 20（2008）年に改訂された学習指導要領解説にその

記載がなされているのみである）。 

この点については、そもそも「内面的資質」という表現が学習指導要領それ自体において用いら

れたことがないということが重要である。それに加え、「内面」という表現に限っても、それが「道

徳」の時間の特設当初から用いられていたわけではないことが注目される。すなわち、昭和 33（1958）

年に改訂された学習指導要領には、「学校における道徳教育は，本来，学校の教育活動全体を通じて

行うことを基本とする。したがって，道徳の時間はもちろん，各教科，特別教育活動および学校行
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事等学校教育のあらゆる機会に，道徳性を高める指導が行われなければならない 14)」と記されてい

るだけで、「内面」という表現は用いられていないのである。その使用が初めてなされるのは、平成

元（1989）年に改訂された指導要領（第 1章 総則及び第3章 道徳の双方）であり、さらに興味深

いことに、それ以後の指導要領では、平成 10（1998）年と平成 19（2007）年の二回（いずれも総則

に）用いられているにすぎないのである。 

特に理解を難しくするのは、諸概念の関係の複雑さである。平成元（1989）年の指導要領におい

て「道徳教育を進めるに当たっては、…児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮し

なければならない 15)」というように、「内面」という表現はむしろ「道徳性」との関連で用いられて

いる。また「道徳の時間における指導に当たっては、児童が興味や関心をもつ教材を開発したり、

個に応じた指導を工夫したりするなど、児童が自ら道徳的実践力を養い、内面に根ざした道徳性の

育成が図られるよう配慮する必要がある 16)」というように、「道徳的実践力」が単独で用いられてい

る。 

もし、合田氏の示したように、学校の教育活動全体を通じて行われる道徳教育では「道徳性」が、

一方の「道徳」の時間では「内面的資質としての道徳的実践力」が育まれるという図式を踏まえる

ならば、これらの引用箇所は次のように理解されることになるはずである。 

 

「道徳」の時間において児童が自ら道徳的実践力を養うことの結果として（あるいはそのこと自

体が）、学校の教育活動全体を通じて行われる道徳教育の目標とする「内面に根ざした道徳性」

の育成が図られる（ことにつながる/ことである）。 

 

つまり、2008年の指導要領解説を除き、過去の指導要領には、「内面的資質としての道徳的実践力」

のように、「内面的資質」（あるいは「内面」）すなわち「道徳的実践力」であるという図式が示され

ていないわけである 17)。 

 これらの考察を踏まえると、「かつては学校教育全体での道徳教育というのは，道徳性を育み，道

徳の時間におきましては，内面的資質としての道徳的実践力を育むということになっていました」

という合田氏の発言は、誤りではないにしても、このままでは事実と異なる理解を生じさせる可能

性を含んでいるといえないだろうか。このことは、柳沼氏の「従来は『内面的資質としての道徳的

実践力』を育成すればよかったので，道徳的心情だけ養い，一つの道徳的価値だけ深めればよかっ

た」という発言にも当てはまる。 

本稿は、この前半部分に示された「内面的資質」という言葉自体が指導要領において直接用いら

れていない点を問題視するものではない。一方で、後半部分については、「道徳」の時間において「道

徳的心情だけ」養えばよかった（あるいは、養えばよいと見なされていた）という理解が過去の公

的文書から直接引き出せない点については注目しておきたい。例えば、「内面」という表現が最も明

確に認められる平成元（1989）年に改訂された指導要領においてすら、あくまでも「道徳の時間に

おいては、…児童の道徳的心情を豊かにし、道徳的判断力を高め、道徳的実践意欲と態度の向上を

図ることを通して、道徳的実践力を育成するものとする 18)」と記されているのみだからである。そ

のように、道徳教育及び「道徳」の時間における目標に総合的性格が認められる以上、現段階では、

「その結果、実際の教室における指導が読み物教材の登場人物の心情理解のみに偏り」という「論
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点整理」の記述が何をもとにしてなされたのかは不明なままであると言える。以上の考察から何が

言えるか。それは、「道徳」の時間における「道徳的心情」あるいは端的に「心情」重視の傾向はい

かなる事実をもって導き出せるのかという問いである。 

たしかに、「心情主義道徳」批判が種々の研究においてなされてきたのは事実である 19)。だが、学

習指導要領を中心とする公的文書では、「道徳」の時間が特設された当初から、必ずしも「道徳的心

情」に傾斜した目標が定められてきたわけではないし、むしろ、特にその当初は子どもたちの日常

生活を踏まえた「内面化の指導」が重視されていたわけである。もちろん宮田の示した「道徳教育

の系譜」のように、昭和38（1963）年に教育課程審議会によって出された「道徳教育の充実方策に

ついて（答申）」などを通して、徐々に「生活主義」から「価値主義」へと「道徳」の時間の指導方

針が変化していった事情は認められる 20)。だがそのことだけから、「道徳」の時間における指導を読

み物教材の登場人物の心情理解のみに偏らせたという結論は導き出せない。同様の事情により、（a-

4）についても公的文書から直接引き出せない以上、「道徳」の時間に認められる課題が実際のとこ

ろ的確であるか否かについては、文部省の作成した公的文書の内容それ自体に加えて、その内容が

現場の学校の教師たちや道徳教育の研究者たちによって、実際のところどのように受け止められた

のかということを把握することが求められると言える。この点については別稿で取り上げたい。 

 

(5) 「論点整理」に示された「道徳科」の目標 

最後に簡潔にではあるが、引用箇所の後段の内容について検討しておこう。文の区切りで分類す

ると、次のように五つの箇所が得られる（表3参照）。 

 

表 3 「論点整理」に示された「道徳科」の目標 

 

 

 

 

 

 

（b-1）にある「このような」という指示語は、（a-3）の「登場人物の心情理解のみへの偏り」を受

けて記されたものである。ここでは端的に「読み物道徳」としてまとめられている。道徳科では、

そのような「読み物道徳」から脱却することを目指して、（b-2）（b-3）（b-4）の手段を通じて、（b-

5）の目的を達成することが重要視されている。まさに、この引用箇所後段の主旨は（b-5）の「実

践」に結実している。すなわち、従来の道徳教育（特に「道徳」の時間）では、日常生活における

子どもたちの行動変容に限界が認められ、道徳科ではそのことを克服することが求められているわ

けである。 

問題は、①従来の「道徳」の時間において、本当に「読み物教材の登場人物の心情理解のみ」に

偏った指導が行われていたのか、②仮に「自我関与」の点で課題があるとした場合、それは教材に

原因があるのか、それとも教師の授業実践に原因があるのか、以上の点に認められる。「考え、議論

する道徳」への「質的転換」を実現するためにも、これら二点を元にして道徳授業の実態を把握す

（b-1）このような言わば「読み物道徳」から脱却し［目的］ 
（b-2）問題解決型の学習や体験的な学習などを通じて［手段］ 
（b-3）自分ならどのように行動・実践するかを考えさせ［手段］ 
（b-4）自分とは異なる意見と向かい合い議論する中で、道徳的価値について多面的・多角的に

学び［手段］ 
（b-5）実践へと結び付け、更に習慣化していく指導へと転換する［目的］ 
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ることが求められる。さらにこれら二点は、③心情主義への傾斜や実践の軽視は読み物教材を扱う

ことそれ自体に起因することなのか、④それともその原因は指導方針にあるのか、⑤あるいはその

原因は「生活主義」から「価値主義」への転換がなされたことにあるのか、以上三点の疑問を喚起

する。本稿の成果はそのように検討すべき種々の問題を引き出すにとどまった。それらについて明

らかにすべく、今後も研究を行っていきたい。 

 

 

おわりに 

 

本稿では、「考え、議論する道徳」の理念が実現するために、学習指導要領等の公的文書に用いら

れた語句を読み解くための考察を行った。審議会の議事録や道徳教育の歴史的資料を手掛かりとし

て、公的文書の内容を紐解いてきた。その成果は、道徳教育を巡る諸概念の複雑さを追証、及び今

後新たに検討すべき種々の疑問点を生むにとどまった。特に、「心情主義道徳」批判にみられるとお

り、読み物教材の活用を通した登場人物の心情理解は問題視される傾向が認められるが、今後も引

き続き道徳科における読み物教材の活用がなされることを踏まえるならば、心情主義批判がなされ

る根本原因の特定をすることが求められよう。本研究ではそのような問題提起をなし得たことを一

旦の成果と受け止め、次稿への足がかりとしたい。 

 

 

注 

 

1) 「考え、議論する道徳」の文言の原型は、次の二つに認められる．第一に、平成27（2015）年8

月26日に教育課程企画特別部会によって出された「論点整理」において、「『考え、議論する』道

徳科への転換」が必要である旨が示されている．同部会は、学習指導要領改訂を行う上で基本と

なる方針や各教科部会の取りまとめを行う審議会として、初等中等分科会の下部会である教育課

程部会の下に設置されたものである．続いて第二に、平成 27（2015）年7月3日に公表された「小

学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」があげられる．同文書では、「答えが一つではない

道徳的な課題を一人一人の児童が自分自身の問題と捉え，向き合う「考える道徳」，「議論する道

徳」へと転換を図るものである」と記されている（文部科学省.2015.『小学校学習指導要領解説 

特別の教科 道徳編』（廣済堂あかつき）, 2）．なお、「考え議論する道徳」という表現は、平成27

（2015）年7月15日に開催された「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議（第2回）」

の議事録に用いられている。一部表記が異なるとはいえ、そちらが初出であるといえる． 

2) 道徳の教科化については、歴代の内閣総理大臣の私的諮問機関を通じて議論されてきた．ここ

20年に焦点を当てるならば、①平成 12（2000）年3月に小渕政権の下に設置された教育改革国民

会議による最終報告（報告書の提出された同年 12月は森総理が政権を担った）、②平成18（2006）

年9月に第一次安倍政権の下に設置された教育再生会議の第二次報告（報告書の提出は翌年6月）、

③第二次安倍政権の下に設置された教育再生実行会議による提言（第一次提言の提出は平成 25

（2013）年 2 月）における議論があげられる．これらの内容を紐解くと、たしかに「特別の教科 
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道徳」新設の直接の契機となったいじめの問題の解決に関しては、③において取り上げられたと

ころであるが、すでに②において、現行の「特別の教科 道徳」の実施目的・実施方法に重なる内

容が示されていたことがうかがえる． 

3) 「考える道徳への転換に向けたワーキンググループ」は、第 1回：平成28（2016）年5月 27日、
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改めて道徳教育における「徳目主義」批判とは何だったのか 
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Re-examining the Criticism of “Moralism”: 
A Study of the Controversy between Hiroshi Usami and Shoji Fujita 
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キーワード：「特別の教科 道徳」、「考え、議論する道徳」、徳目主義、事実 

 

本稿の目的は、戦後の道徳教育研究において縷々用いられていた「徳目主義」批判をめぐる論考の整理を行うことに

ある。より具体的には、教育哲学者の宇佐美寛氏と教育学者の藤田昌士氏によってなされた論争を紐解きながら、「徳

目主義」ないし「徳目」の意味するところについて、両者の異同を確認することが目的である。本稿における考察の

結果、「道徳」の時間実施時の道徳教育の目標、及び現行の道徳教育における「自我関与」等を踏まえた場合、宇佐美

氏の示した「徳目」に関する理解の方が、よりそれらとの間に整合性が見出されることを確認するに至った。さらに、

そのことを元にすることで、道徳科における読み物教材を活用した授業づくり・授業実践において、教材本文の内容

を精読することの必要性が改めて見出されるに至った。 

 

 

はじめに 

 

 1958（昭和33）年より、おおよそ 60年にわたって「道徳」の時間が教育課程に位置づけられて

きた。主としてその教育内容に対しては、大きく二つの議論が展開されてきたことが思い起こされ

る。一つは「心情主義」批判であり、もう一つは「徳目主義」批判である。 

このうち、前者の心情主義批判に関しては、2017（平成 29）年の学習指導要領一部改訂によっ

て成立した「特別の教科 道徳」（以下、「道徳科」とする）において、その乗り越えが目指されて

いることが確認できる。すなわち、従来の「道徳」の時間において「心情理解」のみに偏った指導

がなされていたことが課題として指摘された上で、道徳科では「考え、議論する道徳」の実施を通

 
* 茨城大学大学院教育学研究科 
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してその解消が目指されているのである。 

一方で、後者の徳目主義批判に関しては、中教審答申あるいは審議会の議事録において、その乗

り越えが強調されている様子は確認できない 1)。その理由について推察するに、本稿では次の三つ

の可能性を想定している。 

 

(a)「道徳」の時間に対して徳目主義批判が成り立つ場合があったことを踏まえた上で、その

乗り越えが（少なくとも道徳科の実施前あるいはその実施によって）すでになされている

とみなす立場。 

(b)「道徳」の時間に対して徳目主義批判が成り立つ場合があったことを踏まえた上で、その

乗り越えが果たされたかどうか検証する機会はいまだ確保し得ていないとする立場。 

(c)「道徳」の時間に対して徳目主義批判が成り立つ場合があったとみなさず、また道徳科に

対しても同様の課題は存しないとみなす立場。 

 

概ね以上三つの可能性を想定した場合、いずれにしてもまず前提として各項目の前段にあたる部分

の検証が必要となろう。徳目主義批判を展開した論者の主張の正当性について検討せずして、「道

徳」の時間の授業実践を徳目主義的と断ずることは一方的な決めつけにあたるからである。 

 以上の問題意識の解消には種々の手順 2)が想定されるが、本稿では、教育哲学者の宇佐美寛氏と

教育学者の藤田昌士氏によってなされた「徳目主義」批判を巡る論争の経過を追うことを通じて、 

その是非について検討を行いたい。 

興味深いのは、共に道徳教育の枠組みや「道徳」の時間の授業実践の内容及び過程に対して考察

を行ってきた宇佐美・藤田両氏の間において、「徳目主義」の内実に関する理解が異なっている点

である（正確に言えば、宇佐美氏による批判を受けて、藤田氏の論考においてその旨が述べられて

いる）。共に「道徳」の時間に課題を認め、その改変を主張する両氏の間においてさえ、そのよう

な理解の相違が生まれてしまっている事情を踏まえるならば、先に政府の立場として想定した三つ

の可能性についてもさらに詳細な検討を要する必要性が感じられる。そもそも「徳目」とは何かと

いう共通理解が形成ないし保持されているかどうかが不確かである段階においては、それを主軸と

して展開された「徳目主義」批判を一枚岩のものとみなすことはできないためである。そこで、先

の三つに加えて、さらに次の第四のような可能性を想定する必要性が生じる。 

 

(d)「道徳」の時間に対して「徳目主義」批判が成り立つ場合があったかどうか検討する以前

に、その批判の中心に据えられた「徳目」という用語の共通理解が得られていない以上、

これまでの答申ないし審議会議事録等において直截に議論の対象とするに至らなかった

（ないし、その必要性は認められなかった）とする立場。 

 

以上のような第四の可能性を踏まえると、結局のところ、考察の中心は「徳目」とは何かといった

問題について検討することが必要であることが見出される。以下、本稿では、宇佐美・藤田論争を

考察の基盤として、改めて「徳目主義」批判がいかにして成立するかについて検討していく。それ

をもって、政府の立場が上に示した四つの可能性のいずれに近いかについて検討する準備が整うは
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ずである。 

 

 

１.「徳目主義」批判をめぐる宇佐美・藤田論争の経過と本稿の着眼点 

 

まず初めに、宇佐美・藤田論争の経過について確認しておこう。その発端は、宇佐美氏が 1984（昭

和59）年に執筆した『「道徳」授業をどうするか』（1984年，明治図書）において、藤田氏の論考に

疑問を呈したことにある。その際取り上げられたのは、藤田氏が 1981（昭和56）年に共著で執筆し

た『道徳教育の実践』（1981年，総合労働研究所）であった。まず初めに宇佐美氏は、藤田氏が同書

に記した以下の一節（筆者注：本稿での引用は一部にとどまる）を引用する 3)。 

 

このような授業例に接して、私は、やはり、現在の「道徳」の授業にまつわる徳目主義的な

傾向を指摘せざるを得ない。たしかに学習指導要領は、「道徳」について、幾つかの内容を関連

づけて指導するよう説いている。……しかし、これらの授業例に限らず、現実には、あれこれ

の徳目がひとり歩きしている授業が少なくない。… 

さて、「道徳」の授業の現状にある徳目主義的な傾向に対して、まず確認を要すると思われる

ことは、今述べた「人間尊重の精神」という、今日の道徳と道徳教育の基本である。……その

上で、私たちは、この人間尊重という原則的な価値をただちに二八項目なり、一六項目なりの

内容として列挙するのではなくて、その原則から発展する諸価値の層を考える必要があるので

はないか。 

 

宇佐美氏の著書ではさらに引用が続くが、ここでは以上にとどめる。この引用箇所から確認できる

ことは、まず第一に、藤田氏が「道徳」の時間に「徳目主義」的な傾向を見出していること、加え

て、第二に、「指摘せざるを得ない」という表現を通して、藤田氏が「道徳」の時間に認められる「徳

目主義」的傾向を批判する意図を有していること、以上二点にまとめられる。宇佐美氏は、このよ

うな形で藤田氏の論考を概ね 2頁ほど引用した上で、その内容について次のような見解を示す 4)。 

 

ここまで読むと、どうやら次のことが明らかになります。 

藤田氏には「価値」・「（学習指導要領の）項目」・「徳目」の区別が出来ていません。いいかえ

れば、（a）価値を知る経験
、、

と（b）その経験に外側からつけられたレッテル言葉
、、

との区別が出来

ていません。 

   経験される事柄は言葉よりもはるかに複雑で広いので、言葉で整理しようとすれば様々な整

理の仕方が成り立ちます。…個々の人間の経験にとってどのような整理が望ましいのかは、

個々の場合を離れて抽象的にはきめられません。… 

   藤田氏は、氏の言う「徳目主義」を批判なさりながらも、「徳目主義」から自由になり得てい

ません。「徳目主義」という思考方法の基本的構造は、言葉と経験（経験される事実）とを区別

できないことなのですが、藤田氏自身の用語法もこの枠内にしばられています。言葉と経験と

の差違と関係とについての意識が見られません。 
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論争は、この宇佐美氏の指摘に対して、藤田氏が二度にわたる返答を行うという形で行われた。そ

れは、宇佐美氏による指摘がなされた翌年の1985（昭和60）年に藤田氏の著書『道徳教育 その歴

史・現状・課題』（1985年，エイデル研究所）においてなされた。同書には章を分けて二つの独立し

た返答がなされている。 

第一の返答は、当時「道徳」の時間として実施されていた道徳授業の現状を探る同書第 5 章第 1

節の補論として、「資料『手品師』に対する宇佐美寛氏の批判について」という表題のもとになされ

た。具体的には、有名教材である「手品師」の授業及び資料それ自体に対する藤田氏の見解が示さ

れた後に、宇佐美氏による教材分析の手法の課題が知性的側面に偏っていることが指摘されている。 

「徳目主義」批判を取り上げる本稿としては、もう一方の第二の返答に注目したい。それは、藤

田氏が人間尊重の意識を道徳教育の基礎に置くべきことを主張した同書第 5 章第 2 節の補論とし

て、「補論 宇佐美寛氏の批判にこたえる」という表題のもとに書かれたものである。先に示した第

一の返答が1頁程度であったのと比べて、こちらの第二の返答は 8頁の大部に及ぶ。その冒頭部分

を引用すると、次のとおりである 5)。 

 

本節で述べた「人間尊重」を基礎とする道徳的諸価値の構造的把握という課題について、宇

佐美寛氏は、氏の著書『「道徳」授業をどうするか』（1984年、明治図書）において、「これでは

『人間の尊重』という徳目を中心にした徳目主義が結果するだけ」、「学習指導要領の十六項目

の価値（中略。氏によれば、正しくは「価値語」あるいは「徳目」と呼ぶべきもの—―引用者注）

が、どんな構造をなしているかなどは、単に言語学的な問題」にすぎないと批判しておられる。 

念のために言うならば、私は、学習指導要領における「道徳」内容の二八項目なり一六項目

なりの区分、またその一つ一つを所与の前提として、その枠内で道徳的諸価値の構造的把握と

いう課題を提出しているのではない。そのことは、私が宇田川宏氏との共編著『道徳教育の実

践』（エイデル研究所）…等々から察せられるはずである。それはさておき、この機会に次の諸

点を挙げて、氏への問い、ないしは反論としておきたい。 

 

藤田氏は補論をこのように書き始めた上で、宇佐美氏に対し五つの見解を示している 6)。本稿が注

目するのは、特にその第四点目（「さて、私に寄せられた宇佐美氏の批判は、藤田もまた『徳目主義』

から自由になり得ていないという点にある。ここで『徳目主義』とはなんであるかが問われなけれ

ばならない 7）」）である。これは、先に宇佐美氏の著書から引用した一節に相当する。 

同じく「道徳」の時間の授業実践（具体的には「手品師」という読み物教材及びそれを活用した

授業展開）を素材として、「徳目主義」批判を行う両者の間において、「徳目」ないし「徳目主義」

という言葉に関していかなる理解の相違があるのか。なぜ両氏の間において共通理解は得られなか

ったのか。それを妨げたものは何だったのか。以下、これらの疑問を踏まえながら、宇佐美・藤田

両氏の論考に関して考察していく。 

 

 

２．「徳目」とは何か―藤田氏の場合― 
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（１）藤田氏による語の使い分け 

 それでは、宇佐美・藤田論争の経過を追いながら、両氏の行った「徳目主義」批判の内実を明ら

かにしていこう。先に引用した宇佐美氏の著書では、藤田氏の著書に対して、二つの批判がなされ

ていた。一つは、言葉づかい（用語法）が誤っていることであり、もう一つは、経験と言葉の区別

がなされていないことである。 

ここでは、まず初めに前者から検討していく。宇佐美氏のいう「藤田氏は、氏の言う『徳目主義』

を批判なさりながらも、『徳目主義』から自由になり得ていません 8)」という批判は、藤田氏の言葉

づかいが誤っているという理解に基づいている。すなわち、宇佐美氏にとって、「価値」・「（学習指

導要領の）項目」・「徳目」は区別する必要のある言葉であるのに対して、藤田氏はそれを行ってい

ないというのである。 

 検討にあたり、本稿では、先にあげた『道徳教育の実践』と『道徳教育 その歴史・現状・課題』

の二著に加えて、勝田守一監修『道徳教育と人間形成』（明治図書、1969）に収められた藤田氏の論

稿 9)と『講座 日本の学力 11 道徳と教育』（日本標準、1979）に収められた藤田氏の論稿 10)を参

照した。すると、たしかに藤田氏がそれらの言葉の意味を明確に規定している箇所を見出すことは

できず 11)、特に「価値」と「徳目」に関しては、以下のとおり、その使い分けが不明確であるよう

に見受けられる記載がなされていることが認められた 12)。 

 

一般に徳目主義の道徳教育は、子どもが身につけることが望ましい価値としてあれこれの徳目

を列挙するけれども、現実の道徳は、それらの徳目がばらばらにあるのではなく、それらの徳

目が集まって一定の価値体系を構成しているものであるからには、その価値体系性が注目され

なければならない。 

 

この引用箇所に代表されるように、宇佐美氏の指摘のとおり、藤田氏の文章では先の言葉の意味が

明確に規定されている様子は見受けられない。例えば、「…現実の道徳は、それらの徳目がばらばら

にあるのではなく…」という箇所については、①何をもって「現実の道徳」といえるのか（「現実」

とはどういうことか）、②「徳目が…ある」とはどういうことか（「徳目」は「現実の道徳」に実在

する（「ある」）ものなのか）、といった疑問が浮かぶ。倫理学の観点からみるならば、これは、藤田

氏が道徳的実在論の立場に立つのか否かといった問題について考察する必要性があることを意味し

ているといえよう。 

以上のように、最終的には藤田氏の立場が倫理学上いかなるものであるかを捉える必要がある。

だが、ここではそのような論証に踏み込む必要はないだろう。藤田氏の論考において、氏の立場が

道徳的実在論にあるのか否かが意図して述べられていないことが捉えられれば、宇佐美氏の主張の

意味するところは理解できるからである。 

再び藤田氏の論考に注目すると、さらに藤田氏の倫理学上の立場を厳密に特定する必要性がない

ことが認められる。具体的には、藤田氏が「価値」と「徳目」という語を相互に交換可能な語とし

て用いているわけではないという点を明らかにしてみたい。このことは、試みにそれら二つの語を

入れ替えて、新たに表現を生み出すことによって確認できる。例えば、引用箇所の前半部分の内容

を用いて、「一般に徳目主義の道徳教育は、子どもが身につけることが望ましい徳目としてあれこれ
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の価値を列挙するけれども」という句を作った場合、藤田氏がその著作において行う「徳目」と「価

値」という言葉の用い方とずれが生じてしまうことが確認できる。特に、藤田氏は「身につけるこ

とが望ましい徳目」といった表現を、管見の限り、用いていないのである 13)。 

このことを踏まえると、やはり藤田氏においても、当然言葉の使い分けはなされているとみなす

方が自然である。その意味では、宇佐美氏による「藤田氏には「価値」・「（学習指導要領の）項目」・

「徳目」の区別が出来ていません」という指摘は当たらないといえる。 

 

（２）徳目・価値の内実を決めるのはだれか 

 では、その使い分けにはどのような意図が認められるのだろうか。その手がかりをやはり先の引

用箇所に求めるならば、徳目は、「子どもが身につけることが望ましい価値として」列挙されるもの

と記されている点が注目される。 

徳目を列挙する主体として、本文では「道徳教育」があげられているものの、実際にはそれが意

志をもって活動するわけではない。したがって、その主語は、まずは道徳教育の目的・目標を定め

る文部省［文部科学省］及びそれを含む政府であると考えて問題ないだろう。政府による政策決定

は、中教審における審議及び答申を経て成立する学習指導要領に依拠して進められるわけであるか

ら、その主語には、中教審の委員を構成する道徳教育の一部の研究者を想定することができる。し

たがって、徳目は、それら研究者たちの議論の結実として学習指導要領に列挙されたものとみなす

ことができる。 

藤田氏の記述の根幹は、そのように列挙される徳目の出自が「子どもが身につけることが望まし

い価値」であることを示している点にある。つまり、徳目は単独で成立するものではなく、それは

あくまでも価値の表れ、ないしその代替であるというのである。藤田氏も記しているように、価値

は複数認められるわけだから、徳目はそれら複数の価値の整理によって生み出されたものである。

徳目はあくまでも価値が整理されたものであるというこの理解に沿う内容は、次のような藤田氏の

論稿から確認できる 14)。 

 

ここで私たちは、再び、あれこれの徳目を道徳教育に固有な内容として列挙したい誘惑にから

れる。しかし、すでに徳目主義の問題点として指摘したように、個々の徳目の意味内容は必ず

しも一義的なものではない。例えば、ある人にとっての自己を表現する上での正直さは、他の

人にとっては、他人の感情への鈍感さを意味するかもしれない。また、ある人にとっての権威

への勇気ある抵抗は、他の人にとっては不逞、不遜を意味するかもしれない。にもかかわらず、

ある種の意味内容を絶対化して教えようとするならば、道徳教育は再び教化に堕することにな

る。 

 

すなわち、徳目はあくまでも価値が整理されたものである以上、その整理の過程で元の価値の内容

が一部捨象されざるを得ず、結果的に「個々の徳目の意味内容は必ずしも一義的なものではな」く

なるというわけである。そのように徳目に想定される意味内容が人によって異なることが踏まえら

れないままに、政府あるいは一人の教師が見出した意味内容に基づいて徳目が教えられてしまうな

らば、「教化」すなわち「価値のおしつけ」が行われることになってしまう。 
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重要なのは、この価値のおしつけがなぜ問題であるかについて、藤田氏がどのような理由をあげ

ているかである。再び藤田氏の著作を参照すると、その理由として、子どもたちによる自主的判断

力の育成が道徳教育の目標とされなければならないという主張がなされていることが確認できる。

それは例えば、「私たちは、諸価値が相互に関連し、あるいは相対立する状況のなかで子どもが自主

的に価値を選択する能力を育てることを課題としなければならない 15)」という主張に見出される。 

問題は、価値の「選択」という表現がなされるに至った藤田氏の考え方にある。道徳教育を通し

て、子どもが自主的に価値を選択する能力を育てるという課題それ自体は望ましいものである。だ

が、たとえその目的が果たされたとしても、あくまでも価値は選択されるものであって、すでに子

どもによる選択の前に存在しているという前提に疑問が呈されないとしたら、道徳教育の意義は危

うくなってしまうのではないだろうか。つまり、徳目だけでなく、価値もまた誰かや何かによって

選ばれ、生み出されたものであるということが注目されなければ、結局のところ、道徳教育では「教

化」が行われることになってしまうのではないだろうか。 

この点に藤田氏が問題意識を見出しているかどうかは、氏の道徳教育観を捉える上で重要である。

だが、徳目の形で列挙される価値それ事態が、だれによって、またどのようなプロセスで選ばれる

かについては、氏の著作において中心課題とされていない。アメリカにおける「価値の明確化」や

コールバーグの道徳性発達理論が取り上げられていることを踏まえれば、本来、藤田氏の著作では、

全くの自由のようでいて実際には存在する見えない枠組みが明らかにされる必要があったのかもし

れない。それによって初めて、戦後における道徳教育の変質について論じたことの意味、あるいは

そのような変質が求められるに至った社会の変化が捉えられたといえるのだし、子どもたちが価値

について思考・志向する新たな道徳教育の在り方を研究する道が開かれるからである。 

 

 

３．「徳目」とは何か―宇佐美氏の場合― 

 

（１）宇佐美氏による語の使い分け 

一方の宇佐美氏は「価値」と「徳目」という言葉をどのように使い分けているのだろうか。ここ

ではまず、その比較対象として、藤田氏の記述をみておこう。藤田氏は、例えば「……手品師の少

年に対する『親切・同情』と『誠実』、友人との『信頼・友情』、自分の『より豊かな暮らし』と『社

会的自己実現』などの価値がとらえられるのである」と述べている。このことから、藤田氏は、「親

切・同情」を「価値」として位置づけていることが確認できる。 

それに対して、宇佐美氏は、先に引用した『「道徳」授業をどうするか』の第 2章第2節「徳目」

の冒頭において次のように述べている 16)。 

 

前章で、私は「公正」や「公平」という価値語の性質について論じました。……それは、り

んご箱に入っているりんごを「りんご」と示すようなレッテル、事実に支えられたレッテルで

はありません。事実とどう対応するのかが不明で、きわめて恣意的なレッテルです。貼りつけ

たければ、事実の上にどのようにでも貼りつけられる（つまりどんな理屈でも成り立つ）いい

かげんなものです。 
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このような価値語のレッテルは、一般に「徳目」と呼ばれています。徳目が示すような価値

が資料の中にあると考えるのは誤りであることも、私は述べました。… 

徳目が事実の中にあると思ったり、事実を考える上で役に立つと思ったりするのは誤りです。

……徳目は現実に行われている認識を分析するのには全く役立ちません。 

 

ここには、「価値語」、「徳目」、「価値」という三つの関連する言葉が用いられている。前の章との関

連で取り上げられた「公正」や「公平」は「価値語」として位置づけられ、さらにそれが一般に「徳

目」と呼ばれている。両氏の記述を比較すると、藤田氏が例示した「親切・同情」に相当する「公

正」は、宇佐美氏の文章においては、「価値」ではなく「価値語」あるいは「徳目」と呼ばれている

わけである。 

「価値」と「価値語」。これらの間には、「語」がついているかついていないかの違いしかないが、

この違いは重要である。なぜなら、「価値」という対象を「語」すなわち言葉とみなすか否かという

点こそ、宇佐美氏と藤田氏を区別するものだからである。さらに、その「価値語」が「徳目」と同

義であることが示されていることを踏まえると、「徳目」もまた言葉であるという理解を宇佐美氏が

もっていることが読み取れる。 

では、なぜ「価値」が言葉であるかそうでないかを区別することは重要なのか。その理由は、ひ

とえに、言葉はだれかが発するもの、あるいはだれかが頭ないし心に抱くものとしてあるからであ

る。このことが自覚されている限り、自分が「価値」という対象を特定の言葉によって表している

ことは意識され続ける。人が用いる言葉が特定の「価値」をどの程度表せているかは、その当人が

それまでにどのような言葉を獲得してきたかに左右される。個々の言葉は、辞書の定義で一義的に

捉えられるほど狭く浅い意味内容から成るものではない。言葉の意味は、人が見たもの・聞いたも

のとの関わりにおいて、広さ・深さを与えられてゆく。すなわち、当人の知識・経験の全体との関

連で、言葉の意味が定められていくわけである。 

引用箇所において、宇佐美氏が「レッテル」という表現を用いたのは、言葉のもつこのような性

質を踏まえてのことと推察される。以上の考察を基にすると、「価値」と「価値語」及び「徳目」は

区別されてしかるべきという宇佐美氏の主張するところが理解されるはずである 17)。 

 

（２）宇佐美氏の論考における「価値」の意味 

他方で、「価値」という言葉について宇佐美氏はどのような意味を与えているのだろうか。宇佐美

氏は、『「道徳」授業をどうするか』において、『新道徳教育事典』（第一法規，1980）の定義を参照

しつつ、次のように述べる 18)。 

 

    では、「価値」とは何だと考えられているのでしょうか。同書で、「価値」を見てみます。 

 

 

 

このような理解は、次の二重の誤りを含んでいます。 

一  「学習指導要領に示されている内容項目」を「価値」だと考える誤り。 

 価値あるものとは、大切なもの、望ましいものをいう。それは、自己の要求、特に感情や意

志の要求を満たすものについていわれる。〔７９ページ。この部分の筆者は金井肇氏です。〕 
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二 その上で、このような「価値」を「ねらい」とする誤り。 

この二つによって徳目主義の虚偽（fallacy）は出来上がります。 

現実に「価値がある」と言われる場合は、経験のあるあり方です。経験というものは言葉よ

りも広くて、なんとも言い得ないあるものなのです。 

 だから、「内容項目」が価値であるはずはありません。それは「価値である経験について便宜

的に見出しのために貼ったレッテルとしての言葉」です。「徳目」とは、このようなレッテル言

葉のことです。 

 

この引用箇所の前半部分において、「価値」を「内容項目」あるいは学習指導要領の「ねらい」と同

一視することの誤りが指摘されている。続いて、その後半部分では、価値はすなわち「経験」であ

ることが示されている。 

先に行った考察を通じて、言葉の意味は当人の経験の全体との関連で定められていることを確認

したことを踏まえるならば、「経験は言葉よりも広い」という表現の意味するところは、自ずと理解

されるだろう。これは、人がいま経験していること、過去に経験したことのすべてを言葉に置き換

えることは到底不可能だという理解に基づいている。それが不可能であることは、人が有する経験

の量が膨大であるということもさることながら、その質（内実）を人がすべて捉え切ることができ

ず、しかもそれを言葉で表すことがいっそう困難であるということに起因している 19)。 

 宇佐美氏の提示した「徳目」を単なる言葉とみる見方は、学習指導要領に掲載された内容項目（「徳

目」）の意味するところを理解する過程で、人が必ず自らの知識や経験を振り返る必要を喚起する。

現行の学習指導要領においていっそう重視されている「自我関与」との関連を踏まえた時、道徳科

においてそのような振り返りを推奨することにつながり得る宇佐美氏の立場はより整合性を有した

ものとみなされる。翻ってその立場は、価値とはいったいだれのものなのかという問題について人

びとに考えさせる契機となる以上、子どもたちによる価値の「選択」を提唱した藤田氏の立場の基

盤を問い直すものであると言えるだろう。 

 

 

本稿における考察の小括と今後の検討課題 

 

以上、本稿では、「徳目主義」批判をめぐる宇佐美・藤田両氏による論争の経過を追うことにより、

両者が「徳目」に込めた意味の相違について明らかにした。考察の結果、両者によって「道徳」の

時間が「徳目主義」的であることが批判されていながら、その批判において用いられた「徳目」の

意味するところが大きく異なっていることが確認できた。 

もしかしたら、このように意味の相違があること自体は、道徳科における授業実践自体に大きな

影響を与えないという見方もあるかもしれない。だが、宇佐美氏の主張を踏まえると、そのような

判断は成り立たないはずである。「価値」と「徳目」を同一視することは、道徳読み物教材それ自体

に価値が内在しているという立場を認めることになる。この立場に立つとき、道徳科の目的は、子

どもが道徳読み物教材から直接引き出すことのできる「唯一の正しい」価値（あるいはあらかじめ

読み取ることのできる価値）を理解することにあるとみなされてしまうおそれがある。しかし、文
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章を読むとはどういうことなのかということに注目して、その読み取りの過程において読み手の知

識と経験が関係していることを踏まえるとき、読み物教材から「唯一の正しい」価値を引き出せる

という立場は誤っていることが認められる。このように考えるとき、「徳目主義」を巡る宇佐美・藤

田論争においては、宇佐美の主張の方に妥当性があるといえるだろう。 

そして、以上の考察を踏まえると、「道徳」の時間に対して「徳目主義」批判が成り立つか否かと

いう本稿の冒頭に掲げた問題についても一旦の解答を出すことができるはずである。本稿はそれを

可能とみなす立場に立つ。なぜなら、宇佐美氏の主張する意味において、「徳目」ないし「徳目主義」

という語を捉えた場合、道徳科における読み物教材に対する発問には、いまなお教材本文の意味す

るところを正確に把握する意識を欠いたものが存在するからである。それは特に、「卒業文集最後の

二行」や「足袋の季節」のように、筆者自身が教材本文の主人公であるような実話の文章に当ては

まる。筆者がいかなる意味で文章中の言葉を用いたのかについて丹念に読み取ることのないままに、

「このときの筆者の思いはどのようなものだったか」といった発問がなされても、教材本文（ある

いは教材の筆者ないし登場人物）と読み手である子どもの間のずれは意識されないままに授業が進

められてしまう 20)。したがって問題は、「徳目主義」という用語の使用を認めるか否かにあるのでは

なく、本稿で述べたような視点を意識して読み物教材を扱っているかにあるといえよう。 

その一方で、宇佐美の論考の意味するところがすべて明らかになったわけではない。藤田氏が宇

佐美氏に対して提示した疑問点の一部が解消されないままに残されているからである。それは、藤

田氏の著作『道徳教育 その歴史・現状・課題』に示された宇佐美氏に対する疑問点のうち、特に、

道徳教育独自の目的は何かというものである。それについては、宇佐美氏が道徳教育と教科教育、

つまり徳育と知育を区別することを批判する立場に立っていることを踏まえることで解答を得るこ

とができるという見方も成り立つかもしれない。つまり、宇佐美氏が、様々な知識や法則の理解を

目指す知育と徳育を不即不離のものとして捉えていることをもって、藤田氏の疑問は解消されると

いう見方もあり得るかもしれない。 

しかし、それはあくまでも一旦の解答にすぎない。なぜなら、読み物教材を構成する「事実」を

収集すること（宇佐美氏が他に述べているところでは、「認識」をすること）によって、道徳教育の

目的が達成されるという説明では、知性と道徳性の相関関係ないし総合的関係を把握することの重

要性が確認されたにすぎないからである。「事実」を知っていくことが、すなわち道徳教育であると

主張が成り立つためには、「知る」とは何か（あるいは「認識」とは何か）ということが改めて問わ

れなければならない。それについては稿を改めて検討したい。 

 

 

おわりに 

 

興味深いことに、本稿の冒頭で示したとおり、道徳科が教育課程に位置づけられることが決定し

た2014（平成26）年以後、各種公的資料及び審議の議事録の中に「徳目」ないし「徳目主義」とい

う用語は用いられていない 21)。その理由は、ひとえにそれらの用語を用いること自体が、道徳教育

で育成される道徳的価値に対する批判的立場の表明を意味してしまうことにあるのかもしれない。

筆者としては、「道徳」の時間の特設及び同授業の実施内容・実施方法に対してなされた諸先行研究
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において、「徳目主義」という用語が広く用いられていたことを確認していたために、近年「徳目」

あるいは「徳目主義」という用語が用いられていないことに意外性を見出した。 

だが、そのような動向は、かつて表明された批判的検討の内容それ自体が不要となってしまった

ことを意味するものではないはずである。二項対立で区分けされた大きな主義・主張にもとづく論

考の時代を経て、近年ようやく論者の立場を超えて教育内容・教育方法の実質に関する議論がなさ

れる環境が整ってきたことを踏まえるならば、今後の教育政策では、そのような環境を十二分に生

かした議論が展開されていくことを願うばかりである。 

 

 

注 

 

1) 今回は、文部科学省. 2015.『小学校学習指導要領』、文部科学省. 2015.『学習指導要領解説 特

別の教科 道徳編』（廣済堂あかつき）、道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議. 2015.

議事録、教育課程企画特別部会. 2015.「論点整理」、考える道徳への転換に向けたワーキンググ

ループ. 2016.議事録を参照した．そこには、「徳目」という語は、直接は用いられていない． 

2) 例えば、文部省［文部科学省］の政策決定のプロセスのうち、とくに答申の内容や審議会の議事

録に当たりながら、徳目主義批判の正否に関する公式見解を探ることが考えられる．これについ

ては別稿を参照． 

3) 藤田昌士. 1981.「第一章 道徳教育の現状と課題」宇田川宏・藤田昌士編著『道徳教育の実践』, 

4,（総合労働研究所）． 

4) 宇佐美寛. 1984.『「道徳」授業をどうするか』（明治図書）, 79-80． 

5) 藤田昌士. 1985.『道徳教育 その歴史・現状・課題』（エイデル研究所）, 230． 

6) 簡潔にまとめるならば、藤田氏の示した論点として次の五点があげられる（同上、230-237）． 

（1）価値のなかでも道徳と呼ばれるものは、どのような価値であるか． 

（2）宇佐美氏は「公正」や「公平」という「価値語」（徳目）を「恣意的なレッテル」としてと

らえているが、氏もまた「誠実」という「価値語」を用いている。これは矛盾ではない

か． 

（3）宇佐美氏は、「道徳とはある状況、ある人物との関係において相対的に成り立つものとして

とらえられているかと思われる」が、「道徳は、社会規範としてのその本質に由来して、

人々（究極的には人類）が共有すべき価値としての普遍性を指向することが本来である」。

「徳目について、人々が合意することが可能であるような普遍的な意味内容があり得る」

と述べた自身の見解について、宇佐美氏はどう考えるか． 

（4）「徳目主義」とは何であるか． 

（5）道徳教育は、主知主義と主情主義とのいずれにも一面化することなく全面的に展開される

べきである。これについて、宇佐美氏はどう考えるか（「そもそも道徳教育の概念的独自性

とは氏においてなんであるのか」）． 

7) 前掲5), 234． 

8) 前掲4), 80． 

9) 藤田昌士. 1969.「日本における道徳教育の現状――「道徳」時間特設以降の経過と現状――」

勝田守一監修『道徳教育と人間形成』, 8-39, （明治図書）． 

10) 藤田昌士編.1979.『講座 日本の学力 11 道徳と教育』（日本標準）に収められた藤田氏の執
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筆による以下の論稿を参照した。「今日の子どもと道徳性の問題」, 13-29／「道徳教育の批判と

建設――近代日本における知育と徳育――」所収の「戦前・戦時の道徳教育」, 33-58／「学校に

おける道徳教育」所収の「道徳教育における学校の任務」, 283-304／「教科指導と道徳教育――

科学の教育を中心として――」, 304-322． 

11) 本文にあげた四つの著作の他に、近年執筆された論稿にも目を通したが、言葉づかいの区別が

明確になされた箇所は見受けられなかった．藤田昌士. 2019.「道徳教育の批判と創造」「教科研

『道徳と教育』部会の研究経過」藤田昌士・奥平康照監修『道徳教育の批判と創造』（エイデル研

究所）． 

12) 前掲10)，291． 

13) 『道徳教育と人間形成』には、藤田氏による文章の中に「徳目」という言葉は用いられていな

い．唯一、村井実氏の表現を引用した中に用いられているのみである。『道徳教育の実践』では、

「徳目」という言葉が複数用いられているが、その表現の仕方は、例えば「現実には、あれこれの

徳目がひとり歩きしている授業が少なくない」（4頁）や「道徳性とは、あれこれの徳目的知識の

寄せ集めではない」（5頁）など、少なくとも子どもが身につけるべき望ましいものとして取り上

げられてはいない．また、『道徳教育 その歴史・現状・課題』においても、「修身教授、また訓練

をもおおう徳目主義の問題についてはこれまでほとんど述べることができなかったのですが、そ

の問題性を、まず、あれこれの徳目を操作することによって既成の秩序への服従を求めるそのお

しつけ的な性格に求めたいと思います」（37頁）のように、「徳目」は同様の扱いがなされている． 

14) 同書, 294． 

15) 前掲5), 236． 

16) 前掲4), 71． 

17) 「価値」のような対象が言葉であるか否かを厳密に規定する立場は、宇佐美氏の論稿において

一貫して保持されてきたものである．詳しくは、宇佐美寛. 1987.『教育において「思考」とは何

か――思考指導の哲学的分析――』（明治図書）のうち、特に「第八章 記号としての徳目」ある

いは「第九章 徳目と人間像」を参照． 

18) 前掲4), 97． 

19) 宇佐美氏のいう「価値は経験である（筆者注：実際には「価値である経験」）」という主張は、

経験とは何かという新たな問いを喚起する．「徳目主義」ないし「徳目」の内実について考察する

ことを目指す本稿は、その問いに対する考察を行う場ではないため、検討すべき事項のみ引き出

しておこう．①宇佐美氏は「経験」という言葉をどのような意味で用いているか、②経験を通して

個々人の「価値観」が形成されていくプロセスはどのようなものか、③「価値」と「経験」の包含

関係はどのように考えられるか（「価値」と「経験」は全く重なり合うものなのか、それともどち

らか一方に含まれるものなのか）． 

20) 拙稿. 2020.「「後悔」とは何か（2）―道徳読み物教材「足袋の季節」の分析を通じて―」『茨

城大学全学教職センター紀要』39, 305-318を参照． 

21）一方で、教育基本法（旧）の制定に至る過程では「徳目」という用語が用いられていたことが

確認できる．例えば、文部科学省が作成している「教育基本法資料室へようこそ！」というホーム

ページのうち、「教育基本法ってどんな法律？―昭和 22 年教育基本法制定時の規定の概要」を参
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照。具体的には「教育の目的は、Ａ：人格の完成をめざし、Ｂ：平和的な国家及び社会の形成者と

して、（以下の徳目を有する）心身ともに健康な国民の育成を期すること．1 真理と正義を愛し、

2 個人の価値をたつとび、3 勤労と責任を重んじ、4 自主的精神に充ちた」と記載されている．

文部科学省 HP（https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_01.htm）（最終閲覧日：

2020年6月10日）． 
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コロナ禍における動画配信の効果 

 

―― 附属幼稚園の事例から ―― 

 

小 野 貴 之＊ ・ 水 内 幸 惠＊ ・ 神 永 直 美＊＊ 

(2020年10月21日受理) 

 

 

Effects of Video Streaming during the COVID-19 Pandemic: The Case of Ibaraki University Kindergaten 
 

Takayuki ONO、 Yukie MIZUUCHI and Naomi KAMINAGA 

 

 

キーワード：コロナ禍、動画配信、附属幼稚園、事例検討 

 

新型コロナウイルス（COVID-19）の国内の感染者数が増加したことから、茨城大学教育学部附属幼稚園（以下、本園）は、

2020年 3月 2日から 5月 31日まで修了式や始業式、入園式を除き、長期にわたり休園となった。外出を控えざるを得ない

ことから、幼児の生活は友達との交流や外遊びの機会が奪われるなど一変した。そのような状況の中、本園では、幼児の家

庭における直接的・具体的な遊びの体験を促すとともに家庭との情報を共有できるよう、いち早く YouTube による動画配信

（限定公開）に着手した。同じような思いで全国の様々な幼稚園でも色々な取組が広がりを見せた。文部科学省では、そのよ

うな取組を「新型コロナウイルス感染症への対応のための幼稚園等の取組事例集」１）として 2020 年 5 月にまとめ、各園に配

付した。それは、各園の多様な取組のエッセンスを紹介しているが、幼児の反応等には触れられていない。本稿は、本園で

行った動画配信の取組が幼稚園再開後の幼児と教師の信頼関係づくりや教育活動へのつながりに効果があるかどうかを幼

児の反応をもとに考察した。事例を検討した結果、動画配信により幼児が幼稚園と切れ目なくつながっているという気持ちを

もてたこと、教師に親しみを感じることができたこと、保護者が動画で喜んでいる幼児の姿を見て安心感を得たこと、幼稚園

のコロナウイルス感染予防対策についての情報を得ることで新しい幼稚園での生活が予想できたこと等の効果がみられた。 

 

 

はじめに 

 

本園は、豊かな人間理解を根底とする社会性の芽生えを重視し、基本的な生活習慣の育成を図る

とともに、自主性・創造性を養い、明るく健全な心身の発達を助長し望ましい人格の形成を目標と

している。「幼児期は、自分の存在が周囲の大人に認められ、守られているという安心感から生じる

安定した情緒が支えとなって、次第に自分の世界を拡大し、自立した生活へと向かっていく」2)と 

―――――――― 
*茨城大学教育学部附属幼稚園  **茨城大学教育学部 
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捉えており、幼児が安心感をもって能動的に遊びや生活を送ることが、本園の目標を達成していく

上で重要であると考える。 

また、幼稚園教育要領解説に「教師との信頼関係を結ぶことができた幼児は、自分から興味や関

心のあるものに関わり、次第に友達と共に過ごす楽しさや喜びを味わうようになる。このようにし

て得た安定感は、心の健康を育てる上で重要であり、幼児が自立の方向に向かっていく上でも欠く

ことができないものである。心と体の調和をとりながら健康な生活を営まれていくことに留意しつ

つ、一人一人の幼児との信頼関係を築いていかなければならない。」3）と示してあるように、教師と

信頼関係を結び、安心感をもつことが幼稚園で健康に過ごしていくためには重要である。 

 しかし、2020年１月後半から日本における新型コロナウイルスの感染拡大し、3月から多くの学

校や幼稚園が休校園となった。本園も 2020年 3月 2日から休園となるが、その時には休園がいつ

まで続くのか見通しがもてない状況であった（結果的には5月31日まで休園）。家庭でも、通常の

社会生活を送ることが困難となり、幼児は不安感を募らせることになったと思われる。そのような

状況の中で、幼児が健全に生活していくためには幼稚園として何ができるのか、幼児（家庭）と幼

稚園のつながりを切らない方法はあるのかを考え、休園期間の平日は毎日、動画共有サイトの一つ

である「YouTube」4)の中の限定公開という機能を使った動画配信を行うこととした。現在は、

Youtuber が小学生男子の就きたい職業ランキング 1 位 5)になるくらいであり、幼児にとっても

YouTubeは大変身近なものになっていると言える。幼稚園からの動画を視聴することで、幼児の直

接的、具体的な遊びを促すことにつながったり、幼稚園のことを思い返したり、クラスの担任の姿

を見て安心感をもったりできるのではないかと考えた。本研究では、YouTubeで動画配信を行った

ことによる幼児の反応や登園後の様子の事例、また保護者の感想等に焦点を当てて分析し、その効

果について検討した。今後の保育の在り方を考察する一助としたいと考える。 

 

研究の方法 

 

 次のような方法で、研究を進めた。 

１． 休園中に本園で録画・編集・配信した動画を分析する。 

 ・内容から７つのカテゴリーに分類し、再生回数等を比較し分析する。  

２． 動画配信の効果について検討する。 

・保護者への電話による聞き取り調査を行う。1週間に1回は担任が各家庭に電話をし、幼

児の様子を聞く際に、動画を視聴した幼児の反応や、保護者の感想を聞き取る。 

      ・幼稚園再開後の幼児の様子を観察し事例にまとめる。 

  

研究の内容 

 

１．配信動画の分析 

 動画は、平日には毎日配信することを目標とした。在宅での生活が強いられる中、幼児が幼稚園

の教師に画面を介してではあるが会うのを楽しみに待ち、つながりを感じられればと考えたからで

ある。録画、編集等は教師の過重な負担とならないよう、当初から手軽にできる方法をいろいろと
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模索した。結局スマートフォンですべての工程を行う方法を選択した。編集は、編集アプリを使用

した。声の大きさの調整、文字や音楽の入れやすさ、BGM とのバランスの取りやすさ、フォント

や色、スタンプの豊富さなどから使いやすいと判断したからである。 

内容については、5 日分程度を見通して各教師が提案し相談して決めた。内容によって、登場す

る人数や配役等を決定した。多様な内容を心がけ、幼児が興味、関心をもって視聴したり、まねし

たりできるものとした。YouTubeでの限定公開としたので、アップ後にそのURLをマチコミメー

ルで家庭に一斉送信するという方法をとった。 

配信期間は、2020年3月3日から5月29日までである。配信した内容は以下の通り（表１）

であった。生活、運動、自然、製作、物語、音楽、情報の７つのカテゴリーで分類した。幼児数

は、2019年度（3月31日まで）が115人、2020年度（4月1日から）は128人である。動画は

最短が４分21秒、最長が24分12秒、平均時間は9分31秒であった。 

 

表１．配信動画の配信日と内容等                                    

 配信日 内容 分類 再生回数 

１ 3月3日 ひなまつりの歌と紙芝居 音楽・物語 530 

２ 3月4日 体遊びとなわとび 運動 318 

３ 3月5日 絵本『ぐるんぱのようちえん』 物語 241 

４ 3月6日 体操『こんちゅうたいきょくけん』 運動 279 

５ 3月7日 エプロンシアター『アンパンマン』 物語 183 

６ 3月10日 人形劇『３びきのこぶた』 物語 216 

７ 3月11日 体操『ちょっとだけたいそう』とクイズ 運動・生活 228 

8 3月12日 絵本『ぐりとぐら』（一部劇あり） 物語 180 

9 3月12日 年長組の修了式について 生活・情報 142 

10 3月12日 ゲストさんとうた（年長児限定） 自然・音楽 36 

11 3月14日 劇『いただきバス』と体操『エビカニクス』 物語・運動 197 

12 3月16日 修了のメッセージと歌『ともだちラララ』 生活・音楽 158 

13 3月17日 そらとぶわっかを作ろう 製作 162 

14 3月18日 ふれあい遊び 運動 144 

15 3月19日 絵本『おじさんのかさ』 物語 123 

16 3月23日 劇『ねずみとらいおん』 物語 229 

17 3月24日 ボールで遊ぼう 運動 130 

18 3月25日 園庭のはるさがし 自然 120 

19 3月26日 影絵『ねずみのすもう』 物語 128 

20 3月30日 フラフープで遊ぼう 運動 139 

21 3月31日   ヘビダンスと歌『ちいさなせかい』 音楽・物語 126 

22 3月31日 お別れの先生のお話 生活・情報 199 

23 4月6日 始業式について 生活・情報 173 

 
写真１．ひなまつりの歌と紙芝居（3月3日） 

写真3．ヘビダンスと歌（3月31日） 

写真２．空とぶわっかを作ろう（3月17日）  
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24 4月7日 入園式について 生活・情報 134 

25 4月8日 先生と一緒に園歌を歌おう 運動、音楽 327 

26 4月10日 新しい先生の紹介と 

体操『バナナくんたいそう』 

生活 

運動、音楽 

305 

27 4月13日 ムウくんの庭(園庭)の自然を見てみよう 自然 234 

28 4月14日 体操『しゅりけんにんじゃ』 

 牛乳パックでしゅりけんをつくろう 

製作・運動 211 

29 4月15日 色々な動きで進んでみよう 運動 187 

30 4月16日 パネルシアター『おおきなかぶ』 物語 180 

31 4月17日 新聞紙で遊ぼう 製作 163 

32 4月20日 絵本『ぞうくんのさんぽ』 物語 156 

33 4月21日 新型コロナウイルスについての話 生活・情報 140 

34 4月22日 絵描き歌 製作・音楽 132 

35 4月23日 紙芝居『おたまじゃくしの101ちゃん』 

折り紙「かえる」 

物語・製作 158 

36 4月24日 パネルシアター『うさぎとかめ』 物語 147 

37 4月27日 絵本『はらぺこあおむし』 物語 176 

38 4月28日 ゲームとくるくるだこ 生活・製作 159 

39 4月30日 タオルをつかって運動しよう 運動 126 

40 5月1日 ギターの紹介と歌『こいのぼり』 音楽 138 

41 5月7日 「何の音かな？音遊び」 音楽 117 

42 5月8日 ペープサート作りとお話 製作・物語 138 

43 5月11日 ジャガイモの植え付け 自然 120 

44 5月12日 先生と踊ろう 園歌ダンス 運動・音楽 177 

45 5月13日 わらべうた たけのこ遊び 音楽・運動 118 

46 5月14日 渡邊先生の話(保護者向け)と運動 情報・運動 89 

47 5月15日 渡邊先生と一緒に遊ぼう 運動 107 

48 5月18日 ビンゴゲーム・園歌ダンス 生活・ 

運動・音楽 

144 

49 5月19日 登園の流れについて・ハンカチ遊び 生活・情報 159 

50 5月20日 おやつや昼食について 

袋でポンンポンを作ろう 

生活・製作 152 

51 5月21日 人形劇『おむすびころりん』 物語 167 

52 5月26日 降園の流れの話とウサギのハルちゃんの紹介 生活・自然 173 

53 5月27日 ヨガを楽しもう 運動 105 

54 5月28日 ぱっちんカエルをつくろう 製作 127 

55 5月29日 園歌ダンスを踊ろう！ 運動・音楽 194 

 

写真4．新聞紙で遊ぼう（4月17日） 

 

 

写真5．新聞紙で遊ぼう（4月17日） 

 

写真6．ゲームとくるくるだこ（4月28日） 

写真7．園歌ダンスを踊ろう！（5月29日） 
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＜結果と考察＞ 

・3月（2019年度、幼児数115）の動画配信回数は22回（うち年長児限定1回）、平均視聴回数

は202回（最高530回、最低120回（年長組限定配信を除く））であった。 

・４、５月（2020年度、幼児数128）の動画配信回数は33回、平均視聴回数は162回（最高

327回、最低89回）であった。 

・最高視聴回数は、配信最初の日（530回）であった。

初めての配信で高揚感が高まったのであろう。また、教

職員が全員登場して、『ひなまつり』の歌を歌ったこと

で、自分の担任とのつながりを感じたのであろう。実際

に、後日幼児が「ママに『もういい加減にしなさい』っ

て言われるくらい毎日見たよ」と話していた。 

・配信内容の分類（カテゴリー別）は表2の通りであ

る。（それぞれの内容について、全体に示す割合を求め

たものであり、１つの動画にいくつかの内容が含まれる

ものがあることから、合計は100％にはならない。）「運

動」が多くなっているのは、家庭で過ごすと運動不足が

懸念されると考えたことから、意識的に体を動かす遊びを取り入れ、運動を促そうとしたためであ

る。3月に「物語」が多くなったのは、急に配信を決めたので、絵本の読み聞かせ等、いつも担任

がクラスで行っており、取り組みやすいものを配信したことによる。 

・表には記していないが、教師の登場数が多いと視聴回数が上がる傾向が見られた。「自分の先

生」が語りかけ、一緒に活動する方が嬉しいしつながりを感じるのであろう。3月の方が、４、５

月よりも平均視聴回数が多いのも、親しみのある先生が登場する動画と新しい先生が登場する動画

の違いなのかもしれない。 

・同じ動画を複数回（違う日に）見て、一緒に歌ったり踊ったり、運動したりして活動するイメー

ジをもっていただが、視聴回数からはそのような行動に結びついていなかったとも読み取れる。し

かし、現在のYouTubeの仕様が１つのアドレスから一定期間に１回しか再生回数がカウントされ

ないようになっており、一定時間内に同じ動画を何回再生しても再生回数は1回 6)ということなの

で、幼児の特徴として配信されたときに何回も繰り返し視聴することがあっても視聴回数に反映さ

れていないのかもしれない。また、パソコンではなくスマートフォンで視聴していた家庭が多かっ

たことも、（URLからの視聴となるため）影響しているとも考えられる。 

 

２．動画配信の効果について 

＜保護者への電話による聞き取りから＞ 

休園の期間は、1 週間に 1 度の割合で各家庭に担任から電話をし、幼児の様子、困っていることはな

いかの確認をした。そのときに、動画配信の感想や幼児の反応などを聞き取った。それをまとめたものを

次に示す。 

 

・「子どもが毎日 YouTube をとても楽しみにしている」「何度も見て楽しんでいる」「一緒に体を動かしてい

 

内容 3月（2019） ４，５月（2020） 

生 活  ４（19％）  ９（27％） 

運 動  ８（38％） １２（36％） 

自 然  ２（10％）  ３（9％） 

製 作  １（５％）  ８（24％） 

物 語 １０（48％） ８（24％） 

音 楽 ４（19％） ９（27％） 

情 報  ４（19％）  ５（15％） 

 

表2．配信内容の分類（カテゴリー別） 
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る」「音楽に合わせてダンスをしている」「先生と一緒に～しているという気持ちでいる」などと好意的な回

答が大半であった。親子で楽しみにしていると話す保護者も多かった。 

・修了式や入園式に関する動画を配信したときには、「流れを説明してもらい、イメージをもって参加する

ことができた」「子どもが何度も見て、練習していた」「保護者の動きもわかりやすかった」「修了式では、全

く練習などしていない幼児たちが堂々としていて、とても感動した」などの感想が寄せられた。 

・「幼稚園（担任）と自分がつながっているという思いがもてている」「特に担任が登場するのを心待ちにし

ている」「いつ幼稚園に行けるの？」「明日、幼稚園に行きたい」と幼稚園を自分の行く場所として認識して

いる様子がうかがえた。教師や幼稚園への親しみの増幅を語る保護者も多かった。特に、新入園の幼児

にとっては、休園が続く中で自分の所属意識を高めることができたようである。 

・「急な休園になってしまったが、すぐに動画配信が始まったことで、幼稚園（担任）と気持ちがつながって

いることを感じた」「このような状況の中で動画を配信していただき、ありがたかった」「先生も身体に気を

付けてください」「頑張ってください」などと、感謝の気持ちや激励を伝える保護者が多くいた。 

・担任が登場すると「この人が担任の先生だよ」と家族に教えたり、「○○先生だ！」と言って喜ぶ姿が見

られたりしたとの報告を数多く受けた。 

・「休園前からムウくんの庭（北面園庭）のオタマジャクシのことがとても気になっていて、よく話していたの

で、動画でオタマジャクシの様子を見ることができてとても喜んでいる」と話す保護者がいた。その後、幼

児が、「オタマジャクシはこれから後ろ足が生えてきて、そのあとに前足が生えてくるんだよね」とうれしそ

うに電話口で話していた。 

・「（幼稚園で飼っているウサギの）ハルちゃんのお世話をしている動画がお気に入りで、何度も再生して

楽しんでいる」「『早くお世話をしたり、撫でたりしてみたい』とうれしそうに話している」と幼稚園への期待

が高まっている様子を語った保護者がいた。 

 

このように、毎日の動画配信を通して、幼稚園（教師）と幼児・保護者とのつながりを確認したり新たなつ

ながりが生まれたりしたことが認められた。また、幼稚園の新型コロナウイルス感染予防の対応をはじめ、

担任や園内の環境を紹介したりすることで、保護者も幼稚園再開後の生活の様子を想定することができ、

安心感をもつことができたと考えられる。 

  

＜事例の検討から＞ 

6月からの幼稚園再開となったが、その時に、動画で配信していたことと保育が自然につながるよう、そ

のことにより幼児が安心して幼稚園での生活を始められるようにしたいと考えた。各クラスでの環境構成に、

配信した内容に応じた製作のコーナーを設定したり、紹介したダンスや体操等を踊る機会を設けたり、絵

本を置いておいたりした。その時の幼児の様子を観察し、事例としてまとめた。また、幼児から配信した動

画について友達や教師に語る姿も見られたため、それらの会話の内容も整理した。 

 

○事例１ 「幼稚園の歌のダンスを踊ろう」 幼稚園再開後 5歳児6月～7月 

・クラスで活動をしている際に、園歌のダンスについて話すと、「園歌のダンス知ってる」「YouTube で見て

たよ」「お家でいっぱい踊ったから、もう覚えているよ」等の声があがる。「みんなで踊ってみよう」ということ

になり、曲をかけると多くの幼児が自信をもって踊っていた。踊り終わると、笑顔で「もう一回やりたい」と話
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す姿も見られた。（写真８） 

・七夕を全学年で楽しめるように、七夕の会を行うことにした。最後に全員で園歌を歌うと、年長、年中、年

少組の幼児の中にその場で園歌ダンスを踊る姿が見られた。そこから踊りたい幼児が前に出て踊ることを

促すと何人かの幼児が前に出てきた。それを見て、それまで踊っていなかった幼児も踊るようになり、み

んなでうれしそうな表情をして踊る様子が見られた。一体感を味わっているようだった。（写真９） 

 

 

 

 

 

 

 

            写真8． 園歌のダンスを踊ろう 写真9．七夕の会での様子 

［考察］ 

４月、５月が休園となり、幼児は長い間幼稚園での生活を離れることになった。そのような中で、園児が

大好きな園歌を教師が歌い歌詞を紹介したり、振りを付けて配信したりした。進級の幼児は幼稚園を思い

出し、新入園の幼児は園歌を知り親しみがもてるようになるのではないかと考えてのことである。幼児は、

幼稚園から動画配信された馴染みのある園歌ダンスを視聴することで、自分が「附属幼稚園の一員」とい

う意識を改めてもつことができ、それが久しぶりの幼稚園生活で安心感を得られることにつながったと考

える。また、七夕の会の様子から、配信動画を見ていたことが共通の体験となり、幼稚園再開時にはすで

に多くの幼児が園歌ダンスの振りを一体感をもって踊っていたことから、自分が知っているダンスを友達

みんなも知っていることに安心感やうれしさを感じることができていたのではないかと思われる。 

 

○事例２ 「円滑な園生活の再開」 幼稚園再開後 ６月 

幼稚園再開が決まると、フェイスシールドの保管方法やトイレでの手の洗い方、拭き方、密を防ぐため

の並び方等のコロナウイルス感染予防対策など、新たな園での過ごし方について配信した。教師が幼児

役や大人役になって演じ、養護教諭が説明を行った。 

 幼稚園再開後、多くの幼児がフェイスシールドの保管や使用、トイレでの手の洗い方や並び方等を「知

ってる、知ってる」と言いながら円滑に行う様子が見られた。また、ク

ラスでの集まりの際に新型コロナウイルスの話やコロナ対策につい

ての話をすると真剣な表情で聞く姿が見られた。その後、幼児から

「ソーシャルディスタンスを守らないといけないね」「３密にならない

ようにしようね」等の声があがった。幼児がコロナ対策を意識しなが

ら生活していくことの大切さを感じている様子が伺えた。また、おや

つや弁当の食べ方が、今までとは大きく変化した（各クラスで食べて

いたのを、プレイルームに常設のパーテーションを設置したテー 

ブルで食べる）が、それもスムーズに行うことができた。（写真10） 

 

写真10．プレイルームでの食事の様子 
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［考察］ 

幼稚園再開にあたり、コロナウイルス感染予防対策についての動画を配信することで、幼児には生活

の仕方を知らせることができ、保護者には具体的な対応について啓発することができた。幼児も保護者も

納得した様子で、新しい園生活の仕方（登園時の健康チェック、手洗いの仕方、トイレの使い方、食事や

おやつのとり方など）へとスムーズに移行する様子が見られた。そのことから、この動画配信は園生活を

円滑に再開するための情報伝達の役割を果たすことができたと考えられる。幼児の言葉から、動画の配

信を通してコロナウイルス感染予防対策をしていくことの必要性について意識したり、考えたりする契機と

なったのではないかと思われる。また、保護者にとっても、2020 年 6 月に報告された「保育・幼児教育施

設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査」7)によると、園に寄せられた保

護者からの相談内容で、最も多かったのが「園でのコロナ予防対策」を知りたいというものだったことから

も、保護者にとっての一番の心配事である幼稚園の対策を動画で見ることによって、安心感が生まれたの

ではないかと考える。 

 

○事例３ 「これ見たことある！」「知ってるよ」 幼稚園再開後 5歳児6月 

手裏剣やくるくる凧等の作り方を動画で見て知っている幼児が、製作コーナーに材料が置いてあるの

を見て、「これ作り方知ってるよ！」「作ってみる」と話しながら遊び始める姿が見られた。 

幼稚園が再開してすぐに、「先生、YouTube 見てたよ」と話す幼児が

いたり、同キャンパス内の幼児の兄、姉にすれ違ったときに「○○先生

でしょ、うちの弟のことよろしくお願いします」と声を掛けられたりと、始

業式だけしか会っていない幼児もその家族も親近感をもって声を掛け

てくるということがあった。 

また、「先生が出ている動画おもしろかったよ」と話しかけてくる幼児

や、それを聞いていた幼児が「YouTube でやっていたギターを見せ

て」と興味をもった様子で話す幼児などがおり、まだ数回しか会って

いない幼児とも打ち解けて保育を開始することができた。 

［考察］ 

新型コロナウイルスによる休園によって、いつもとは異なる状況の中で久しぶりの登園となり、幼児たち

は少し緊張している様子が見られた。しかし、配信動画を観たり作ったりしたことがある材料が保育室に置

いてある（製作のコーナー）ことで、遊びの続きとして取り組むことができたのではないかと考える。 

また、配信動画に担任が登場すると、多くの幼児が喜んだり保護者に声を掛けたりしていたことから、

直接会うことができない期間が長期にわたり続いていたが、動画を通して担任やその他の教師とのつな

がりを感じることができていたと思われる。様々な動画を見る中で、教師のもつ雰囲気や話し方などを知

ることで安心感や期待感につながったのではないかと思われる。 

 

○事例４ 生き物への関心  

＜オタマジャクシ、カエル＞  幼稚園再開後 5歳児6月 

「ムウくんの庭（北面園庭）に行きたい！」「池でオタマジャクシを探したり、虫を探したりしたい！」と話し

ていた幼児がいたので、クラスのみんなでムウくんの庭で遊ぶことにした。池の中にはオタマジャクシは

写真11．YouTubeで見た先生のギター見せて 
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いなかったため、池に行きたいと言っていた幼児が少し悲しそうな表情をしていた、すると別の幼児が「カ

エルになってどこかに行っちゃったんじゃない？」と言って、今度はカエル探しが始まる。しかし、カエル

も見つけることはできなかった。2 週間後、ムウくんの庭で遊んでいると、小さなカエルを発見して喜ぶ。

その後、虫カゴに入れて保育室に持って行くと興味を示し、「石が入っていないから、入れてあげようよ」と

言って石を入れて足場を作る。その後、カエルに興味を示した幼児が集まってカエルの飼い方について

図鑑や絵本を見て調べ始める。 

＜ウサギのハルちゃん＞  幼稚園再開後 5歳児6月 

クラスで集まった際に、幼稚園で飼っているウサギのハルちゃんの世話についての話になり、当番活

動の話し合いが始まった。 

ハルちゃんのお当番活動をしていると、ある幼児が教師に「幼稚園がずっとお休みだったとき、だれが

ハルちゃんにエサをあげていたの？」と心配そうに言った。教師が「お休みの間は先生が交代しながらエ

サをあげていたんだよ」と伝えると、「そうなんだ」と言って頷き、納得する様子が見られた。 

［考察］ 

長い休園の間、園にいる生き物のことが気になっていたり、生きているか心配したりしていた様子が伺

えた。園庭の中で生きている生き物や飼っている動物についての動画を配信することで、現在の動植物

の様子を知ったり、飼っている動物の様子を見て安心したりすることができたのではないかと思われる。 

カエルを見つけてクラスで飼うことになった過程を振り返ると、休園前に興味を示していたオタマジャク

シの興味を、動画配信によって継続することができたことが要因の一つではないかと考える。 

 

○事例５ ムウくんの庭  幼稚園再開後 4、5歳児6月  

配信動画のオープニング映像はムウくんの庭で撮影することが多く、ムウくん（ムウくんは本園のキャラ

クターで赤いクマ）のぬいぐるみやオタマジャクシ、草花等が映されていた。幼稚園再開後、ムウくんの庭

に行くと、ムウくんのぬいぐるみが置いてあった木の上や小屋の中を見て、ムウくんや動画に出てきたオ

タマジャクシ、草花を探す幼児の姿が見られた。（写真12、13） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[考察] 

動画のオープニングに馴染みのあるムウくんや園環境が登場することで、幼児はこれまでの幼稚園で

の遊びや生活を思い出したり、現在の幼稚園の様子について考えたりするきっかけとなったと考える。ま

た、こういった体験を通して、幼児は長く休園している中で改めて幼稚園に所属している意識をもつこと

につながったのではないかと思われる。 

写真12．ムウくん、どこにいるの？ 写真13．オタマジャクシはどこだ？ 
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研究の結果 

 

 ＜コロナ禍における動画配信の効果＞ 

新型コロナウイルス感染予防のための長期休園後に、幼稚園を再開したときの幼児の様子は、報道等

で伝えられていたような情緒が不安定になったり戸惑ったりするというよりは、「ステイホーム」という生活の

なかで新型コロナウイルスについての知識を得て、幼児なりに現実を受け止めているように見えた。明ら

かに以前とは違い、手洗いの意味を理解してきちんと行おうとする様子が見られたり、「ソーシャルディス

タンス」という言葉を会話の中で使い気にしていたりと、幼児なりに現実と真剣に向き合おうとしていること

がうかがえた。報道を見たり、幼児を取り巻く周囲の大人が幼児たちに状況を伝えたりしてきたことで、意

外にスムーズに新しい園生活の仕方を受け入れていたように思う。その幼児の様子は、本園が行ってき

た動画配信の効果も少なからずあったのではないかと、聞き取り調査や事例などから推察することができ

る。これまで示してきたように、動画配信により幼児が幼稚園と切れ目なくつながっていたという気持ちを

もてたことや、教師に親しみを感じることができたこと、保護者が動画を見て喜んでいる幼児の姿を見て

安心感を得たこと、幼稚園のコロナウイルス感染予防対策についての情報を得ることで新しい幼稚園で

の生活が予想できたこと等の効果があったことは間違いない。新型コロナウイルス感染拡大で人との接触

をできるだけ避けて生活することが当たり前になりつつあるが、幼児にとって人とのつながりを生活の中

で感じることは成長にとって欠かせないことである。また、保護者と情報を共有することも安心した生活を

送るために欠かせない。その新しい方法として、動画配信に多様な可能性を見出すことができ、今後の

保育の在り方を模索していく際に生かしていきたいと考える。 
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有効数字を考慮して適切な数値計算を行う技能が理工系学生に要求される。しかし、大学 2 年次でその技能を身につけ

ている者は少ない。そこで、それを身につけるための副教材を開発した。副教材は WBT で運用される。その教育的効果を

調査するため、WBT の実施の前後にペーパーテストを実施し、得られたデータを統計的方法で評価し、副教材の有効性を

示した。 

 

 

はじめに 

 

実験は測定をとおして知識を得るための手法であり、その教育上の必要性は我が国の中学校学習

指導要領 1) 、高等学校学習指導要領 2) に示されている。対象とする現象を正しく理解するためには

実験データから結果としての物理量を正しく得なければならない。そのためには有効数字を考慮し

た適切な数値計算を行うことが必要である。しかし、その教育は高等学校では十分に行われていな

いことが指摘されており 3-7)、この指摘は著者が担当する学部専門科目、物理学実験を通しても実感

されることである。有効数字を考慮した厳密な数値計算は誤差論の知識 8,9) が必要であるが、これ

は大学の学部レベルの内容である。つまり理工系の学部へ入学した殆どの学生は有効数字を考慮し

た適切な数値計算を行う技能を持ち合わせていないが、大学の専門課程以降にその技能が要求され

る状況にある 10)。そのためその技能は学部の低学年時に身につけることが必要とされる。他方、将

来理工系へ進む生徒についても入試問題を解く際にその技能が要求される可能性もありうる。 

―――――――― 

*茨城大学工学部 
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そこで、その学習を補助するための副教材を開発した。副教材は、WBT（web based training）によ

って運用されるので、時間や場所の制約を受けずに学習を提供できる。副教材の教育効果を調査す

るために、利用者に対して WBT の実施の前後にペーパーテストを実施した。得られたデータを統

計的方法で評価し、その有効性を示した。またその運用をとおして得られた知見についても報告す

る。 

 

 

開発した副教材 

 

１．概要 

副教材を開発するにあたり次の3つの要件を考慮した。 

R1：幅広い IT 機器で練習の環境が提供できること。 

R2：使用者が学習履歴を確認できること。 

R3：システムの運用が簡単であること。 

副教材を構成する複数のプログラムは PHP 言語で記述され、それらは 1 つのフォルダに収められ

る。それをウェブサイトへアップロードする。ウェブページからフォルダ内のメニューページ

（main.html）にリンクを張り、本副教材を使用する。人と副教材との情報の流れを図1に示す。学

生は副教材で出題される問題を解答し練習を行う。学習履歴はフォルダ内に保存され、学生は学習

履歴を確認できる。教員は学修履歴を確認して各生徒の学習情報を把握する。もし必要であれば、

教員は成績不振の学生とコミュニケーションをとり指導を行う。 

 

図1 開発した副教材の概要。 

 

２．練習の内容 

物理的意味のある数字を有効数字と言い、これは数学的な数字とは区別される。測定データから

既存のWEBサイト 

副教材のフォルダ 

（HTMLファイル・PHPスクリプト・学生の学習履歴） 

学 生 教 員 
コミュニケーション 

WBTトレーニング 

学習の理解度を知る 
学習情報の把握 
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結果を得るまでには次のことを行う。 

P1：測定データから最確値を求める 

P2：最確値の誤差を見積もる 

P3：最確値の有効桁数を誤差の値から定める 

これらを実行するために理解すべきと考えられる内容を次に列挙する。 

T1：有効桁数の正しい判断 

T2：最確値の有効桁数の決め方 

T3：有効桁数の異なる数値の和算 

T4：ある数値に対し、それより極端に小さい数値の和算 

T5：互いに非常に近い数値同士の減算（桁落ちを理解する） 

T6：有効桁数の異なる2つの数値についての掛算 

副教材ではT1からT6の練習を行うことができる。 

 T1 について。表 1 に数値の表現についての幾つかのパターンを示す。タイプTA からTE の内ラ

ンダムに1つの問題が出題される。解答者は答えを選択肢の中から 1つ選ぶ（図2a）。 

 T2について。誤差の値がランダムに示される。そのときの最確値の有効桁数を選択肢の中から1

つ選ぶ（図2b）。 

 

表1 T1についての問題の分類。 

タイプ 例 有効桁数 説    明 

TA 0.0001 1 位どりが含まれる表現 

TB 1000 4 後ろに0が続く整数 

TC 1.00 3 小数点を含む実数 

TD 100.0 4 小数点以下に0が続く実数 

TE 1.000×10－19 4 指数 

 

   

図2 WBT の様子。 (a) T1タイプの問題、 (b) T2タイプの問題。 

 

 T3 について。数値の末位の桁がそれぞれ異なる 3 つの数値の和算についての問題が出題される。

解答者は答えを数値で入力する。和算と減算は計算の方法が同じであるため、T3は減算の訓練も兼

ねている。 

 T4について。有効数字の範囲が重ならない2つの数値について和算の問題が出題される。例えば

(a)) (b)
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a = 1.23、b = 0.0000123として、有効数字を考慮してそれらの和を求めると、答えは1.23である。つ

まりbを足すことは無意味であることを理解することが目的である。 

 T5について。互いに近い2つの数値についての減算の問題が出題される。例えば a = 2.005、b = 

2.003として、有効数字を考慮して求めると答えは 2 × 10-3である。つまり桁落ちを理解することが

目的である。 

 T6について。有効桁数の異なる2つの数値の掛算についての問題が出題される。掛算と割算は計

算の方法が同じであるため、T6は割算の訓練も兼ねている。 

T1からT6の練習では、解答に応じて画面上に種々のメッセージが表示される。もし解答が間違っ

ていれば、その間違いについての指摘と答えの導出の方法が示される。 

 

 

副教材の教育効果の調査 

 

１．WBT の導入前 

 本副教材を学部の専門科目、物理学実験で使用した。授業は週に2回行われ、学生はAとBの2

つのグループ、それぞれ約50名に分かれた。表2のスケジュールに従ってペーパーテストとWBT

による副教材の運用を実施した。t1は第1回目のペーパーテストを意味する。ペーパーテストを行

う目的は副教材の教育効果を定量的に評価すること、そして教員にかかる負担を調査することであ

る。2 つのグループのペーパーテストの結果を表 3 と 4 に示す。第 1 回から第 8 回までの問題の種

類は次のとおりとした。問題番号1から4はT1タイプ、問題番号5はT2タイプ、問題番号6はT3

からT6タイプの中から1問である。また第10回以降の問題の種類は次のとおりとした。問題番号

1から3はT3からT6タイプ。またセルの数値は受験者の正答率である。正答率の平均Rは毎回ほ

ぼ70%以上であった。 

 第 5 回から第 8 回までの期間について、R の箱ひげ図を図 3 に示す。ペーパーテストの開始時期

の違いによるRの相違について t検定およびWilcoxonの順位和検定により調べた。なお解析で使用

したソフトウェアはRである 11)。 

（１）t検定 

 まず対象とする2つのグループの母分散が有意水準5%で等分散であることをF検定で確認した。

次に t検定によりp値を得た（ p = 0.1229 ）。有意水準 5%で判定すると、p > 0.05なので、帰無仮

説は棄却できず、対立仮説を採択できない。つまり両者に有意な差は認められず、2 つのグループ

についてのRは差があるとは言えない。 

（２）Wilcoxonの順位和検定 

得たp値は p = 0.1229 である。有意水準5%で判定すると、p > 0.05なので、帰無仮説は棄却で

きず、対立仮説を採択できない。つまり両者に有意な差は認められず、2 つのグループについての

Rは差があるとは言えない。 

 以上2種類の検定の結果から、ペーパーテストの開始時期の違いで2つのグループについての正

答率の平均Rは相違がないと判断される。 

 T1タイプとT2の正解率は毎回ほぼ70%を超えた。一方、T3からT6タイプの正解率は、問題種
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別によっては40%を切ることもあり、毎回のばらつきが大きかった（図4）。正答率が2極化する傾

向があることを問題番号についての因子分析で調べた。指定できる因子数の上限は扱う対象（ここ

では問題番号の 6）によって制限されるため、因子数を 3 とした。直交回転なしとした。結果を図

5 から 7 に示す。図の横軸は問題番号であり、縦軸はそれぞれの問題の類似の度合を表している。

問題の種別の括りの観点で図 5 と 7 を見ると、特徴があるのは問題番号 1 から 4（有効桁数を決め

る問題）および問題番号 5、6（T3からT6の数値計算をする問題）である。この分析による解釈は

正答率が2極化する傾向と重なる。学生は数値計算の理解が弱いことが分かった。数値計算の中で 

 

表2 ペーパーテストとWBTの実施スケジュール。 

授業の回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

グループ 

A 
    t1 t2 t3 t4  t5 t6 t7    

 WBTの実施    

B 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8  t9 t10 t11    

 WBTの実施    

 

表3  A グループのペーパーテストの正答率。 

授業の回数 

問題番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1         0.73  0.79  0.74  0.72  

  

0.86  0.85  0.96  

2         0.76  0.77  0.80  0.82  0.73  0.85  0.88  

3         0.80  0.81  0.80  0.94  0.73  0.58  0.94  

4         0.90  0.92  0.89  0.88        

5         1.00  0.79  0.83  0.92        

6         0.35  0.56  0.91  0.46        

平均R 
    0.76  0.77  0.83  0.79    0.78  0.76  0.93  

 

表4  Bグループのペーパーテストの正答率。 

授業の回数 

問題番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0.91  0.85  0.83  0.84  0.86  0.89  0.93  1.00  

  

0.98  0.83  1.00  

2 0.91  0.85  0.83  0.84  0.86  0.89  0.93  1.00  0.98  0.95  1.00  

3 0.85  0.81  0.88  0.82  0.83  0.91  0.93  0.98  0.93  0.88  0.88  

4 0.96  0.91  0.88  0.84  0.79  0.89  0.91  1.00        

5 1.00  0.79  0.83  0.62  0.71  0.73  0.84  0.86        

6 0.83  0.64  0.88  0.56  0.74  0.55  0.65  0.89        

平均R 0.91  0.81  0.85  0.76  0.80  0.81  0.86  0.95    0.96  0.89  0.96  
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図3 Rについての箱ひげ図。    図4  T3からT6タイプの正答率の変動。 

 

表5 因子分析。 

 
因 子 

問題番号 第 1 第 2 第 3 

1 0.44  0.87  -0.03  

2 0.41  0.83  0.04  

3 0.44  0.25  0.27  

4 1.00  -0.06  0.00  

5 0.25  0.05  0.49  

6 0.19  0.20  0.34  

      図5 第1因子。 

 

    
図6 第2因子。     図7 第3因子。 

 

もタイプ T5 の正解率が著しく低くかった．これは「互いに非常に近い数値についての減算」であ

り、桁落ちの理解を確認する問題である。解答用紙には0.001の様に有効桁数が曖昧なものや、1.000
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×10-3の様に有効桁数を間違える者が多かった。有効桁数の正しい判断はT1タイプの問題で扱って

おり、その正答率は極端に悪くない。つまり、学生は桁落ちの現象を十分理解していないことが予

想される。従って、講義の時には桁落ちについて十分詳しく説明する必要がある。 

第8回目の授業時にWBTの積極的な活用を学生へ促した。 

 

２．WBT の導入後 

第 10 回から第 12 回までの問題の種類は理解が弱い T3 から T6 タイプとした。正答率の平均 R 

は最終的には90%を超えた。 

まずWBT を実施していない者を含めた全体の成績について評価する。R の箱ひげ図を図 8 に示

す。Rの相違について t検定およびWilcoxonの順位和検定により調べた。 

（１）t検定 

 まず対象とする2つのグループの母分散が有意水準5%で等分散であることをF検定で確認した。

次に t検定によりp値を得た（ p = 0.1248 ）。有意水準 5%で判定すると、p > 0.05なので、帰無仮

説は棄却できず、対立仮説を採択できない。つまり両者に有意な差は認められず、2 つのグループ

についてのRは差があるとは言えない。 

（２）Wilcoxonの順位和検定 

データにタイがあるため正確なp値が計算できず検定することができなかった。 

以上 t検定の結果から、2つのグループについてのRは相違がないと判断される。 

 次に WBT を実施した者の成績について評価する。WBT を実施した者で、かつ評価できるデー

タが得られた者は 2 つのグループを合わせて 25 名であった。WBT の実施前後において、25 名中

24名の成績の向上が認められた。Rの箱ひげ図を図9に示す。 

 

 

図8 Rについての箱ひげ図。WBT を実施して   図9 Rについての箱ひげ図。WBTを実施し 

   いない者も含む。    ている者について。 

 

３．教員の負担 

ペーパーテストで費やされる時間は1回あたり約1時間である（表 6）。学生はしばらく時間がた

B A 

グループ 

0 1

0.
2

0
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0
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0

R
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つと計算方法を忘れてしまうので、ペーパーテストを授業期間中に数回繰り返すことになるであろ

う。また学生がWBTを使用すれば、教員への質問が大きく減ると予想される。WBTを導入すれば、

教員は成績の振るわない学生を指導することに集中できるので、負担が大幅に減らせる。 

 

表6 費やされる時間。 

  時間（分） 

問題作成 15 

用紙の配布 5 

用紙の整理 5 

解答用紙の採点 10 

成績の入力 20 

解答用紙の返却 5 

 

 

まとめ 

 

 対象とする現象を正しく理解するためには実験データから結果としての物理量を正しく得なけれ

ばならない。そのためには有効数字を考慮した適切な数値計算を行うことが必要である。この技能

を持つ重要性は実験を扱う他の分野でも同様であろう。そのためには学部の低学年時に十分な訓練

を積むことが大切である。 

 本稿では初めに開発した副教材の内容について述べた。具体的には副教材のシステム上の位置、

副教材が提供する役割について説明した。また測定データから結果を得る過程で行われる作業につ

いて整理分類し、必要となる練習の項目を抽出して、本副教材で行う練習の項目をまとめた。また

それらについてのWBT の動作について説明した。 

 次に副教材の教育効果の調査について述べた。ペーパーテストで得られたデータを統計手法を使

って定量的に解析した。学生の理解しにくい問題種別を見つけて副教材による改善を試みた。副教

材の使用が教育向上につながることが確認できた。 

 次に本副教材を使用しないとき、教員へかかる負担について述べた。教員の負担は本副教材の使

用で減らせることを示した。 

 著者は、IT が教育者の仕事を奪う存在となるのではなく、IT が教育者の補助となるべき存在であ

ると考えている。IT を積極的に活用することでより良い教育が実現できる。 

 

 

注 

 

1) 文 部 科 学 省 「 中 学 校 学 習 指 導 要 領 」  （ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-

cs/youryou/chu/ri.htm，2020 年 9 月 13 日 12 時 00 分閲覧） 
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cs/youryou/kou/kou.pdf， 2020 年 9 月 13 日 12 時 00 分閲覧） 
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付録 

 

ペーパーテストの様式 

WBT の実施前の例 

 

WBT の実施後の例 

 



茨城大学教育実践研究 39(2020), 367-376 

 - 367 - 

 

観察的評価法による知的障害児のマット前転運動技能 

 

 

松 坂   晃＊  

(2020年10月21日受理) 

 

 

Forward Roll Skills on a Mat by Students with Intellectual Disability using the Observational Evaluation 

Method 
 

Akira MATSUZAKA 

 

 

キーワード：マット運動，前転，運動技能，知的障害，体育 

 

本研究では知的障害児のマット前転運動スキルを検討した。対象児は知的障害特別支援学校小学部 1年生から高等部 3

年生に在籍する男女児童生徒 248名で，知的障害 51名，ダウン症 41名，自閉スペクトラム症 136名，肢体不自由 2名，そ

の他 18 名が含まれている。当該校の体育館で担任教員の指導の下，マットで前転を行い側方からビデオ撮影した。観察的

評価の観点を作成し，ビデオを再生しながら，部分評価 12 項目（頭越し回転期 4 項目，順次接触期 4 項目，回転加速期 4

項目）についてそれぞれ「できる」3 点，「できない」1 点，「どちらともいえない」2 点とした。また，全体印象を 0～100 点で採

点した。マット前転運動スキルの得点に男女間の有意差はみられなかったが，回転加速期の得点や全体印象において小学

部・中学部・高等部と進むにつれて有意に高くなった。また，障害が重いほど得点が低くなる傾向がみられるとともに，ダウン

症児では女子より男子の得点が高い傾向を示した。さらに担任教員による評価とビデオ撮影による評価はほぼ同様の傾向

を示すけれども，担任教員は前に転がることができれば「前転ができる」と評価し，回転後半のスキルについては含まれてい

なかった。特別支援学校の前転指導においては，前に転がることが重視される一方で，回転後半の加速から立ち上がるま

での指導が不足していると思われた。 

 

 

はじめに 

 

知的障害児は定型発達児にくらべると運動技能発達に遅れがみられる（Westendorp et al. 2011）。本

研究では器械運動の基本種目であるマットでの前転をとりあげた。平成 29年告示小学校学習指導要

領解説体育編（文部科学省 2018a）によると，小学校 1・2年生ではマットを使った運動遊びの中に

前転がりが例示されている。3・4年生になると前転「しゃがんだ姿勢から手で支えながら腰を上げ， 
―――――――― 

*茨城大学教育学部非常勤講師 
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体を丸めながら後頭部－背中－尻－足裏の順にマットに接して前方に回転して立ち上がること」が

例示され，発展技として開脚前転が示されている。5・6年生では開脚前転とともに更なる発展技と

して伸膝前転，倒立前転，跳び前転が例示されている。一方，特別支援学校学習指導要領解説各教

科等編（小学部・中学部）（文部科学省 2018b）では，小学部 1段階で横転がりなどいろいろな転が

りなど，2段階で前転がり，3段階で前転「しゃがんだ姿勢から手で支えながら腰を上げ，体を丸め

ながら後頭部－背中－尻－足裏の順にマットに接して前方に回転して立ち上がること」とされてい

る。さらに中学部の 1段階では連続前転，2段階では連続後転が例示されている。 
定型発達児を対象とした加藤ほか（2014）の研究によると，小学校2年生・4年生・6年生の男女

児童においても，とりあえず前転のできない児童はいなかったとされている。一方，「転がりの勢い

を利用して起き上がることができる」児童は2年生男子で16.7％，女子で25.0％，4年生男子で38.5％，

女子で 47.6％，6年生男子で 70.6％，女子で 75.0％だったと報告されている。また，石垣ほか（1984）

の研究をみると，6 歳児以降では前転ができない子どもや横だおれ型の子どもは数名でほとんどの

児童が前転できるが，立ち上がることができる児童は 6歳児で 5％，7歳児で 16％，8歳児で 33％，

9歳児で 65％，10歳児で84％，11歳児で 91％と推定された。 
こうした状況を踏まえて学習指導要領が策定されていると考えられるが，知的障害児のマット前

転運動の実態は明らかでないと思われる。特別支援学校（知的障害）の教員を対象とした調査では，

担当する児童生徒が「マットで前まわりができる」と推定される割合は，小学部低学年児童で42.6％，

高学年児童で 51.2％であり（松坂ほか 2013），定型発達児のようにとりあえずほぼ全員が前回りが

できるわけではない。本研究では，実際にどのくらい割合の知的障害児がマットで前回りができる

のか，さらにその質はどの程度なのかを明らかにすることを目的として，特別支援学校（知的障害）

の児童生徒のマット前転運動スキルについて観察的評価法をつかって検討した。 
 
 

研究方法 

 

A 県内にある特別支援学校（知的障害）3 校の小学部 1 年生から高等部 3 年生までの男女児童生

徒 278名を対象とした。各校の学校長に調査内容を説明し了解を得たのち，保護者から参加協力の

承諾が得られた児童生徒を対象とした。参加希望のあった児童生徒278名の中で，担任教員により

マットでの前転がきわめて困難または危険をともなうと判断された 30 名については試技を中止し

た。中止した児童生徒の内訳は小学部児童 13名，中学部生徒 6名，高等部生徒 11名であり，障害

別ではダウン症 12名，自閉症スペクトラム障害（autism spectrum disorder, 以下ASD）5名，肢体不

自由 5名，その他 8名であった。マットでの前転試技を中止した 30名以外の 248名（男子 181 名，

女子 67名）を分析対象とした。 
原則として体育の授業時間をお借りし，担任教員の指導の下，当該校の体育館においてマット上

で前転を実施してもらった。その際に，対象児の側方から前転試技をビデオカメラで撮影した。後

日，ビデオを再生しながら観察的評価基準にもとづいて前転のできばえを評価した。評価項目（観

点）については三木（2015），中村ほか（2011），加藤ほか（2014），石垣ほか（1984）の先行研究を

参考に表 1に示す項目を作成した。前転における各部位と動作を個別にみる部分評価 12項目と全体
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的な流れを評価する全体印象について評価基準を作成した。部分評価では頭越し回転期 4項目，順

次接触期 4項目，回転加速期 4項目とし，「できる」を 3点，「できない」を 1点，「どちらともいえ

ない」場合を2点とした。各期 4項目の合計点を 4で除し各期の得点とするとともに，全12項目の

合計点を 12 で除して全期の得点とした。全体印象ではⅠ．前転を開始できない（0～25 点），Ⅱ．

体勢がくずれてしまう（25～50点），Ⅲ．前転できるが立ち上がれない（50～75点），Ⅳ．前転し立

ち上がることができる（75～100 点）の 4 段階を設定し，各段階内の得点については試技の流れを

観察し主観的に評価した。 
対象児の身体特性および障害の状況等については担任教員に質問紙調査した。また，当該児童生

徒がマットでの前転ができるかどうかについて担任教員に判定していただき，「できる」，「補助があ

ればできる」，「できない」，「わからない」の 4件から選択していただいた。 
なお，本研究の実施にあたり茨城大学教育学部研究倫理委員会の承認を得た。 

表１ マット前転運動の観察的評価の観点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 

 

対象児の身体特性を表 2に示した。性別および学部別（小学部，中学部，高等部）に平均値と標

準偏差を示した。年齢は生まれた月と調査した月をもとに，小数第 1位まで求めた。学校保健統計

全体印象

100

両手で体を支持し，背中を
丸め，回転後半に踵を引き
つけて，流れの中で立ち
上がることができる。

背中を丸めたり回転後半
の両足の引きつけができ
ず，立ち上がることができ
ない。

段階Ⅰ 段階Ⅱ 段階Ⅲ 段階Ⅳ

前回りを行おうとしない。
回転動作に入ることがで
きない。

0 25 50

両手で体を支えることが
できず，横回転になってし
まう。または体勢がくずれ
てしまう。

75

部分評価　　　　　　評価項目
できる どちらとも

いえない
できない

頭越し回転期

① 回り始めるとき両足でマットを踏みこむことが 3 2 1
② 両手でからだを支えることが 3 2 1
③ 後頭部をマットにつけることが 3 2 1
④ 回転をはじめることが 3 2 1

順次接触期

⑤ 前方に回転することが 3 2 1
⑥ あごを引くことが 3 2 1
⑦ 背中を丸くすることが 3 2 1
⑧ 腰角を大きくして回転することが 3 2 1

回転加速期

⑨ 両足の踵をすばやく引きつけることが 3 2 1
⑩ 両手を前に出すことが 3 2 1
⑪ 手をつかずに立ち上がることが 3 2 1
⑫ 膝を閉じて立ち上がることが 3 2 1
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の方法（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課, 2015）に従って肥満度を求めたところ，肥満

と判定された児童生徒が 69名（27.8%），るい痩と判定された児童生徒が 10名（4.0%）だった。障

害種は知的障害 51 名，ダウン症 41 名，ASD 136 名，その他 18 名，肢体不自由 2 名だった。療育

手帳の等級は最重度 36名，重度 86名，中度 69名，軽度 44名，未取得または不明 13名だった。IQ

については不明または未回答の者が多かった。 

表2 対象児の身体特性 

 

表 3に観察的評価法による前転の評価結果を示した。頭越し回転期，順次接触期，回転加速期，

これら全体の平均値である全期，および全体印象について平均値と標準偏差を示した。多元配置分

散分析の結果，いずれにおいても男女間に有意差はみられなかったが，学部別では回転加速期およ

び全体印象において有意性がみられ，男子の高等部生徒は小学部児童に比べて有意に高かった。表

4 は部分評価各項目の「できる」，「どちらともいえない」，「できない」の割合をまとめたものであ

る。「手をつかずに立ち上がることができる」割合は，小学部児童で 12.1%，中学部生徒で 23.6%，

高等部生徒で 32.4%と高まり，この差は有意だった（クラスカル・ウォリス検定，Scheffe多重比較）。

一方，「回転を始めることができない」割合は，小学部 19.8%，中学部 21.3%，高等部 22.1%であり，

どの学部でも一定割合で回転をはじめることができない児童生徒が存在した。また，「腰角を大きく

して回転することができる」児童生徒はきわめて少なかった。 

表3 マット前転スキル得点の平均値と標準偏差 

 

小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部 小学部 中学部 高等部

n 71 68 39 20 18 28 91 86 67
年令, y 10.7 14.3 17.1 10.7 14.0 17.0 10.7 14.2 17.1

1.3 0.8 0.9 1.5 1.1 1.1 1.4 0.9 1.0
身長, cm 138.4 159.5 164.3 136.3 147.2 149.0 138.0 157.0 157.9

11.7 9.3 9.8 11.8 7.7 9.8 11.7 10.3 12.3
体重, kg 38.7 53.5 61.6 33.0 47.3 53.5 37.4 52.2 58.3

13.2 15.4 17.6 10.5 10.1 11.4 12.8 14.6 15.7
BMI 19.7 20.9 22.6 17.4 21.7 24.2 19.2 21.0 23.3

4.3 4.9 5.1 3.7 3.5 4.6 4.3 4.6 5.0
上段：平均値　下段：標準偏差

男子 女子 全体

小学部中学部高等部 小学部中学部高等部 小学部 中学部 高等部 学部間 男女間 交互作用

n 71 70 40 20 19 28 91 89 68
頭越回転期 2.19 2.16 2.28 2.03 2.29 2.30 2.16 2.19 2.29 0.254 0.967 0.402

0.59 0.60 0.65 0.70 0.57 0.69 0.61 0.59 0.66
順次接触期 1.88 1.96 1.86 1.79 2.11 1.86 1.86 1.99 1.86 0.116 0.853 0.514

0.56 0.59 0.53 0.61 0.57 0.61 0.57 0.58 0.56
回転加速期 1.30 1.55 1.68 1.26 1.49 1.55 1.29 1.54 1.63 0.019 0.434 0.933

0.57 0.77 0.79 0.50 0.67 0.68 0.56 0.74 0.74
全期 1.79 1.89 1.94 1.69 1.96 1.90 1.77 1.91 1.93 0.095 0.778 0.683

0.48 0.58 0.57 0.50 0.51 0.59 0.48 0.56 0.57
全体印象 51.3 54.7 60.0 43.5 56.1 55.9 49.6 55.0 58.3 0.039 0.315 0.572

21.5 25.8 24.5 25.1 23.2 24.9 22.4 25.1 24.6
上段：平均値　下段：標準偏差

男子 女子 全体 ρ
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表 5は療育手帳の等級別にみた結果である。いずれも男女間に有意差はみられないが，障害の重

い者ほど得点が低かった。表 6は障害種別にみたものであり，男女間および障害種間に有意性はみ 

表4 観点別にみたマット前転の「できる／中位／できない」割合（％） 

 

表5 療育手帳別にみたマット前転スキル得点の平均値と標準偏差 

 

られなかったが，交互作用に有意性がみられるものが多く，ダウン症児では男子が女子よりも高い

一方で，ASD児では男子が女子よりも低い傾向を示した。 
表 7は担任教員が判定したもので，前転が「できる」，「補助があればできる」，「できない」，「わ

からない」の 4件から選択していただいた。ここでは「わからない」と回答した29名の対象児の成

績を除いた。教員が「できる」と判定した児童生徒の得点は有意に高かった。部分評価の項目別に

みると（表 8），教員が「できる」と判定した者の中で，VTR評価で「回転を始めることができる」

% できる 中位 できない できる 中位 できない できる 中位できない

頭越し回転期

両足でマットを踏みこむことが 36.3 37.4 26.4 27.0 55.1 18.0 47.1 29.4 23.5 0.345
両手でからだを支えることが 26.4 39.6 34.1 27.0 47.2 25.8 42.6 25.0 32.4 0.358
後頭部をマットにつけることが 28.6 48.4 23.1 33.7 41.6 24.7 47.1 33.8 19.1 0.125
回転を始めることが 74.7 5.5 19.8 76.4 2.2 21.3 75.0 2.9 22.1 0.981
順次接触期

前方に回転することが 61.5 11.0 27.5 59.6 11.2 29.2 61.8 10.3 27.9 0.951
顎を引くことが 19.8 46.2 34.1 39.3 37.1 23.6 29.4 45.6 25.0 0.027a
背中を丸くすることが 46.2 18.7 35.2 52.8 22.5 24.7 20.6 35.3 44.1 0.001bc
腰角を大きくして回転すること
が

1.1 11.0 87.9 0.0 21.3 78.7 5.9 17.6 76.5 0.119
回転加速期

両足の踵を引きつけることが 8.8 12.1 79.1 22.5 13.5 64.0 22.1 22.1 55.9 0.005c
両手を前に出すことが 15.4 12.1 72.5 28.1 12.4 59.6 33.8 13.2 52.9 0.018c
手をつかずに立ち上がることが 12.1 4.4 83.5 23.6 4.5 71.9 32.4 2.9 64.7 0.016c
膝を閉じて立ち上がることが 6.6 3.3 90.1 15.7 5.6 78.7 14.7 7.4 77.9 0.061
a: 小学部－中学部　b: 中学部－高等部　c: 小学部－高等部

小学部 n=91 中学部 n=89 高等部n=68
ρ

最重度 重度 中度 軽度 最重度 重度 中度 軽度 最重度 重度 中度 軽度 性差 障害 交互作用

n 27 62 50 32 9 24 19 12 36 86 69 44

頭越 1.50 2.13 2.35 2.57 2.06 2.13 2.25 2.52 1.64 2.13 2.32 2.56 ns 0.001 ns
回転期 0.68 0.59 0.43 0.31 0.82 0.68 0.69 0.33 0.74 0.61 0.51 0.31 adef

順次 1.32 1.84 2.04 2.23 1.78 1.74 1.86 2.38 1.44 1.81 1.99 2.27 ns 0.001 0.041
接触期 0.49 0.59 0.48 0.31 0.62 0.59 0.61 0.29 0.56 0.59 0.52 0.31 acdef

回転 1.08 1.30 1.52 2.06 1.17 1.27 1.58 1.83 1.10 1.29 1.54 2.00 ns 0.001 ns
加速期 0.34 0.55 0.71 0.85 0.25 0.42 0.77 0.82 0.32 0.52 0.72 0.84 cdef

全期 1.30 1.76 1.97 2.29 1.67 1.71 1.89 2.24 1.39 1.75 1.95 2.27 ns 0.001 ns
0.44 0.49 0.45 0.43 0.51 0.49 0.63 0.32 0.48 0.48 0.50 0.40 acdef

全体 29.8 49.4 59.6 73.0 46.7 45.8 53.7 67.5 34.0 48.4 58.0 71.5 ns 0.001 ns
印象 23.5 21.3 20.2 16.1 29.5 24.3 25.8 15.3 25.8 22.1 21.9 15.9 abcdef

上段：平均値　下段：標準偏差 上段：有意水準　下段：多重比較

a: 最重度－重度　b: 重度－中度　c: 中度－軽度　d: 最重度－中度　e: 重度－軽度　f: 最重度－軽度

男子 女子 全体 ρ
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者は 91.4％，「（横転がりにならずに）前方に回転することができる」者が 79.3％だった。一方，「両

手でからだを支えることができない」者が 20.0%，「背中を丸くすることができない」者が 17.9%，

「両足の踵をすばやく引きつけることができない」者が 52.9%，「手をつかずに立ち上がることがで

きない」者が60.0%だった。また，「腰角を大きくして回転することができない」者が 77.9%だった。 

表6 障害種別にみたマット前転スキル得点の平均値と標準偏差 

 

表7 教員による評価別にみたマット前転スキル得点の平均値と標準偏差 

 

 

考察 

 

本研究では，特別支援学校の小学部 1年から高等部 3年までに在籍する知的障害児 248名を対象

に，マットでの前転運動スキルについて観察的評価基準を作成して検討した。 
 観察的評価は基礎情報収集，観察，評価，介入指導といった動きの質的分析の一部に位置し，妥

当性・信頼性を充分に考慮しつつ，量的分析と相補的に活用することが望ましいとされる手法であ

る（阿江 2007）。部位と局面のマトリクスのそれぞれを評価する部分評価と全体の流れを統一的に

把握する全体印象のふたつがあり，後者は主観が入りやすくなるかもしれないが，部分の総和以上 

知的 ダウン 自閉 他 知的 ダウン 自閉 他 知的 ダウン 自閉 他 性差 障害種 交互作用

n 30 25 114 12 21 16 22 6 51 41 136 18
頭越 2.39 2.48 2.09 2.15 2.32 1.94 2.41 2.04 2.36 2.27 2.14 2.11 ns ns 0.005ab
回転期 0.51 0.25 0.65 0.68 0.64 0.77 0.50 0.71 0.56 0.57 0.63 0.67
順次 2.08 2.09 1.84 1.73 1.93 1.70 2.09 1.71 2.01 1.94 1.88 1.72 ns ns 0.031a
接触期 0.49 0.42 0.60 0.48 0.66 0.67 0.41 0.62 0.57 0.56 0.58 0.51
回転 1.70 1.57 1.44 1.15 1.45 1.41 1.51 1.42 1.60 1.51 1.45 1.24 ns ns 0.451
加速期 0.86 0.63 0.70 0.51 0.70 0.58 0.63 0.79 0.80 0.61 0.68 0.60
全期 2.06 2.05 1.79 1.67 1.90 1.68 2.00 1.72 1.99 1.90 1.83 1.69 ns ns 0.040a

0.52 0.35 0.57 0.47 0.58 0.61 0.42 0.56 0.55 0.50 0.55 0.49
全体 62.8 61.4 52.0 44.2 53.6 43.1 60.5 47.5 59.0 54.3 53.3 45.3 ns ns 0.025a
印象 22.9 14.2 25.5 21.4 26.7 27.7 17.7 26.2 24.7 22.1 24.5 22.4
上段：平均値　下段：標準偏差 a: ダウン症　男子＞女子　　b: ASD　男子＜女子

男子 女子 全体 ρ

できる 補助 できない ρ

n 140 55 24
頭越回転期 2.45 1.92 1.50 <0.001abc

0.44 0.60 0.66
順次接触期 2.13 1.65 1.33 <0.001abc

0.43 0.58 0.55
回転加速期 1.71 1.14 1.03 <0.001ac

0.79 0.36 0.11
全期 2.10 1.57 1.29 <0.001abc

0.46 0.43 0.41
全体印象 65.3 40.3 25.6 <0.001abc

18.8 20.4 20.8
上段：平均値　下段：標準偏差
a: できる－補助　b: 補助－できない　c: できる－できない

教員による評価
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表8 教員による評価別にみたマット前転スキルの「できる／中位／できない」割合（％） 

 

にできばえを把握できる可能性があるとされている（阿江 2007）。本研究ではまず部分評価の基準

作成にあたって，三木（2015）の前転指導法を参考に，頭越し回転期，順次接触期，回転加速期の

3局面を設定し，それぞれ 4項目からなる評価項目（観点）を作成した。頭越し回転期には「回転

をはじめることができるか・できないか」の項目をつくるとともに，順次接触期には「前方に回転

することができるか・できないか」の項目をつくり，石垣ほか（1984）の研究にみられる 3歳児や

4歳児の「できない型」や「横たおれ型」も範疇に入れて評価できるようにした。また，三木（2015）

の指摘するように，「ボールのように小さくなって転がる」ボール前転にとどまらず，次の技の展開

につなげやすい「膝を胸から少し離し腰角を広く保つ」前転，すなわち石垣ほか（1984）の完成型

も視野に入れて評価項目を設定した。撮影されたVTRを繰り返し再生しながら「できる（3点）」，

「できない（1点）」，「どちらともいえない（2点）」から選択した。 
全体印象においては「回転動作に入ることができない」から「両手でからだを支持し，背中を丸

め，回転後半に両足を引きつけて，流れの中で立ち上がることができる」までを 0～100点で採点し

た。全体印象ではダブルバーレル質問となってしまうケースもあり，判定に戸惑うこともあった。

例えば，ダウン症児では両手による体の支持が不十分で，背中も丸くならず，回転後半に両足を引

きつけることができないけれども，柔軟性が高い身体特性を生かして立ち上がってしまうケースが

みられ，こうした場合には流れを重視して全体印象の採点を行った。ただ，本研究でもちいた観察

的評価基準については妥当性・信頼性を確認しておらず，今後の課題として残されている。 
 得られた 248名の前転試技を分析し，小学部，中学部，高等部に分けて平均値を求めたところ，

頭越し回転期，順次接触期，回転加速期およびそれらを通した全期と全体印象について男女間に有

意差はみられなかったが，小学部，中学部，高等部と進むにつれて回転加速期と全体印象に有意に

向上する傾向がみられた（表 2）。また，評価項目別にみると（表 3，男女込み），順次接触期の「顎

を引くことができる」と「背中を丸くすることができる」に学部間の有意性がみられ，中学部生徒

に高い傾向があった。さらに回転加速期では「両足の踵を引きつけることができる」，「両手を前に

出すことができる」，「手をつかずに立ち上がることができる」の項目で学部間の有意性がみられ，

高等部で高い傾向にあった。「回転をはじめることができる」者や「（横回転にならずに）前方へ回

転することができる」者の割合に学部間の差はなく，およそ 6割の児童生徒は一応の前転はできる

教員評価 ，n
VTR評価，% できる 中位 できない できる中位 できない できる 中位 できない

両足でマットを踏みこむことが 45.7 45.7 8.6 23.6 41.8 34.5 20.8 8.3 70.8
両手でからだを支えることが 44.3 35.7 20.0 9.1 45.5 45.5 4.2 33.3 62.5
後頭部をマットにつけることが 42.9 48.6 8.6 20.0 43.6 36.4 16.7 12.5 70.8
回転を始めることが 91.4 1.4 7.1 60.0 10.9 29.1 29.2 4.2 66.7
前方に回転することが 79.3 10.0 10.7 34.5 18.2 47.3 20.8 0.0 79.2
顎を引くことが 37.9 50.0 12.1 18.2 38.2 43.6 16.7 12.5 70.8
背中を丸くすることが 51.4 30.7 17.9 36.4 14.5 49.1 16.7 8.3 75.0
腰角を大きくして回転すること
が

0.7 21.4 77.9 0.0 9.1 90.9 0.0 4.2 95.8
両足の踵を引きつけることが 26.4 20.7 52.9 3.6 5.5 90.9 4.2 4.2 91.7
両手を前に出すことが 37.9 13.6 48.6 7.3 9.1 83.6 0.0 0.0 100.0
手をつかずに立ち上がることが 32.9 7.1 60.0 7.3 0.0 92.7 0.0 0.0 100.0
膝を閉じて立ち上がることが 20.7 8.6 70.7 1.8 1.8 96.4 0.0 0.0 100.0

できる, 140 補助, 55 できない, 24
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と判定された。一方，「手をつかずに立ち上がることができる」者の割合は低いけれども，小学部で

12.1％，中学部で 23.6％，高等部で 32.4％と高まり完成型に近づくと考えられた。 
定型発達児を対象とした研究と比較してみると，加藤ほか（2014）は「転がりの勢いを利用して

起き上がることができる」児童の割合を，小学 2年生男子で 16.7％，女子で 25.0％，小学 4年生で

38.5％と 47.6％，小学 6 年生で 70.6％と 75.0％と報告している。また，石垣ほか（1984 年）の研究

結果から「腕の力をかりずに立てる」と思われる児童の割合を計算してみると，7 歳児で 16％，9

歳児で 65％，11 歳児で 91％と推測される。これらに比べて，知的障害児では「手をつかずに立ち

上がることができる」者の割合は中学部（23.6％）や高等部（32.4％）でも低く，障害児の様々な特

性，すなわち認知機能の障害，身体図式の未熟，身体模倣の困難，感覚過敏と鈍磨，空間認知の機

能低下，さらに運動機会の制限など（村上 2013，Stanton-Nichos and Block 2016）が関係していると

思われる。 
一方，腰角を大きくして回転する石垣ほか（1984）の準完成型や完成型の前転は，定型発達の小

学生を対象とした石垣ほか（1984）の研究でもほとんどみられず，知的障害児を対象とした本研究

でも「腰角を大きくして回転することができる」児童生徒はきわめて少なく，学習指導上の課題と

思われる。「後頭部をマットにつけて」，「背中を丸くして」回転することが強調され，一方で「腰角

を大きくし」，回転後半に「両足の踵をすばやく引きつけ」回転を加速し，「手をつかずに立ち上が

る」準完成型や完成型の指導が不十分なのではないかと思われる。特別支援学校の中学部や高等部

においてはこうした発展型の前転指導が，その後の発展技につなげる指導として必要なのではない

かと思われる。 
総じてみれば，特別支援学校の小学部段階では身体の柔軟性を生かした「やわらかくつぶれやす

い前ころがり」，中学部段階では学習を重ねた「ボールころがり型の前転」，高等部段階では「回転

加速期に踵を引きつける発展型の前転」へ移行していくものと推察される。こうした変化が年齢を

重ねることにともなう成熟なのか，学習を重ねた習熟なのか，さらに横断データの集団特性による

のかについては明らかでなく，今後の課題であろう。今回の対象児は保護者の了解が得られた児童

生徒であり，担任教員が危険と判断した者やそもそも前転ができないと判断した者を除いた児童生

徒を対象としたもので，特別支援学校の児童生徒の実態を反映しているとは限らない。さらに，通

常学校から特別支援学校の中学部や高等部に入学した生徒が対象に含まれるけれども，一般にこう

した生徒の中には運動能力の高い者もおり，横断的にみると小学部・中学部・高等部と前転スキル

が向上しているようにみえるのかもしれない。こうした前転スキルの向上が児童生徒一人ひとりの

向上の道筋を表しているかどうかについてはさらに研究しなければならないと考える。 
 取得している療育手帳の等級と前転運動スキルの関係をみると（表 4），最重度，重度，中度，軽

度と進むにつれて得点が高くなっており，障害の重い者ほど前転スキルの習得が難しいものと思わ

れた。ただ，障害の重い群では標準偏差が大きいことから，最重度や重度の生徒の中にもスキルの

高い者がおり，前転スキルの習得が可能であることを示唆すると思われる。また，最重度児の回転

加速期の平均点（1.10）は頭越し回転期（1.64）や順次接触期（1.44）のそれよりも低く，最重度児

においてはとくに回転加速期のスキルの習得が難しいものと思われた。 
 障害種別に前転スキルの平均値を比較したところ，男女間と障害種間に交互作用がみられ，ダウ

ン症児では男子の得点が女子より高く，ASD児では男子の方が女子より低い傾向があった。ダウン
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症児は低緊張，関節のゆるみ，低筋力，低平衡能があり，運動発達に遅れがみられることが多い。

このことが低筋力，肥満，運動機会の減少をともない，さらに運動発達の遅れにつながる恐れがあ

るといわれている（Stanton-Nichos and Block 2016）。ダウン症の女子は男子に比べてさらに低筋力，

肥満，運動機会の減少があって，そのことが前転スキルの低下につながったのではないかと推察さ

れる。とくに頭越し回転期の得点が低く，「両手でからだを支えること」の難しさがあるのではない

かと思われた。ASD児は身体模倣の困難さ，身体図式の未熟さ，バランス能低下，さらに発達性協

調運動障害を併存することがあるといわれている（村上 2013）。頭越し回転期ではASD男子の得点

が ASD 女子より有意に低く，その他では有意でないが低値を示す傾向がみられた。療育手帳でみ

る限り，男子の障害が女子より重いという傾向はなく，ASD男子の前転スキルが女子より低い理由

は明らかでなかった。 
 担任教員による当該児童生徒の前転について，VTR撮影とは別に，質問紙により前転が「できる」，

「補助があればできる」，「できない」，「わからない」から選択していただいた。VTRによる分析と

比べてみると，担任教員が「できる」と評価した児童生徒の得点は，頭越し回転期，順次接触期，

回転加速期，全期，全体印象のいずれでも有意に高かった（表 5）。項目別にみると（表 6），「でき

る」と評価された児童生徒の 91.4％が「回転をはじめることができ」，79.3％が「（横向きにならず

に）前方に回転することが」できた。一方，「両足の踵をすばやく引きつけることができる」児童生

徒は 26.4％，「手をつかずに立ち上がることができる」児童生徒は 32.9％だった。このことから，担

任教員は前方に回転できれば当該児童生徒が「前転ができる」と判断し，回転後半の加速や手をつ

かわずに立ち上がることは問わない，と考えられる。担任教員による評価は前転動作の細部にまで

こだわらないが，毎日の観察の中で的確に評価していると思われる。一方，学校外の検査者による

VTR撮影と観察的評価は日常の場とは異なる見通しの持てない状況下での数回の試技に限られ，本

来の前転試技とは異なる場合もあると思われる。したがって両者が完全に一致するものではなく，

補完的に活用するか，日常の授業時に VTR 撮影を指導に生かすことが有効と思われる。また，単

に「回転」するだけでなく，回転後半にも焦点をあてた前転指導に取り組むべきと思われる。 
 以上から本研究に関する限り，①特別支援学校の約 6割の児童生徒が前転することができるけれ

ども，②回転後半に焦点をあてた指導が不十分と思われ，手をつかずに立ち上がることができる児

童生徒は少なかった（小学部 12.1％，中学部 23.6％，高等部 32.4％）。また，③小学部・中学部・高

等部と前転スキルが向上する傾向がみられるけれども，本研究は横断資料をもとにしており追跡研

究が必要と考えられた。さらに，④前転スキルに男女差は少ないが，障害の重い児童生徒ほど前転

スキルが低く，⑤ダウン症児では男子より女子が低く，ASD児では女子より男子のスキルが低かっ

た。また，⑥担任教員による評価は VTR 評価と同様の傾向を示すが，担任教員は前に転がること

ができれば前転ができると判定し，回転後半のスキルは問わないことが推察された。 
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