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歴史教育における数学的知識の活用２
―― 製作要具を使用した検地の実践から ――
千 葉 真 由 美＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Utilization of Mathematical Knowledge in History Education – 2:
from Practice of Land Surveying while Using Production Tools
Mayumi CHIBA
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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。2018 年度から継続している活動であり，本実践では 2019 年度に製作した要具を用いて，再び教育学部附属農場
で検地を行った。
検地は土地を長方形に見立てて縦横の長さを測る方法によって行うものとして，事前に実践の手順を検討，役割分担をし
た上で，それぞれの動きを確認しながら進めた。台形の土地を対象に，長方形の土地を見立てて行った検地は順調に進み，
「検地之図」の再現ができた。検地によって算出した面積は，実際の面積に近い数値となった。次に菱形に近い土地を対象
とした。製作要具をある程度利用することはできたものの，長方形に見立てる作業が難しく，試行錯誤するも，多様な形の土
地を対象とする検地の実践として課題が残った。
実践者からはさまざまな感想や課題を得ることができた。今後も史料の分析が必要であると共に，社会科教育・数学教育・
技術教育の融合的な学び，学校教育での実践に向けた検討も進めて行くものとする。

はじめに
歴史教育における検地の学習は，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，そして実践的な学びにつながるという観点から，2018 年度に近世の測量方法や計算
方法を想起しながら検地を体験する活動を，2019 年度には材料の選定・設計を含めた検地要具の製
作を実践した1)。本稿はこれらの活動を踏まえて再び行った，検地の実践報告である。
――――――――
*茨城大学教育学部
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今回の実践に際しては，2018 年度から継続して実践に参加してきた，2 名の大学院生（平山稜・
矢野圭太郎）と事前に打ち合わせを行い，要具の使用方法や検地の手順，必要な人数や役割分担な
どを確認した。また，実践者には当日の動き方や測量のイメージを持ってもらうことが必要である
と考えたため，近世で使用していた面積の単位や実践時に使用する用語などについても事前に伝え
る機会を設けた。なお実践で参考とした検地の図を『徳川幕府県治要略』2)の挿絵「検地之図 各筆
検地ノ分」
（以下「検地之図」とする。後掲図 3）としたことは，前回までと同様である。
実践で準備した要具は，製作した十字木・水縄巻き・細見竹・梵天竹・間竿，そして参考とする
検地の図などの史料，現地で使用することを想定した曲尺・メジャー・縄止め（縄を固定するため
の留め具）
・麻紐（要具の修繕などで使用）
・養生テープ・ビニールテープ，その他文房具類である。
また撮影用にドローン，ビデオカメラも準備した。
現地では各実践者の動きがわかるよう，動きの指示をする者が声を出して，全員が一つの作業に
注目して進めるなど，全体に動きが伝わるようにした。まずは「検地之図」と同様の台形の土地か
ら測り，順調であればそれ以外の形の土地を測ることにした。また「検地之図」の再現も目的の一
つであり，
担当者が位置についた時点でドローンでの撮影を実施する。
そして全行程での所要時間，
方法の妥当性を検証することとした。なお実践者には実践での疑問点や改善点，要具の改良点のほ
か，学校教育での実践についても意識してもらった。
2021 年 3 月，場所は 2018 年度と同じ茨城大学教育学部附属農場である。実践者は，平山稜（大
学院 2 年次生）
，二宮真悟・沼田和希・矢野圭太郎（以上，大学院 2 年次生）
，大津麻由・砂押茉央・
横張真一（以上，学部 4 年次生）
，市木翔大・潮田梨子・小瀧朋寿・寺内智永・広瀬奈々・松本大輝・
若林優太（以上，学部 3 年次生）
，小林未知・鈴木孝明（以上，学部 2 年次生）の合計 16 名である。

１ 実践の手順
(1)位置の確定
図 1 は長方形の土地を模式的に示したものである。A・B・C・D は長方形の各辺を示すと共に，
各辺の中点を示す梵天竹の位置とし，a・b・c・d は細見竹の位置とする。A―C および B―D は縦
横の長さを測る水縄を示し，交差する地点に，十字木と帳付（検地では帳簿の記入を行うが，実践
では十字木の補助とする）が立つ。以下，要具名を各担当者として手順を述べる。

d

C

D

c

B

十字木，帳付

a

A
図 1 検地対象地模式図
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①細見竹（4 名）a・b・c・d と十字木（1 名）
，帳付（1 名）が，おおよその位置に付く。
②梵天竹（4 名）A・B・C・D の位置を確定するため，以下の順番で動く。
1.梵天竹 B が辺 A を歩測し中点を出す。中点に梵天竹 A が立つ。辺 A は固定の辺とする。
2.梵天竹 B が辺 C を歩測し中点を出す。中点に梵天竹 C が立つ。
3.梵天竹 D が辺 B を歩測し中点を出す。中点に梵天竹 B が立つ。
4.梵天竹 D が辺 D を歩測し中点を出す。中点に立つ。
③十字木と帳付が，梵天竹 A・C と梵天竹 B・D の交差点がおおよそ直角になるかを目測で確
認。辺 A と C，辺 B と D の長さに違いがあれば，適切な位置に付くよう指示をする。
②の歩測は，熟練すれば 1/100～1/200 程度の精度で測ることができるという 3)。今回の計測で
は，各辺の中点を出すことが目的であるため，各担当者による歩幅の違いなどは考慮しなくても良
い。
なお実践での歩測は今回が初めてであるため，
一辺ごとの歩測には全員が着目することとした。
実践者が慣れている場合は，例えば辺 A の歩測は梵天竹 A が行い，自ら中点に立つなど，各辺の梵
天竹が歩測し中点に立つという流れで良いと考える。
③については，
この時点でどこまで的確にできるのかという疑問はあるものの，享保 10 年
（1725）
刊の農政書『勧農固本録』4)には，
「目当」でとあるように，おおよその目安で位置を決めることに
なる。この位置確定の作業をいかに早くできるかが非常に重要な点である。
(2)縄引き
①1 本の縄を 1 人のみが引く場合，梵天竹 A に縄を巻き，梵天竹 C へ引く。
（この時，縄を引く強さで梵天竹から外れないように固定すること，また間数を数えやすくす
るように，固定した場合の縄のテープの位置に注意する必要がある。
）
②1 本の縄を 2 人が引く場合，梵天竹 A と梵天竹 C それぞれの場所で縄を引く。
（A・C のいずれかは間数を数えやすくするように，テープの位置に注意する。
）
③梵天竹 B・D も①または②の方法で縄を引く。
④十字木の溝に 2 本の縄を当てはめ，縄を強く引く。
⑤十字木の担当者は，2 本の縄が直角になっているかを確認する。
各辺の中点が取れており，かつ十字木の 2 本の縄が直角になっているかを確認し，これらができ
ていなければ十字木の担当者が梵天竹に指示をしながら，中点と直角を作っていくことになる。
(3)間数の計算
①間竿（1 名）が縦の間数を数え，
「○間！」などと読み，帳付が記録する。
②間竿が横の間数を数え，
「○間！」などと読み，帳付が記録する。
以上(1)(2)(3)の作業を正確にかつできるだけ素早く行うことが実際の検地では必要となる。多く
の土地を数日で計測していく熟練した近世の検地役人であれば，各担当がほぼ同時に動いて進めて
いったと考えられよう。

-3-

茨城大学教育実践研究 40(2021)

２ 実践の様子と結果
(1)台形の土地を測る
耕地はさまざまな形状をしているが，
『勧農固本録』によれば，検地ではそれぞれの土地を長方形
に見立てるなどして計測していたことがわかる。図 2 に示した通り，ｄ→ｄ´，ｃ→ｃ´に移動さ
せることでできる三角形の面積の増減が一致すれば，正しい面積が算出できることになる。参考図
としている『徳川幕府県治要略』収載「検地之図」にも，細見竹が畔の内側あるいは外側に移動し
ているすがたが描かれている（図 3）
。この「検地之図」ではもとの土地は台形にみえるから，台形
の土地を長方形にして計測していることがわかる。

d´

c

d

C
c´

d
B

D

a

実際の土地

c

面積の増分 ＝ 減分

b

A

a
d´

b
計測する土地

b

a

図 2 台形の土地の模式図

d´

c´

図 3 「検地之図」5)
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今回の実践は土地を長方形に調整した上で計測する方法を考察しながら行った。農場の土地には
畔がないため，まず，ビニールテープにて土地を区画した。学生の主体的な動きにも重きを置くた
め，実践での動きは院生や学生が随時相談し合う形で進めていった。指示をする「検地奉行」や各
要具の役割分担を決め，それぞれが位置に着いてから，梵天竹が歩測を開始した。
歩測は一定の歩幅を保って進む方法もあるが，これは熟練しないと難しいと考えられよう。担当
者は，長靴の足先とかかとの隙間がないよう一歩一歩前進する方法で歩測した。歩測後は各辺の中
点に梵天竹が立ち，縄を張り，十字木で直角を確認した。2 本の縄が直角となるよう，検地奉行が
梵天竹の位置を調整，合わせて梵天竹が中点になるように細見竹も移動した。
そして縄の位置と長さが確定し，
本来の台形の土地と同じ面積と考えられる長方形ができたため，
縄の長さを計測した。縄には 1 間ごとにテープを巻きつけており，間竿が間数を数える。間数は半
間までが対象となる。結果，縦 6 間，横 8 間半となった。実際の検地ではここから面積を出し，年
貢高を算出するのであるが，本実践では実際の面積との比較を行った。
事前に教員がメジャーなどを用いて計算したメートル法の面積は 169.3 ㎡であり，この検地によ
って計測した面積は 165.4 ㎡であった。概ね実際に近い数値を計測できたといえる。担当者が位置
に付いたところから，間数を出すまでに要した時間は約 30 分であった。なお，ドローンで「検地之
図」を再現したものが次の写真である。図 3 と比較していただきたい。

写真 1 「検地之図」の再現写真

（撮影：矢野圭太郎）

(2)菱形の土地を測る
台形の検地が比較的順調であったため，台形よりも変形の四角形で，菱形に近い土地（ここでは
便宜的に「菱形」とする）を実践してみることになった。しかし細見竹の位置，梵天竹の位置を決
めたところで，そこから先が問題となった。同じ面積を想定できる長方形を作ることが難しいので
ある。一応の面積は出してみたものの，正しい測り方，要具の適切な使用方法なども想定しきれず
に，実践者にも疑問を残したまま活動は終了した。
現代の数学の知識を活用すれば，さまざまな形の面積を算出することは可能であろう。しかし検
地帳には通常，土地の縦・横の間数が記載される。また『勧農固本録』には不規則な形であっても
縦横の長さを測ることが記されるが，実際に現地に立つと面積の増減を想定することは非常に難し
い。次回以降の課題といえる。
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写真 2 菱形の土地の検地のようす ＊白線は筆者 （撮影：矢野圭太郎）

３ 実践の感想
実践者からの感想は以下の通りである。各担当の課題も含んだ直接の声として興味深い内容が得
られた。検討や改善は今後の課題としたい。
〇1 回目の検地はおよそ正確な台形だったので，片方の 2 点の細見竹を動かすことだけを考えれば
よかった。2 回目の検地は 1 回目と同じように位置についたが，そこからどのように動かせばよい
かがわからなかった。
『勧農固本録』の図を参考にして目視で細見竹を動かそうとしたが困難だっ
た。測り方をおおよそ決め，竹を配置してから方法を考えたため，空間が作られた状態で考えるこ
とに終始し，困難を極めた。もっとホワイトボードを使い，平面的にどうすればよいかを考えれば
より効率的だったと思う。またもっと皆で意見を出し合いたかった。
「菱形をどう測るか」
「台形を
どう測るか」に終始してしまったが，本来「これらの要具を使って当時どのように測っていたのか」
を考えるべきであったと思う。
今回の実践を通して，専門性というのは今も昔も必要で，各技術者が力を合わせて行っていただ
ろうなと実感できた。検地役人もやはり技術者集団だったのだろうと思う。また当時を再現した要
具や歩測，間数による計算で，あのような正確な値が出たことは大きな収穫だった。精度は問わな
いということだが，当時もある程度は正確に測れていたという証明にもなるだろう。しかし，本当
に菱形は難しく，ある程度の数学的知識を付けた，現代の凝り固まった私達の頭脳よりも，当時の
人たちの空間認識能力は長けていたのかもしれないと思った。
3 年間実践に参加して，江戸時代の様子を想像して考えることの重要性を改めて感じた。この作
業は歴史的な知識が乏しい者が行うと本当に頭を使うと同時に，非常に難しい作業なので，授業で
は想像すること，考えることを繰り返して行うことで児童生徒の歴史的思考力を育むべきだと改め
て実感した。また古文書などの史料や，ものを作る技術，測量の技術でここまで実践できたことに
感動した。検地だけではなく，当時行っていたことを今ならどうできるのかを考えることで，現場
でも生徒に想像させ，昔の技術の精巧さ，思考力などを実感させられたらと思う。

-6-

（平山稜）

千葉：歴史教育における数学的知識の活用２

〇歴史の授業で学んだ検地を実際に体験してみて，本当にほとんどのずれがなく土地の面積を測る
ことができて驚いた。労力はかかるが，現代の土地を測るときの計算方法と似通っていて，当時の
数学知識が発展していたのだなと思った。また今回の実践は検地という事象を用いて，当時を生き
た人々の生活や文化を想像する歴史的な視点，計算方法を活用する数学的な視点，要具作りという
技術的な視点を組み合わせた教科横断的な学習となっていると感じた。教科横断的な学習という言
葉自体はよく耳にするが，自分自身あまり具体的にその内容を考えてこなかったので，検地実践は
非常に勉強になった。学校での教科横断的な指導をするにあたって，ぜひ活用していきたい。
要具や検地方法については，4 本の梵天竹の縄を巻きつける高さを揃える必要性や難しさを感じ
た。無理に長方形で土地を測るのではなく，土地を三角形 2 つに分けて測った方が簡単ではないか
と思った。綺麗な長方形や正方形以外の土地を測る際には，目測的でアバウトな感じになってしま
うことは仕方ないことだと思った。当時の検地を行っていた役人に，誤差の振れ幅を極力小さくす
るために行っていた工夫や基準，方針などを聞きたくなった。

（二宮真悟）

〇前回の検地要具の製作に引き続き 2 度目の参加になるため，製作に関わった水繩の使用感を中心
に簡単に紹介する。
まず，強度に関しては問題なく，巻き取りまで破損なく実施できた。ここに関しては大きな成果
であると考える。一方で，1 間ごとに付されたテープがうまく張り付いておらず，1 間の基準が曖
昧になってしまう箇所がみられた。年貢に関わる基準であるため，当時にできるだけ近づけるよう
な目印について構想していく必要がある。また縄を強く張るため，縄が伸び，1 間の基準が検地の
はじめと終わりとでは異なることが想定される。これにどのように対応したのか疑問が残る。さら
に縄が絡まったり，巻き取りがあまく途中箇所から縄が飛び出してしまったりする事態が生じた。
一村のほぼすべての耕地が検地の対象になるため，このようなことで時間が割かれないよう何らか
の工夫がなされていたはずである。今後，巻き取りの方法から再検討を要すると考える。
（沼田和希）
〇今回，2 年ぶりに検地の実践を行い，改めて難しさを感じた。台形の土地の場合は，
『勧農固本録』
に残されていたように細見竹と梵天竹を長方形になるよう動かすことによって縦横の長さ，土地の
面積をより実測値に近い値で求めることができた。しかし，菱形の場合は長方形を作ることに重き
を置きすぎて，縦横の長さすら求めることができなかった。困難であることはわかっていたため，
とりあえずやってみようと行動に移したが，参加者の中で共通の認識を持つことがなく，それぞれ
が思考を働かせている様子が見られなかった。指示待ちになるのではなく，それぞれが思考を働か
せて，よりスムーズに検地を行うために，机の上など小さいスケールでどのように動いたら良いの
かを考えるという過程が必要だろう。
昨年製作した要具に関しては，壊れることなく使うことができたので，強度は十分であっただろ
う。しかし，水縄巻きの縄が途中で出て絡まってしまうことや，1 間の印がずれてしまうことがあ
ったため，改良が必要だろう。また，細見竹や梵天竹の上部についているものの意味について考え
て活用しなければならないだろう。今回の実践で新たな改善点が出てきたため，近いうちにまた実
践を行いたいと感じた。

（矢野圭太郎）
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〇前回製作した細見竹や梵天竹などの要具を用いて，実際に検地を行った。製作した要具は実践に
おいて非常に良く生かされていたが，その反面，改良の余地があるものや使い方に関する課題も見
つかり，次に繋がる結果が得られたと思う。検地については率直に述べてかなり難しいと感じた。
単純な形状の土地は公式を使って上手く測れても，複雑になると数学的思考が必要になってくる。
また要具を適切に活用する技術も求められる。教科の枠を超えた融合的な学びを実現するためにも
検地の実践は非常に有意義であると身をもって感じることができた。
また，今回大学生の私たちが検地を行ってみて難しく上手く行かない点が多くあったため，教育
現場で検地を実践する際は，実践前の準備と人員の確保が重要であると考える。実践から得られる
ものは多々あるが，それ以前に検地への興味や基本的な知識を児童生徒がもった状態で実践に臨め
るようにする必要があると感じた。教員 1 人で 1 クラスの検地を見るには限界があると思うため，
それぞれの役割に 1 人程度教員が引率できるようにするとスムーズに進むのではないかと感じた。
（砂押茉央）
〇今回の検地を通して痛感したことは，現在では当然のこととして知っている知識や当たり前のよ
うに使っている道具が使えないと，とても不便であるということである。2 回目の検地がうまくい
かなかった時，自分がもしこのまま無人島のような当たり前に物が与えられることのない場所で暮
らすことになったら，生きるための技術や知恵が全然足りない，とまで思った。
要具の改善点としては，縄が解けてしまったり，絡まってしまう点が挙げられる。溝を作って溝
に縄を巻き込むように改善したり，中心の棒に巻きつけるようにするとより使いやすくできるので
はないかと思う。
また十字木で縄がしっかりピンと伸びているかを確認するのも目測であったので，
正確さを求めるのであれば，高さや角度も統一した方が良いのではないかと思う。
今回は長方形を作るというところに苦戦したが，当時，別の図形の公式などが日本にも伝わって
いたのならば，社会科の歴史だけではなく数学の歴史も合わせることで，より内容のある検地にで
きると感じた。

（市木翔大）

〇検地を実施してみて，数学的な視点がとても大切なことが分かった。今回の検地では想定した土
地を検地したが，実際の検地ではきれいに区画されている土地ばかりではないと思うので，当時の
役人は頭がよくないとできないと思う。検地を行う前は数学的視点と検地のつながりが明確にわか
らなかったが，検地において数学的な視点は必要不可欠だと感じた。また実際に小学校の授業内で
検地を行うのは難しそうだと感じた。教師が検地を行い，それを動画化し児童に見せていくなどの
活用方法がよいのではないかと思う。実際に行うと当時の役人の大変さや，検地の重要性などがわ
かるのではないか。使用した用具に関しては，使いやすさやメモリの正確性などを改善していくと
よいのではないかと思った。

（潮田梨子）
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千葉：歴史教育における数学的知識の活用２

写真 3 実践前のようす

写真 4 手順の確認

〇実際に検地を行うことは貴重な体験で自分自身とても勉強になった。1 回目の検地に関しては要
具を最大限に利用して効率よくできたと思う。台形ということで長方形を作りやすかったのも正確
にできた要因の一つであると思う。2 回目の検地については不規則な形でなかなか長方形を作るこ
とができず，要具も実際の役割とは違う方法で使ってしまった場面もあり，1 回目のように正確に
は行かなかった。
今回の検地は数学的な視点からも考えるということで，
その視点から気になったことが 2 点ある。
1 点目は当時の検地はどれくらい正確であったのかということだ。2 点目は当時どの程度の数学の
知識が扱えたのかということだ。今回の検地は長方形ということにこだわっていたが，三角形や菱
形，その他の図形を使った面積の求め方に関して知識が何か一つでもあれば考え方も広がり，より
正確に検地ができるのではないかと思う。また，当時の農民は検地が正確に行われていることを理
解していたのかということも気になった。縄を引っ張ってさえいれば不正をしていないという判断
をしたのか，
それともしっかり数学的な視点からも面積にずれがないか判断したのかが気になった。
次の検地では今回の疑問を踏まえてより有意義な時間になるよう頑張りたいと思う。
（小瀧朋寿）
〇わたしたちは今回 2～3 時間ほどの時間をかけて 2 つの形の土地の検地を行った。最初の土地は
少し工夫を凝らせばすぐ検地をすることができたが，2 回目の土地は形が複雑だったこともあり，
かなりの時間をかけても正確に検地することはできなかった。当時はかなりの数の検地を行わなけ
ればいけないことを考えると，役人はおそらくもっと早く正確に検地を行っていたと思うので，当
時の人々の技術力を改めて実感することができた。
改善点として感じたことは，事前にどんな土地を検地する予定で，その土地はどのような方法で
検地を行うかをもっと具体的に全員で共有できていれば時間を有効に活用できるし，今回以上の結
果を得ることができるのではないかということである。
今回の実践で自分にとってプラスになることをとてもたくさん学ぶことができたので，次があっ
たらぜひまた参加したいと思った。

（寺内智永）
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写真 5 菱形の検地のようす①

写真 6 菱形の検地のようす②

〇今まで教科書に載っている史料や図などでしか見たことがなかった検地を実際に行ってみること
で，新たに発見することが多くあった。一番印象的だった点は，歴史の出来事を考えるときには社
会の知識だけではなく，数学的な考え方も必要だということである。面積の算出の方法について，
検地後の吉井先生の解説は理解することはできたが，残っている史料を見る限り長方形をつくって
面積を求めているものが多いため，当時の人はそのやり方ができたのか疑問が残った。また，残っ
ている史料から考えることも大切だが，様々な可能性を考え，絵図に頼りすぎず柔軟に方法を見つ
けることも大切であると感じた。
要具の使い方はさらに検討する必要があると思った。例えば，史料では十字木は長方形の中央に
あるが，それはたまたま十字木持が中央にいたときに描かれたもので，本当は中央以外にも使って
いたのではないかなどである。このように，絵図からわかることだけではなく，想像力を豊かにす
る活動は，学校の授業で取り入れても子どもたちの活発な意見交換が期待できると感じた。また，
今回の検地実践のように一人一人役割を決めることで，全員が参加できる授業になると思った。
（広瀬奈々）
〇今回の実践は私にとって様々な発見があり，非常に有意義なものとなった。私が感じたことは，
実践するにあたって数学的な見方・考え方が実践者に足りなかったという事である。特に 2 回目の
土地を測量する際に数理的な処理を行うことができなかった，ということから，数学的な前提知識
の重要性に気づくことができた。
また絵図や古文書をもとに作成した要具の活用の仕方は，もう少し創意工夫が必要であったと考
える。実践の中で，要具の使い方を各実践者が想像・推測し，有益な意見交換が行えれば，新たな
見方・考え方が想像できたであろうと思う。
ここまで少々反省的な感想を述べてきたが，この検地実践で一番印象に残ったことは，1 回目の
土地の測量が上手くいったことである。あの時の感動は今でも鮮明に覚えている。この授業の授業
者となった際にはあの感動を子ども達と分かち合い，先人の偉大さに気づけるような授業を行うこ
とができれば良いと考えた。

（松本大輝）

- 10 -

千葉：歴史教育における数学的知識の活用２

写真 7 水縄の操作

写真 8 方法の検討

〇検地の率直な感想は，時間がかかって大変だということである。当時の検地で使われていた要具
を使って土地の面積を測ったが，面積が測りやすそうな形でも測量に 30 分弱，2 回目のような少し
複雑な形になるとそれ以上の時間がかかり，思っていたより大変な事業であると感じた。より多く
の数の田畑の測量をしなければならないので，どのくらいの期間で検地を行っていたのかという点
に興味が出た。また細見竹と細見竹の中点を取る際，自分は一歩の長さではなく何足分あるかで長
さを測ったが，この方法だと面積の大きな田畑だと時間がかかりすぎてしまうので，実際はどうだ
ったのか，一歩の長さで測っていたならば一歩の幅を一定にするために何かしていたのかという点
が疑問に残った。
歴史上で行われていたことを実際に体験できることは児童生徒にとっては良い体験になると思う。
歴史の授業だけだとそれだけで完結してしまうことが多いと思うが，道具を作るなどの実体験によ
って，今回の検地のように他教科での勉強が活用できる場面があるので，こういった活動は授業で
取り入れてみたいと感じた。

（若林優太）

〇1 回目の検地はスムーズに実践でき，かつ当時の検地の正確性を確認することができた。一方で
2 回目の不均等な四角形の面積には，多くの時間を費やしてしまい，最終的に吉井先生から，菱形
の面積公式を用いて不均等な四角形でも対角線が直角に交わるように形を変えれば面積を求めるこ
とができるという助言をいただいた。公式自体は小学生の内容であるが，そのような数学的思考を
持ち合わせていなかった。
この方法では細見竹間の中点である梵天竹の役割がなくなってしまうが，
「検地之図 各筆検地ノ分」や他の検地図に囚われる必要もないと感じた。
検地の仕方は基本的に面積を正方形ないしは長方形にして考えるわけだが，
「検地要具之図」に書
かれている「分度」や「規」なども用いれば，さらに違った面積の求め方が考えられると思う。ま
た，史料にはないものの，三角形のような概念も当時あることを証明することができれば，検地の
見方も変わってくると思う。吉田光由の『塵劫記』や関孝和の『発微算方』などの和算史料から，
当時どのような計算方法が存在したのか調べる必要もあると思った。検地１つをとっても当時の社
会や技術を知るためには，様々な史料が必要となってくることが分かった。
検地という一事象をとってみても，他教科との教科横断的な授業を考えることができ，当時の社
会の技術や考え方をより深く学ぶことができることが分かった。
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（小林未知）
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〇検地を実際に体験したことで，面積を計測する正確性やそれらの情報から面積を計算する知性，
そしてこれらを繰り返す体力が求められることを理解した。
驚いた点としては，
当時の計測方法は，
現代の計算方法や技術を用いても誤差が少ないということが分かった点である。昔と今では距離の
単位が異なっていることや計測要具が異なることから，求められる面積にはかなりの違いがあり，
検地ではさほど正確に計測できていなかったのではないかと考えていたが，実際には 1 回目の計測
で誤差の範囲まで抑えることができ，昔の役人の叡智を感じた。また，検地要具の一つである水縄
巻きにはまだ改善できる点があるのではないかと考える。今回の実践では水縄巻きの縄が絡まって
しまうアクシデントが発生した。これは巻きつけた縄が緩むことによって持ち手部分を潜り抜けた
ことが原因にあると考えられる。縄を巻く角材の上下に木を増やすことや縄に接触する側の角材の
中央を窪ませることによって，縄を緩ませず固定することができ，緩んだ場合にも縄が絡まる可能
性を減らせるのではないかと思う。
検地実践を通して，社会科でしか学ばない検地でも実際に体験してみると要具製作や面積計算な
ど他教科の知識や技能が必要であることを改めて実感した。教科横断的な視点での学習が求められ
る今，検地の実態を調査することはとても面白い題材だと思った。

（鈴木孝明）

おわりに
本稿は近世の検地はどのように実施され，いかなる知識を要するのか，数学的知識や技術を融合
した学びとしての実践を通して検討することを目的としたものである。
「検地之図」の再現や比較的
単純な台形の検地には成功したものの，複雑な土地の計測についてはまだ課題が残っており，引き
続き検討を進める予定である。
検地は実測図を作成するものではなく，測量という点からいえば，現代の感覚でいう「精度」を
問うわけではないといえる。一方，そうであるならば検地とは何を求めたものであるか，という基
本的な問題に立ち返ることにもなるだろう。関係史料の分析を継続しながら検討を続けたい。そし
て社会科教育・数学教育・技術教育の融合的な学び，学校教育などでの実践に向けた考察も進めて
いきたいと考える。
＊当日の実践では，数学教育教室の吉井豊氏，技術教育教室の大西有氏に土地の区画や計算の方
法などで助言をいただきました。また，社会科教育教室の村山朝子氏，技術教育教室教務助手
の岩下英基氏，大学広報室の山崎一希氏からもさまざまなアイデアをいただきました。ここに
感謝の意を記します。
＊本実践は茨城大学 HP にも掲載されました。
茨城大学 HP（2021 年 4 月 16 日掲載）－NEWS－REPORT－「江戸時代の検地の再現に
教育学部の学生たちが挑戦―史料をもとに試行錯誤 うまくいった？」
https://www.ibaraki.ac.jp/news/2021/04/16011196.html
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注
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）および千葉真由美・平山稜・矢野圭太郎「歴史事
象の多角的理解に向けた検地要具の製作」
（
『茨城大学教育実践研究』第 39 号，2020 年，15-27）
．

2)

安藤博編『徳川幕府県治要略』
（赤城書店，1915 年）
．

3)

長谷川昌弘ほか編著『基礎測量学』
（改訂 2 版，電気書院，2017 年）
．

4)

万尾時春著『勧農固本録』
（享保 10 年（1725）刊）
．

5)

前掲注 2)『徳川幕府県治要略』収載図．図は「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科学的探究可能な「問い」の
生成に関する実践的研究
―― 科学的探究可能性の要素に着目するワークシートを導入して ――

河 原 井 俊 丞＊ ・ 宮 本 直 樹＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Practical Study of Generating of Scientifically Explorable "Questions" in Lower Secondary School Science:
Introducing a Worksheet Emphasizing Elements of Scientific Explorability

Shunsuke KAWARAI and Naoki MIYAMOTO

キーワード：科学的探究可能な「問い」，科学的探究可能性の要素，中学校理科

本研究では，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略として，科学的探究可能性の要素（原因性，規則性，
相互関係性，類似性・差異性）に着目させるワークシートを作成し，その指導方略の効果の検証を行うことを目的とした。「問
い」の生成に関する事前調査の結果から，科学的探究可能性の要素に着目させるワークシートを用いるクラス（実験群）と実
験群のような視点を与えない自由記述のワークシートを用いるクラス（統制群）に分類し，本調査（授業実践）を実施した。本
調査（授業実践）の結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数に関して，統制群と実験群の間に統計的な有
意差が確認できなかった。しかし，事前調査では，実験群と比較して統制群のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個
数，生成人数が多かったが，本調査（授業実践）では，統制群と比較して実験群のほうが，科学的探究可能な「問い」
の生成個数，生成人数が多くなった。

1. はじめに
中央教育審議会（2016）では，平成 29 年改訂の学習指導要領において「課題の把握（発見），課
――――――――
*茨城町立明光中学校

**茨城大学大学院教育学研究科
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題の探究（追究），課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を行い，それぞれの過程におい
て，資質・能力が育成されるよう指導の改善を図ることが必要である」と示している。中でも，「課
題の把握（発見）」においては「気付きから疑問を形成し，課題として設定することができるよう
になることを重視すべきである」（中央教育審議会，2016）とされ，山中（2021）はここでの課題
は
「子どもが自ら見いだしたものであり，
教師が設定して提示するものではないことも確認できる」
と述べている。しかしながら，鈴木・藤本・益田（2019）によると，中学校理科教員に対して学習
指導に関する意識調査を行った結果，中学校理科教員が「自然の事物・現象から問題を見いだし，
適切に課題づくりができるようにする指導」について，指導が十分でないと認識していることや
「『生徒が自ら課題をつくる授業をどのように行えばよいか分からない』という教員の声が少なく
ない」ことが指摘されている。これらのことから，生徒自身によって課題の設定つまり「問い」1)
を生成することが求められている一方で，中学校理科教員は生徒に「問い」を生成させる指導につ
いて困難を感じていると言える。そこで，「問い」を生成する指導方略の検証を行うことで，「問
い」の生成場面における教師に対しての支援の一助としたい。
生徒によって生成される「問い」は単なる「問い」ではなく，科学的に探究可能な「問い」を生
成することが求められる（例えば， 森，2003；中山，2018）。河原井・宮本（2021）では，中学
生を対象とした理科授業を通して科学的探究可能な「問い」を生成するまでの思考プロセスを調査
している。その結果，科学的に探究可能な「問い」を生成させる指導方略としては，生徒に対して
「気付き→疑問→問い」のように形式としてプロセスを辿らせるだけでは不十分であり，「疑問→
問い」のように「問い」へと推移する際に原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった
科学的探究可能性の要素 2)により着目させることで，生徒が科学的探究可能性の要素を含む「問
い」を生成しやすくなると推測している。 しかし，河原井・宮本（2021）では生徒の科学的探究
可能な「問い」の生成プロセスの実態調査にとどまり，そこから推測された指導方略についての効
果は検証されていない。
そこで，児童・生徒における「問い」の生成を促進させるための指導方略の検討といった実践的
研究（例えば，Cuccio-Schirripa＆Steiner, 2000；坂本ら, 2016；川崎・吉田, 2021）もあるが，原因
性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素に着目した河原井・宮
本（2021）の研究に基づき，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略についての効
果を検証する。

2. 目的及び方法
本研究では，科学的探究可能な「問い」の生成を促すための指導方略として，科学的探究可能性
の要素（原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性）に着目させるワークシートを作成し，そ
の指導方略の効果の検証を行う。
研究の方法として，科学的探究可能な「問い」の生成に関する事前調査を実施する。事前調査の
結果から，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について差がないかを検討する。そし
て，事前調査の結果から分類した統制群と実験群に対して「問い」を生成させる本調査を実施す
- 16 -
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る。最後に，本調査の結果から，実験群の方が統制群に対して科学的探究可能な「問い」の生成個
数，生成人数にどの程度差が生じるかについて分析し検討を行う。

3. 事前調査用紙・ワークシートの作成
3.1 事前調査用紙の作成
事前調査用紙は河原井・宮本（2021）で用いられている質問紙を一部修正した。注意事項として
は，「問い」をつくるまでに思っていたこと，考えていたこと，感じたことついては可能な限り文
章で回答すること，文章が書けない場合には箇条書きやキーワードのみでも構わないこと，必ず最
後には「問い」に辿り着くこと，とした。

3.2 ワークシートの作成
ワークシートは事前調査用紙に基づいて作成した。実験群では事前調査用紙に河原井・宮本
（2021）で述べられている科学的探究可能性の要素である原因性，規則性，相互作用性，類似性・
差異性に着目させるための視点を取り入れる。具体的には，原因性については「何らかの原因に注
目してみよう。調べていきたい，結果を引き起こした原因はあるかな」，規則性については「何ら
かの決まり・パターンに注目してみよう。調べて行きたい，決まり・パターンがありそうかな」，
相互関係性については「何らかの関係性に注目してみよう。調べていきたい，何かと何かの関係が
ありそうかな」，類似・差異性については「何らかの似ている点・異なっている点に注目してみよ
う。調べていきたい，似ている点，異なっている点はあるかな」という視点である。統制群では実
験群のように視点を与えずに事前調査用紙と同様の形式である。

4. 調査概要
令和 2 年 10 月，茨城県内の公立中学校第 1 学年 2 クラス（A 組（35 名），B 組（35 名），計
70 名）を対象に，事前調査及び本調査（授業実践）を実施する。
事前調査では，配線モールを曲げて高低差の異なる 2 種類のコースを作成し，同時にビー玉を転
がす事象を提示する（図 1）。中学校第 1 学年の生徒は中学校第 3 学年で履修する力学的エネルギ
ーの保存については未履修であり，生徒の既有知識の差が「問い」の生成に関わる可能性が低いと
考えられるため，この事象を提示する。提示した事象の観察から個人で自由に「問い」を生成し，
質問紙へ回答させる。記述例を資料 1 に示す。
本調査（授業実践）は，単元「身近な物理現象」1 章「光の性質」（有馬ら，2016）の導入にお
ける授業内で実施する。授業は 1 時間（50 分間）である。提示した事象は，支持台のハサミに B6
版の透明なプラスチック板を挟み，その下に「こんにちは」と鏡文字かつ左右反対に書かれた画面
を表示したタブレットを置き，プラスチック板の角度を変えていく様子を観察する簡易的なテレプ
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図 1 事前調査の事象
（左：事象を真横から見たもの，右：事象を斜め手前から見たもの）
ロンプターである（図 2）。なお，本調査（授
業実践）で提示した事象は，河原井・宮本
（2021）において，生徒の科学的探究可能な
「問い」の生成プロセスを調査する際に用いた
事象と同様のものである。両クラスともに提示
した事象の観察から個人で「問い」を生成し，
作成したワークシートへ記述させる。実験群で
の記述例として資料 2 に示す。統制群は事前調
査と同様の形式としたため，記述例は割愛す
る。

図 2 本調査（授業実践）の事象

事前調査及び本調査（授業実践）の実施前に研
究実施者による口頭の説明を行う。内容としては，本時では観察した事象に対する「問い」をつく
ること，つくった「問い」に基づいて今後の授業において実験・観察を行なって調べていくことが
できるものであると説明した 3)。

5. 分析方法
分析方法について述べていくにあたり，本研究における科学的探究可能な「問い」について定義
する。本研究における科学的探究可能な「問い」は，河原井・宮本（2021）に基づき，「問い」の
生成プロセスまたは生成された「問い」に原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性の 4 要素
のうち 1 つ以上の要素を含むものとする。
まず，事前調査で生成された「問い」に対して，例外となる「問い」の特定を行う。例外の「問
い」とは，実験器具を使用する意義・性質についての「問い」，哲学的な「問い」，提示した事象
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表 1 科学的探究可能性の要素の検討方法
「問い」の生成プロセス
科学的探究可能性の要素の内包
（事前調査用紙，ワークシートにおける生徒の記述例）
＜事前調査＞ 段差多（速い）
，段差少（遅い）
↓
段差をもっと多くすれば速くなる？と考えた
↓
【問い】丸い玉を転がすコースの段差を多くすれば
さらに速くなるのだろうか？
＜本調査＞

光が反射していた
↓
光が反射したとき，どの方向に光がいくのかなと思った
↓
【問い】反射した光は，どの方向にいくのだろうか

→ 科学的探究可能性の要素は含まれない
→ 「段数」と「速さ」と言った事象間の相互関係性が内包
→ 「段数」と「速さ」と言った事象間の相互関係性が内包

→ 科学的探究可能性の要素は含まれない
→ 「光の進む方向」といった事象の規則性が内包
→ 「光の進む方向」といった事象の規則性が内包

［生徒の記述例内での（ ）は生徒がつけたもの。
【 】は筆者が加筆］

に無関係の「問い」とする 4)。例外とならなかった「問い」の生成プロセスまたは生成された「問
い」を分析対象とし，原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の
要素が内包されているか否かに関する検討を行う（表 1）。その後，事前調査では科学的探究可能
な「問い」の生成個数，生成人数 5)について集計を行う。集計したそれぞれの項目に対して，カイ
二乗検定を用い，2 クラス間に差がないかを分析する 6)。
事前調査の結果からクラス間に差がない場合，2 クラスを統制群と実験群に分類し，「問い」を
生成させる本調査（授業実践）を行う。本調査（授業実践）で生成された「問い」に対しては事前
調査と同様の方法を用いて，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計を行
う。その後，集計したそれぞれの項目に対して，カイ二乗検定を用い，2 クラス間にどの程度差が
生じるかについて分析を行う 7)。

6. 結果及び考察
6.1 事前調査の結果
事前調査の結果を表 2 に示す。まず，例外となる「問い」の特定を行った。2 クラスとも例外と
なる「問い」に該当するものはなかった。分析対象となった「問い」は A 組が 69 個（n=35），B
組が 63 個（n=35）であった。
次に，分析対象となる「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」において，原因性，規
則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包されているか否かに関
する検討を行った。その結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数としては，A 組が 30 個
（43.4％），B 組が 28 個（44.4％）であった。また，科学的探究可能な「問い」の生成人数は A
組が 19 名（54.2％），B 組が 16 名（45.7％）であった。
最後に，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計したそれぞれの項目に対
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表 2 事前調査の結果
A組
（69 個， n =
35）

B組
（63 個，n =
35）

科学的探究可能な「問い」の生成個数

30（43.4%）

28（44.4%）

科学的探究可能な「問い」の生成人数

19（54.2%）

16（45.7%）

OR[CI]
0.961
[0.483, 1.913]
1.410
[0.550, 3.611]

𝜒𝜒 2

df
1
1

0.012
(p = 0.911)
0.514
(p = 0.473)

OR（オッズ比）
，CI（信頼区間）
，df（自由度）
，𝜒𝜒 2 （カイ二乗統計量）を示す

表 3 本調査（授業実践）の結果
A 組（統制群）
（57 個， n =
34）

B 組（実験群）
（51 個， n =
33）

科学的探究可能な「問い」の生成個数

23（40.3%）

24（47.0%）

科学的探究可能な「問い」の生成人数

14（41.1%）

19（57.5%）

OR[CI]
0.761
[0.354, 1.632]
0.515
[0.195, 1.362]

df
1
1

𝜒𝜒 2

0.492
(p = 0.482)
1.801
(p = 0.179)

OR（オッズ比）
，CI（信頼区間）
，df（自由度）
，𝜒𝜒 2 （カイ二乗統計量）を示す

して，カイ二乗検定を用い，2 クラス間にどの程度差が生じるかについて分析を行った。その結
果，科学的探究可能な「問い」の生成個数は有意差なし（OR=0.961[0.483, 1.913]，df=1，
𝜒𝜒 2 =0.012，p=1），科学的探究可能な「問い」の生成人数は有意差なし（OR=1.410[0.550 3.611]，

df=1，𝜒𝜒 2=0.514，p=0.473）となり，すべての項目において 2 クラス間では有意差（有意水準 5%以

下）が認められなかった。よって，A 組，B 組の差が生じなかったため，この 2 クラスにおいて，
科学的探究可能な「問い」の生成に関しては等質と判断した。

6.2 本調査（授業実践）の結果及び考察
本調査（授業実践）を行うにあたり，事前調査から A 組を統制群，B 組を実験群とした。本調
査の結果を表 3 に示す。まず，例外となる「問い」の特定を行った。2 クラスとも例外となる「問
い」に該当するものはなかった。分析対象となった「問い」は A 組（統制群）が 57 個（n=34），
B 組（実験群）が 51 個（n=33）であった 8)。
次に，分析対象となる「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」において，原因性，規
則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包されているか否かに関
する検討を行った。その結果，科学的探究可能な「問い」の生成個数としては，A 組（統制群）が
23 個（40.3％），B 組（実験群）が 24 個（47.0％）であった。また，科学的探究可能な「問い」
の生成人数は A 組（統制群）が 14 名（41.1％），B 組（実験群）が 19 名（57.5％）であった。な
お，分析対象とした「問い」の生成プロセスまたは生成された「問い」（108 個）の内，原因性，
規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素が内包される記述例を表 4
に示す。また，表 4 の記述例にみられる上段と下段は同一の「問い」の生成プロセスと生成された
「問い」ではなく，異なるものであることを付言しておく 9)
最後に，科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数について集計したそれぞれの項目に対
して，カイ二乗検定を用い，2 クラス間にどの程度差が生じるかについて分析を行った。その結
果，科学的探究可能な「問い」の生成個数は有意差なし（OR=0.761[0.354, 1.632]，df=1，
𝜒𝜒 2 =0.492，p=0.482），科学的探究可能な「問い」の生成人数は有意差なし（OR=0.515[0.195,
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表 4 本調査（授業実践）における科学的探究可能性の要素が内包される記述例
個数
科学的探究可能性
の要素

原因性

規則性

相互関係性

類似性・差異性

統制群：
（該当数/57
個）
実験群：
（該当数/51
個）

生徒の記述例
（上段は「問い」の生成プロセス，下段は生成された「問い」
）

A組
（統制群）

6個
（10.5%）

B組
（実験群）

7個
（13.7%）

A組
（統制群）
B組
（実験群）
A組
（統制群）
B組
（実験群）
A組
（統制群）
B組
（実験群）

2個
（3.5%）
4個
（7.8%）
10 個
（17.5%）
10 個
（19.6%）
8個
（14.0%）
5個
（9.8%）

板や光のあたりかたに何かあるのではないかと考えた
（文字）反射するじょうけんはなんだろう
角度に何かひみつが
反射についてどのような働きがあって，文字が読めるようになった
のかを調べよう
該当なし
光の反射の角度はどうなっているのか
光が反射したとき，どの方向に光がいくのかなと思った
反射した光は，どの方向にいくのだろうか
角度が関係していると思った
文字は光のあたり具合は関係があるのか
光の反射は角度は関係するの
光の反しゃと見る角度には，どんな関係があるのか
あの板以外で反転するものはあるのか
うつるときとうつらないときのちがいは何だろうか
物によっては光を反射しないものがあると思った
アクリル板と鏡は似ているこうかがあるのか

クラス

1.362]，df=1，𝜒𝜒 2=1.801，p=0.179）となり，どちらの項目において 2 クラス間では有意差（有意水
準 5%以下）が認められなかった。

科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数に関して，A 組（統制群）と B 組（実験群）の間
に統計的な有意差を認めることはできなかった。しかし，事前調査では，B 組（実験群）と比較し
て A 組（統制群）のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個数，生成人数が多かったが，本調
査（授業実践）では，A 組（統制群）と比較して B 組（実験群）のほうが，科学的探究可能な
「問い」の生成個数，生成人数が多くなった（表 3）。
統計的な有意差を得ることができなかった原因としては，2 点考えられる。1 点目は，1 時間限
りの指導方略では不十分であったことである。本研究を省みると，1 時間限りの指導方略のなか
で，生徒にとっては，科学的探究可能な「問い」を生成する以前に，科学的探究可能性の要素とい
った生徒に馴染みの薄い視点に着目するだけでも困難を感じていた。以上のことから，日々の授業
内で提示される「問い」に対して，どのような科学的探究可能性の要素に着目しているものである
かを確認するといった，長期的な指導方略の実施により，まずは科学的探究可能性の要素の視点を
獲得させていく段階が必要である。そして，
「問い」を生成する際に，科学的探究可能性の要素に
着目するといった段階的な指導方略が必要である。2 点目は，生徒自身が「問い」の生成プロセス
において原因性，規則性，相互関係性，類似性・差異性といった科学的探究可能性の要素への着目
の程度が弱かったことである。今回作成したワークシートでは科学的探究可能性の要素の視点を示
すのみであり，生徒自身が科学的探究可能性の要素をメタ認知することが不十分であった。改善点
として，例えば，生徒が原因性に着目した場合，どのような具体的な原因性が考えられるのかにつ
いて記述するといったワークシートの工夫が必要である。
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7. おわりに
本研究では，科学的探究可能性の要素に着目させるワークシートを使用する指導方略により，科
学的探究可能な「問い」の生成を促進させることを試みた。その結果，科学的探究可能な「問い」
の生成個数，生成人数に関して，統制群と実験群の間に統計的な有意差を認めることはできなかっ
た。しかし，事前調査では，実験群と比較して統制群のほうが科学的探究可能な「問い」の生成個
数，生成人数が多かったが，本調査（授業実践）では，統制群と比較して実験群のほうが，科学的
探究可能な「問い」の生成個数，生成人数が多くなった。今後は，今回の指導方略で用いたワーク
シートの改善および科学的探究可能性の要素の視点の獲得のための指導方略の実施により，科学的
探究可能な「問い」の生成を促進していきたい。

謝辞
授業実践にご協力をいただいた，茨城町立明光中学校の校長先生及び第 1 学年の生徒の皆様に感
謝いたします。

附記
本研究は，日本理科教育学会第 59 回関東支部大会における発表内容を大幅に加筆・修正したも
のである。

註

1) 中央教育審議会（2016）や「課題」「問題」「問い」に関する先行研究においては「課題」「問
題」
「問い」が混在して使用されている。中山（2018）は，「探究（inquiry）は，そもそも問
い（question）を立てて，それに対する答えを見いだすことである」とし，学習指導要領の範
囲では小学校での「問題」や中学校での「課題」は「問い」に該当すると考えることができる
と述べている。よって本稿では「課題」「問題」は「問い」と捉えることとする。
2) 河原井・宮本（2021）では，科学的探究を進めていくことを可能とする要素を科学的探究可能
性の要素として，科学史における科学者の事例の検討を行い，原因性（結果を引き起こした原
因との因果関係を明らかにすること），規則性（事象の決まりきった方式や形態といったパタ
ーンを明らかにすること）， 相互関係性（事象間の関係性について明らかにすること），類
似性・差異性（事象間や事象内に類似点や差異点を明らかにすること）の 4 要素をあげてい
る。

3) ここでの科学的探究可能な「問い」の説明では本研究における科学的探究可能な「問い」の捉
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え方については生徒に伝えていない。なぜならば，生徒が科学的探究可能性の 4 要素を把握す
ることを懸念したためである。

4) 河原井・宮本（2021）と同様に，実験器具を使用する意義・性質についての「問い」では，
「なぜ，この実験器具を使用するのか」「これはどこで使われるのか」，哲学的な「問い」で
は「この現象があることで人々は幸せになるか」などである。

5) 科学的探究可能な「問い」の生成人数については，生徒 1 名が生成した「問い」の内，１個以
上の科学的探究可能な「問い」を生成した場合，1 名と集計する。そのため，1 名が 2 個以上
の科学的探究可能な「問い」を生成した場合であっても 1 名とし，複数回のカウントは行わな
い。
6) カイ二乗検定を行うにあたり，統計ソフト R（Ver.4.1.1）を用いる。作成したクロス集計表の
一例としては表 5 のようなものである。カイ二乗検定を用いる場合，Field et al.（2012）は，カ
イ二乗統計量（X-squared），自由度（df），p 値（p-value）に加えて，オッズ比（Odds ratio）
の値と信頼区間（下限値およ

表 5 クロス集計表（事前調査）

び上限値）を報告することを
推奨しているため，オッズ比

科学的探究可能な「問
い」を生成できた個数

（Odds ratio），信頼区間
（confidence interval）を求める
ためにはパッケージ Epi
（Ver.2.44）の twoby2( )を使用

手立てなし
（統制群）
手立てあり
（実験群）

科学的探究可能な「問
い」を生成できなかった
個数

30

39

28

35

する。

7) 6) と同様である。
8) 事前調査と本調査は別日に実施したため，本調査では A 組は 2 名，B 組は 1 名欠席であっ
た。

9) 例えば，表 4 の原因性の上段の「問い」の生成プロセスに示した「板や光のあたりかたに何か
あるのではないかと考えた」は「どうして片面だけうつったのかと思った→板や光のあたりか
たに何かあるのではないかと考えた→動かすと何か変わると思った→【問い】うつるときとう
つらないときのちがいは何だろうか」といった記述に含まれていたものである（
【 】は筆者
加筆）
。また，表 4 の原因性の下段の生成された「問い」に示した「（文字）反射するじょう
けんはなんだろう」は「かたほうからみえるのになぜかたほうからはみえないの？→光のかげ
んがあるのか？と考える→本当にそれだけ？→【問い】
（文字）反射するじょうけんはなんだ
ろう？」といった記述に含まれていたものである（
【 】は筆者加筆）
。つまり，表 4 の上段と
下段の記述例は同一の「問い」の生成プロセスと生成された「問い」ではない。
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【資料 1】事前調査 質問紙

【資料 2】本調査 質問紙

（質問紙左半分は記入生徒の氏名等のマスキングのため差し替えたもの）
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ＳＳＨのミニ探究におけるエンゲージメント

十 文 字 秀 行＊ ・ 宮 本 直 樹＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Engagement in the Previous Inquiry of Super Science High Schools
Hideyuki JUMONJI and Naoki MIYAMOTO

キーワード：エンゲージメント、ミニ探究、SSH

本研究では、SSH で行っている「ミニ探究」の各科学的探究の場面での生徒のエンゲージメントを、9 つの質問紙調査か
ら明らかにし、今後の探究活動の指導の指針を得ることを目的とした。その結果、これらの質問項目は 4 つのクラスター「ミニ
探究への能動的な参加」「ミニ探究における対話と楽しさ」「ミニ探究に対する感情」「ミニ探究において工夫・挑戦する姿勢」を
形成することが示された。第 1 のクラスター「ミニ探究への能動的な参加」から、生徒たちは、ミニ探究のすべての場面を通じ
て、能動的に参加していたことがわかった。第 2 のクラスター「ミニ探究における対話と楽しさ」から、実験準備をしているとき
と、予備実験のときは生徒たちの対話が活性化し、楽しさが生まれる活動であることがわかった。第 3 のクラスター「ミニ探究
に対する感情」から、実験・観察中または実験・観察の結果を整理しているときに達成感や興味の感情が高いことがわかっ
た。第 4 のクラスター「ミニ探究において工夫・挑戦する姿勢」から、予備実験をしているとき、実験・観察中または実験・観察
の結果を整理しているとき、に工夫・挑戦する姿勢が高いことがわかった。一方で、第 2〜4 のクラスターから、今後の探究
活動の指導の指針として、前回の「ミニ探究」の改善点を挙げるとき、実験・観察の結果をグラフ化し、考察しているとき、発表
のとき、の各場面のエンゲージメントを高めなければならないこともわかった。

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。
令和２年度スーパーサイエンスハイスクール情報交換会では、教諭等分科会のテーマとして、
「科
学的な探究活動（
『課題研究』など）の深化」が設けられ、より高度な思考力・判断力・表現力等を
――――――――
*清真学園高等学校・中学校 **茨城大学大学院教育学研究科
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育成するための教科領域を超えた教科・科目などをどのように研究開発すればよいか、について議
論がなされた（科学技術振興機構、2021）
。このことから、全国の SSH の指導者が、科学的な探究
活動の効果的指導方法について、解決すべき課題として捉えていることがわかる。
本校でも、SSH 事業の中心として科学的な探究活動を行っており、その指導法の改善を模索して
きたが、後述する「基本コンセプト」
（Cothron et al., 2006）を導入することで、科学的探究活動の指
導について改善を図ることができ、特に、生徒は実験計画、振り返り、実験の改善の場面での「基
本コンセプト」を利用することが示され、また、初めて探究活動に取り組む生徒を援助し、その探
究能力を高める方法として、
「ミニ探究」を開発し、その実施により、独立変数、従属変数の設定能
力を高めることができた（十文字・宮本、2020）
。一方で、学習指導要領（文部科学省、2019a）では、
改定の基本的な考えとして、「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謳われ、育
成を目指す資質・能力として、「学びに向かう力」が挙げられている。しかしながら、「ミニ探究」における
「学びに向かう力」については今の所、調査していない。そこで、
「学びに向かう力」とほぼ同義
と捉えられる「エンゲージメント」に着目し検討することとする。

研究の目的および方法
本研究では、本校の SSH で行っている「ミニ探究」の各科学的探究の場面での「学びに向かう力」
、
すなわち、生徒のエンゲージメントを、質問紙調査から明らかにし、今後の探究活動の指導の指針を得る
ことを目的とする。
研究の対象となる「ミニ探究」は 2 つの期間に行った。まず、1 回目の「ミニ探究」は、2020 年度の 9 月～
11 月にかけて、「理科」の時間に行った。対象は清真学園高等学校・中学校の中学第 3 学年の生徒 120
名である。実験は 3～4 名の生徒で班をつくり、班ごとに実験計画を立てて行った。このミニ探究は
Students and Research: Practical Strategies for Science Classrooms and Competitions (Fourth Edition)（Cothron
et al., 2006）
（以下 SR）を参考に、紙飛行機を題材として選び、テーマを、「最高の紙飛行機をつくる」とし
た。この目標に対して、最高の飛行機の条件を明らかにするように、生徒たちは実験計画を作成する。具
体的には「基本コンセプト」にあたる独立変数とその範囲と間隔、従属変数、制御変数、試行回数、対照群、
仮説、タイトルを作成する。その後実験計画に従って実験を行い、結果を記録する。
次に、2 回目の「ミニ探究」は 2021 年度の 4 月～7 月、「探究基礎」の時間に 10 時間で行った（表 1）。
対象は、清真学園高等学校・中学校の高校第 1 学年の生徒 60 名であり、3～4 名の班ごとに行った。な
お、全員が中学第 3 学年時に、先述した１回目のミニ探究を経験している。
2 回目のミニ探究の①〜⑦の各科学的探究場面（表 1）の終了時に、エンゲージメントの質問紙調査を
行う。5〜6 時間目、7〜8 時間目は 2 時間連続の内容が終了した時点で質問紙に回答した。9〜10 時間
目は、各クラスの全 8 班のうち、前半の 4 班が 9 時間目終了時、後半の 4 班が 10 時間目終了時に質問
紙に回答した。
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表１ 「ミニ探究」の内容
時間
1

科学的探究活動の場面

活動内容

①前回の「ミニ探究」の改善点を挙げ 昨年行った、紙飛行機実験で、どのような改善点がある
る。

かについて話し合い、書き出す。

②実験・観察の方法を考える。
2

実験計画図を作成し、独立変数とその範囲と間隔、従属
変数、制御変数、対照群、試行回数、仮設、タイトルの設
定を行う。実験に必要な材料を挙げる。

③実験の準備をする。
3

実験計画図に基づいて、必要な材料や道具を準備す
る。また、安全性についての問題点とその対処法を挙げ
る。

4
5
6
7
8
9

④予備実験を行う。

予備実験を行い、実験計画に無理がないか確認し、改
善する。

⑤実験・観察中または実験・観察の結 実験を実行し、データを記録する。
果を整理する。
⑥実験・観察の結果をグラフ化し考察 データを Excel でグラフ化する。独立変数と従属変数の
する。
⑦発表する。

10

関係を視覚化し、その関係を考察する。
自分の班の実験について発表し、クラス全体で質疑応
答を行う。

エンゲージメント
「学びに向かう力」と捉えることができる「エンゲージメント」について、Skinner, Connell & Wellborn（2009）
は、「学生が建設的に、熱心に、喜んで、認知的に集中して学習活動に参加すること」としている。ま
た、鹿毛（2013）は、「エンゲージメントとは、人と環境との間で現在進行形で生起するダイナミックに変化
する相互作用を心理現象の質として記述する概念」と定義している。櫻井（2019）は、Reeve（2002）や鹿毛
（2013）に依拠し、「課題に没頭して取り組んでいる心理状態、言い換えれば、興味や楽しさを感じながら
気持ちを課題に集中させ、その解決に向けて持続的に努力をしている心理状態」と定義している。このエ
ンゲージメントを利用して、生徒の科学的探究活動への学びに向かう力を把握し、ミニ探究改善への指針
を得ることができる。

「ミニ探究」と科学的探究の場面
「ミニ探究」とは、生徒が SR の「基本コンセプト」を自ら設定して行う実験で、実験のテーマや目的は指
示される。Banchi & Bell (2008) は科学的探究活動のレベルを 4 段階に分けている。レベル 1 の
Confirmation Inquiry（確認としての探究）は生徒は課題と手順・方法を与えられ、結果は事前にわかって
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いる。レベル 2 の Structured Inquiry（構造化された探究）は、課題と手順は教師が提供するが、生徒は自
分たちが得た実験結果から説明を行う。レベル 3 の Guided Inquiry（ガイドされた探究）は、教師は生徒に
研究課題だけを与え、生徒はその課題を検証するための手順・方法を考え、その結果から説明を行う。レ
ベル 4 の Open Inquiry（オープンな探究）は、生徒は科学者のように質問を導き出し、調査を計画・実行し、
結果から説明を行う。本研究の「ミニ探究」は、このレベル 3 に相当する。この「ミニ探究」は初めて探究活
動に取り組む生徒を援助し、その探究能力を高める方法として開発したものである（十文字・宮本、
2020）。
今回の「ミニ探究」でも、実験のテーマを「最高の紙飛行機をつくろう」とし、どのような紙飛
行機の条件が、飛距離を伸ばすのか、という問いを指定した。生徒は、紙飛行機にどのような改良
を加えるか、を独立変数として自ら設定する。科学的探究の場面は、①前回の「ミニ探究」の改善
点を挙げるとき、②実験・観察の方法を考えているとき、③実験の準備をしているとき④予備実験
をしているとき、⑤実験・観察中または実験・観察の結果を整理しているとき、⑥実験・観察の結
果をグラフ化し考察しているとき、⑦発表のとき、である（表 1）。
エンゲージメント質問紙
「ミニ探究」の各場面終了後に、エンゲージメントを測定するための質問紙調査として、宮本・河原井・
中江（2020）を参照した。その質問項目は「A：集中して取り組んだ」「B：先生や周りの人の話を注意深く聞
いた」「C：積極的に話し合いに参加した」「D：楽しかった」「E：達成感や満足感を感じた」「F：興味を感じた」
「G：今日のミニ探究における課題を理解していた」「H：自分でやり方を工夫して取り組んだ」「I：新しいこ
と・難しいこと・失敗してしまったときに挑戦しようとした」の 9 項目である。回答は、1.まったくあてはまらな
い、2.あまりあてはまらない、3.どちらともいえない、4.すこしあてはまる、5.とてもあてはまる、の 5 段階であ
る。

結果と考察
質問紙調査の結果、質問項目 A～Ｉに対し、クラスター分析を Ward’s Method1)を使用して行った。分析
の結果得られた樹形図を、結合距離が 20 の点で考えると、4 つのクラスターに分類することができた（図
1）。第 1 のクラスターに含まれるのは、「A：集中して取り組んだ」「B：先生や周りの人の話を注意深く聞い
た」「G：今日のミニ探究における課題を理解していた」の 3 つなので、「ミニ探究への能動的な参加」とした。
第 2 のクラスターは「C：積極的に話し合いに参加した」「D：楽しかった」の 2 つなので、「ミニ探究における
対話と楽しさ」とした。第 3 のクラスターは、「E：達成感や満足感を感じた」「F：興味を感じた」の 2 つなので、
「ミニ探究に対する感情」とした。第 4 のクラスターは「H：自分でやり方を工夫して取り組んだ」「I：新しいこ
と・難しいこと・失敗してしまったときに挑戦しようとした」の 2 つなので、「ミニ探究における工夫・挑戦する
姿勢」とした。これらのクラスターの命名について具体的に述べると、第１のクラスターに含まれる項目 A と
B は、生徒が能動的にミニ探究に参加していたことを示しており、その結果、項目 G の「理解」が得られた
と考えられる。そのため、このクラスターを「ミニ探究への能動的な参加」とした。第２のクラスターに含まれ
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る項目 C と D は、C の話し合いが活発に行われたことが、D の楽しさにつながっていると考えられる。そ
のため、このクラスターを「ミニ探究における対話と楽しさ」とした。第３のクラスターに含まれる項目 E と F
は、「達成感・満足感」「興味」といった、科学的な探究活動に対する感情を示している。そのため、このクラ
スターを「ミニ探究に対する感情」とした。第４のクラスターに含まれる項目 H と I は、「工夫」や「挑戦」のよ
うに、探究に臨む姿勢を示している。そのため、このクラスターを「ミニ探究における工夫・挑戦する姿勢」
とした。

結合距離
図１ クラスター分析による樹形図

表２ 多重比較検定の結果と効果量
項目 C

項目 D

項目 E

項目 F

高い

④

④

③

③

④

④

⑤

⑤

②

③

④

⑤

⑦

④

低い

⑥

⑦

⑥

⑦

⑥

⑦

①

⑥

①

①

①

①

①

⑥

0.43

0.45

0.44

0.45

0.45

0.52

0.50

0.48

0.40

0.56

0.52

0.55

0.50

0.44

効果量 r

項目 H

項目 I

高い

③

④

⑤

④

④

⑤

低い

①

①

①

⑦

①

①

0.47

0.47

0.40

0.51

0.49

0.58

効果量 r
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4 つのクラスターについて、属する項目ごとに、場面①～⑦を多重比較、フリードマン検定 2)を使用し比
較した。効果量ｒは、ウィルコクソンの符号順位検定により算出したｚ値をもとに算出した 3)。また、その結果
を表 2 に示す。
それでは、以下に具体的に各クラスターについて述べる。
１．ミニ探究への能動的な参加
多重比較検定の結果、項目 A、B、G に共通して、場面①～⑦間で有意な差は確認できなかった。A、
B、G の 3 項目に共通する特徴として、実際のミニ探究では、生徒たちがミニ探究に集中し、話を注意深く
聞く姿勢が見受けられた。そのような取り組み姿勢は、課題の理解に結び付いていると考えられる。質問
紙では、すべての項目で平均値 4.0 以上の値であったことから、ミニ探究のすべての場面を通じて、生徒
たちは高いエンゲージメントを持って能動的にミニ探究に参加していた。
2．ミニ探究における対話と楽しさ
多重比較検定の結果、項目 C で場面間に有意差（p＜0.05）が確認できたものは、場面④－⑥間で、④
が高く⑥が低い(r=0.43)、④－⑦間で④が高く⑦が低い(r=0.45)という結果であった。その他の場面間で
は有意差は確認できなかった。
場面⑥、⑦と比較して、場面④予備実験をしているときは話し合いが活発に行われたことがわかる。実
際にミニ探究でも、生徒が班の中で積極的に話し合いながら作業を進めている様子が見受けられた。場
面④と比較して、場面⑥実験・観察の結果をグラフ化し、考察しているときが低かった。ミニ探究では、多
くの生徒が Excel でのグラフ化作業に多くの時間を取られていた。個別の作業が中心となり、話し合いの
時間が取れなかったこと原因と考えられる。場面④と比較して、項目⑦発表をするときが低かった。ミニ探
究では、一部の班の発表時を除き、活発な質疑応答は見受けられなかった。多くの生徒たちは、自分の
班の発表を行うことと、他班の発表を聴くことが主な活動となり、お互いが話し合う時間が少なかったため
と考えられる。
また、多重比較検定の結果、項目 D で有意差（p＜0.05）があったものは、場面③－⑥間で③が高く⑥
が低い(r=0.44)、③－⑦間で③が高く⑦が低い(r=0.45)、④－⑥間で④が高く⑥が低い(r=0.45)、④－⑦
間で④が高く⑦低い(r=0.52)という結果であった。その他の場面間で有意差は確認できなかった。
場面⑥、⑦と比較して、場面③実験準備をしているときと場面④予備実験をしているときどちらも、
生徒たちが班のメンバーと協力し、試行錯誤を繰り返しながら、実験に向けた準備をする様子が見
受けられた。このような活動が、楽しいという感情に結び付いていると考えられる。それとは逆に、
場面③、④と比較して、場面⑥、⑦では、各自が与えられた課題を行う活動が中心となっており、結果とし
て楽しさも低かったと考えられる。
以上のように、このクラスターの、C、D の 2 つの項目は、心理的安全性が確保され、生徒皆が話し合い
に参加でき、協同的に問題を解決していく、よいチームの特徴を反映していると考えられる。実験を行う
前に、実験準備や予備実験の時間を取ることは、高いエンゲージメントを生じさせ、科学的探究活動にと
って必要な場面であることがわかった。改善点としては、場面⑥実験・観察の結果をグラフ化し、考察して
いるとき、テンプレートを利用した Excel の作業を簡略化するような支援すること、時間を取ることで、チー
ム内での話し合いの時間を設けることが考えられる。同様に、場面⑦発表をするとき、では発表の前後に
班内で話し合う場面を設けることが考えられる。
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3．ミニ探究に対する感情
多重比較検定の結果、項目Ｅで有意差（p＜0.05）が確認できたものは、場面①－⑤間で⑤が高く①が
低い(r=0.50)、場面⑤－⑥間で⑤が高く⑥が低い（r=0.48）という結果であった。その他の場面間で、有意
差は確認できなかった。
場面①や⑥と比較して、場面⑤実験・観察中または実験・観察の結果を整理しているときは自分たちの
班で計画した実験を実施してデータを得る活動であり、達成感や満足感を感じていることがわかる。ミニ
探究でも、生徒たちが主体的に取り組んでいる様子が見受けられた。場面⑤と比較して、場面①前回の
「ミニ探究」の改善点を挙げるとき、は達成感や興味を感じる活動ではなかったことがわかる。この理由とし
て、探究活動に対する認識が形成されていないことが考えられる。高等学校の理科の授業で行われる実
験は、その多くが与えられた実験書に沿って行われ、正しい結果が得られるか確認するものが多い。正
解はあらかじめ決まっているため、繰り返し実験を行う意味は希薄である。このミニ探究は、昨年度に一度
行っているため、生徒たちはすでに終わった実験だと認識しているため、再度それを行うことに意味を感
じなかったのではないかと考えられる。文部科学省（2019b）にあるように、探究活動は１つの実験の結果
が出ると、そこからまた新たな課題が生まれ、更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰
り返していく、スパイラル状に進歩する活動である。生徒には、そのような探究活動に対する認識が形成
されていない可能性がある。場面⑤と比較して、場面⑥実験・観察の結果をグラフ化し、考察していると
きは作業が困難で、最後まで達成できなかった生徒がいたことが原因と考えられる。ミニ探究では、Excel
の作業が不得意な生徒が、多くの時間をかけて取り組んでいる様子が見受けられた。
また、多重比較検定の結果、項目 F で有意差（p＜0.05）が確認できたものは、場面①－②間で①が低
く②が高い(r=0.40)、①－③間で①が低く③が高い(r=0.56)、①－④間で①が低く④が高い(r=0.52)、①
－⑤間で①が低く⑤が高い(r=0.55)、①－⑦間で①が低く⑦が高い(r=0.50)という結果であった。また、
場面④－⑥間で④が高く⑥が低い(r=0.44)という結果であった。その他の場面間で有意差は確認できな
かった。
場面①と比較して、場面②実験・観察の方法を考えているとき、③実験の準備をしているとき④予
備実験をしているとき、⑤実験・観察中または実験・観察の結果を整理しているとき、⑦発表のと
き、の各場面で生徒は興味を持って探究活動に取り組んだことがわかる。場面④と比較して、場面
①前回の「ミニ探究」の改善点を挙げるとき、場面⑥実験・観察の結果をグラフ化し、考察しているときは生
徒が興味を感じる内容ではなかった。この原因は、項目 E と同様に、探究活動が連続性を持った活動で
あるという認識の不足にあると考えられる。
4．ミニ探究において工夫・挑戦する姿勢
多重比較検定の結果、項目 H で有意差（p＜0.05）が確認できたものは、場面①－③間で①が低く③
が高い(r=0.47)、①－④間で①が低く④が高い(r=0.47)、①－⑤間で①が低く⑤が高い(r=0.40)、④－⑦
間で④が高く⑦低い(r=0.51)という結果であった。その他の場面間で有意差は確認できなかった。
場面①と比較して、場面③実験の準備をしているとき、④予備実験をしているとき、⑤実験・観察中ま
たは実験・観察の結果を整理しているとき、に積極的に活動に取り組む様子が見受けられた。場面③、④、
⑤と比較して、場面①前回の「ミニ探究」の改善点を挙げるとき、は前回の実験の改善のために工夫をす
るべき活動である。それに反してこの項目が低いことは、生徒たちが持つ、探究活動への認識を反映して
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いると考えられる。昨年実施し、もう終わった実験という認識になっていたため、「工夫」とは結び付かなか
ったのではないかと考えられる。探究活動において、１つの実験で結果を得ることは、次の活動の出発点
であり、さらなる探究のために、工夫や挑戦をしていくものだという認識がまだ形成されていない可能性
がある。場面④と比較して、場面⑦発表のときでは、発表に使用するスライド内容について、枚数や
形式を指示したため、工夫の余地が与えられなかったことが考えられる。また、わかりやすく伝え
るためには、他者の視点に立つこと、メタ認知能力が必要であるが、その視点が獲得されていない
ため、工夫といった認識が低くなった可能性がある。ミニ探究では、活動内容発表を行う活動や、
他の班の発表を見る、聴く活動が主となっており、班の中やクラス全体で討議をする場面は少なか
った。指示された課題を実行することが主となり、工夫とは結び付かなかったと考えられる。また、
実験に困難や失敗があった場合は、発表での指摘をもとに、次の改善された実験に挑戦していく機
会となるという認識が無い可能性がある。
また、多重比較検定の結果、項目 I で有意差（p＜0.05）が確認できたものは、場面①－④間で①が低
く④が高い(r=0.49)、①－⑤間で①低く⑤が高い(r=0.58)という結果であった。その他の場面間で有意差
は確認できなかった。
場面①と比較して、場面④予備実験をしているとき、⑤実験・観察中または実験・観察の結果を整
理しているとき、に積極的に活動に取り組む様子が見受けられた。場面④、⑤と比較して、場面①
前回の「ミニ探究」の改善点を挙げるときが低かった。場面①は、前回のミニ探究で難しかったこと、失敗
したことを思い出し、改善された新しい実験に挑戦する内容であるが、生徒たちは「挑戦」とは認識しなか
った。探究が 1 回の実験で終わらずに、連続性を持ったものであるという認識が不足していることが原因
と考えられる。
以上より、ミニ探究の改善点として、場面①と⑦については、１つ探究の完了は探究活動の終わり
ではなく、次のスパイラルアップに向けての出発点になるという説明を行うことが提案される。さらに、「ミニ
探究」の過程を発表で終了するのではなく、その後に改善点を考え、探求を繰り返すことを含めて設計す
ることも一案である。

おわりに
本研究では、本校の SSH で行っている「ミニ探究」の各科学的探究の場面での生徒のエンゲージメント
を、質問紙調査から明らかにし、今後の探究活動の指導の指針を得ることが目的であった。その結果、第
1 のクラスター「ミニ探究への能動的な参加」から、生徒たちは、ミニ探究のすべての場面を通じて、能動
的に参加していたことがわかった。第 2 のクラスター「ミニ探究における対話と楽しさ」から、場面③実験準
備をしているときと、場面④予備実験のときは生徒たちの対話が活性化し、楽しさが生まれる活動であ
ることがわかった。第 3 のクラスター「ミニ探究に対する感情」から、場面⑤実験・観察中または実験・観察
の結果を整理しているときに達成感や興味の感情が高いことがわかった。第 4 のクラスター「ミニ探究に
おいて工夫・挑戦する姿勢」から、場面④予備実験をしているとき、⑤実験・観察中または実験・観察の
結果を整理しているとき、に工夫・挑戦する姿勢が高いことがわかった。
生徒が、高いエンゲージメントを示した場面として、③実験の準備をしているとき、④予備実験をしてい
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るとき、⑤実験・観察中または実験・観察の結果を整理しているときが挙げられる。ミニ探究の過程に、生
徒が自ら案を出し、メンバーと対話しながら行う内容は不可欠であることがわかる。
課題として、場面①前回の「ミニ探究」の改善点を挙げるとき、⑥実験・観察の結果をグラフ化し、考察し
ているとき、⑦発表のとき、の各場面のエンゲージメントを高めるような改善が挙げられる。場面①と⑦に
ついては、探究活動が連続性を持ち、進歩していくものであることを伝えることが考えられる。場面⑥では、
データのグラフ化について、PC 作業の支援を行う作業だけで終わらないように、グラフから何が読み取
れるかについて対話の時間を確保するなどの改善が考えられる。さらに、場面⑦では、スライド作成時に、
他者の視点に立ち、伝え方を工夫する必要があることを伝える、発表の後に、班の中で対話の時間をとる
ことが改善案として考えられる。一方、質問項目についての改善点として、質問紙の言葉を変更する必要
性がある。質問項目 D、E、F の 3 つは、感情的エンゲージメントに対する質問項目だが、クラスター分析
の結果、項目 E と F の 2 つが同じクラスターとなり、項目 D は項目 C と同じクラスターになった。「楽しか
った」という感情が、ミニ探究の内容に対するものではなく、友人との話し合いから生じた可能性がある。
質問文を、「ミニ探究の内容が楽しかった」と変えて、質問の意図を明確化することが必要である。さらに、
エンゲージメントは、没入感を示す指標であるが、授業後の質問紙への記入という方法により、測定がで
きるのか、ミニ探究中に生じているエンゲージメントを、ある程度時間が経過した後に振り返って答えるた
めの、メタ認知能力が生徒に備わっているのかについては疑問がある。

付記
本論文は、日本理科教育学会第 71 回全国大会（群馬大会）の発表資料を大幅に加筆、修正したも
のである。

注
1)クラスター分析には、分析ソフト Past4(ver4.04)を使用した。
2)多重比較検定には、統計解析ソフトのエクセル統計を使用した。
3)効果量については、水本・竹内（2011）に倣い、統計解析ソフトのエクセル統計を使用して算出
した。
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サルコリの音楽科教育思想に関する研究
―― 丸山徳子から、三浦環、鶴田昭則、丸山洋子への流れを手掛かりに、フレーベルの「父性」に関す
る考え方を射程に入れて ――
藤 田 文 子＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Study of Sarcoli's Music Educational Thought –With Flow from Tokuko Maruyama to Tamaki Miura,
Akinori Tsuruta, and Yoko Maruyama as Clues, Including Fröbel's Idea of "Paternity" in the Range.

Ayako FUJITA

キーワード：音楽科教育思想，サルコリ，三浦環，丸山徳子，フレーベル
本論文は、先行研究の捉えなおしを基に、筆者の歌唱指導研究をさらに進めることを目的とする。そのために、筆者の歌
唱指導研究の基盤にある音楽科教育思想を、今一度原点に戻り、探ることとした。その際、昨年度の全学教職センターの論
文で取り上げた、サルコリ、丸山徳子、三浦環、鶴田昭則、丸山洋子を再び取り上げ、サルコリから始まった、彼らの音楽科
教育思想の流れを手掛かりに、検討することとした。まず最初に、サルコリと養女の丸山徳子を題材にした、『少女の友』の著
作「楽人の死」を取り上げ、そこに示されたサルコリの音楽科教育思想について吟味した。その上で、上記四人のサルコリの
音楽科教育思想の理解と継承について考察した。それと同時に、「歴史認識と歴史研究」、「三浦環の学習観」など、昨年度
の全学教職センターの筆者の論文の課題も、もう一度考察しなおすこととした。その際、筆者の研究テーマである、フレーベ
ルの「父性」に対する考え方も射程に入れることとした。その結果、サルコリの音楽科教育思想は、内容的にも、フレーベル
の教育思想に矛盾するものではなく、音楽科教育においても、極めて教育効果が高く、他の教科の指導法にも応用自在で
あることがわかった。前述の四人においても、サルコリの音楽科教育思想は、理解され、継承、展開されていることがわかっ
た。今後もさらなる発展が望まれることも確認した。

はじめに
――――――――
*茨城大学教育学部音楽教育教室
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筆者は、先行研究、すなわち音楽科の歌唱指導 1)

２) ３)

などを吟味し、声帯の健康を重視しつつ、

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４) ５) 。筆者はこういった中で、豊かな現場経験を持つ、茨城大学の非常勤講師で
ある鶴田昭則(以下鶴田と略記[筆者付記])６) の歌唱や歌唱指導法に着目し、声帯の発声の健康の問
題、歌唱指導、合唱を含むオーケストラの指揮・指導といった器楽指導法、さらには、校歌の作曲
など作曲分野での才能の披歴や、校歌指導など、音楽科教育の全範囲に対応できる可能性を見出し
てきた。
昨年度の段階で、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、主にレッスンを背景に行われた、鶴田の歌唱に関する学習歴に目を向け検討した。その
結果、アドルフォ・サルコリ(以下サルコリと略記[筆者付記])７)や、サルコリのオペラの共演者で
あり、弟子でもあった三浦環８)、サルコリの養女であり、サルコリの弟子、かつ、鶴田の師であっ
た丸山徳子９)などといった、現在にも普遍的に大きな影響を与える歴史的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 10) 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 11) 。
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ると思えた。
その結果、①「歴史認識と歴史研究」
、②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 12) 。
本論文は、筆者のこういった昨年度の論文の流れを継承し、さらに一歩進めることを企図するこ
ととした。
そのために、筆者の歌唱教育研究の基盤にある音楽科教育思想を、もう一度原点に戻り、探るこ
とから始めることとした。
まず、サルコリの音楽科教育思想に焦点を当て、前述の論文 12) よりもさらにスパンを広く取るこ
ととした。まず、資料を基にした、生前のサルコリの音楽科教育思想の検討から始まり、丸山徳子、
三浦環の音楽科教育思想、さらに現在に生きる、鶴田、丸山徳子の娘さんであり、弟子でもあった
丸山洋子 13)を支える音楽科教育思想へと敷衍して検討することとした。その際に、筆者自身の研究
の根幹ともいえる、フレーベルの教育思想、特にそのなかの「父性 14)」に対する考え方を射程に入
れることとした。
従って本論では、1.サルコリの音楽科教育思想について――「楽人の死 15)」
『少女の友 16)』に描
かれた姿を入口に――、2.丸山徳子のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について、3. 三浦環
のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について、4. 鶴田のサルコリの音楽科教育思想の理解
と継承について、5. 丸山洋子のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について、まとめにかえて
――フレーベルの「父性」に関する考え方を射程に入れて――の順に考察することとする。
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
るということで計画されてきたが、
折からの新型コロナウイルス感染拡大予防のために、
昨年同様、
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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、藤田から鶴田先生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、鶴田先生の回答に関しては、カンマ等も含めて、鶴田先生の表記に極力従ったことも付記
しておきたい。
丸山洋子先生に関しては、ご高齢であること、新型コロナウイルス感染予防の見地からも、電話
等による、鶴田先生を介してのご質問、ご意見、ご回答などという形をとらせていただいたことを
ご了承いただきたいと思う。

1.サルコリの音楽科教育思想について――「楽人の死」『少女の友』に描かれた姿を入口に――
まず、筆者が唯一手に入れることのできた、今回のサルコリの音楽科教育思想に関連すると思わ
れる文献を入口に、サルコリの音楽科教育思想について検討することとする。なおこの資料は、丸
山洋子先生の提供によることを申し添えておきたい。深く感謝いたします。
書誌的事項に関連して言及すると、この文献は、もともとは、サルコリの養女である丸山徳子先
生所持の文献で、継続的に同居なさっていらした丸山洋子先生が受け継がれたものの一つである。
この文献は、本論文注 15 を確認いただければわかるように、黒百合子の著作であるが、極めて丁
寧な取材の基に作成されたもので、実際の取材による裏付けが多くの場所で感じられる。ここには
サルコリ先生の生前の写真、当時の丸山徳子先生の実際の写真も掲載されている。また『少女の友』
は、昭和 10 年代特に、編集者内山基が主筆(編集長)を務めており、この雑誌の黄金期ともされ、こ
の当時絶大な人気を誇った少女雑誌で、全国津々浦々の女学生で知らない者はいなかったといって
も過言ではないものであった 17)。この文献にあっては、サルコリと丸山徳子が主たる登場人物とな
っていることで、当時この二人が、全国的に、また世界的にも、いかに重要な人物であったのかが
窺い知れる。
ここで検討する内容が、この著作の内容にも関係するため、若干あらすじについても触れておき
たい。
「楽人の死」というタイトルからもわかるように、サルコリ(楽人とは、サルコリ先生を示す。著
作中ではサルコリーという表記となっている[筆者付記])の晩年、60 歳を超えて病を得、亡くなる
までの様子を、同居していた、養女で、愛嬢の丸山徳子(ここでは、永島とく子となっているが、当
時の丸山徳子先生の実名は長島徳子である。年齢は、女学校を卒業なさった 20 歳半ば位か[筆者付
記])との関係を軸に展開している。
このなかでは、サルコリと丸山徳子の日常生活が描かれており、サルコリの臨終を迎えるまでの
丸山徳子のきめ細やかな看病の様子、サルコリのレッスン風景などが詳述されている。
ここでは、本論の研究テーマであるサルコリの音楽科教育思想に関連すると思われる、1.－1 音
楽家、声楽科としてのサルコリの姿について、1.－2 ピアノや声楽の指導者としてのサルコリの姿
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について、1.－３丸山徳子とサルコリの親子愛についての三点について、以下に言及することとす
る。

1.－1 声楽家、音楽家としてのサルコリの姿について
ここでは、サルコリについて、著名なテノール歌手であった、サルコリならではの記述がある。
「サルコリーが日本にくる以前には、日本に伊太利声楽と云うものは全く伝えられていなかった。
サルコリーが来て初めて日本の声楽界は華やかなものになったといっても過言ではない(旧仮名遣
いは、基本的に現代の仮名遣い、古い漢字については、基本的に当用漢字とした[筆者付記、以下同
様] 18))。
」とある。
また、病床でのサルコリの発声
練習についての記述もある 19)。
「・・・・・・三月に入ると、急に
めっきり衰えがサルコリーの肉体に現
れ始めて、遂に体の自由さえ失われて
しまった。もはや口さえも利けなくな
ってしまった。だのに、寝台に仰向け
になっているままの姿で、サルコリー
は胸に手をやって、丸く口を開けて、
『ァーァーァー』発声法をやっている
のである。自分の声と声の調子に耳を
傾けているのである。
」
これらの記述から、サルコリは、日

(マンドリンを弾くサルコリ:丸山洋子氏提供)

本の声楽界にあっても、大切な存在であったことがわかる。
また病床にあっても、声楽家として、訓練を忘れなかったことが伝わってくる。
さらに、ピアノに関してもサルコリの厳しい取り組みが感じられる。
「・・・・・・みんな間違っている。間違いだらけだ。
・・・・・・」音楽となると、もう全く夢
中になってしまうのが此の老人の性分だった 20)。
」とある。
ここに取り上げたのは、ほんの一部であるが、全編にサルコリの音楽家、声楽家として、音楽に
対する厳しい取り組みが、感じられる。
なお、サルコリは、鶴田によると、マンドリンの奏者としても夙に有名で、
「慶應義塾大学では,
マンドリン・ギターの奏法を教え，その分野の発展のために尽くした 21)」とされている。上の写真
は、サルコリがマンドリンを弾いているところである。

1.－2 ピアノや声楽の指導者としてのサルコリの姿について
ここでは、丸山徳子に対する、サルコリの厳しくも愛情に満ちたレッスン風景の描写が見られる。
ピアノのどのような誤りも許さず、
サルコリは丸山徳子が泣くまで厳しく𠮟った。
しかしながら、
そのままにせず、その場で慰め、励まし、本当の意味での信頼関係を構築する。学習者の高まりす
ぎた感情が収まり、冷静になるのを待って、学習者である丸山徳子のやる気を起こさせるレッスン
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を行っていく 22)。厳しく叱った後、サルコリは、最後に丸山徳子に次のように言って聞かせている。
「もう叱らない。もう叱らない。泣かなくともいい。
」
・・・・・・
「今の間違ったところ、明日の
晩ようく教えて上げるからね。もういい。もう泣かなくともいい 23)。
」と。
ここで重要なのは、単に師としてだけ教えるのではなく、最後は、親の真の愛情から教えている
のである。次のような表現がある。
「老人の手には清らかな愛情があった。その愛情が老人の手から、とく子さんの心へ染み込むの
だった。
『そうだわ。私だって、もっと気をつけていつも褒められるように弾かなくちゃいけなかっ
たんだわ 24)。
』と。
ここで忘れてならないのは、ピアノや声楽のレッスンであっても、こと指導法に関しては、音楽
科教育の指導法と、本質的には同じであるということである。
すなわち、教員の真摯な指導と、それを信頼し、受け止める生徒の真剣な態度。
最終的には「心の育て」の問題と言ってもよいであろう。
その中では、感情の面から言えば、教員と生徒の間には、激突とも言っていいほどの、場面の生
まれる可能性がある。
それをいかにして克服し、受け入れてもらい、
「先生に褒められたい」
、と生徒に言わしめるほど
の生徒のやる気を奮い立たせるか、ここが教員の腕の見せ所である。
教員は、一時的には波だったかもしれない生徒の感情の静まるのを待って、生徒の望む内容も十
分に踏まえて、適切に指導することが大事であろう。それはやはり、ここで示されたような、教員
としての、また親としての、一見激しく見えるが、その底にある、冷静さを失わない、優しい、暖
かな心、すなわち、真実の愛以外には無いのではないだろうか。
次の 1.－３丸山徳子とサルコリとの親子愛につい
ては、単独に存在するだけではなく、この、1.－2

ピアノや声楽の指導者としてのサルコリの姿につ
いてにおいても、途切れることなく、継続して存
在しているのである。
まさに、サルコリと丸山徳子の間にも、清らか
な、人間と人間との、信頼と真実の愛情があった
と思われる。
また、サルコリは、丸山徳子に対して、プロのピ
アニストとしての大成を望んでいた。以下の会話の
中でも、そのことが感じられる。
「来年こそはあなたを伊太利へ連れて行って上げ
る。そこであなたは正式にピアノの修業をするんだ。
そして立派なピアニストになって、また、私と一緒
に日本へ戻ってくるんだ 25)。
」
また、サルコリに教えを受けて、今日の地位を築い
た声楽家として、三浦環、藤原義江、原信子、ベルト
26)

(昭和初期、サルコリの関谷敏子への自
宅でのレッスン風景: 丸山洋子氏提供)

ラメリ能子(声楽家であった古関裕而の妻金子の師 )、喜波貞子、佐藤千夜子など、錚々たるメン
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バーの名が挙げられている。
また、サルコリの、ヴェルディのオペラ＜リゴレット＞などへの、自身のオペラ出演の経験から、
著名な歌劇場でのプログラムを片手に、その本質について丸山徳子に教えている姿は、オペラを学
ぶ者にとって垂涎の的であろう 27)。

1.－３丸山徳子とサルコリの親子愛について
サルコリにあっては、1.－2 ピアノや声楽の指導者としてのサルコリの姿についてで述べたよう
に、丸山徳子とのレッスンおいて、親子愛は切り離せないものであったようである。
たとえ、丸山徳子が泣くようなサルコリの厳しいレッスンであっても、レッスンの後、サルコリ、
丸山徳子の信頼関係の下、親子の愛情でしっかりとフォローされて、丸山徳子の中で、確固とした
学びが成立する状況になっている 28)。
レッスンを離れても、深い父親としての愛情が、サルコリを貫いており、それは死の床にあって
も揺らぐことはなかった。以下に、特にそういったサルコリの心情が感じられる記述の一例につい
て述べることとしよう。
遠いイタリアを離れて、サルコリが、丸山徳子に対する父親としての気持ちを、さらに丸山徳子
のサルコリに対する親子愛を吐露する場面がある 29)。
「・・・・・・思い出が、やがていつかとく子さんに対する父親にも似た自分の気持ちに繋がっ
てくる。
『・・・・・・あなたは私の愛する家族だ。
・・・・・・私の家族はあなた一人しかいない。
ね、あなたは私の娘だね？』
」とあり、丸山徳子は次のように答えている。
「ええ、そうよ。わたしは先生の娘ですわ」とある。
また、サルコリは次のようにも言っている。
「・・・・・・娘でなくては、あなたのように私を愛し、私を慰め、私のために尽くしてくれる
譯がない。私は日本に来てよい事をした。若しも日本に来なかったとしたら、私はあなたと云う自
分の娘を見つけることも出来ずに、今頃は全くの孤独と寂寞の中に沈みこんでしまっていたに違い
ない。
・・・・・・」と。
こういった親子愛を基盤に、サル
コリと丸山徳子の関係は展開してい
るが、最後にサルコリによって、決
定的な愛の行為が示されている。す
なわち丸山徳子に対する遺産の相続
である。
ここで、お金のことについて言及
することがふさわしくないというよ
うに、考えることも出来るであろう。
しかしながら、留学、レッスンな
ど、こと音楽に関しては、勉強にか
かる費用には、きりがないのである。
こういったサルコリの行為こそ

(東京都府中市にあるサルコリの墓[管理
は丸山家]: 丸山洋子氏提供)
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が、丸山徳子の教育への期待であり、総決算であり、親子愛の象徴という見方はできないであろう
か。
また、ここで、サルコリの親子愛が、丸山徳子にあっては、ピアノ、声楽などといった音楽その
ものを習得している、という事実に結実していくことは、大切なことであろう。
すなわち、丸山徳子に則して言えば、サルコリから与えられた学校教育でも十分通用する音楽科
教育の指導法といった音楽科教育や、
ピアノ、
声楽といった音楽の専門的な学習に関連する教育で、
丸山徳子が、十分に音楽で生活していけるという見通しを得ることである。
今日の表現で言えば、サルコリも、丸山徳子の自立を目指していたという立場であろう。
そしてそれは、サルコリ、丸山徳子相互の、盤石ともいえる親子愛に裏打ちされたものであった
と言える。

2.丸山徳子のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について
以下、2.から 5.において、丸山徳子先生、三浦環先生、鶴田先生、丸山洋子先生のサルコリの音
楽科教育思想の理解と継承について、鶴田先生を介して披歴していただくこととする。
藤田 以上、黒の文献を通して、丸山徳子のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について検討
してきましたが、鶴田先生からご覧になって、実際にはいかがだったでしょうか？
鶴田 サルコリー先生の音楽観・それを教えることについての考え方について，丸山徳子先生は，
次のように話していました。その当時，日本人は，イタリアの歌を聴くチャンスは非常に少なかっ
た時代です。レッスンは，イタリア的ないわゆる明るいひびきを求められました。その声は，発声
法にあると，基礎・基本的な練習に明け暮れたことは，間違いありません。
稽古は確かに厳しくありましたが，いい方向に前進すると褒めてもくれました。次の技術的な課
題と内容表現の課題といつも明確でありました。又，ピアノをしっかりと練習することも求められ
ました。ただ，イタリア大使館で仕事をしていた叔母がサルコリー先生のお手伝いさんを兼ねてい
ましたので，12 歳のころから遊びに行き，先生の所に尋ねる多くの先輩声楽家の声を聴きながら過
ごしていました。私自身は，サルコリー先生からの要望で養女になり，24 歳ぐらいまで本格的に音
楽の基礎・基本を教えて頂きました。それも丁寧に。このことは，教育的に考えても，大変恵まれ
た環境にあったと言えます。そのころの生活がなつかしい限りです。

3. 三浦環のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について
藤田 鶴田先生からご覧になって、実際にはいかがだったでしょうか？
単純に考えると、丸山徳子先生にも留学を勧めるというのがこの流れで言うと自然な感じがしま
すが・・・・・・。なぜ丸山徳子先生は三浦環先生のご紹介で結婚なさったのでしょうか？
鶴田 サルコリー先生は、三浦環先生に一つのことを深く掘り下げる，つまり国際的な声楽家の道
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(昭和 12 年、生涯で唯一三浦環が仲人を務めた、丸山徳子の結婚式の写真二枚:丸山洋子氏提供)
を行くことを推奨していました。遡ること明治 44 年のことです。実は，サルコリー先生は，上海に
音楽学校をつくる予定でイタリアから渡る途中，辛亥革命に遭遇し下りることが出来ず，横浜まで
来たのです。運とは不思議です。日本を気に入り，東京に住むようになりました。当時，イタリア
オペラを目指していた環先生，明治 44 年末～45 年のことですが，サルコリー先生と新設なった帝
国劇場でコンサートを行ったのです。その時の環先生は，サルコリー先生の圧倒的なひびき・歌の
上手さにびっくりさせられたとのことです。そして，サルコリー先生のところにレッスンに通うよ
うになったようです。
サルコリー先生は，環先生には，蝶々さん歌い手として活躍できるよう深いレッスンをし，活躍
できるよう励まし，ヨーロッパに送り出したとも言えるでしょう。環先生は，30 歳から 50 歳まで
ヨーロッパやアメリカを中心に世界的に認められた蝶々さん歌手として活躍し，昭和 10 年 50 歳の
時帰国しました。その時，丸山先生(旧姓;長島)は，25 歳になっていました。悲しい出来事が起こ
りました。サルコリー先生が亡くなったのです。絶望感にくれる丸山先生，応援してくれたのは環
先生やサルコリー先生の多くのお弟子さんたちです。サルコリー先生は，昭和 11 年お弟子さんに囲
まれながら見送られたのです。
その後の丸山先生についてですが，環先生は，丸山徳子先生の性格をよく見抜いていたためか，
海外での音楽留学を薦めるのではなく，丸山徳子先生には，結婚を薦められました。1 年後の昭和
12 年，環先生がお仲人さんになり，結婚され上海に渡りました。(お母さんが 7 歳〈この方が洋子
さんです〉を筆頭に 3 人のお子さんを残して亡くなられた丸山氏のもとへ)昭和 20 年帰国。徳子先
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生は，ご自分の考えを大切にされる方で，戦後の誰もが苦しい中，生まれ故郷の近くの小美玉市栗
又四ヶで，音楽の素晴らしさを教えながら過ごされ，数年前 102 歳の生涯を閉じられました。
このような流れから，再度，話はサルコリー先生と三浦環先生の関係に戻りますが，音楽科教育
の見方を借りれば，三浦環先生は，ベルカント唱法を研究しながらも，自分の個性を生かした歌の
表現工夫をし、また、自分の声帯を守る発声法を創意工夫したということは間違いなく，これもサ
ルコリー先生をしっかりと理解していたからと思えてなりません。

4. 鶴田昭則のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について
藤田 サルコリ先生は著名な声楽家であり、一見音楽科教育思想から最も遠くに感じられるのです
が、鶴田先生の学校における、教員人生とは矛盾する考え方ではなかったでしょうか？実際はいか
がだったのでしょうか？
鶴田 私が，丸山先生から受けたレッスンとして，今でも大切にしている方法の一つとして，カデ
ンツァ発声があります。
「ドレミファソラシドレドシラソファミレドーーー」Cdur から半音づつ高
くながら声を出していく方法です。(母音と子音で) 私は，音程正しくレガートに声が出せるよう
心がけています。
そして，楽曲を歌う時でも，怒鳴ってしまうような出し方はしないようにといつも注意を受けて
いました。今，心に残る指導の一つとして，サルコリー先生はこのような声で歌っていたのですと
フレーズの歌い方として声をまねさせてくれるのです。丸山先生のレッスンでは，サルコリー先生
の歌い方を実際先生が声を出して示してくれました。これこそ，宝であると思っております。
又，レッスンの中では，イタリアの歌のベルカント発声を大切にしている歌い手の名を挙げ「真
似ることの重要性」をよく話されていました。多分，サルコリー先生もこのような指導をされてい
たのかなあと思い巡らしています。サルコリー先生・丸山徳子先生の教え方そのものが音楽科教育
に繋がっていること間違いありません。
これは，私自身のことですが，小・中学校の児童生徒，時には高校生・大学生を教える機会があ
りましたが，特に，音楽の基礎・基本とは何かということを意識して取り組みました。今でも変わ
っていません。幼少時から好きで歌っていた歌を，高校 2 年の時，丸山先生にテノールとしての声
が認められ，レッスンに通うようになったのです。今でも歌い続け，教え続けていますが，極端な
言い方ですが，サルコリー先生・丸山先生からの指令であると思っております。
私が教員生活を続けて良かったと思うことは，教えるということは，年齢などに関係なく共に学
ぶことであり，自分自身の専門性を高め・深められることにあると考えています。

5. 丸山洋子のサルコリの音楽科教育思想の理解と継承について
藤田 同じく、サルコリ先生は著名な声楽家であり、プロの方、プロを目指す方以外の方への、自
宅での、
個人レッスンは、
一見サルコリ先生の音楽科教育思想から最も遠くに感じられるのですが、
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その辺はいかがだったのでしょうか？なぜ音楽教室なのでしょうか？丸山洋子先生はご自宅でどの
ようなレッスンをしていらっしゃるのでしょうか？
鶴田 洋子さんが，自宅でピアノを教えるきっかけになったのは，徳子先生が 80 歳のころ，体調を
崩し歌もピアノも教えることが出来なくなり，洋子さんが代わってピアノを教えることになったと
のことです。(洋子さんは，幼少時からピアノを弾いていた)それが，今でも続いているのです。
洋子さんは，幼少時から徳子先生をはじめ，多くの歌い手の歌を聴く機会に恵まれていましたの
で，習いに来る方々の表現力を高める指導には，うってつけの先生であるようです。
下記に述べることは，小学校 5 年生の女の子が学校で弾く校歌のため，洋子さんに教わる一場面
です。学校での作文のようですが，
「私が教わっているピアノの先生は，90 歳ぐらいのおばあちゃ
ん先生です。よく丁寧に教えてくれるのでよく弾けるようになりました。誉めてもくれました。先
生は本当に元気です。
」この作文は，洋子さんから直接見せて頂きましたが，このような内容が書い
てありました。これも音楽科教育の原点であるのは間違いありません。

まとめにかえて――フレーベルの教育思想である、「父性」に関する考え方を射程に入れて――
以上、2.から 5.の丸山徳子、三浦環、鶴田、丸山洋子のすべての先生方に、形は変わっても、鶴
田によれば、サルコリ先生の教育的な考え方、すなわち「サルコリの音楽科教育思想」の理解と継
承、展開が見られたということがわかった。
ここではまず、筆者の生涯の研究テーマである、フレーベルの教育思想の「父性」
、もしくは「父
性愛」について検討し、相対的に見たサルコリの「父性」
、もしくは「父性愛」(本論文 1.－3 では
丸山徳子とサルコリの親子愛という表現をとって、
「父親」と「子ども」の双方向からの愛情として
検討した)について吟味することとする。その上で、本論文でも、深く関係する、昨年度の論文 12)で
も取り扱った①「歴史認識と歴史研究
指導観、学習観

30)

」の視点と、②三浦環の他の教育的行為への敷衍可能な、

31)

の視点について検討し、さらに、サルコリの音楽科教育思想、すなわち指導観、

学習観について考察をすることとする。
まず、フレーベルの教育思想「父性」
、もしくは「父性愛」と、サルコリの「父性」
、もしくは「父
性愛」についてであるが、以下に、両者の見解を比べることとする。
フレーベルにあって、
「父性」
、もしくは「父性愛」については、
『母の歌と愛撫の歌』の「表紙の
図の説明」にあるように、
「・・・・・・娘の方は成長すればするほど，道を見失いがちなつまずき
やすい人生行路で，父親の，男性のしっかりとした保護を必要としています。それで父親の右手は
力強く愛する娘をつかんでいるのです・・・・・・喜んで父親についていくのです。
・・・・・・そ
の高い本質，男性としての力と威厳，そしてその高い天職を自覚しているドイツの父親の心こそ，第二の
絵が象徴的に表現しようとしているものなのです 32)」とされている。
ドイツとイタリアという国の違いこそあれ、サルコリにあっても、フレーベルと同じに、娘は、
父親の保護が必要なものと認識されており、サルコリは、理性を失わず、娘を生涯にわたって愛し、
見捨てないという考え方を示している

33)

。サルコリの「父性」
、
「父性愛」は、フレーベルの言う「父

性」
、
「父性愛」と、極めて近似していると言えるであろう。
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ここで、昨年の論文 12)からの流れとして、二点を確認することとしよう。
まず、①「歴史認識と歴史研究

30)

」の視点が挙げられる。これは、時代を超えて残っている実証的な証

拠の重要性への認識である。今しか残せない、残すべきものは何か。
本論文においても、鶴田、丸山洋子の、実証的な証拠を残すという行為の正当性と重要性について評
価しなければならないであろう。
次に②三浦環の、他の教育的行為への敷衍可能な、指導観、学習観

31)

についてであるが、本論文で

も、自分で創意工夫し、破綻の無い、声帯に負担の無い演奏をする、個性を生かすといった、三浦環の
指導、学習の在り方は、声楽以外の他の教育的行為の指導観、学習観にリンクする。
最後に、サルコリの音楽科教育思想、すなわちサルコリの指導観、学習観について言及することとする。
まず、指導観であるが、教員は厳しいながらも、教えるべきことを正しく把握し、この内容を必要・十分な
形で教えるということが重要になる。
また、教員は愛情に満ちており、教員と生徒の信頼関係の下、生徒は安心して個性を生かし、創意工
夫を繰り返しながら、学習を深めるということが肝要になっている。また教員は、生徒が一時的に感情的に
なったとしても、慰め、励まし、生徒の感情の静まるのを待ち、生徒の希望を十分理解したうえで、模範的
な演奏を示しながら(音楽の場合は特に)、わかるように、丁寧に指導をするといった姿勢、そして最後に
はよく褒めるといった姿勢も大切になってこよう。こういったことは、すべての教育、指導、学習に共通する
と言えよう。
また、学習観であるが、生徒のやる気の継続と学習の定着、達成感の形成については、本論 1.－2 ピ
アノや声楽の指導者としてのサルコリの姿について、1.－３丸山徳子とサルコリの親子愛について
に示された、サルコリの示す学習観が、非常に価値を持ってくるであろう。また、この点も、すべての教育、
学習に共通することと言えよう。
なお、今後の課題であるが、時代を超えて、敷衍可能なサルコリの音楽科教育思想の理論を深めて
いく。それと同時にサルコリの実践を行っていくことが求められよう。教員として、学習者に視点
を置き、自身の向上を基盤に据えて、創意工夫を繰り返しながら・・・・・・。
鶴田先生、丸山洋子先生はじめ、研究に関わってくださった、すべての方々に感謝いたします。
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) 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.
3) 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。
4) 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.
5) 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 ―

- 47 -

茨城大学教育実践研究 40(2021)

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。
6) 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。茨城県教育研究
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。
7) 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 5 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。
8) 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(本論文注 12 掲載の論文 p.71．の丸山洋子先生提供の写真参照)。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)。なお、2020 年ＮHK 朝の連続小説「エール」の登場人物で、女優柴咲コウ
が演じた、世界的なオペラ歌手の双浦環のモデルとされている(『NHK ドラマ・ガイド連続テレビ
小説 エール Part1』[ＮHK 出版,2020],pp.52,53.)。
9) 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
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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 5 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]。)。
10)〈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。
11) 本論文注 10 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(「
《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.）
。
12) 藤田文子「音楽科における歌唱指導に関する歴史的研究―三浦環の師、サルコリの養女丸山徳
子・鶴田昭則のレッスンを手掛かりに―」 『茨城大学教育実践研究』
（茨城大学教育学部）第 39
号，2020，pp.69-76.
13) 丸山徳子の娘。サルコリと丸山徳子同様、血縁はなかったが、丸山徳子と親子関係を結ぶにあ
たって、篤い信頼関係を築いた。現在まで、丸山徳子を通してサルコリの、また、丸山徳子の音楽
を継承し、ご自宅で音楽を教えている。生母が亡くなったため、丸山徳子を、母として受け入れる
にあたり、長女として、受け入れを真っ先に決断した、先見の明のある重要人物でもある。
14）フレーベルの教育思想に取り上げられた考え方。
『母の歌と愛撫の歌』の扉の絵の説明にある。
(Friedrich Fröbel Mutter und Koselieder [Mitteldeutsche Verlagsgesellschaft, 1982]，
S.122.（ 小原國芳・荘司雅子監修『フレーベル全集』
〔玉川大学出版部，1976 ～ 1981 年〕第五
巻，
『母の歌と愛撫の歌』280,281 頁）.
15）黒百合子「楽人の死」
『少女の友』第 29 巻第 7 号(実業之日本社,1936,7,1),pp.74-82.
16）一世を風靡した少女雑誌である。明治 41 年 2 月の発刊で、昭和 30 年 6 月に突然休刊となっ
た。この雑誌は、通り一辺倒の、良妻賢母推奨のみの雑誌ではなく、ひたすら女子の忍従を説く雑
誌でもなかった。内容は極めて豊かで、自由かつ啓蒙的であった。特に読者の投稿に対する『少女
の友』側の内容の充実も人気あった。地区ごとに短信欄(トモチャンクラブと命名されていた)があ
り、投稿には、創刊以来、必ず主筆がコメントをつけていた。読者が主筆を「先生」と呼ぶのも伝
統で、
「学校の先生ではないけれど、主筆は、人生の先を示してくれる人(『少女の友』創刊 100 周
年記念号[実業之日本社,2009,3,21],ｐ.266．)」としていた。今だにその人気は衰えない。発刊依頼、
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多くの愛読者を持っており、亡くなった小説家の田辺聖子なども含めて、年齢を問わず、愛読者は
継続的に存在している(前掲書,374 頁。発行の辞,pp.8‐24,p.367.などを参照)。また、投稿者の山下
寿子は、
「けがれなく純粋であり、何とか精神的に自立したい、従来のまた周囲のしきたりに流され
たくないという自覚は、はっきりとした形でなくとも芽生えていたと思います。
『少女の友』のお陰
で(前掲書,pp,264,265)」としている。
17）本論文注 16 の前掲の著作,pp.323‐332.
18）本論文注 15 の前述の著作,p.77.
19）本論文注 15 の前述の著作,pp.80,81．
20）本論文注 15 の前述の著作,p.76．
21）本論文注 5 に掲載の論文,p.71．
22）本論文注 20 に同じ。
23）本論文注 15 に掲載の著作,p.77．
24）同上．
25）本論文注 15 に掲載の著作,p.75．
26）菊池修一,古関正裕監修『古関裕而・金子その言葉と人生』(宝島社,2020),p.50．
27）本論文注 15 に掲載の著作,p.78．
28）本論文注 15 に掲載の著作,pp.76,77．
29）本論文注 15 に掲載の著作,pp.80,81．
30）本論文注 11 に掲載の著作,p.58．
31）
『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.
32) 本論文注 14 参照。
33) 本論文注 15 掲載の著作参照。
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技術科においてトレードオフの検討を経て
最適解を導くことへの理解を促すアプリケーションの開発
菊 池 天 都 也＊ ・ 工 藤 雄 司＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Application Development to Promote Understanding of Deriving Optimal Solution
Through Consideration of Trade-offs in Technology Education
Tetsuya KIKUCHI and Yuji KUDO

キーワード：技術科，トレードオフ，最適化，問題解決学習，アプリケーション

本研究では，最適な解決策を導く過程で相反する複数の要求が複雑に影響し合うことを生徒自身が捉えて，トレードオフ
を細かく検討できる学習を実現するアプリケーションの開発を目的とした。はじめに，技術科の学習過程の中で開発するア
プリケーションを用いて授業を行う場面を，技術の見方・考え方に気付く場面と働かせる場面として 2 場面設定した。次に，学
習の枠組みを設定しその学習を実現するための機能を搭載した iPad 用のアプリケーションを開発した。最後に，大学生を協
力者として設定した 2 場面の授業を行い，アプリケーションを用いる効果を検証した。その結果，協力者の「折り合いを付ける
こと」への理解が向上し，「相反する要求」，「最適な解決策」への理解が有意に向上したことから，トレードオフや最適化の理
解を促す効果が確認できた。また，約 5 割の協力者が「最適な解決策とは，2 つ以上の点に着目し，トレードオフを踏まえて
検討した解決策である」と理解して，自身の設計・計画について考えられていたことが確認できた。さらに，協力者は 2 回の
授業を通して，技術の見方・考え方にどちらかと言えば近いものを十分であると判断し，遠いものを十分ではないと判断でき
るようになった傾向があることが確認できた。

１．はじめに
中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説技術・家庭編（以下「学習指導要領解説」とする）で
は，目標で「技術の見方・考え方を働かせ」と記されている 1)。技術の見方・考え方とは「生活や
社会における事象を，技術との関わりの視点で捉え，社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性
などに着目して技術を最適化すること」である 2)。学習指導要領解説では，この技術の見方・考え
――――――――
*茨城大学教育学研究科

**茨城大学教育学部
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方を働かせることについて「相反する要求の折り合いを付け，最適な解決策を考えることが技術分
野ならではの学び」とあり 2)，一方を追求すると他方が犠牲になるような両立しえない関係である
トレードオフの検討を経て最適解を導く学びが示されている。
トレードオフを検討する際には技術の見方・考え方にもある通り，複数の要求に着目する必要が
ある。一つひとつの要求が複雑に影響し合う中で，複数の要求に着目すると検討は複雑になり，従
来のワークシート等を用いた学習では困難が生じると考えられる。
秋山・本多らは,類似の困難を抱えた中学校技術家庭科技術分野（以下「技術科」とする）の授
業において，タブレット端末用アプリを用いた授業を実践し困難を解決した 3)。さらに，近年，
GIGA スクール構想 4)により,1 人 1 台の PC 端末や高速大容量の通信ネットワーク環境といった ICT
環境が整備されている。中央教育審議会は，ICT 環境の効果的な活用により，「新学習指導要領の
着実な実施」「全ての子供たちの可能性を引き出す，個別に最適な学びや支援」「可視化が難しか
った学びの知見の共有やこれまでにない知見の生成」等に寄与することが可能になることを示して
いる 5)。これらのことから，トレードオフを検討する際にもタブレット端末用アプリケーション等
の ICT を用いることで検討が複雑になることで生じる困難を解決し，効果的な学習を実現できると
考える。
技術科におけるトレードオフに関する先行研究では，生徒がトレードオフを検討できるようにす
る様々な学習法が提案されており，トレードオフや技術の見方・考え方の理解に一定の効果が示さ
れている。
村松・原山らは，
「中学生に栽培技術におけるトレードオフの理解を促すシナリオゲーム教材の開
発」6)において，シナリオゲーム教材を用いて，生徒がトマト栽培の方法を選択する授業実践を行っ
た。栽培方法の選択肢は，収量，品質，環境負荷のどれかを向上させるがどれかを犠牲にするとい
う，相反する要求となるものであり，選択しながらストーリーを進めることでトレードオフを理解
できるようにしている。
谷田・向田らは，
「技術科授業でトレード・オフの思考・判断を導く学習の枠組みと実践的指導方
法」7)において，教材に TECH 未来 8)を使い空間照明の構想を行う際に，相反する要求である経済性
と環境負荷のトレードオフを検討しながら照明の配置や部品を選択する授業実践を行った。
坂口は，
「多目的最適化の視点を取り入れた技術科問題解決学習に関する研究」9)において，生徒
が，機能，デザイン，環境性，安全性の評価基準に 10 点を振り分ける形で優先度を設定することで
トレードオフを検討できる学習を提案した。
以上のように，栽培方法や部品を選択したり，点数を振り分けたりすることでトレードオフを検
討する学習法が実践されている。しかし，いずれも生徒が行うトレードオフの検討は大まかなもの
に留まっており，複数の要求が複雑に影響し合うことを捉えて細かく検討したり，アプリケーショ
ンを用いて検討したりする学習法，及びそのためのアプリケーションは見当たらない。
本研究では，最適な解決策を導く過程で相反する複数の要求が複雑に影響し合うことを生徒自身
が捉えてトレードオフを細かく検討できる学習を実現するアプリケーションの開発を目的とする。
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２．アプリケーションの開発
２.１ 使用場面の検討
技術科では，生活や社会で利用されている主な技術について，
「A 材料と加工の技術」
，
「B 生物育
成の技術」
，
「C エネルギー変換の技術」
，
「D 情報の技術」の 4 つの内容に整理し学習する 10)。この 4
つの内容全てにおいて，同様の学習過程を経ることになっている。技術科の学習過程は，①既存の
技術を理解した上で，②問題を見出し課題を設定し，③解決方策が最適なものとなるよう設計・計
画し，④製作・制作・育成を行い，⑤結果や過程を評価・改善し，⑥今後の社会における技術の在
り方について考えるといったものである 10)。
この学習過程の中で，相反する要求の折り合いを付け，最適な解決策を考える学びを行う場面は
「③解決方策が最適なものとなるよう設計・計画し，
」にあたる学びの場面であると言える。したが
って，③の設計・計画の場面をアプリケーションを用いる場面として決定した。学習指導要領解説
では，③の設計・計画の場面を含む問題解決の学習は，
「技術による問題の解決」の要素として位置
付いており，この要素について「技術の見方・考え方を働かせ，
」10)と記されている。このことから，
この場面を「見方・考え方を働かせる場面」とした。
また，技術科の学習過程「①既存の技術を理解した上で，
」にあたる学習は，学習指導要領解説で
は，
「生活や社会を支える技術」の要素として位置付いている。この要素の「イ 技術に込められた
問題解決の工夫について考えること。
」について，内容の取扱い(5)イには，
「イでは，社会からの要
求，安全性，環境負荷や経済性などに着目し，技術が最適化されてきたことに気付かせること。
」と
記されている 11)。設計・計画では自身の問題解決で利用する技術の最適化を考えるが，ここでは既
存の技術の最適化について考える。対象となる技術に違いはあるものの最適化されてきたことに気
付く過程は，相反する要求の折り合いを付け，最適な解決策を考える学びと言える。したがって，
この要素の「イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること。
」にあたる場面をアプリケ
ーションを用いる場面として決定した。学習指導要領解説では，
「生活や社会を支える技術」につい
て，
「技術の見方・考え方に気付かせる要素であり，
」10)と記されている。このことから，この場面
を「見方・考え方に気付く場面」とした。
以上のことから，開発したアプリケーションを用いる場面を表 1 のように決定した。
表 1 アプリケーションの使用場面
場面

内容

見方・考え方に
気付く場面
見方・考え方を
働かせる場面

要素
生活や社会を

各内容

支える技術
技術による
問題の解決

項目
イ
イ

学習内容
問題解決の工夫について考え，
最適化に気付く。
解決策が最適になるように
設計・計画する。

２.２ 機能の検討
アプリケーションの使用場面は，技術の見方・考え方に気付いたり働かせたりする場面であるこ
とから，初めに，技術の見方・考え方に基づいて学習の枠組みを設定し，その学習の枠組みを実現
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するように機能を決定した。
学習指導要領解説には，4 つの内容ごとにそれぞれ見方・考え方が記されている 12),13),14),15)。各内
容の見方・考え方の文言を，学習指導要領解説の中で説明されている表現で置き換えたり（表 2 下
線部）
，各内容で異なる表現を記号で統一したりして一つにまとめると表 2 のようになる。
表 2 各内容の技術の見方・考え方をまとめたもの
生活や社会における事象を，〇〇の技術との関わりの視点で捉え，△△に着目し，原理・法則
にも配慮し，基礎的な技術の仕組みを最適化すること。
本研究では，表 2 の「△△」を「着目点」とし，技術を捉える際の視点としてアプリケーション
内で用いることとした。また，表 2 の配慮することとして表された「原理・法則」を「トレードオ
フを検討する際の根拠」として用いる（後に詳述する）
。用いる着目点は，学習指導要領解説の例示
。なお，
「効率」は「収量，品質の効率」
，
「変換，
を基に 4 つの内容ごとに 4〜5 つ設定した（表 3）
伝達効率」のように複数の意味を持つが，統一することによる中学生へのわかりやすさを優先し「効
率」としたため，授業時に何の効率を表すか具体的な説明が必須となる。
表 2 の見方・考え方，また，前述の「最適な解決策を導く過程で相反する複数の要求が複雑に影
響し合うことを生徒自身が捉えてトレードオフを細かく検討できる学習」を踏まえ，アプリケーシ
ョンを用いて行う学習の枠組みを設定した（表 4）
。
表 3 アプリケーションで用いる各内容の着目点
内容 A

安全性

機能性

効率

環境配慮

経済性

内容 B

安全性

効率

環境配慮

経済性

生命倫理

内容 C

安全性

効率

環境配慮

省エネルギー

経済性

内容 D

安全性

経済性

情報モラル

セキュリティ

表 4 設定した学習の枠組み
ある技術に対する着目点ごとの評価を数値で導く。数値を導くために，ある技術を工夫点ご
とに細分化し，その工夫点を実現する際に生じる着目点間のトレードオフを検討する。トレ
ードオフの検討の結果，優先した着目点の評価の数字は上昇し，犠牲にした着目点の評価の
数字は低下する。すべての工夫点について検討を終えたら，導いた着目点ごとの評価の数値
を用いて最適化の程度をグラフに表現する。学習者はその表現と一連の学習の過程から，技
術を最適化することを理解する。
表 4 の学習を実現するためにアプリケーションに必要になる機能は，①技術を工夫点ごとに細か
く捉えられるようにする機能，②トレードオフを検討する際の根拠となるように原理・法則を表示
する機能，③工夫点を実現する際にトレードオフの関係になる着目点を選択する機能，④トレード
オフの程度を検討する機能，⑤最適化の程度をグラフに表現する機能である。
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２.３ 画面の構成と操作方法
アプリケーションの動作環境は iPad とし，Apple 社が提供する統合開発環境である Xcode とプロ
グラミング言語 Swift を用いて開発した。
以下，開発したアプリケーションの画面構成と操作方法を説明する。
アプリケーションを起動すると表示されるタイトル画面で「技術の最適化について考える」をタ
ップすると，内容選択画面（図 1）に遷移するため，授業に合わせて内容を選択する（図 2 へ遷移）
。

図 1 内容選択画面

図 2 検討結果表示画面

検討結果表示画面（図 2）は，トレードオフを検討した結果が表示される画面である。円グラフ
は，五つの着目点間のトレードオフを検討した結果の数値を割合で表しており，操作を進めて検討
を重ねると適宜検討結果がこの画面に反映されることとなる。ここでは，まず，設計・計画した技
術や既存の技術における工夫点を思い浮かべる。次に，思い浮かべた工夫点によって向上している
着目点，つまり，円グラフの幅を大きくしたい着目点を画面右下の「向上させたい着目点」から選
択して，
「検討開始」をタップする（図 3 へ遷移）
。

図 3 工夫点入力・根拠選択画面

図 4 トレードオフの検討画面
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工夫点入力・根拠選択画面（図 3）では，選択した着目点の数値を向上させる工夫点を画面上部
の入力欄に入力する。また，その工夫を行うことで，選択した着目点の数値が向上する根拠を，画
面中央の原理・法則に基づいて作成した一覧から選択し，画面右上の「決定」をタップする（図 4
へ遷移）
。なお，これらの機能は，前述の「①技術を工夫点ごとに細かく捉えられるようにする機能」
と「②トレードオフを検討する際の根拠となるように原理・法則を表示する機能」にあたる。
村松らは，
「情報源」を与えることで学習者が選択の際の判断の根拠を持てるようにしたことを述
べている 16)。また，谷田らは，構想を行う際に授業者が知識や価値観を提示することの重要性を述
べている 17)。これらのことから，搭載した機能である。なお，表示する原理・法則の一覧は，学習
指導要領解説や技術科の教科書 18）,19）を参考に作成した。
トレードオフの検討画面（図 4）では，入力した工夫点により犠牲となる着目点を選択し，画面
中央に相反する 2 つの着目点を並べる。なお，この機能は，前述の「③工夫点を実現する際にトレ
ードオフの関係になる着目点を選択する機能」にあたる。その上で，どの程度犠牲になるか，トレ
ードオフにどのように折り合いをつけるかを豆電球のイラストをスライドさせて入力する。

図 5 トレードオフの検討例

図 6 検討結果表示例

豆電球のイラストを右にスライドすると
「向上する着目点」
側に光が当たり，
「犠牲になる着目点」
側が影になる（図 5）
。光を当てるほど数値が向上するが，その分犠牲となる側の減点も大きくなる
ため，もどかしい体験ができるユーザインタフェースである。なお，この機能は，前述の「④トレ
ードオフの程度を検討する機能」にあたる。
検討を終え，
「決定」をタップすると再び検討結果表示画面に遷移し（図 6）
，円グラフの水色で
表された着目点の幅が大きくなっているように，検討結果が反映されていることが確認できる。棒
グラフは，着目点ごとの検討回数が表示されている。画面左下の一覧には，入力した工夫点と数値
を向上させた着目点が表示されており，検討の活動を振り返ることができる。なお，この機能は，
前述の「⑤最適化の程度をグラフに表現する機能」にあたる。
村松らは，選択結果の影響をフィードバックとして明示することで，学習者が選択の適切性を考
えられるようになることを述べている 16)ことから，トレードオフの検討が終わったらすぐに結果が
グラフに反映されることで検討の適切性を考えられる仕様とした。
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図 7 工夫点入力・根拠選択例

図 8 トレードオフの検討例 2

ここまでと同様の操作を工夫点の数だけ繰り返す（図 7，図 8）と，設計・計画した技術や既存の
技術におけるトレードオフの検討結果を表すことができる（図 9）
。
既存の技術を対象に検討した「見方・考え方に気付く場面」の学習であれば，図 9 の表示内容か
ら，技術が最適化されてきたことを読み取ることが想定される。一方，問題の解決策として設計・
計画した技術を対象に検討した「見方・考え方を働かせる場面」の学習であれば，図 9 の表示内容
から，設計・計画が最適と言えるか考え，最適であると納得できるまで再検討することができる。
例えば，図 9 の棒グラフでは黄色で表される着目点が 0 であるため検討が不十分であり最適ではな
いと判断し，これまでの操作を再び行い，図 10 のようにすることが想定される。
このように，解決策の設計・計画の良いところを可視化するだけでなく，不十分な点も可視化で
きるため，構想を最適なものにするためにはどのように改善したら良いか考えることができる仕様
とした。

図 9 トレードオフの検討結果

図 10 再検討の結果表示例

着目点や原理・法則の一覧は，授業の内容や生徒の実態に合わせて変更が必要になる場合も考え
られるため，アプリケーション内で変更する機能も搭載した。
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３．開発したアプリケーションの効果の調査
３.１ 授業の実施
授業は技術科の内容「B 生物育成の技術」の指導計画を作成し（表 5）
，その中でアプリケーショ
ンの使用場面として表 1 に示した「見方・考え方に気付く場面」と「見方・考え方を働かせる場面」
に該当する 2 時間分を実施した。アプリケーションをインストールした iPad は 1 人 1 台配布した。
2 つの場面の学習内容の詳細を表 6 に，使用したワークシートをそれぞれ図 11 と図 12 に示す。
授業への参加協力者は，某国立大学１年生計 16 名とした。本来であれば中学生を協力者とするこ
とが望ましいが，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，大学生とした。16 名の内，男性が 12
名，女性が 4 名であり，全員が技術科教育法の単位未修得であったため，協力者として適当である
と判断した。
「見方・考え方に気付く場面」の授業は令和 2 年 12 月 11 日に（図 13）
，
「見方・考え方を働かせ
る場面」の授業は令和 2 年 12 月 18 日に（図 14）行った。
表 5 B 生物育成の技術の指導計画（全 15 時間）
時数

学習活動

1
2
3
第1 次
(6 時間)

4
5

6

る。
種まき，間引き，摘芽，追肥など，作物の成長を管理する技術について調べる。
目的に応じて栽培方法を選択する必要性を理解するために，調べたことやその目
的をまとめる。
家畜，成長や育成環境の管理など，動物を育てる技術を調べる。
成長や育成環境の管理，作物の育成との共通点や違いなど，水産生物を育てる技
術を調べる。
最適な解決策から，生物育成の見方・考え方に気付くために，技術に込められた
問題解決の工夫について考える。

7

問題を見出し，課題を設定する。育成する生物の特徴や作業内容を調べる。育成

8

計画における工夫を構想する。

9

育成計画における工夫の構想が最適であるかどうか，納得できるまで検討する。

10

栽培計画表を作成する。

11

育成する。
（定植，支柱立て，誘引，追肥，適芽，摘芯，害虫除去，収穫など）

12
13
第3 次
(2 時間)

14
15

の使用

光，温度，水分，土，育成場所や時期の管理など，育成環境の調節方法を調べ

第2 次
(7 時間)

アプリ

構想との比較を通して，問題解決の評価，改善，修正を行う。
技術の概念の理解のために，自身の問題解決と最適な解決策の共通点を見出し，
抽象化する。
評価，選択，管理，運用について考え，技術のあり方について話し合う。

- 58 -

◯

◯

菊池・工藤：技術科の問題解決学習で用いるアプリケーションの開発

表 6 実施した授業の詳細

目標

見方・考え方に気付く場面

見方・考え方を働かせる場面

（表 5 の 6 時間目）

（表 5 の 9 時間目）

最適な解決策とは何か理解し，技術の見

技術の見方・考え方を働かせて，最適な解

方・考え方に気付くことができる。

決策の構想ができる。

・パプリカ工場の映像を視聴し，工夫点を

・種の蒔き時を過ぎた人参を栽培する際に

整理する。
学習活動

どのような工夫をするか構想する。

・工夫点と着目点の関連を整理する。

・工夫点と着目点の関係を整理する。

・アプリを用いて最適な解決策とは何か可

・アプリを用いて自身の構想が最適な解決

視化する。

策になっているか可視化する。

・作成されたグラフや操作の過程から最適
な解決策とは何か考える。

・作成されたグラフや操作の過程から最適
な解決策であるか考える。

図 11 「見方・考え方に気付く場面」のワークシート
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図 12 「見方・考え方を働かせる場面」のワークシート

図 13 見方・考え方に気付く場面の授業

図 14 見方・考え方を働かせる場面の授業

３.２ 調査項目と方法
調査項目は，①「トレードオフの理解」
，②「最適化の理解」
，③「技術の見方・考え方の理解」
の 3 つとした。これらを調査するために授業への参加協力者に対する質問紙調査と，授業で使用し
たワークシートに記述欄を設け記述を求めた。質問紙調査は各授業の前後のタイミングで合計 4 回
行い，その回答の変化と記述を分析した。作成した 1 回分の質問紙を図 15 に示す。なお，質問項目
の内容は某国立大学教育学部大学生 3 名，大学教員 1 名の計 4 名で協議し決定した。
①「トレードオフの理解」は，トレードオフの要求に対して適切に折り合いをつけるといった考
え方を理解できたか検証する調査項目である。回答が分析対象となる質問項目は，図 15「質問 2 番
号 01，02」である。
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②「最適化の理解」は，最適化とは相反する要求の折り合いをつけて解決策を考えることである
こと，既存の技術が最適化されてきたことを理解できたか，また，自身の設計・計画を最適化する
ことができたか検証する調査項目である。
回答が分析対象となる質問項目は，
図 15「質問 2 番号 03」
である。
③「技術の見方・考え方の理解」は，技術の見方・考え方に気付いたり働かせたりすることがで
きたか検証する調査項目である。回答が分析対象となる質問項目は，図 15「質問 1」である。
「質問 1」は，作物の育成時の具体的な構想を 16 個提示し，その構想を十分であるか評価しても
らうことにより，協力者の技術の見方・考え方の理解を調査するものである。提示する 16 個の構想
は表 7 に示すようにグループ番号 1 から 4 の 4 つに分けられる。グループ番号が大きい項目ほど，
技術の見方・考え方に沿った構想であるため，質問紙調査のタイミングが後になるほど，グループ
番号の大きい項目を「十分である」と高く評価し，グループ番号の小さい項目を「十分ではない」
と低く評価すると仮定した。質問紙調査ごとに項目をランダムに並び替えていたため，図 15 におけ
るグループ番号は青字で示す通りである。
②「最適化の理解」と③「技術の見方・考え方の理解」の調査では，ワークシートの記述の評価
も用いる。記述が評価対象となるワークシートの問いは，図 11「3．問題の最適な解決策とはどの
ような解決策ですか。
」
，図 12「4．あなたの構想した解決策は，最適な解決策ですか。どこがどの
ように最適であるか詳しく書こう。
」の 2 つである。評価基準の作成にあたって，坂口が，技術の見
方・考え方を問う質問紙の記述をトレードオフの考え方の有無，
着目する視点の数の違い等により，

2
2
1
4
3

4

4

1

2

1
4

3
3
3
2
1

図 15 質問紙
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表 7 「質問 1」の項目の分類
グループ

質問項目の作成基準

番号
1
2
3
4

5 つの着目点のうち，できるだけどれにも関係しないような考え方で，生物育成時
の構想と関係のない記述にする。
5 つの着目点のうち，1 つの視点のみを重視した構想の記述にする。
5 つの着目点のうち，トレードオフの関係にある 2 つの視点を踏まえた考えを示す
が，折り合いはつけずどちらか片方のみを重視した構想の記述にする。
5 つの着目点のうち，トレードオフの関係にある 2 つの視点を踏まえた考えを示
し，両者の折り合いをつけてどちらの点にも配慮した構想の記述にする。
表 8 ワークシートの記述の評価基準
5 つの着目点のうち 2 つ以上の視点を踏まえた記述であり，トレードオフを踏まえて

A 評価

検討する考え方が読み取れる。
折り合いを付ける，バランスをとる，負担をかける，犠牲にする等の表現がある。

B 評価
C 評価

5 つの着目点のうち 2 つ以上の視点を踏まえた記述であるが，明確なトレードオフを
踏まえて検討する考え方は読み取れない。
1 つの視点からの記述である。

A，B，C，D の 4 段階で評価を行なった 20)ことを参考に，また，調査項目②と③の両方で使用するこ
とを考慮し作成した（表 8）
。
質問紙調査の回答の変化は，繰り返しのある一元配置分散分析にて比較した。有意差が認められ
た場合は，ボンフェローニ法による多重比較を行った。

４．結果及び考察
４.１ 調査項目①「トレードオフの理解」について
4 回の質問紙調査ごとの「質問 2 番号 01，02」の回答の平均値と分析結果を表 9 に示す。
表 9「トレードオフの理解」の調査結果
番号

01
02

質問項目
相反する要求とはどのよう
な要求であるかわかる。
折り合いをつけるとはどの
ようなことかわかる。

1 回目

2 回目

3 回目

4 回目

p値

判定

平均値

2.81

3.00

3.19

3.50

0.002

＊＊

標準偏差

0.91

1.10

0.75

0.52

平均値

3.25

3.31

3.31

3.50

標準偏差

0.93

0.87

0.70

0.63

0.315

**=p<.01 *=p<.05
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番号 01 の質問項目では有意差が認められた（F(3,45) =5.69,p<.01）ため，ボンフェローニ法に
よる多重比較を行なった。その結果，1 回目と 4 回目に 1％水準で，2 回目と 4 回目に 5％水準で有
意差が認められた。検証期間全体を通して平均値が上昇していることから，協力者は犠牲になる要
求を常に意識するようなアプリケーションの操作を繰り返し行ったことで「相反する要求」の具体
的なイメージを持って理解できるようになったと言える。特に，2 回目と 4 回目に有意差が認めら
れたのは，自身の問題解決の設計・計画について考える 2 回目の授業の方が，犠牲となる要求を自
分ごととして捉えることができたためであると考える。
番号 02 の質問項目では有意差は認められなかった。1 回目の調査から平均値が高いことから，大
学生にとって「折り合いを付ける」という言葉は日常的に聞いたり使用したりする言葉であったと
推察できる。しかし，2 回の授業の前後で平均値が上昇しており，4 回目の調査では 3.50 と高いこ
とから，アプリケーションの操作を通して技術科における「折り合いを付ける」に対してより具体
的なイメージを持てるようになったと考えられる。
４.２ 調査項目②「最適化の理解」について
4 回の質問紙調査ごとの「質問 2 番号 03」の回答の平均値と分析結果を表 10 に示す。
表 10「最適化の理解」の調査結果
番号

項目

03

技術によって問題を解決す
る際の最適な解決策とはど
のような解決策であるかわ
かる。

１回目

２回目

３回目

４回目

p値

判定

平均値

2.25

2.88

3.00

3.19

0.000

＊＊

標準偏差

0.58

0.81

0.73

0.66

**=p<.01 *=p<.05
番号 03 の質問項目では有意差が認められた（F(3,45) =8.01,p<.01）ため，ボンフェローニ法に
よる多重比較を行なった。その結果，1 回目と 3 回目，1 回目と 4 回目に 1％水準で，1 回目と 2 回
目に 5％水準で有意差が認められた。1 回目の授業の前後で平均値が有意に上昇したことから，1 回
目の授業の活動を通して，既存の技術が最適化されてきたことに気付けたと言える。2 回目の授業
では，自身の設計・計画を最適化するためにアプリケーションを操作する。したがって，2 回目の
授業の前までに，最適な解決策とは何か理解ができるようにする必要があるが，それができたこと
が確認できた。
2 回の授業で用いたワークシートの記述を評価した。各基準に該当する人数を表 11 に示す。
表 11 ワークシートの記述の評価結果
授業＼評価

A 評価

B 評価

C 評価

合計

１回目

7(43.8%)

5(31.3%)

4(25%)

16

２回目

8(50%)

7(43.8%)

1(6.3%)

16
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1 回目の授業では B 評価以上が 75％であったが，2 回目の授業では約 94％が B 評価以上となり，
ほぼ全員が「最適な解決策」についておおむね満足できる説明ができていた。2 回目の記述が C 評
価となった協力者が 1 名いたが，この協力者の 1 回目の記述は A 評価であるため，理解はできてい
たが何らかの理由で記述はしなかったと考えられる。このため，2 回の授業を通して全員が「最適
化の理解」ができていたと言える。
A 評価の記述の協力者は 1 回目が約 44％，2 回目が 50％であった。つまり，表 8 の評価基準に照
らすと，約 5 割の協力者が「最適な解決策とは，2 つ以上の点に着目し，トレードオフを踏まえて
検討した解決策である」と理解して，自身の設計・計画について考えることができていたと言える。
４.３ 調査項目③「技術の見方・考え方の理解」について
4 回の質問紙調査ごとの「質問 1」の回答を分散分析にて比較した。そのうち有意差が認められた
項目は，グループ番号 1 の番号 03（F(3,45) =4.47,p<.01）
，番号 04（F(3,45) =4.20,p<.05）,グル
ープ番号 3 の番号 10（F(3,45) =7.84,p<.01）の 3 つのみであった（表 12）
。
表 12 「技術の見方・考え方の理解」の調査結果の一部
グループ
番号

番号

03
1
04

3

10

1 回目

2 回目

3 回目

4 回目

p値

判定

平均値

3.31

2.69

2.81

2.50

0.008

＊＊

標準偏差

(1.01)

(1.01)

(1.17)

(1.21)

平均値

2.44

1.81

2.13

2.50

0.011

＊

標準偏差

(0.96)

(0.83)

(0.89)

(0.97)

平均値

2.31

2.44

2.94

3.13

0.000

＊＊

標準偏差

(0.95)

(1.03)

(0.85)

(0.81)

**=p<.01 *=p<.05
自由度はいずれも 3 と 45
グループ番号 1，2 の項目は平均値が減少し，グループ番号 3，4 の項目は平均値が増加すると仮
定をしていたが，以上の 3 つ以外は有意差が認められなかった。しかし，有意差が認められる程で
はないものの，ある一定量仮定通りに変化している項目もあったため，表 13 に最初と最後の平均値
の変化を示す。
表 13 の判定の列に印が付いている項目は，0.25 以上平均値が変化した項目であり，○は増加，
△は減少を表している。
6 個の○のうち 5 個はグループ番号3 または4 の項目に付いていることや，
△が付いた項目はグループ番号 1 の項目のみであった。このことから，2 回の授業を通して協力者
は技術の見方・考え方にどちらかと言えば近いものを十分であると判断し，遠いものを十分ではな
いと判断できるようになった傾向があると言える。
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表 13 質問 1 の回答の平均値の変化
グループ
番号

1

2

3

4

番号

①１回目

②４回目

②と①の差

判定

01

2.81

2.69

-0.12

02

2.38

2.13

-0.25

△

03

3.31

2.50

-0.81

△

04

2.44

2.50

0.06

05

2.50

2.75

0.25

06

2.75

2.94

0.19

07

3.44

3.63

0.19

08

3.13

3.25

0.12

09

3.00

3.25

0.25

○

10

2.31

3.13

0.82

○

11

2.56

2.63

0.07

12

2.38

2.81

0.43

○

13

2.69

3.13

0.44

○

14

2.50

3.00

0.50

○

15

3.13

3.19

0.06

16

2.44

2.63

0.19

○

1 回目の授業で技術の見方・考え方に気付き，2 回目の授業で技術の見方・考え方を働かせること
ができたかは，表 11 に示したワークシートの記述の評価結果から判断する。
その結果，1 回目の授業では，43.8％が技術の見方・考え方に十分満足できる水準で気付くこと
ができ，31.3％がおおむね満足できる水準で気付くことができた。2 回目の授業では，50％が技術
の見方・考え方を十分満足できる水準で働かせることができ，43.8％がおおむね満足できる水準で
働かせることができた。

５．おわりに
本研究では，技術科において，最適な解決策を導く過程で相反する複数の要求が複雑に影響し合
うことを生徒自身が捉えてトレードオフを細かく検討できる学習を実現するアプリケーションの開
発を行った。授業を行い，アプリケーションを用いる効果を調査した。その結果，トレードオフや
最適化の理解，技術の見方・考え方に気付いたり働かせたりすることができるようになることに一
定の効果があることが確認できた。
今後は中学生を対象にした授業実践や，トレードオフを検討する際の根拠となる原理・法則の一
覧の再検討，iPad 以外の端末への対応を行う所存である。
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中学校技術科「情報の技術」を視野に入れた
動力伝達機構教材の検討

小 幡 周 平* ・ 工 藤 雄 司**
(2021 年 10 月 22 日受理)

Examination of Materials for Teaching Power Transmission Mechanisms
as "Information Technology" in Junior High School Technology Education
Shuhei OBATA and Yuji KUDO

キーワード：動力伝達機構，中学校技術科，エネルギー変換の技術，情報の技術

本研究では，多くの機械製品が普及する現代社会において，技術のブラックボックス化が進んでしまっていることを踏まえ，
中学校技術科の内容 C エネルギー変換の技術指導において，特に機械に関する題材について，時間の短縮を図ることが
でき，D 情報の技術を視野に入れた授業展開が期待できる動力伝達教材を改良・開発及びその効果の検証をすることを目
的に実施した。
実際の中学校現場において普及している動力伝達教材について教材カタログ等を用いて調査し，選定した教材をモデル
に教材の改良を行った。改良した教材を用いて授業実践し，効果の検証を行った結果，動力伝達機構に関する学習，機械
に関する興味・関心，D 情報の技術への関心に一定の成果があることが示された。

1．はじめに
現代社会において，技術は日常の至るところに存在し，あらゆる場面において我々の生活を支え
ている。特に機械製品は，生活に欠かせないものとなっており，今も尚，情報機器を取り入れるな
どして変化し続けながら社会の発展に貢献している。社会で利用されている機械は，様々なエネル
ギーを動力に変換，伝達することによって目的とする仕事をしているが，現在ではその便利さから
その仕組みを理解せずとも利用することが容易となり，これまでの技術のブラックボックス化が進
んでしまっている。そのため，機械に関する学習の重要性が高まっていると言えよう。
――――――――
*茨城大学大学院教育学研究科

**茨城大学教育学部技術教室
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2017 年 3 月改訂の中学校学習指導要領解説技術・家庭編 1)では，技術分野の内容として A 材料
と加工の技術，B 生物育成の技術，C エネルギー変換の技術，D 情報の技術が明記されている。こ
れらの内容は，単に知識と技能を獲得するだけでなく，生活や社会の中から問題を見出し，課題を
設定，解決する活動が求められており，学習者にとって身近な製品などを題材として扱うことが必
要となる。尚，現代社会で活用されている多くの技術は，システム化されているため，その実態に
対応できるように各内容の学習はそれぞれ単一に終えることなく，相互に関連を図り，系統的な学
習展開が行われるようにすることも重要となってくる。
機械に関する学習は，内容 C エネルギー変換の技術で行い，摩擦を利用して動力を伝える機構，
かみ合いを利用して動力を伝える機構，目的とする動きに変換して動力を伝える機構といった動力
伝達の機構などについての学習が示されている。その際，検討される題材は，内容 D 情報の技術で
検討される題材と類似したものが多い。そのため，機械に関する学習は，動力伝達の機構に関する
学習に加え，C エネルギー変換の技術と D 情報の技術の関連についても検討することが必要であろ
う。
一方，全日本中学校技術・家庭科研究会が公開した平成 26 年度中学校 技術・家庭科に関する第
３回全国アンケート調査【技術分野】調査報告書２）では，技術分野の 3 年間の計画に関する課題
として， 授業時数の不足，授業準備・教材研究時間の不足，施設・設備・教具の不足が大きく示
された。また，適切な題材や教材に関しての不足は，大きく示されなかったもののエネルギー変換
に関する学習で製作する題材においては，電気が選択されることが多く，機械が選択されることは
少ないことが示されている。以上を踏まえると，機械に関する学習をするために，扱いやすい教材
の用意，及び技術の他の内容と関連付けのできる教材の改良・開発が必要となると考えられた。
このため，筆者は，機械を通した C エネルギー変換の技術の学習をするための動力伝達教材につ
いて調査をし，その成果を基に指導の短縮及び D 情報の技術を視野に入れた授業の検討を行うこと
ができる教材の検討を行うとした。
本稿は，検討した教材を用いて授業実践を行い，効果についての調査とその結果について取りま
とめたものである。

2．機構教材と機構に関する知識等の調査及び教材の選定
2.1 機構教材に関する調査
2.1.1 調査概要及び調査目的
中学校技術科におけるＤ情報の技術を視野に入れることができる動力伝達教材の検討の前段階の
調査として，現在普及している教材について調査を行った，またそれらの特徴をまとめ，後に行う
質問紙調査の結果と共に適切な授業の計画・立案ができるような機構教材のモデル選定資料として
活用していくことを目的とした。
中学校技術科向けの教材カタログ等を調査すると共にそれらを用いた授業実践報告なども調査
し，それぞれの特徴や課題をまとめた。
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2.1.2 調査のまとめ
調査の結果以下のような教材が普及していることが分かった。
(1) ロボット型ブロック教材
（LEGO 社：教育版レゴマインドストームなど）…図 1
ブロックを組み合わせるだけでなく，付属するモー
タ等アクチュエータを利用することで動力伝達の学習
に活用することができる。しかし，高額なことに加
え，計測・制御を学ぶことに適した教材であり，エネ
ルギー変換の技術に関した授業実践の例は少ない。
図 1 レゴマインドストーム EV3
(2) ロボット製作型教材
（山崎教育システム社：自在パワーピースユニットなど）…図 2
製作型の教材となっており，試行錯誤しな
がら学びを深めることが可能である。しか
し，製作に時間がかかってしまったり，一定
の機構に特化していたりするものもあるた
め，利用には工夫が必要となる。

図 1 自在パワーピースユニット

(3) ブロック型動力伝達教材

（東京学芸大学こども未来研究所：TECH 未来など）…図 3
部品組み合わせるブロック型教材となっ
ており，試行錯誤が容易になっている。
また IoT を題材とした報告 3)もある。しか
し，ギヤやプーリを中心として題材を扱
っているものが多く，他の機構への学習
効果は多く示されていない。
図 2 TECH 未来

2.2 機械に関する質問紙調査の実施と結果
2.2.1 調査概要及び調査目的
某大学教育学部技術選修 1 年次生 20 名を対象に機械に関する質問紙調査を行った。その結果を
D 情報の技術を視野に入れた学習に活用できる教材の検討に向けた資料として活用していくことを
目的とした。
2.2.2 調査項目及び結果
質問紙調査は全 5 問で以下の表 1 に示す項目で実施した。
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表 1 質問紙調査の質問項目
問題番号

質問項目

問１

身の回り生活で利用する機械への関心及び知識

問２

かみ合いを利用して動力を伝える機構に関する認知度及び知識

問３

摩擦を利用して動力を伝える機構に関する認知度及び知識

問４

運動を変化させて動力を伝える機構に関する認知度及び知識

問５

中学校の技術科の授業での経験及び製作した作品

調査対象者は，動力伝達の機構に関する既存知識，特に目的とする動きに変換して動力を伝える
機構に関するものは少ないことが分かった。このことから，本調査対象である学生は目的とする動
きに変換して動力を伝える機構を主とした動力伝達の機構に関する授業実践を行うことで，その後
の変位を調査する対象とすることができると推察した。
2.3 機構教材モデルの選定
調査でまとめられた結果を踏まえるとともに，技術科の授業を検討するにあたって，実際の教育
現場に利用可能であるかといった観点から，①教科書への記載の有無，②価格，③教材として利用
した実践報告，④D 情報の技術との関連の期待に着目し，表２にまとめた。尚，本基準として取り
扱った教科書 4),5),6)は平成 20 年に改訂された中学校学習指導要領に準拠したものである。
表 2 教材選定基準
ロボット型教材

ブロック型教材

ロボット製作型教材

教科書への記載

一部あり

なし

あり

価格

△

◎

◎

実践報告

△

◎

〇

情報との関連

◎

〇

〇

教科書への記載は，表の通りになっている。ロボット型教材に関しては，
「C エネルギー変換の
技術」に該当するページではなく，D 情報の技術のページに載っていた。価格に関しては，それぞ
れの正規代理店またはホームページサイトによるとロボット型教材（EV3）が 65,000 円，ブロック
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型教材（TECH 未来）が 3,500 円，ロボット製作型教材（自在パワーピースユニット）が 3,800 円
となっている。授業実践の報告は，調査しきれていないものもあるため正確ではないが，一資料と
して選定の要素とする。D 情報の技術との関連に関しては，ロボットを題材にしていたり，IoT な
ど情報要素を題材としていたりする実践の報告があるか否かを基準にしている。
上記の選定の基準や調査対象者が目的とする動きに変換して動力を伝える機構に関して知識が少
なかったことなどから本研究では，ロボット製作型教材である山崎教育システム社の自在パワーピ
ースユニットを機構教材のモデルに選定した。

3．機構教材の改良
3.1 機構教材モデルについて
本教材は，自在ギヤボックスの製作によって歯車などのかみ合いを利用して動力を伝達する機構
について学ぶことや，走行部のホイールとベルトで摩擦を利用して動力を伝達する機構について学
ぶこと，仕事部の動作を構想する際に，リンクの仕組みを活用していく過程で目的とする動きに変
換して動力を伝える機構であるリンク機構について理解を深めたりすることができるものとなって
いる。本教材の製作には大幅な時間が取られるため効率化するための工夫が必要となる。また，リ
モコンによって制御されるロボットであるため，
「情報」とのつながりを意識させるための工夫も
必要となる。
3.2 教材の改良
3.2.1 部品の改良
教材モデルの製作に時間がかかる要因として，ねじによる固定をした後に組み立て直しをする際
に，またドライバーを使用して外さなければならない手間や，はんだ付けをした後に，ギヤボック
スを組み替えようとすると一度分解しなければならないといったことが挙げられる。そこで，はん
だ付けをしない方法でつけ外しができる方法に着目し，製作時間の削減を目指した。
教材モデルは，モータとリモコンボックスの線の先端部分にはんだ付けが必要となる。そこで，
はんだ付けの代わりにコネクターに使う圧着端子であるコンタクトピンを取り付けることとした。
DC モータ側にメスピンを（図 4）
，リモコンボックス側にはオスピンを取り付けた（図 5）
。

図 5 オスピンを付けたリモコン線先端部

図 4 メスピンを取り付けた DC モータ
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3.2.2 D 情報の技術を見通した工夫
C エネルギー変換の技術を学習していく中で，D 情報の技術に関連したものに触れる機会を作る
ことができれば，C エネルギー変換の技術の学習を損なうことなく，D 情報の技術への関心を高め
ることができると考えた。そこで，教材に「C エネルギー変換の技術」の学習を補う機器としてマ
イコンボードを取り付けることとした。尚，入手のしやすさやインターネットさえつなげることが
できれば，プログラムのインストールに専用のソフトやアプリケーションを必要としないといった
ことから micro:bit を取り付けた。取り付けには，シールタイプの面ファスナーを用いた。

4．学習案の検討，及び教材効果の調査
4.1 学習案の検討
改良した教材に関する調査を行うことを踏まえ，学習案を検討した。実際に教材を用いて動力伝
達機構製品（ロボット）を構想・製作する場面を想定し，問題解決学習の時間の 2 時間を授業場面
に設定した。
4.2 授業の実践
授業実践は，某大学教育学部技術選修の１年次生（8 名）を対象に行った。エネルギー変換の技
術を利用し，学校環境を整備する課題を解決することを目的にロボットを構想し，製作する活動を
展開していく場面を設定した（図 6）
。授業計画では，前時までの動力伝達に関する授業でギヤや
リンクなどを扱っていることとし，その流れを踏まえて，授業で使用するベースモデルを授業の前
段階で作成しておき，授業に活用することとした。また，授業において利用する仕事部のギヤボッ
クスも歯車等の部品を組み合わせておき，ギヤ比の選択をしない際にはすぐに製作に移ることがで
きるようにした。また，課題の場面を具体的に捉えることができるように実際に課題の場面をモデ
ル化し，製作物を動かすことのできる簡単なジオラマを図７のように用意した。

図 6 授業実践の際の様子

図 7 授業実践の際のジオラマ
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4.3 教材効果の調査
4.3.1 調査方法の立案
改良した教材を用いた授業実践の効果を調査するために，授業の前後に確認テスト及び授業前，
授業後アンケートを立案し実施した。また，授業用のワークシートを作成し，動力伝達の機構を利
用したロボットをどのように構想したかわかるようにした。
4.3.2 立案した確認テスト及びアンケート
（１）確認テスト
授業前後で動力伝達の機構に関する簡単な問題１～５を解いてもらい，調査対象者の理解の
変化を把握できるようにする（表 3）
。
表 3 確認テストの問題項目
問題番号

問題項目

１

歯車の知識に関する簡単な問題

２

ベルトとプーリに関する簡単な問題

３

リンク機構の名称を問う問題

４

リンク機構に関する簡単な問題

５

両てこ機構の名称を問う問題

（２）授業前アンケート
調査対象者の①機構への関心，②自動制御されている機械への関心，③機械に関するものづ
くりの経験，を調査し授業後アンケートと共に教材効果の調査の資料とする（表 4）
。
表 4 授業前アンケートの質問項目
質問番号

質問項目

①

機構への関心に関する問い

②

自動制御されている機械への関心に関する問い

③

機械に関するものづくりの経験の有無

（３）授業後アンケート
①動力伝達の学習において感じた難しさ，②機械や情報への関心度の変化，③授業の効果，
④教材の評価，⑤全体の感想等，を問う質問を設定し，授業後に実施する（表 5）
。
表 5 授業後アンケートの質問項目
質問番号

質問項目

①（１）～（５）

動力伝達の学習において感じた難しさに関する問い

②（６）～（10）

機械や情報への関心度の変化に関する問い
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③

（11）

授業の効果に関する問い

④（12）～（15）

教材の評価に関する問い

⑤

全体の感想等

（16）

5．結果及び考察
5.1 ワークシートの記述と製作品について
実際に製作されたロボットを下に示す。製作されたロボットやワークシートの結果から，全ての
対象者がショベル型の仕事部を用いて，救い上げる動作をするような機構を構想していたことが分
かった。また，工夫したこととして，リンクの長さや固定の位置といった記述があり，目的とする
動きを得るために試行錯誤していた様子がうかがえた。加えて，改善点として，タイヤのギヤ比や
強さに言及している記述がみられた。今回の授業では，ギヤの組み換えをするのに十分な時間を確
保することができなかったが，製作の過程でギヤ比による動力伝達の違いに気づき，考えを深める
ことができた結果であると考えられる。
5.2 確認テスト，アンケート調査の結果
5.2.1 アンケート調査の結果
はじめに，動力伝達の学習において感じた難しさに関する問いの結果を表 6 に示す。
アンケートによるとすべての調査対象者が動力伝達の学習で難しさを感じていた。具体的にどの
ようなところに難しさを感じていたかを見ると，かみ合いを利用して動力を伝える機構や摩擦を利
用して動力を伝達する機構では，速度伝達比や運動の伝達をイメージすることが挙げられた。運動
を変換して動力を伝達する機構では，固定の位置や長さによって運動が変化することや運動をイメ
ージすることに難しさを感じていた。つまり，目的とする動きに変換して動力を伝達する機構それ
ぞれの運動をイメージすることに困難さがあったといえる。
表 6 難しさを感じた機構
動力伝達の機構

難しさを感じた人の割合（％）

かみ合いを利用して動力を伝達する機構

３７.５

摩擦を利用して動力を伝達する機構

３７.５

目的とする動きに変換して動力を伝達する機構

８７.5

次に，授業実践に機械や情報への関心度の変化に関する問いの結果をまとめる。授業実践におけ
るによる機械に関する関心度の変化は，図 8 のようになった。
高まった，やや高まったと回答した人の中で，かみ合いを利用して動力を伝達する機構と目的と
する動きに変換して動力を伝達する機構は，すべての対象者が高まったかやや高まったという回答
をしていた。摩擦を利用して動力を伝達する機構に関しては，機械への関心が高まった者の中から
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機械に関する興味・関心
1
3

4

高まった

図8

やや高まった

あまり高まらなかった

機械に関する関心度の変化

も１名があまり高まらなかったと答え，１名がやや高まったと回答していた。加えて，コンピュー
タに制御への興味・関心が高まったかを問う質問には，１名の対象者が高まったと回答し，５名の
対象者がやや高まったと回答した。また，改良した教材を用いた今回の授業には，動力を伝達の機
構といった機械の仕組みに関する関心を高めることができる教材であると考えられる。また，コン
ピュータによる制御についての関心も多くの対象者が高まったと回答しており，情報への関心にも
効果があることがうかがえた。
次に授業の効果に関する問いについての結果についてまとめる。
結果としては，5 名の対象者がかみ合いを利用して動力を伝達する機構と目的とする動きに変換
して動力を伝達する機構の学習に効果があると思うと回答があった。また，残りの３名はそれぞ
れ，２名がかみ合いを利用して動力を伝える機構に，１名が目的とする動きに変換して動力を伝達
する機構に効果があると回答していた。今回の調査では，不透明な点が多くなってしまったが，摩
擦を利用して動力を伝達する機構への学習効果は，現段階では期待できないことが分かった。
「D
情報の技術」への効果も学習効果としては，現れないことが予想される。
最後に教材の評価に関する問いと全体の感想の結果をまとめる。本教材を用いた難易度については
半数以上の対象者が難しいかやや難しいと感じてしまっていた。教材の難しかったところ，悪かっ
たところには，
「接触不良，不具合，パーツが付けやすい分ずれやすい，運動をイメージするこ
と，長さの工夫が難しかった」といった自由記述が得られた。しかし，
「機構を考えるのが楽しか
った，実際に使ってみるのが楽しかった」といった感想なども得ることができた。
5.2.2 確認テストの結果及び授業前後での成績の変化
図 9 に示した通り，表 3 の問１と２，歯車とベルトとプーリに関する問題は，すべての対象者が
正答しており，授業前後での変化を確認することができなかった。これは，問題の難易度が低すぎ
たことに原因があったと考えられる。また，その後の会話で，授業実践日近くに歯車に関する講義
を大学で受講していたことが分かった。大学での学習経験が影響したことも考えられるので，今後
確認テスト内容を再検討し改めて，調査を行う必要がある。表３の問３と４，リンク機構の名称と
リンク機構に関する簡単な問題は，正答率が上昇した。これは，授業実践において仕事部の製作を

- 75 -

茨城大学教育実践研究 40(2021)

リンク機構で構想，製作したことの影響が関係していると考えられる。しかし，表 3 の問５，リン
ク機構の一つである両てこ機構を問う問題に関しては正答率が下がってしまった。これは，本授業
においてリンク機構の各機構の名称について深く言及しなかったため，機構の名称を混同して認識
してしまったためであると考えられる。
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図 9 確認テスト問題ごとの正答率変化
5.2.3 まとめ
今回の授業において，受講者の動力伝達の機構について理解することに難しさを感じていたもの
の，図 10 に示した通り，授業前後で調査対象者のほぼ全員の正答率が上がっており，機械の仕組
みへの興味・関心を高めることはできるとわかった。また，
「D 情報の技術」への興味・関心も半
数以上の対象者が高まっているといったように感じていたため，その学習への効果も期待できると
考えられる。教材は接触不良を起こしたり，運動をイメージすることが難しかったりするものであ
ったものの，試行錯誤することで楽しみながら学ぶことができるものということが分かった。今後
は，接触不良を減らし，動作を安定させるとともに固定の方法などを改善して，試行錯誤をしやす
いものにし，時間短縮が見込める教材のさらなる改良・開発をする必要があると考えられる。
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図 10 調査対象者ごとの正答率の変化
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5.3 情報の技術への展開
本研究で製作した教材は，モータドライバを用いることにより，micro:bit で制御することもで
きるように改良してきた。実際の社会に普及している機械と本研究で改良した教材を比べる活動を
行う中で，改良した教材もマイコンによって制御することができることを提示用教材として用意す
ることで，
「D 情報の技術」まで見通した学習も展開できると考えられる（図 11）
。

図 11

モータドライバを取り入れた教材

6．おわりに
本稿では，教材に関する調査，機械に関する質問紙調査，教材の改良及び授業実践による調査を
行いそれらについてまとめた。これらのことから，動力伝達機構に関する学習に一定の成果を残し
つつ，機械に関する興味・関心を高め，D 情報の技術への関心も高めることが期待できる教材であ
ると検討することができた。今後は，さらなる教材の開発・改良を進め，時間短縮に貢献しつつ C
エネルギー変換の技術の内容の学びを深めながら，D 情報の技術の内容の学習に関する学習計画に
ついても検討していく所存である。

注
1) 文部科学省『中学校学習指導要領解説 技術・家庭編』
（開隆堂，2017）
．
2) 全日本中学校技術・家庭科研究会「第 3 回 平成 26 年度 中学校技術・家庭科に関する全国ア
ンケート報告【技術分野】
」(http://www.ajgika.ne.jp/doc/tmp2016datasheet.pdf 2021 年 9
月 15 日 12 時 30 分閲覧)．
3) 川路智治，谷田親彦，竹野英敏「技術科における IoT を活用した製品モデルを設計・製作する
授業の開発」
『日本産業技術教育学会誌』
，第 61 巻第 1 号，
（2019）
，17-25．
4）安東茂樹ほか 71 名『技術・家庭 技術分野』
（開隆堂，2016）
．
5）田口浩継ほか 64 名『新編 新しい技術・家庭 技術分野未来を創る Technology』
（東京書籍，
2016）
．
（教育図書，2016）
．
6）佐竹隆顕ほか 10 名:『新技術家庭 技術分野』
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技術選修大学生の教育実習不安に関する調査研究

樫 村 華 英＊ ・ 臼 坂 高 司＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Research on Anxiety towards Practice Teaching of College Students Who Major in Technology Education
Hanae KASHIMURA and Takashi USUZAKA

キーワード：教育実習，不安，中学校技術科，SCAT

本研究は，技術選修大学生が抱く教育実習不安の特徴や原因を調査し，それを解消又は軽減するための一助となるデー
タを収集することを目的としたものである。教育実習を中学校技術科で行った大学生 4 名 （3 年生 2 名，4 年生 2 名）を調査
協力者として，半構造化インタビューを実施した。調査は，概ね教育実習開始前 1 週間以内と教育実習終了後の 1 週間以内
とした。その後，SCAT（Steps for Coding and Theorization）を用いて分析を行った。その結果，技術選修大学生の教育実習前
後での不安の変化や，学年による不安の違い，共通点などが明らかになった。また，教育実習中の経験やエピソードを交え
て話してもらうことによって，調査協力者が教育実習中のどんな経験から不安を感じたのか，反対に不安が解消又は軽減さ
れたのかについても考察することができた。

１．はじめに
教育実習は教員免許状を取得するために必須であり，教員養成カリキュラムの中で重要な位置を
占めている。実習生にとっては，大学での理論的な学びと教育実践を統合できる唯一の場であるこ
とに加え，教職への適性を確認できる貴重な機会となっている。そのため，実習生が意欲的に活動
し，充実した実習となることが大切である。しかし，教育実習に関しては，不安を感じる実習生が
多く，その不安が実習に影響を与えることが報告されている。例えば，石井・井上 1)は教育実習に
対する不安が高い場合，実習生が実習を継続する上での能力や指導案作りに問題や困難を感じるこ
とを明らかにした。さらに，実習に伴う生活の変化に対する事前の不安が高い場合にも，学校に対
する戸惑いがなくなりにくいことを指摘している。大野木・宮沢 2）は，不必要な不安は除去するよ
――――――――
*水戸市立飯富中学校

**茨城大学教育学部
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うに支援し，専門的知識や教授技術などの未熟さに起因する不安は事前準備を行うことによってで
きるだけ解消させる必要性を述べている。したがって，教育実習を充実させるために，教育実習不
安を解消又は軽減させることは有用であると考えられる。先行研究では，教育現場での体験を反省
的に捉え直し理論的見地から検討を加える授業の整備 3）や事前指導を性別や個々の特性に合わせて
指導・支援していくこと 4）等で教育実習不安の解消又は軽減につながることが指摘されている。
ところで，中学校技術科に関しては，
「A 材料と加工の技術」
，
「B 生物育成の技術」
，
「C エネ
ルギー変換の技術」
，
「D 情報の技術」を全て学習するため内容が多岐に渡る。工学や農学などの内
容も含まれ，より専門的な知識が必要であることや製図などの技能を獲得しないと学習が進められ
ない場面があること，教材の準備や実習室及び工具や機器の管理があることなど，技術科特有の要
素に関して実習生が不安を抱えている可能性がある。そのため，技術科特有の不安要素を明らかに
できれば，より具体的な方法で実習生の不安を取り除くことにつながると考えられる。しかし，技
術選修大学生を対象として，教育実習不安の特徴や原因を調査した研究は見当たらない。そこで本
研究では，技術選修大学生が抱く教育実習不安の特徴や原因を調査・解明し，それを解消又は軽減
するための一助となるデータを収集することを目的とする。

２．調査
2.1 分析方法
本研究では，大谷 5)6)が考案した SCAT（Steps for Coding and Theorization）を用いて分析を行
う。SCAT は，＜1＞テクスト内から注目すべき語句を取り出し，＜2＞取り出した語句を別の言葉で
いい換え，＜3＞いい換えた言葉を説明するような概念をテクスト外から当てはめ，＜4＞そこから
浮き上がるテーマ・構成概念をつけるようになっている。このように，4 段階のステップを踏んで
概念化を行い，それを基にストーリーラインの記述や分析をすることによって浮かび上がってくる
疑問や課題を導き出すようになっている。
SCAT を用いて分析を行うメリットとして，着手しやすい環境が整っていることがまず一点挙げら
れる。具体的には，WEB ページ 7)に SCAT の分析に使用できるエクセルフォーマットが公開されてお
り，マニュアルの役割を果たす論文も同ページから見ることができる。二点目は，SCAT の大きな特
徴である 4 段階のステップを踏むことによって，初学者には難しいといわれている“概念化”がよ
りしやすくなっていることである。三点目は，比較的小規模なデータに適用可能なことである。
以上より，SCAT が本研究に適していると判断した。
2.2 調査協力者
教育実習を中学校技術科で行った某国立大学教育学部大学生 4 名（3 年生 2 名，4 年生 2 名）を
調査協力者とした。4 年生は教育実習開始までに，中学校技術科の教員免許状一種を取得するため
の授業をほぼすべて履修しており，3 年次生も実習開始までにおおよそ履修している。また，4 年生
は 3 年次に小学校での教育実習を行っている。調査は教育実習開始前 1 週間以内と教育実習終了後
1 週間以内に概ね実施した。表 1 に調査協力者の教育実習期間及び調査日を示す。
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表１ 調査協力者の教育実習期間及び調査日

調査協力者

教育実習期間

調査日

A（3 年生，20 歳，男）

平成 30 年 8 月 31 日～9 月 21 日

同年 8 月 29 日，9 月 28 日

B（4 年生，23 歳，女）

平成 30 年 9 月 3 日～9 月 14 日

同年 8 月 29 日，9 月 18 日

C（4 年生，22 歳，女）

平成 30 年 10 月 1 日～10 月 16 日

同年 9 月 21 日，10 月 23 日

D（3 年生，20 歳，女）

平成 30 年 10 月 4 日～10 月 25 日

同年 10 月 2 日，10 月 31 日

2.3 インタビュー調査の概要
調査では半構造化インタビューを行った。具体的には，各自の抱える教育実習不安の程度をアンケー
トによってあらかじめ把握しておき，アンケートの結果を見ながらさらに詳しく教育実習不安について話を
してもらった。なお，アンケートではまず教育実習全般に対する不安の程度を 0（不安を感じない）～3（大
変不安を感じる）の 4 件法で回答してもらい，１～3 と回答した学生に対して，「a．教科指導について」，「b．
生徒への指導力について」，「c．生徒との関係形成について」，「d．教師との関係形成について」も同様の
方法（4 件法）で不安の程度を尋ねた。
主なインタビューの質問内容は，以下の通りである。
① 教育実習不安は，具体的にどのようなものか。
② 事前に行ったアンケートでの回答に沿って，項目ごとになぜ数値が高いのか（低いのか）。
③ 教育実習までに知りたいことはあるか。または，知っていてよかったことはあるか。
④ 教育実習を経験している回数によって不安の程度に差があると考えるか。
その他，教育実習後はエピソードを踏まえて不安について話をしてもらった。

３．結果と考察
3.1 実習前の分析結果と考察
A の実習前のインタビュー内容を SCAT により分析した結果の一部を表 2 に示す。なお，紙面の都
合上，他の協力者の結果は省略する。以下に 4 名の分析結果を考察する。
実習前は，調査協力者 4 名中 4 名が教科指導への不安を抱いていた。その中でも特に，一斉研究
授業への不安が多く見られた。具体的に，
『斉研（一斉研究授業）
』という言葉を使って不安を語っ
たのは 4 名中 3 名（B，C，D）である。これは現場での教科指導の経験が乏しい，あるいは全くない
ことが要因として考えられる。また，大学生に対して行う模擬授業と生徒の実態に合わせて行う実
際の授業とのギャップが大きいことも，不安を感じる要因になっていた。それにより，生徒の質問
や予想外の行動に対して臨機応変な対応ができるかという点に不安を感じていた。調査協力者から
は，大学の授業は自身の知識を蓄えるための内容であり，現場へ行き生徒たちに教える時に使えな
い等といった表現が出てきた。また，エネルギー変換や情報の内容の授業を行う際に，特に指導法
が分からないといった意見が多く見られた。このことは，実習直前まで授業の範囲を指定されず，
前もって準備ができないことも関係していると考えられる。さらに，学修したはずの知識について
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表２ A の実習前の分析結果
番
号

発
話
者

1

聴
き
手

2

A

3

聴
き
手

4

A

5

聴
き
手

6

A

7

聴
き
手

8

A

テクスト

<1>
テクスト中の注目
すべき語句

<2>
テクスト中の語
句の言いかえ

<3>
左を説明するような
テクスト外の概念

<4>
テーマ・構成概念
（前後や全体の文
脈を考慮して）

<5>
疑問・課題

指導案，生徒との
かかわり合い，今
までやったことな
い流れ

生徒の実態に合
わせた授業づく
り，初めての経
験，生徒とのコ
ミュニケーショ
ン

生徒の実態の把握不
足への心配(背景）
，
教師として生徒との
かかわりあうことへ
の不安（原因）

生徒の実態を踏ま 生徒の実態を
えた「授業づくり」
， 事前に知る方
教師としての「振る 法はないのか
舞い」
，初めての実
習，生徒とのかかわ
り合い

教科指導，私より
知識のある子ど
も，対応，技術の
分野，完璧に詳し
いわけではない，
穴を突かれたと
き，慌てふためく

技術の授業の指
導，優秀な生徒，
対応，技術分野，
知識を網羅して
いるわけではな
い，自信がない，
焦り

技術の分野の知識不
足（原因）
，知識の豊
富な生徒への対応へ
の不安(原因)，
臨機応
変な対応への不安
（原因）
，教師として
の振る舞いへの不安
（原因）

知識不足，臨機応変
な対応，説明の仕
方，知識の穴，教師
としての「振る舞
い」

知識不足によ
る不安の原因
は何か

生徒との関係形成
（背景）

生徒と打ち解けら
れるか

生徒と関わる
機会を増やす
ことによって
不安は減少す
るか

漠然とした教育実習の不
安に関する項目に，2 と答
えてくれたと思うんだけ
ど，その不安の中で一番大
きいものは何ですか。
んーと，やっぱり授業づく
りですかね。
授業づくり？

指導案を作ることをはじ
めとした生徒とのかかわ
り合いの中でこう…授業
をつくるっていう今まで
やったことない流れをや
るっていうので，それが一
番不安です。
それに伴って，アンケート
の a,b,c の教科指導につい
てと，生徒への指導力，生
徒との関係形成ってとこ
ろが大変不安を感じるっ
ていう風に丸を付けてく
れたのね。
そういうことです。
そのほか，教科指導につい
て不安に思うことはあり
ますか。
んー，教科指導ではあれで
すね。私より知識のあるよ
うな子どもがいた時に，そ
の子に対して，こう，そう
いった対応をとるのかっ
ていうところがちょっと
不安ですね。自分もやっぱ
り技術の分野に対して完
璧に詳しいわけではない
ので，もし，そのちょっと，
穴を突かれたときに，どう
しようかなっていう，慌て
ふためいちゃうんじゃな
いかっていう不安があり
ます。

～中略～
15

聴
き
手

16

A

17

聴
き
手

18

A

生徒との関係形成ってと
ころについては？

んーと，それは単純に，仲
良くなれるかっていう話
ですね。

仲良くなれるか

話すことができ
るか，打ち解け
られるか，交流

その不安要素は何？

何？
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19

聴
き
手

20

A

21

聴
き
手

22

A

23

聴
き
手

24

A

25

聴
き
手

26

A

27

聴
き
手

28

A

具体的に…例えば，同い年
だったら普通に友達とし
て喋れるけど，生徒だった
ら喋れないってなってし
まう，その要素は何？
あー…こう，教育実習生と
して，お友だちとしてはた
ぶん受け入れてもらえる
んですけど，こう，自分が
前に出て授業をする，先生
として受け入れてもらえ
るのかなっていう，こう，
…ちゃんとこう従っても
らえるのかなっていう，威
厳を保てるのかなってい
うんですかね。学級崩壊的
な，あれが起こらなければ
…

教育実習生とし
て，前に出て授業
をする，受け入れ
てもらえるのか
な，従ってもらえ
るのかな，威厳，
学級崩壊

教育実習生，先
生として前へ出
て授業をする，
受容されるか，
威厳，学級の問
題，力不足によ
る悪影響への不
安

学生でありながら先
生である（特性）
，模
擬授業とのギャップ
（比較）
，生徒の態度
（特性）
，自分の先生
としての立場（特
性），学級の雰囲気
（特性）

教育実習生として
の「立場」
，学生で
ありながら「先生」
，
生徒からの受容，力
不足による悪影響

学生でありな
がら先生にな
る，というこ
とに不安を持
っているよう
であるが，先
生になる自覚
を高める方法
はあるか

指導案単体，
本番，
対生徒，対先生，
今まであった流
れ，ちゃんと，そ
んな教材があっ
て，どんなことが
できるか，あまり
よくわかってない

指導案だけ，本
番，生徒や先生
との折り合い，
今までの流れに
従って指導案を
作る，経験不足，
実力把握不足，
学校の実態

教育実習生としての
立ち位置（特性）
，学
校の実態把握不足
（原因）

先生や生徒との「折
り合い」
，
「流れ」に
したがう，経験不足
による「実力把握不
足」

経験不足をす
こしでも解決
する方法はあ
るか，実力を
把握するには
どのような方
法が有効か

早起き

先生の生活リズ
ムの変化に対応
できるか

起床への不安（比較） 生活リズムの変化

生活リズムを
徐々に改善し
ていくべきで
はないのか

ご飯，朝は早い，
夜は遅い

生活習慣の変化

慣れない生活への不
安（比較）

教師の一日の
日程表を配る
ことで，対応
できるように
ならないか

じゃあ，その指導案作成に
ついてっていうのは，今ま
で授業でやってきたと思
うんだけど，何が不安？
何が不安？…今まではこ
う，指導案単体，というか，
大まかな流れがあって，ま
あ決めることは変わらな
いんですけど，うーん，や
っぱまあ，単純に，本番だ
からですかね。んー。対生
徒，対先生，だから，今ま
でこう…あった流れがあ
って，それにちゃんと授業
案を作らなきゃいけない
からっていうことです。あ
と，あっちに，どんな教材
があって，どんなことがで
きるのか，あんまりよくわ
かってないから，っていう
ところですね。
あー。学校の実態のところ
ね。

そうです。
じゃあ，このアンケートで
は，指導案作成とかのとこ
ろで不安を感じているっ
ていう風に言ってくれた
んだけど，このアンケート
の内容以外に，これも不安
かなって思うことはあり
ますか？小さいことでも
いいです。
んーと…そのアンケート
書いた時点では不安じゃ
なかったんですけど，単純
に，早起きできるかなって
いう。
あー。生活習慣のところ
ね。

生活習慣が乱れないかっ
てところですかね。まあ，
ご飯とかも含めて。ですか
ね。夜は遅いし，朝は早い
し。
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～中略～

35

聴
き
手

36

A

37

聴
き
手

38

A

39

聴
き
手

40

A

41

聴
き
手

42

A

43

聴
き
手

44

A

45

聴
き
手

46

A

じゃあ，今までの不安要素
を踏まえて，実習前までに
これやっておけばよかっ
たとか，これ先生にやっと
いてほしかったな，ってい
うのはある？
これがあれば不安を取り
除けるってやつですか？
うん。そうかなーって思う
こと。

まず，今まで，中学校でど
んな授業をやっていたの
かっていうのを技術をち
ゃんとみておけばよかっ
たなって。今までの流れを
把握しておけば，指導案も
作りやすいし，子どもたち
の流れも見られるし，子ど
もたちの様子も見られる
し，普段どういうことに関
心を示すのかっていうこ
とも知れたのかなってい
う…
じゃあそれは，自分が受け
てる授業の中で，その情報
を提供してくれる場があ
ったらいいなってこと？
もっと自分自身が中学校
の授業を見に行けばよか
ったなっていう感じです
かね。
なるほど。じゃあ，あと他
に知りたかった情報とか
はある？

どんな授業をやっ
ていたのか，今ま
での流れ，把握，
子どもたちの様
子，普段，関心

今までの授業，
流れの把握，生
徒の実態，生徒
の関心

教育実習期間のみ子
どもたちを見ること
への不安（原因）
，期
間限定（原因）
，引継
ぎ不足（原因）
，実態
把握不足（原因）

期間限定，実態把握
不足

教育実習の期
間は 3 週間が
適切なのか

中学校の授業を見
に行けばよかった

授業の積極的な
参観

後悔（結果）
，準備不
足（結果）

準備不足

準備不足の解
消はどのよう
に行ったらよ
いか

履修簿，借りた，
先輩，話を聞く

履修簿，拝借，先
輩，相談

知っておいてよかっ
たこと（結果）
，先輩
に相談したことによ
るメリット（結果）

相談によるメリッ
ト

相談の場をよ
り多く設ける
ことはできな
いか

流れ，授業，履修
簿，もっと不安

教育実習の状
況，履修簿，不安
の増大

体験談を聞く機会，
情報共有の場，不安
の軽減方法の提案

体験談，情報共有

学校側からの
情報提供を早
めにお願いで
きないか

逆に知ったからよかった
っていうのもありですか。
どうぞ。

えっと，履修簿先輩にお借
りしたのは，あれはかなり
助かりましたね。あと，先
輩に話を聞いたっていう
のも相当おおきかたった
ですね。
なるほどね。じゃあそうい
う，個人的に先輩と交流が
あるから，知れた情報はあ
るけど，もしも先輩と仲良
くなかったら？
あー。いままで，やった人
たちから聞けなかったら，
たぶん，流れとかも知らな
かったし，どんぐらい授業
やったとかも知らなかっ
たし，そう…履修簿の書き
方もわからなかったし，そ
こはもっと不安になって
いたかなーと。

～中略～
57

聴
き
手

じゃあ，この不安と，自分
が教育実習を体験するの
が初めてだということは
関係あると思う？
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58

A

59

聴
き
手

60

61

62

A

有ります。それはもうあり
ますよ！分からないこと
だらけですし。まあ，自分
がどんだけ実力あるかも
わかっていないですし。

わからないことだ
らけ，実力

無知，実力の把
握不可

準備不足，経験不足

実力把握不足

教師と生徒，
関係， 立場の変化，緊
中学生，緊張
張，学生であり
ながら先生にな
る不安

教師として生徒と関
わることへの不安

立場の変化，学生で
ありながら「先生」

面白い授業，よか
った

これからの目標，プ
ラスの思考，理想

理想

一回も学校に身を置いた
ことないもんね。

そうですね。教師と生徒っ
ていう関係で，中学生と関
わったことがないので，や
っぱり，緊張しますね。

聴
き
手

なるほど。では，一番最後
に，実習のことで，何か思
うこと，考えていることは
ありますか。不安でもいい
し，これなら自信あるって
ことでもいいし。

A

はい，うーん。生徒が最終
的に，面白い授業だったっ
て言ってくれればそれで
いいです。何があっても，
たとえ指導案がちゃんと
書けなかったとしても，生
徒に良かった，って言って
もらえればいいかなって
思います。

良い評価

教師として生
徒と関わる機
会は，教育実
習しかないの
か

ストーリ
ーライン
（現時点
で言える
こと）

A は，教育実習で一番不安な事は，生徒の実態に合わせた授業づくりを初めて行うことであり，授業中に臨機応変な対応ができるかど
うかと語っている。同時に，知識不足にも関わらず，先生として前へ出て授業をすることに不安を感じている。特に，知識の豊富な生徒
への対応については大きな不安を感じており，知識を網羅していないため，生徒に質問をされた際に答えられずに生徒の前で慌てふため
いてしまうのではないかとも言っている。教師としての振る舞いができるかどうかにも不安がある。その他には，生徒に友だちとしてで
はなく先生として受容されるか，威厳を保つことができるか，自身の力不足によって悪影響が出ないか心配していた。また，現在の実力
で通用するのかという点にも不安を感じている。実習直前になって，中学校に授業を見に行けばよかったと後悔している。授業を見るこ
とによって，今までの授業の流れを把握したり，子どもたちの様子も観察できたのではないかと述べている。そんな中でも，A の不安を
和らげた事がある。先輩に個人的に相談をし，履修簿を借りたことが不安を軽減させる一つの助けとなっている。3 年生である A には
教育実習は初めての経験であり，わからないことだらけである。そのため，感じる教育実習不安はより大きかったことが窺える。

理論記述

・一番大きな不安は，生徒の実態に合わせた授業づくりができるかどうかである。
・現段階での実力で教育実習へ行って通用するのか，実力の把握不足及び経験不足が不安を増大させる要因となっている。
・A にとっては，生徒との関係形成は学生という立場で教師としてふるまう必要があるため，友達としてではなく先生として受容される
かどうかが心配である。
・大学の授業では模擬授業等を体験しているものの，実際の学校へのイメージや，授業のイメージがつかないため，不安に感じるのでは
ないかと考えられる。
・A にとっての主な教育実習不安は，教科指導である。
・先輩に相談したことによって，教育実習不安は多少軽減されている。
・初めての教育実習への不安は大きい。
・授業中の臨機応変な対応は、模擬授業では体験できないため，不安要素の一つとして挙げられる。

さらに追
究すべき
点・課題

・教育実習生にとって，一番大きな不安は何か。
・生徒の実態を事前に知ることができる機会はないのか。生徒と関わる機会を増やすことで教育実習不安を解消・軽減することができる
のか。
・技術という教科において，知識不足だと感じてしまう原因は何か。
・生活リズムを徐々に改善していくために，教師の一日の日程表を配布することで対応できるようにならないか。
・先輩への相談の場を多く設けることはできないか。
・初めての教育実習であることが不安の大きさや種類に関係あるか。
・教師として生徒と関わる機会は教育実習しかないのか。
・教育実習前後で教育実習不安が変化するのかを個人のデータで比較する。
・教育実習不安に関する先行研究を支持するか検討する。
・このようなインタビューは教育実習不安を解消・軽減する方法を見いだすために有効であるかどうかを検討する。

は，網羅していない，完璧でないために自信を持つことができないといった声が 4 名中 4 名から挙
がっている。技術の授業のイメージが全くわかないといった声から，中学生の時に受けた技術の授
業内容を覚えておらず，自身の授業づくりの参考になるものがないことも不安につながっている可
能性がある。
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生徒指導への不安に関しては，4 年生 2 名に共通して，生徒指導の場面に遭遇した際に先生とし
て注意ができるかどうか不安だと語っていた。これは，生徒指導の実践的な内容を含む授業がない
ことが不安の要因として挙げられる。さらに，教師と実習生の立場の違いから，どこまで踏み込ん
で生徒を指導すればよいかが，不明瞭であることも大きく影響していると考えられる。また 2 名と
も，昨年の教育実習校（小学校）の子どもたちと今年の教育実習校（中学校）の子どもたちを比較
しており，小学生と中学生の関わり方の違いや指導法の違いに不安を感じている。
3 年生の特徴としては，初めての教育実習で不安も大きい中，自分の実力や教師としての適性を
把握しきれていないことから不安が生じていた。また，大学での学びを活かせるのかという声が挙
がっていた。これは大学の授業で学んだことが，しっかりと自分のものとして身についていること
を確認するような機会が，教育実習前にないことが原因と思われる。
4 年生の特徴として，通勤に対する不安が語られていた。4 年生の教育実習は指定された公立学校
で行われる。通勤距離が長くストレスがたまりそうで怖い，指導案を書く時間が無くなる，金銭的
バックアップがほしい，といった声が挙がった。自宅からなるべく近い学校に配属されるよう配慮
することや補助金の制度や体制を見直すことで，不安の軽減につながるのではないかと考える。
3.2 実習後の分析結果と考察
A の実習後のインタビュー内容を SCAT により分析した結果の一部を表 3 に示す。なお，紙面の都
合上，他の協力者の結果は省略する。以下に 4 名の分析結果を考察する。
実習後は，4 名中実際に生徒指導の場に遭遇した 2 名（B，C）のみに生徒指導に関する不安が生
じている。C が語った，SNS に関するいじめは，技術科教員を目指す学生として大変衝撃的な体験で
あった。大学の授業で話には聞いていたが，自身が中学生であった頃には SNS がそれほど発達して
いなかったために，対応の仕方が分からず，実際に深刻ないじめを目の当たりにしてたじろいでし
まったと述べていた。また，インターネット上のいじめは，普段の学校生活では目に見えるもので
はないため，生徒の些細な変化にも気が付かなくてはいけないことにプレッシャーを感じているよ
うであった。B においては，実習生と教師との立場の差に不安を感じていた。実習生が出すぎた真
似をして，生徒に煙たがられないかが一番の不安だったと語っていた。
教科指導への不安が増大したのが 1 名（C）
，変わらないと答えたのが 1 名（A）
，減少したのが 2
名（B，D）であった。C は，教育実習中に教員採用試験の合格通知をもらったことが影響していた。
これは，教科指導を実際に体験したことにより，実力と理想のギャップが明らかとなり，来年度か
らの教員生活を想像した際に不安が増大したと考えられる。この不安の中には，学生のうちにもっ
と実践的経験を積んでおけばよかった，という後悔の念も含まれていると推測される。A は実力の
把握によって，実力と現実のギャップがあまり感じられなかったために，不安の大きさが変わらな
かったと語っている。不安が減少した D は，実力の把握ができたことにより，これからの見通しが
つくといったプラス思考が働き，今後の自信につながっているといえる。同様に不安が減少した B
は，担当教員との相性と ICT 機器によって助けられたと語っている。ICT 機器の活用によって，実
技の面での不安が解消され，自信をもって授業ができたことが窺える。ICT 機器の積極的な導入も，
教育実習不安の解消又は軽減につながることが示唆された。
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表３ A の実習後の分析結果
番
号

発
話
者

1

聴
き
手

2

A

3

聴
き
手

4

A

5

聴
き
手

6

A

7

聴
き
手

8

A

9

聴
き
手

10

A

11

聴
き
手

12

A

13

聴
き
手

テクスト

<1>
テクスト中の注
目すべき語句

<2>
テクスト中の語
句の言いかえ

<3>
左を説明するような
テクスト外の概念

<4>
テーマ・構成概念
（前後や全体の文
脈を考慮して）

<5>
疑問・課題

思っていたより
も，生徒とちゃん
と関係築けた，冷
たくされる，仲良
くできた，話が聞
けました，面白か
った

予想に反して，
生徒との関係形
成がうまくいっ
た，生徒の態度，
冷めている，コ
ミュニケーショ
ン，面白い

生徒へのイメージの
変化，予想に反した
結果，実習に対する
感想

生徒へのイメージ
の「変化」

なぜ，生徒に
マイナスのイ
メージがつい
てしまうのか

教習生慣れ，雰囲
気，ちょっとこえ
ーな，話しかけて
くれる，面白かっ
た

教育実習生がい
ることが当たり
前，恐怖，話かけ
てくれるように
なった，面白い

生徒の教育実習生に
対する関心の薄さ，
生徒へのマイナスな
イメージ，コミュニ
ケーションのきかっ
けの変化，生徒への
イメージの変化，慣
れ，生徒との関係の
変化

生徒への「マイナス
なイメージ」
，生徒
へのイメージの「変
化」

じゃあ，
（実習が）終わった
ところで，
（質問していき
ます）
。全体的な不安は前
回…
同じか…？
いや，下がったね。

下がりましたね。
これは何か，理由はある？

思ってたよりも生徒とち
ゃんと関係築けたかなー
と思ってます。もうちょっ
とこう，冷たくされるかな
ーって思っていたんです
けど，思ったよりみんなと
仲良くできたので，
（生徒
の）話が聞けました。面白
かったです。
あ，ほんと。何年生だった
の？

二年です。
結構自分から来てくれ
た？

最初のほうはやっぱり，な
んか教習生慣れしてて，
『あー教習生ね，ふーん。
』
的な雰囲気でちょっとこ
えーなって思ったんです
けど，こっちから話しかけ
てくうちに，あっち（生徒）
からも話しかけてくれる
ようになって，体育のあと
とか，すっごい「今日こん
なことしたんだー」ってい
う風に結構みんな言って
くれて，面白かったです。
おー，素晴らしい…。…で，
教科指導について…。教科
指導については不安の大
きさ変わっていないね。
変わってないですね…。教
科指導についてですよ
ね？まあ，教科指導は，う
ーん。まあ，思ってた通り
って感じでしたね。
どんなところが？
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14

A

15

聴
き
手

16

A

17

聴
き
手

18

A

19

聴
き
手

20

A

やっぱり結構厳しいって
いうか，結構いろんなとこ
ろ直されるって聞いてた
ので，まあ普通に直された
し，自分の実力もまあこん
なもんかって。なんて言え
ばいいんでしょうね…。
（1
０秒の沈黙）

結構厳しい，いろ
んなところ直さ
れる，聞いてた，
自分の実力もま
あこんな感じか

厳しい，たくさ
ん指導をしても
らえる，聞いて
いた情報，実力
の把握

あらかじめ聞いてい
た情報や自分の予想
とのギャップがなか
った

あらかじめ，実力の
把握，ギャップ

技術のことにつ
いて教えられる
のかな，指導案書
けるのかな，指導
案に書いたこと
を教えられるか

技術という教科
を教えられる
か，指導案作成
ができるか，指
導案に沿って授
業を進められる
か

技術という教科を教
えることへの不安，
指導案作成について
の不安，授業実践に
ついての不安，実習
前後の不安の変化

教科指導への不安，
「指導案作成」がで
きるか，指導案に沿
って「指導ができる
か」

なぜ，教科指
導への不安が
生まれてしま
うのか

生徒に対して教
科指導できてい
るかなっていう
不安

生徒の実態を踏
まえた教科指導
ができているか
という不安

教科指導についての
不安，大学の授業と
のギャップ

「生徒の実態」を踏
まえた教科指導，
大
学の授業と現実と
の「ギャップ」

生徒の実態を
踏まえた指導
案を赤くには
どのような対
策が必要か

授業になるとみ
んな結構静まり
返っちゃって，自
分の指導力がな
い，活発的な活動
にならない，わか
らなそうな顔を
する，発問，指導
がうまくいって
ない，先生に教わ
った通り，主体的
に

生徒の反応が悪
い，指導力不足，
受動的な学習，
生徒の顔色，思
うようにいかな
い，指導された
通り，生徒主体
の授業にできな
かった

生徒の関心をひくこ
とができない，指導
力不足の認識，授業
をした感想，うまく
いかない，生徒が受
動的な授業，しゃべ
りすぎ

静まり返る，
「関心」
をひくことができ
ない，
指導力不足の
認識

生徒の主体性
を大事にした
授業はどのよ
うな授業か

予想通りだったの？

予想通り，というか…。う
ーん。もともとの不安は，
こう，ちゃんと，教科指導
だから，ちゃんと技術のこ
とについて教えられるの
かな，指導案書けるのかな
っていう不安だったんで
すけど，こっち（実習後）
の 2（不安の大きさの値）
に関しては，ちゃんと指導
案に書いたことを教えら
れるかなっていう不安に
切り替わってますね。
なるほどね。そういう変化
がね…。

どっちかっていうと，こう
…生徒に対してちゃんと
教科指導できているかな
っていう不安ですね。
それと生徒への指導力の
不安が大きくなってるん
だけど，どうしたの？
それはちょっとあんまり
…。授業のときに，普段は
まあまあうまくいってた
んですけど，授業になる
と，みんな結構静まり返っ
ちゃって，自分の指導力が
ないからこう…やっぱ，活
発的な活動にならなくて，
結構みんな質問しても，う
ーん…とかわからなそう
な顔をする時が良くあっ
たので，やっぱ発問とか，
指導がうまくいってない
のかなーっていう思いは
…。それを何回か直そうと
したんですけど，やっぱう
まくいかなくて，一個直そ
うとすると，また違うとこ
ろでぼろが出るし…。こ
う，先生に教わった通りの
アドバイスをしても，なん
か，うーん…って。で，あ
とで子どもたちに，
「先生
どういう質問してたかわ
かった？」って聞くと，
「わ
からなかった」って言われ
て，まあ，
「こういうことな
んだよ」っていうと分かっ
てくれたんですけど…。授
業中にやっぱこう…生徒
を，なんていうのかな…主
体的？に，できなかったか
なっていう…思います。
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～中略～
35

聴
き
手

36

A

37

聴
き
手

指導案作成？結局，不安は
解消されなかったの？

やっぱりここ（大学）で書
いてるやつと，実際に生徒
と向かい合ってから，こう
いう風にしたらいいんじ
ゃないかなっていう風に
思いながら書く指導案っ
て違って…。

ここで書いてる
やつ，実際に生徒
と向かい合って

大学で書いてい
る指導案，生徒
と対面して

大学の授業と現場と
のギャップ，生徒の
実態を目の当たりに
した

大学の授業と現実
との「ギャップ」
，
実際に生徒と
「向か
い合って」

大学でやってる
指導案通りに授
業やってもぜん
っぜんうまくい
かなくて，誰も反
応してくれない，
生徒が動く方を
大事に，主体的な
学び，書いてそれ
がうまくいかな
くて，生徒観に合
った指導案，今ま
でどんなとこま
で理解してるの
か

大学の授業のよ
うに，独りよが
りな授業，うま
くいかない，思
い通りにならな
い，生徒からの
反応がない，生
徒主体の授業，
生徒の実態を踏
まえた指導案を
書く，これまで
の内容の理解の
度合い

大学の授業と現場で
のギャップ，生徒が
積極的に授業に参加
してこない，アクテ
ィブラーニング，現
状の把握，生徒優先，
生徒の実態の把握不
足，前後の授業の流
れの把握不足

大学の授業と現実
との「ギャップ」
，
主体的，授業の流れ
の「把握」

教育実習を経たこと
による教員生活への
不安，先生への尊敬
の念

教員の仕事への理
解

どういうところが？

38

A

大学でやってる指導案通
りに授業やっても，ぜんっ
ぜんうまくいかなくて，誰
も反応してくれなくて，
『うーわ。つまんねー授業
だな』って自分で思いなが
らやってたんですよ。それ
で先生にアドバイス受け
て，こういう発問したり，
あとは，こういう流れにし
たり，先生が話すよりも，
生徒が動く方を大事にし
て，さっきの，主体的な学
びにするような指導を作
るように心がけてました。
そこで，書いてそれがうま
くいかなくて，っていうの
が何回かあって，っていう
ところで不安を感じまし
た。うまくいかないなっ
て。やっぱ，生徒観に合っ
た指導案を作るのは難し
いなって思いましたね。何
がいままで…。情報やった
んですけど，今までどんな
とこまで理解してるのか
パソコンどれくらい使え
るのかな，エクセル使える
のかなっていうところま
で理解しとかないと授業
うまく進められないなっ
ていう風に指導案作って
る中で思いました。

～中略～
109

聴
き
手

110

A

111

聴
き
手

自分は教員になったら大
丈夫かな？とか。不安は特
にない?まだ決まってない
から。
あー。でも，この教育実習
やって，教育実習ですら大
変だったので，就職して，
ほんとに先生になるって
なると，もっといろんなこ
とするじゃないですか。っ
てなると結構…この量を
先生方いつもやってるの
かって思うとすごいなっ
ていう風に思います。

教育実習ですら
大変だった，この
量を先生方いつ
もやってるのか
って思うとすご
いなって

教育実習を終え
た感想，先生は
すごい

なるほどね。
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ップはどのよ
うにしたら埋
まるのか
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112

A

113

聴
き
手

114

A

115

聴
き
手

116

A

117

聴
き
手

118

A

119

聴
き
手

120

A

121

聴
き
手

122

A

大変だなっていう風に…
教育実習生が帰った後も
先生たち残っていろいろ
やってたから，ほんとこの
期間は大変だなっていう
風に思いますね。
教育実習やってみて，就職
先変わった？

教育実習生が帰
った後も先生た
ち残っていろい
ろやってた

先生たちが残業
をしている姿

教員の仕事の大変さ
への気づき

将来への不安

そうですね。指導案書くの
はいいとして，そこにプラ
スしてちょっとした発問
とか，先生のちょっとした
行動とかがあるじゃない
ですか。指導案に書き起こ
せないような，入らないよ
うなことが。そこの，言動
をこう…何でしょう。もっ
とうまくいければよかっ
たかなっていう。何でしょ
うね，発問…主要発問じゃ
なくて，細かいちょっとし
た発問…
導くためのやつ？

指導案書くのは 指導案を書くこ
いい，発問，行動， とへの自信，授
指導案に書き起 業の反省
こせないような，
言動，もっとうま
くいければよか
った，細かいちょ
っとした発問

授業中の臨機応変な
対応への不安，自身
の授業の振り返り

授業中の「臨機応変
な対応」についての
不安

導くための発問とか，あと
は…こう…先生のこう…
ちょっとした知識ひけら
かしたりとかそういうの
がこう，できればよかった
なっていう風に思います。
なるほどね。
じゃあ，最後に，実習のこ
とで思ったこととか，考え
たこととか，ある？もしも
なかったら後輩へのメッ
セージとかでもいいよ。
あの自分が思ったことは，
やっぱ，ここでやる模擬授
業づくりとか指導案づく
りと，中学行って，生徒と
ちゃんと関わった上でつ
くる指導案と，授業ってい
うのは，まあ，まったく違
うなっていう風に思いま
したね。もちろん，その，
大学でやったことを活か
した上で，中学行って，授
業つくるんですけど，まあ
やっぱ生徒に合ったこう，
指導をする，生徒がどこま
で理解できるようにする
とか，生徒の進み度合によ
って，自分の発問とか，行
動を変えるっていうのを
やっぱ難しかったですね。

導くための発問，
知識ひけらかし
たりとか

生徒を導く発
問，うんちくの
披露

声掛けの工夫，生徒
の興味をひくことが
できる話

生徒の興味をひく

ここでやる模擬
授業づくりとか
指導案づくり，生
徒とちゃんと関
わった上でつく
る指導案，まった
く違う，生徒がど
こまで理解でき
るようにする，生
徒の進み度合，行
動を変える，難し
い

生徒の実態を踏
まえた授業づく
り，生徒の授業
内容の理解度の
検討，対応

大学の授業と現実と
のギャップ，臨機応
変な対応

大学の授業と現実
との「ギャップ」
，
「生徒の実態を踏
まえた」指導案，臨
機応変な対応

迷ってますね。
そっか。
あと，えー。教育実習中に
一番不安だったことって
ある？
一番不安だったこと？授
業づくりですかね。
授業づくり。指導案より，
授業づくりだった？
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臨機応変な対
応ができるよ
うになるため
の方法を検討
する
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123

124

聴
き
手

A

ストーリー
ライン（現
時点で言え
ること）

理論記述

さらに追究
すべき点・
課題

授業中にね。

そうですね。自分の頭の中
で思ってることと，違うこ
とを…が起こったときに
どうするのかみたいなと
ころがやっぱ難しくて，そ
れは今回知れたので，ま
あ，こういう風なのか…っ
ていうところですかね。

違うことを…が
起こったときに
どうするのか

予測していなか
ったことへの対
応の仕方

授業の構成不足，予 予測不足，
準備不足
測不足，応用力不足，
どこまで準備をした
らいいかわからない

～中略～
A は，教育実習先の生徒に対して教育実習に行く前までは，怖いイメージがあった。しかし，生徒と過ごす中で自身の工夫のかいも
あり，関係形成が徐々にできるようになり生徒へのマイナスなイメージは変化していった。先生との関係形成については，あらかじめ
聞いていた情報や自分の予想とのギャップがさほどなかったために実習中に不安に思うことはなかった。教科指導の不安については，
指導案を書くことや技術という教科を教えられるかという不安から，指導案に沿って授業を進められるかという不安に変化している。
それに伴い，生徒の実態を踏まえた教科指導ができているかどうかに不安を感じている。授業中の生徒の反応などを見て，思うように
いかず苦しんだことからそのような不安が生まれたと考えられる。生徒主体の授業にすることができなかったことも感じ取り，反省を
している。また，授業をすることによって，大学での指導案作成及び模擬授業と実際の中学校での指導案作成及び教科指導の違いに気
が付いたようである。大学には現場の授業に直結する，指導力をつけられるような授業を求めている。また，自身の授業への反省とし
て，予測外のことが起こった時の対応がわからなかった経験から，臨機応変な対応ができなかったことを挙げている。
・実習後の一番の不安は，臨機応変に対応することができるかどうかである。生徒に合わせて授業をつくることに自信がないことが見
て取れる。
・教育実習前と比較して，不安は生徒との関係形成がうまくいったとによって軽減された。
・大学の授業でやってきたことが応用できなかったことに不安を感じている。
・大学の授業でやってきたことと実際に現場へ行って必要だと思ったことを述べている。現場での実践に直結するような指導力が身に
つく大学の授業を望んでいる。
・実力の把握が不安の軽減につながっている。
・自身の知識不足を改めて感じている。
・自信が生徒に教えたことが本当に正しかったのかということを教育実習後に不安に思っている。
・教育実習を経たことによって，教員の仕事への理解が深まっている。
・生徒へのマイナスなイメージはなぜついてしまうのかを考える。
・教科指導への不安はなぜ生まれるのかを検討する。
・生徒の主体性を大事にした授業とは何かを調べる。
・教員の一日の流れは実際はどのようなものか。
・知識の活用をするにはどのような学習方法が適切かを調べる。
・授業実践力をつけるための授業とは具体的にどのようなものか，他の実習生の分析結果も踏まえて検討する。
・技術という授業の特徴について調べ，教育実習不安とどのような関係があるのかを考える。
・教育実習前後で教育実習不安が変化するのかを個人のデータで比較する。
・教育実習不安に関する先行研究を支持するか検討する。
・このようなインタビューは教育実習不安を解消・軽減する方法を見いだすために有効であるかどうかを検討する。

3 年生に関しては，教育実習全般の不安の程度は下がっている。これは，実力の把握ができてい
ないため実習前は不安を感じていたが，教育実習を経て自分の力量が分かったため，今後どのよう
に過ごせばいいかという見通しが立てられ，不安の軽減につながっていると考えられる。
4 年次に関しては，3 年生の結果に反して，実力を把握したために理想と現実のギャップに気が付
き，将来への不安，すなわち，技術という教科を今後生徒たちに教えていくことができるかという
不安が生じている。これは，教員採用試験の結果発表の時期と教育実習が重なることによって生じ
たものと推察される。
3，4 年生に共通しているのは，授業実践をした際に生徒が良い反応を見せてくれたり，普段の他
愛ない会話を交わしたことにより，生徒との関係形成に対する不安が減少していることである。思
春期の中学生に対するイメージ，冷たい，冷めている，小学生とは違う等といったマイナスなもの
から，実習生自身が発した言葉への理解を示してくれたことによって，徐々にマイナスのイメージ
は消えて，生徒への理解が深まったことが窺える。
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４．おわりに
本研究では，技術選修大学生が抱く教育実習不安を調査し，その特徴や原因の一端を明らかにするこ
とができた。今後は調査協力者を増やしてさらに検証を進めるとともに，教育実習不安の解消又は軽減に
つながる具体的な方策を提案していく所存である。
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1) 石井眞治・井上弥「教育実習に関する不安が実習生活に及ぼす効果」『広島大学学校教育学部研究
紀要』，第Ⅰ部，第 11 巻，(1988)，39－46．
2) 大野木裕明・宮沢秀次「教員養成系学生の教育実習不安と教育観に関する調査的研究」『福井大学教
育学部紀要』，第 IV 部，教育科学（44），(1992)，59-82．
3) 長谷川順一・浅野文恵「学校教育教員養成課程教科教育コース 3 年次生の教育実習不安」『教科教育
学研究』，23，(2005)，121-131．
4) 枝元香菜子・山本礼二「教職志望学生における教育実習不安の構造と事前指導における変化 ―性
別およびセルフ・エフィカシーの違いに着目して―」『目白大学高等教育研究』，24, （2018），31-39．
5) 大谷尚：「4 ステップコーディングによる質的データ分析手法SCAT の提案--着手しやすく小規模デー
タにも適用可能な理論化の手続き」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要．教育科学』，54（2），
2007，27-44．
6) 大谷尚：「SCAT:Steps for coding and Theorization : 明示的手続きで着手しやすく小規模データに適用
可能な質的データ分析手法」『感性工学』，10（3），2011，155-160．
7) 大谷尚：SCAT Steps for Coding and Theorization 質的データの分析手法
（https://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/#09，2021 年 9 月 8 日 17:30 閲覧）

- 92 -

茨城大学教育実践研究 40(2021),93-107

高校家庭科授業で育成している資質・能力の実証的研究
―― 消費者市民を題材にした授業実践 ――
齋 藤 和 可 子＊ ・ 野 中 美 津 技＊＊ ・ 谷 昌 之＊＊＊ ・ 岩 﨑 香 織＊＊＊＊ ・
仲 田 郁 子＊＊＊＊＊ ・ 三 沢 徳 枝＊＊＊＊＊＊ ・ 吉 野 淳 子＊＊＊＊＊＊＊ ・ 若 月 温 美＊＊＊＊＊＊＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Empirical Study of Qualities and Abilities Fostered by High-School Home Economics
－Practical Instruction for Consumer Citizenship Development－
Wakako SAITO, Mitsue NONAKA, Masayuki TANI, Kaori IWASAKI, Ikuko NAKADA, Tokue MISAWA,
Atsuko YOSHINO and Atsumi WAKATSUKI

キーワード：高校家庭科，資質・能力，消費者市民

社会の変化に対応し、21 世紀を切り拓く人材を育成する上で、生活や社会の課題解決能力を育成することは、学校教育
の課題である。高校家庭科で育てる学力（資質・能力）について高校生の実態調査の結果、「エシカル消費」の知識、「消費者
市民」の実践が低かった。公正かつ持続可能な社会に参画する消費者市民を育成することは、消費者教育の課題となって
いる。そこで本研究では、高校家庭科に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通してどのような力を獲得
できているのかを実証的に検証することを目的とした。開発したカリキュラムは、「消費者すごろく」のゲーム、「ドキュメンタリ
ー映画」を用いて消費者と商品の背景を図解化して問題点を考えさせた上で、グループで消費者をめぐる問題についてテ
ーマを決めて解決方法をまとめて発表する。研究方法は、高校家庭科の授業に開発したカリキュラムの授業を実践して、授
業の流れに沿って図解化した発表内容や生徒のワークシートの記述内容の分析、さらに事前事後での「消費者の責任」の意
識の変容と知識・技能・活用力の変化を分析した。その結果、授業を通して商品の背景にある様々な問題を発見し、自らの
消費行動が世界と繋がっていることに気づき、「消費の責任」についてその行動に責任が生じるという考えに変容していた。
事前事後では、消費者市民の知識・技能・活用力、課題解決の得点が向上していた。

――――――――
*中央大学附属中学校・高等学校
****東京家政大学家政学部

**茨城大学教育学部

***大阪府立天王寺高等学校

*****國學院大學栃木短期大学人間教育学科

*******埼玉県立越谷総合技術高等学校

********東葉高等学校
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Ⅰ．はじめに
21 世紀の子どもたちが社会において生きていくために必要な力として、OECD が提示した「キー・
コンピテンシー」
（ライチェン・サルガニク，2006）
、ATC21S プロジェクトが提示した「21 紀型スキ
ル」
（グリフィン他，2014）
、国立教育政策研究所（2013）が示した「21 世紀型能力」などがあるが、
いずれも未来を創るために市民性が重視され、協調性と問題解決能力の重要性が挙げられている。
そのため、社会の変化に対応し、21 世紀を切り拓く人材を育成する上で、生活や社会の課題解決能
力を育成することは、学校教育の課題となっている。2016 年 12 月の中央教育審議会の答申におい
て、学習指導要領改訂の基本的な方向性として、2030 年の社会と子どもたちの未来を見据え、予測
できない変化に受身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、未来を創り出してい
くために必要な資質・能力を子どもたちに確実に育む学校教育が目指され、自立的に生きる「生き
る力」や問題発見・解決能力の育成が重視されている（中央教育審議会，2016）
。現在、このような
能力の育成に向け、学校教育で何を学ぶか、それがどのような資質・能力を育むかを明確化し、教
育課程の中で計画的・体系的に育んでいくことができるようにすることが求められている。
家庭科では、生涯を通してより良い生活を送るために生活や社会における問題を自ら発見し解決
する課題解決の力の育成を目指しており、市民性を養い 21 世紀型学力を育成する中核をなす教科
であると言える。日本家庭科教育学会では、2015 年に特別研究委員会を立ち上げ、よりよい生活を
営むために必要な生活実践力・活用力を「生活リテラシー」と捉えて、社会人や高校生調査を実施
して、研究成果を「未来の生活をつくる家庭科で育む生活リテラシー」の著書として刊行している
（日本家庭科教育学会、2019）
。さらに、学習指導要領の改訂を踏まえて家庭科授業で育成している
資質・能力を実証的に研究することが必要とされ、日本家庭科教育学会の課題研究テーマに掲げら
れた。本研究会グループは、日本家庭科教育学会の課題研究テーマに基づき、
「高校家庭科授業で育
成している資質・能力の実証的研究」について研究を進めている。これまで、高校家庭科で育てる
学力（資質・能力）を調査するため、高校生が身につける「生活リテラシー」の要素および高校生
が家庭科で習得する「知識・技能」を検討して質問紙を作成して、2019 年 4 月～6 月にかけて、メ
ンバーが所属している計 5 校の高校生を対象に質問紙調査を実施した結果、
「衣食の技能」
「社会保
障」
「エシカル消費」の知識、
「消費者市民」の実践力が低いことが明らかとなった（野中他、2020）
。
エシカル消費については、消費者基本計画（2015 年）において、消費者それぞれが各自にとっての
社会的課題の解決を考慮したり、
そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行う
「エ
シカル消費（倫理的消費）
」の啓発・普及が進められている。しかしながら、消費者庁（2020）の「エ
シカル消費（倫理的消費）
」に関する消費者意識調査報告書によると、
「エシカル消費（倫理的消費）
」
の認知状況は 12.2％と低い。公正かつ持続可能な社会に参画する消費者市民を育成することは、
2012 年に制定された消費者教育推進法にも明記され、消費者教育の課題となっている。高校家庭科
においても、持続可能な消費について理解するとともに、持続可能な社会を目指して主体的に行動
できるようになることが求められている（文部科学省、2019）
。
そこで本研究では、高校家庭科に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通し
てどのような力を獲得できているのかを実証的に検証することを目的とした。
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Ⅱ．カリキュラム開発と研究方法
１．カリキュラム開発
「エシカル消費」に関する知識・技能及び課題解決能力の向上を目指して、高校家庭科で消費者
市民を題材にカリキュラム開発をした授業計画を表１に示す。エシカル消費という言葉の知識だけ
でなく、自分の消費行動に目を向け、それが社会にどのような影響を及ぼすのかを考えることがで
きるように授業を構成した。また学習の過程では、自ら課題を発見し解決を目指す課題解決型学習
を繰り返し取り入れ、主体的に学ぶ動機づけを行うよう工夫し、クラスメイトと協働し、学び合え
るグループ活動、発表などを多く取り入れた。授業計画における授業内容については以下に示す。
表１ 授業計画と分析方法
授業

授業内容

時数

学習形態など

事前アンケート：「消費者の責任」、知識・技能・活用力

分析方法
記述内容、得点化

1

消費行動の振り返り・「消費者すごろく」の実施

グループ活動

2

4 者の視点で関係性を考え図解化、発表

グループ活動・発表

4 者の関係性の図解化

3

DVD「THE TRUE COST」視聴

映像視聴・説明

ファストファッションの問題点につ

4

すごろくや DVD での問題点の構造化

グループ活動･発表

いて KJ 法で構造化

5

消費をめぐる問題についてテーマを決め、まとめる

グループ活動

消費をめぐる問題点テーマ分析

6

発表会

発表

感想（自由記述）内容分析

事後アンケート：「消費者の責任」、知識・技能・活用力

記述内容、得点化

（1）1・2 時限目：自己の消費行動の振り返り・「消費者すごろく」を通して 4 者の関係性の図解化
まず授業のはじめに、
自己の消費行動を認識するために、
自分自身の消費行動の振り返りを行う。
自分のふだん着ている上衣について、
「どこで買ったか、だれが買ったか（もらった）
、なぜ買った
か(もらった)、何回着たか、何回洗ったか(手入れ含む)、どんな素材か、どこで作られたか、誰が
作ったか」について考えさせる。そして、
「友達と遊園地へ遊びに行くこと」を想定しその際に新し
い衣服を購入するかどうかについて意思決定プロセスを用いて考えさせ、グループごと、クラス全
体で意見の確認を行う。
「消費者すごろく」の実施については、野中・高崎（2018）が消費者市民を育成するために開発
した「消費者すごろく」を用いて、グループごとに「A 生産者」
「B 製造者」
「C 販売者」
「D 消費者」
の役割分担をしてゲームを行う。
「消費者すごろく」は、役割ごとに現実社会の実態を反映させて初
期ポイント、給料、生活費の徴収が異なり、さらに各マスに現実に起こった様々なアクシデントや
イベントがあり、メンバーが止まったマス目のアクシデントに対してそれぞれの立場で影響を受け
るため、4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の立場の違いを強く感じることのできるゲームと
なっている。
「消費者すごろく」の実施後、図１のように席を移動し、役割ごとに集まってそれぞれ
の立場で感じた問題点について話し合い 4 者の関係性を模造紙に図式化し、
クラス全体に発表する。
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A 生産者 B 製造者

A 生産者 B 製造者

A 生産者 生産者

C 販売者 D 消費者

C 販売者 D 消費者

生産者 生産者

A 生産者 B 製造者

A 生産者 B 製造者

C 販売者 販売者

C 販売者 D 消費者

C 販売者 D 消費者

＜すごろく場面での役割分担＞

販売者 販売者

席の移動

B 製造者 製造者
製造者 製造者

D 消費者 消費者
消費者 消費者

＜役割ごとの話し合い場面＞

図１ 「消費者すごろく」の役割分担と座席の移動方法
（2）3・4 時限目：『THE TRUE COST』の視聴とファストファッションの問題点をＫＪ法で構造化
2013 年にバングラディッシュで起こった縫製工場の入った商業ビル崩壊事故や、衣服の原材料
である綿花の生産現場、ファストファッションなど安さを求め過ぎる消費者、フェアトレードに取
り組む企業などの現状を描いているドキュメンタリー映画『THE TRUE COST』の冒頭 30 分を視聴
する。視聴後、映画に関連する内容の資料から、衣服の輸入浸透率、日本の主な衣服原料の輸入率、
アパレル外衣の需給バランスと中古衣料の輸出総量推移、国内アパレル供給量、国内アパレル供給
量、市場規模の推移、衣料品購入単価・輸入単価の推移などの図表を確認する。これらの説明と、
映画内容をふまえ、ファストファッションについて問題だと思った点について各自付箋に書き、グ
ループごとに KJ 法を用いて模造紙に自分の付箋を貼りながら発表し合い、付箋の内容を分類して
タイトル（表札）を付けて問題点を構造化し、クラス全体で発表する。
（3）5・6 時限目：消費をめぐる問題点についてグループごとにテーマを決め、発表
これまでの内容をふまえ、消費をめぐる問題点についてより深く学びたいテーマをグループで決
めてまとめ、クラス全体でプレゼンを行う。発表内容は、テーマ設定の理由、調査内容、そして解
決方法を入れることを条件とし、発表方法は、プレゼンテーションソフト、模造紙、紙芝居、動画
など各グループで自由に選択して工夫する。なお、グループでの発表準備については、授業時間に
応じて授業時間外でのグループでの分担や協力を想定した。
２．授業実践と授業分析
開発したカリキュラムの授業実践は、2019 年 9 月～11 月に、東京都内私立 A 高等学校３年生の
学校設定の家庭科選択科目受講者 3 クラス（N=119）を対象に行った。
授業分析は、表１の授業計画に分析方法を示している。授業計画の流れに沿って、1・2 時限目は
4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性の図解化、3・4 限目はファストファッションの
問題点について KJ 法で構造化、5・6 限目は消費をめぐる問題点のテーマ分析と授業を通しての感
想の自由記述分析を行った。
また、授業前後には、授業効果を測るため同じ内容のアンケートを実施した。アンケートは、
「消
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費者の責任とは何か」を問う自由記述と、育成した資質・能力をみるため「消費者市民」
「課題解決」
に関する知識・技能・活用力の質問項目（各 4 項目）を用いた。
「消費者の責任とは何か」を問う自由記述の分析は、授業の事前事後で記入された文字数と記述
内容から「消費者の責任」の意識の変化を比較した。また、消費者市民に関する 4 項目は、
「エシカ
ル消費がわかる」
「環境や社会に配慮した消費行動ができる」
「商品を選ぶときは、品質表示を確認
する」
「商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える」である。課題解決に関する 4 項目は、
「課
題解決のために、情報を収集し、有効なものを判断し活用できる」
「目標を達成するために計画的に
行動している」
「一つの方法がうまくいかなかったとき，別の方法でやってみる」
「インターネット
の情報が正しいかどうか考えるようにしている」である。それぞれの項目について、
「あてはまる」
4 点、
「ややあてはまる」3 点、
「あまりあてはまらない」2 点、
「あてはまらない」1 点として得点化
し平均点を算出して、授業の事前事後で比較した。

Ⅲ．結果と考察
１．授業の流れに沿った生徒の課題解決
（1）「消費者すごろく」を通して 4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性の図解化
「消費者すごろく」を通して、個人で 4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の立場の違いに
ついて気づいたことをワークシートに書いた記入例（自由記述）を表 2 に示す。
「生産者はみんなに
必要とされているのに（需要がある）のに給料が低い。
」
「生産者や製造者は最初からもっているお
金が少ないので生活を変えられない。そのため、貧困が継続する。
」など、主に生産者や製造者の不
公平な状況についての気づきが多く、また、
「消費者の消費の仕方が他への影響が大きい。
（バーゲ
ンで安く買えば、3 者にとって利益を削っての在庫処分となる）
」のように消費者の行動の影響力に
ついての気づきもみられた。
その後、図 1 のようにすごろくの役割ごとに席を移動して自分の役割の立場について話し合いな
がら、4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性を図解化して、クラス全体に発表した。図
表 2 「消費者すごろく」を通して気づいたことの記述例（自由記述）
・4 者の給料や生活費の差が大きい。
・生産者はみんなに必要とされている（需要がある）のに給料が低い。
・生産者や製造者は最初からもっているお金が少ないので生活を変えられない。そのため、貧困が継続す
る。
・A（生産者）B（製造者）C（販売者）はどれも売り手側→自分の意志に関係なく利益・損害が生じる。
・何やかんやで需要があると考えると、B（製造者）と C（販売者）は儲けられる。災害などの影響も受けない。
しかし A（生産者）や D（消費者）は普段の消費状況に左右されるので赤字。消費者はうまくいけば、プラス
になるが全てに巻き込まれるのが難点だと思った。
・消費者が３R カードでリサイクルすれば生産者・製造者の利益が増える。
・消費者の消費の仕方が他への影響が大きい。（バーゲンで安く買えば、3 者にとって利益を削っての在庫
処分となる）
・消費者の需要によって販売者の収入が左右される。
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2-1～図 2-4 は、グループで作成した 4 者の関係性の図解化の例を示している。図 2-1 は、4 者の関
係性をピラミッド型に示し、生産者・製造者・販売者・消費者の力関係を表現して、ピラミッドの
右側に縦軸として収入や労力を示す以外にも人数、影響力、給料などを加えていた。図 2-2 は、生
産者の立場の困難さを示しており、生産者の立場でゲームをした生徒の思いを表現していた。図 23 は、消費者の視点が入っており、A 生産者・B 製造者は C 販売者にとっては替えのきくもので、D
消費者は C 販売者を選べるということを図示し、消費者の影響力の強さについて発表していた。図
2-4 のフェアトレードの視点を加えた図では、フェアトレードの場合とそうではない場合の影響を
図示し、消費者と共に販売者の影響の強さについて発表していた。このように、班ごとに図解化し
た内容は異なるが、消費者すごろくを通して経験したそれぞれの立場からグループで協力して考え
をまとめて表現することができていた。

図 2-1

4 者の関係性をピラミッド型に示した図

図 2-3 消費者の視点を加えた図

図 2-2

生産者の立場の困難さを示した図

図 2-4 フェアトレードの視点を加えた図

（2）ファストファッションの問題点について KJ 法で構造化
DVD『THE TRUE COST』の視聴後、ファストファッションの問題点について各自で記入した付箋
をグループで伝え合い、KJ 法で構造化した模造紙の記入例を図 3-1、図 3-2 に示す。図 3-1 は、経
営陣の行動が労働者（生産者・製造者）へしわ寄せを与えており、生存競争からコスト、環境へ影
響を及ぼしていることを構造化して、労働者の生存競争やコスト削減など切実な現実を表現してい
た。
図 3-2 では、
身勝手な企業と消費者が立場の弱い労働者や環境に与えている影響を構造化して、
身勝手な企業や消費者の行動が労働者の安すぎる賃金や農薬被害、自殺などに繋がることを表現し
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図 3-1 消費をめぐる問題点のまとめ
「経営陣と労働者の力関係」

図 3-2 消費をめぐる問題点のまとめ
「身勝手な企業と消費者が周囲に与える影響」

表３ 消費をめぐる問題点について KJ 法で分類したタイトル（表札）一覧
組

A

班
１
２
３
４
５
６
７
８
１
２
３

B

４
５
６
７
８

C

１
２
３
４
５
６
７

タイトル
・生産者の背景・ファストファッションの背景・農薬被害・消費者問題・食品問題
・低賃金・労働環境・利益の独占
・農業関係・消費者意識・労働環境
・労働組合・農家・賃金問題・意識の違い・貧富の差・命
・原材料・値段・生産者・販売者・環境
・健康被害・利益追求・賃金格安
・消費者・販売者・製造者・生産者・諸問題
・独占・労働環境・製造者・殺虫剤・売れ残り
・経営陣・労働者側・生存競争・コスト・自殺過労死
・発展途上国への押し付け・自分のことしか考えない・農薬による影響・劣悪な労働環境・従業員を軽視する・
消費者の立場・農家の自殺・売れ残り
・独占市場・自殺・企業の CM・農薬の副作用・労働環境・労働者の権利・衣服生産・理不尽な経営者・ファッシ
ョン業界の変化
・消費・自殺・労働環境・農薬・労働賃金
・利益重視・低コスト化・労働者が低賃金・農薬殺虫剤・先進国と途上国の関係・労働者と経営陣の関係
・先進国が与える被害・農業経営・農薬による被害・労働環境
・余剰生産・消費者の需要・価格競争・労働環境・先進国 VS 発展途上国・企業＝利益追求・生産者＜販売者
・女性の立場が弱い・生産者・製造者の賃金が低い・利益だけを追求・不法な児童労働・労働組合が弱い・先
進国と発展途上国・工場の安全性・殺虫剤の影響・デフレ
・人件費・労働者の賃金問題・低価格コスト・格差・主従関係
・販売者の立場・生産、製造者の立場・負の連鎖・ほとんど外注、低価格志向・悪い労働条件・子どもも弱者
・消費者の考え方・経営者の考え方・劣悪な労働環境・軽視される労働者の身体
・企業側・産業における問題点・無駄が多い・農薬・労働者側
・９７％が発展途上国の人々が製造・販売者、消費者の意見・８５％が女性・農薬被害・価格競争・インド自殺多
い・モンサント社市場独占・膨大な利益がありながら労働者を守れていない
・販売者・製造者・生産者・消費者
・身勝手な企業・劣悪な労働環境・立場の弱い労働者・身勝手な消費者・環境問題・農薬被害
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ていた。表 3 は、3 クラスすべてのグループが消費をめぐる問題点について KJ 法で分類したタイト
ル（表札）一覧を示している。多くの班が 3～8 個のタイトルで分類しており、キーワードとして
「労働環境」
、
「生産者」
、
「製造者」
、
「販売者」
、
「消費者」
、
「農薬」
、
「自殺」
、
「低賃金」が頻出した。
また、発表で挙げられたファストファッションの問題点を表４に示した。
「児童労働が行われている
可能性があること」
「殺虫剤が多く使われていることで、生産者の健康を害すだけでなく、将来、そ
の土地が使えなくなってしまう可能性があること」
「労働者の命を顧みない大企業の体制」
「生産者
や製造者の選択肢がないこと」などの問題点が具体的に挙げられた。
表４ 発表で挙げられたファストファッションの問題点例
・製造者の労働組合が機能していないこと。労働組合を作ったが暴力を受けていた。
・低賃金で長時間労働を強いられていること。
・児童労働が行われている可能性があること。
・遺伝子組み換えコットン生産により、種子と殺虫剤の購入で借金せざるを得ないこと。
・殺虫剤が多く使われていることで、生産者の健康を害すだけでなく、将来、その土地が使えなくなってしまう可能性がある
こと。
・労働者の命を顧みない大企業の体制。生産者や製造者の選択肢がないこと。
・低価格主義や大量生産。
・アパレル産業に多くの人が携わっていることに気づいていないこと。
・85％が女性労働者で、子どもとは離れ離れで生活するしかないこと。
・たくさん作っても売れ残ってしまうこと。
・消費者が劣悪な企業に気づかず購入してしまうこと。

（3）消費をめぐる問題に関するテーマ設定と発表
3 クラスすべてのグループにおける消費をめぐる問題に関するテーマ設定と発表方法を表 5 に示
す。テーマは、大きく 4 つに分けられた。衣に関する内容、労働者や労働環境に関する内容、食に
関する内容、フェアトレードに関する内容である。衣服に関する内容は、
「ファストファッションの
裏側」
「種子独占の問題点」
「オーガニックコットンとファッション」などである。労働に関する内
容は、
「労働弱者と教育問題」
「日本の労働環境」
「労働者を思いやる消費をするには」などがある。
表５ 消費をめぐる問題の発表テーマと発表方法
C組

A組

B組

ファストファッションの裏側

種子独占の問題点

労働弱者と教育問題

フードロスの問題点と解決策

発展途上国の労働問題

オーガニックコットン×ファッション

日本の労働環境

Bt コットンがもたらす影響

フードロス

農薬・殺虫剤の影響

フェアトレードの問題点
チュー王子の大冒険（消費
者意識を高めよう）

フェアトレード商品について
ファストファッション 安さの裏に潜む
問題
コーヒー豆から見る労働問題とその解
決策

パーム油利用の現状
日本の相対的貧困率を低下させる
ためには
衣服廃棄
労働環境について～日本の労働賃
金問題～
食品ロス

プレゼン
テーショ
ンソフト

ファストファッション～労働者軽視～
動画
労働者を思いやる消費をするには
低賃金労働者とフェアトレード

- 100 -

発表方
法

模造紙・
紙芝居

齋藤ほか：高校家庭科授業で育成している資質・能力の実証的研究

図 4-1 プレゼンテーションソフトでの発表例
「オーガニックコットン×ファッション」

図 4-2 プレゼンテーションソフトでの発表例
「パーム油利用の現状」

図 4-3 紙芝居での発表例
「チュー王子の大冒険―消費者意識を高めよう―」
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図 4-4 模造紙での発表例
「低賃金労働者とフェアトレード」
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食に関する内容は、
「食品ロス」
「パーム油利用の現状」である。フェアトレードに関する内容は、
「フェアトレードの問題点」
「フェアトレード商品について」であった。これらのテーマの中では、
労働者や労働環境についての内容が多かった。これまでの学習を通してより関心が高いテーマであ
ったと考えられる。
発表方法は、表 5 に示した通りで、多くの班はプレゼンテーションソフトを選び、各クラス 1～2
グループは模造紙や紙芝居での発表を選択し、動画や一部アニメーションを利用したグループもあ
った。図 4-1～図 4-4 に様々な発表方法で作成した発表例を示す。図 4-1、図 4-2 は、プレゼンテー
ションソフトを利用した発表スライドの一部を示している。どのグループも写真やイラストを用い
て効果的に発表していた。また、図 4-3 は紙芝居での発表に用いた紙芝居の写真である。発表時に
はナレーションと登場人物とで分担し寸劇のように行っていた。図 4-4 は、模造紙での発表例「低
賃金労働者とフェアトレード」である。写真やグラフなどの資料添付をし、インパクトのあるポス
ター作成を行っていた。
（4）授業を通しての感想（自由記述）
授業全体を通して生徒が考えたことや感想（自由記述）のワークシート記入例を表６に示す。多
くの生徒が、自分が消費者であることに自覚を持ち、どのような行動をしたらよいか考え始めてい
る内容が書かれていた。
たとえば、生徒 A、B、C は「私たち消費者が無知」
「商品が安くなることの背景で、どんな犠牲が
表６ 授業後の感想 自由記述例
生徒 A

私たち消費者が無知であることが、様々な問題を生じさせているのではないかと感じた。生産があるから消費
があり、消費があるから生産が成り立っている。私たち消費者は、生産者のことを考える必要がある。身近にな
っている SNS で拡散すれば自分の意識も変えることにも繋がるのではないかと思う。

生徒 B

商品が安くなることの背景で、どんな犠牲が払われているか、考えたこともなかったし、興味を持ったこともなか
った。学習の中で、自分の暮らしている国と違う暮らしを見て、ショックだった。だからこそ、これからは関心を持
っていきたいし、自分にできることを探していきたい。

生徒 C

本来知っておくべきだった知らないことを多く知ることができました。自分と密接に関わっているのに、こんなに
も知らなかったことも驚きでした。すごろくをやっていた時には見えていなかったものが今は見えていると思い
ます。

生徒 D

自分たちが求める安さの裏には、大きな犠牲がついていることが分かった。数百円多く払うだけで、何人かの
命が救えるのならば、出し惜しむことなく多く払い、少しでも多く、お金とは比べ物にならない大切な命を救い
たいと思った。

生徒 E

今回初めてエシカルファッションについて聞き、エシカル消費に興味がわいた。ファッションに興味があるので
より深く学びたいと思った。プリントに紹介されていた大学生のように、自分のできることをして、人に影響を与
えたいと思った。

生徒 F

様々な視点から消費社会の現状と解決策を知ることができました。フェアトレード以外にもエシカルファッション
や one for one モデルなどさまざまな取り組みがされていることにおどろきました。これから先、この授業を頭に
入れて、考えながら行動していきたいと改めて思いました。また、少しでも先進国の私たちは発展途上国での
残こくな事実をより知る必要があるとも思います。とてもためになる授業でした。
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払われているか考えたこともなかったし、興味を持ったこともなかった」
「自分と密接に関わってい
るのに、こんなにも知らなかったことも驚き」など、これまでの自分を振り返り、授業をきっかけ
に消費者である自分を意識し始めたことがわかる。また生徒 D は、
「お金とは比べ物にならない大切
な命を救いたい」と述べており、自分の選択が、誰かの命に関わるかもしれないという切実な感想
であった。生徒 E、F は、
「初めてエシカルファッションについて聞き、エシカル消費に興味がわい
た」
「フェアトレード以外にもエシカルファッションや one for one モデルなどさまざまな取り組
みがされていることにおどろきました」と述べ、今回学んだ言葉「エシカル」を自分なりに活用し
ようとする様子が見られた。その他、
「SNS での発信や周囲に伝えていきたい」
、
「行動に移したい」
など、得られた知識を活用する意欲も読み取れた。高校生の自分に何ができるか、新しい取り組み
は何かなどを模索する様子や新たな学習への興味関心が窺えた。そして生徒 G は、
「現代文の授業で
同じようなテーマを扱って一度深く考えた」と書かれているように、他教科とのつながりについて
述べられている。他の生徒の記述にも現代文、英語、社会などの科目名が出てきており、学習内容
を関連付け生かそうとする様子が見られた。
以上のことから、本授業を通して消費者を取りまくこれまで知らなかった世界を発見して自らの
消費行動を見つめ直す機会となり、さらに自分たちで消費をめぐる問題のテーマを決めて課題解決
について考えたことは実践的態度を養い、生徒の学びへの探求心や満足感につながったことが推察
される。
２．事前事後での生徒の変容
（1）「消費者の責任」（自由記述）の変化
授業前と授業後に行ったアンケートで、
「消費者の責任とは何か」で回答した自由記述の文字数を
事前事後で比較した結果を表７に示す。事前の記述では 3 クラス平均で 15 文字に対して、事後の
記述は平均 82 文字で事前よりも 67 文字増えて 5.5 倍となっている。
表７ 「消費者の責任とは何か」自由記述文字数の事前事後比較
クラス

事前 字数

事後 字数

増加字数

A組

18

85

＋６７

B組

14

89

＋７５

C組

14

７３

＋５９

3 クラス平均

１５

８２

＋６７

また、
「消費者の責任とは何か」の自由記述内容の変化について、表８に生徒の事前事後の記入例
を示した。授業前の記述は、表 8 の生徒の記入例のように単語や一文であることが多く、
「残さず食
べる」
「お金を払う」という内容の記述が目立った。もしくは、未記入の生徒もいた。しかし、授業
後では、未記入の生徒はおらず、内容についても、事前調査とは比較にならないほど明確に意見が
書かれていた。
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表８ 「消費者の責任」（自由記述）の事前・事後比較
授業前 記述

授業後 記述
何を選んで買うかは消費者の自由だと思うが、それによってどのようなことが起こ
るのか、商品の作られた背景をしっかり知ったうえで選択して消費することが重要
と考える。

生徒 A

お金を払うこと

生徒 B

環境について考えること

単に安さを追求するのではなく、商品が生産された裏側を考える責任、苦しい生
産者を助ける方法を探す必要がある。

生徒 C

ちゃんと使う。すぐ捨てな
い。

アフリカとかで貧困の人々がかかえている問題は遠い話じゃなくて、自分たちが
ふだん捨てているものとかが、影響を与えていたり、少し行動すればそれらの人
たちを助けることができたり、身近なことだと感じられた。今後は気軽に消費者に
なるのではなく、実感をもって、責任の重さを深く考えるべきだ。

生徒 D

契約。信頼。

消費者としてその商品がいつ、どこで、だれが作っているのか理解する必要があ
ると感じた。先進国に生きる私たちが不自由なく衣類を楽しみ、消費、廃棄をくり
返す裏側ではたくさんの人々が犠牲になっているからである。容易にモノを捨て
るのではなく、リサイクルなどをし、モノの循環を大切にする必要がある。そのモノ
が作られた背景を理解し、その上で消費行動をすることが責任だと思う。

生徒 E

お金を払う。環境に配慮
する。ゴミを正しい場所に
すてる。

まずは生産地、生産者の環境を知ることが大事だと思うようになりました。最近は
食べ物、洋服、雑貨を見てこれはどこからやってきたんだろう、どんな人が関わっ
ているのだろうと考えることが多いです。「消費者の責任」とは、生身の人間、そし
て環境を知ることだと思います。そして、教育と SNS の活用により多くの人の目に
つくように、そんなところから始めていきたいと考えます。

生徒 F

値段以外の原産地なども
よく見て選ぶ。

生産者のことを考える。「消費」しすぎない。商品だけでなく、生産者の「命」も消費
している。エシカル消費を心がけるようにする。

生徒 A、B のように、
「商品の作られた背景をしっかり知ったうえで選択」
「商品が生産された裏側
を考える責任」など、商品の裏側を考えて消費行動で選択することについて多くの生徒が書いてい
た。生徒 C、D は、
「アフリカ」
「先進国」という言葉を用い、自分の消費行動が世界と繋がっている
ことを具体的に述べている。生徒 E、F は、
「生身の人間」
「命」など消費者の行動が誰かの命を助け
たり、脅かしたりしていることに言及していた。このように、事前では消費者について漠然として
自分の周囲しか見ていなかった生徒が、授業を通して自分の消費行動が世界とつながっていること
を理解して、消費者としてどのような行動をとるべきか、その行動に責任が生じるという考えを持
つことができるように変容していた。
（2）「消費者市民」「課題解決」に関する知識・技能・活用力の変化
「消費者市民」
「課題解決」に関する知識・技能・活用力を問うアンケートの事前事後比較の結果
を表 9 に示す。事前の「消費者市民」に関する項目は、全体的に得点が著しく低く、特に、
「エシカ
ル消費がわかる」は 1.12、
「商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える」は 1.56 であった。
事前事後で比較すると、
「消費者市民」については 4 項目全てにおいて授業後が有意に高く、4 項
目平均でも事前 1.63 から事後 2.42 で有意に高く授業の効果がみられた。表 6 の授業を通しての感
想や表 8 の「消費者の責任」でみられたように、ほとんどの生徒が授業の前には商品の背景やエシ
カル消費について意識したこともなかったが、本授業実践を通して自分の消費をめぐる様々な問題
を発見して解決策を考えたことで「消費者市民」に関する知識・技能・活用力が向上したと考えら
れる。しかしながら、事後においても「消費者市民」の平均点は 2.42 で高いとはいえず、さらなる
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表９ 「消費者市民」「課題解決」に関する知識・技能活用力の事前・事後比較（N=119）
事前

事後

質問項目

消
費
者
市
民

課
題
解
決

ＡＶ

ＳＤ

ＡＶ

ＳＤ

ｔ検定

エシカル消費がわかる

1.12

0.380

2.43

1.133

***

環境や社会に配慮した消費行動ができる

2.03

0.748

2.67

0.651

***

商品を選ぶときは、品質表示を確認する

1.82

0.848

2.45

0.951

***

商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える

1.56

0.684

2.14

0.814

***

「消費者市民」平均

1.63

0.621

2.42

0.880

***

課題解決のために、情報を収集し、有効なものを判断し活用できる

2.98

0.666

3.11

0.654

n.s.

目標を達成するために計画的に行動している

2.56

0.796

2.78

0.709

*

一つの方法がうまくいかなかったとき，別の方法でやってみる

3.05

0.658

3.10

0.590

n.s.

インターネットの情報が正しいかどうか考えるようにしている

3.15

0.705

3.39

0.653

**

2.93

0.924

3.10

0.927

n.s.

「課題解決」平均

*p<0.05 **p<0.01 ***ｐ＜0.001

継続的な取り組みが必要である。
「課題解決」については、事前平均が 2.93 と高いため事後 3.10 で向上しているものの有意差は
みられなかったが、4 項目すべてで得点は向上し 2 項目で有意に高くなっていた。今回の授業計画
では、個人での課題発見・課題解決、グループでの話し合いによる課題発見・課題解決、そして発
表を繰り返し何度も実施した。課題を見つけ、解決する活動を繰り返し行うことで、自分の生活の
中や、他の学習においても活用できる力を得ることができると考える。

Ⅳ．まとめと今後の課題
本研究では、高校家庭科の授業に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通し
てどのような力を獲得できているのかを実証的に検証した。開発したカリキュラムは、
「消費者すご
ろく」ゲームを用いて生産者、製造者、販売者、消費者の関係性を図解化し、さらにドキュメンタ
リー映画『THE TRUE COST』から現実世界での関係性と問題点をＫＪ法で構造化する。そして、これ
らの授業の後に、各グループで消費をめぐる問題についてテーマに決めて課題解決案をまとめ、発
表会を行う。一連の授業では、個人、グループ、クラス全体での課題解決を複数回取り入れるよう
に設計した。
高校家庭科の授業に開発したカリキュラムの授業を実践して、授業の流れに沿って図解化した発
表内容や生徒のワークシートの記述内容の分析、さらに事前事後での「消費者の責任」の意識の変
容と知識・技能・活用力の変化を分析した。その結果、仮想ゲームの「消費者すごろく」で考えた
4 者（生産者、製造者、販売者、消費者）の図解化で考えた問題点が、現実社会のドキュメンタリー
映画を視聴して問題をＫJ 法で構造化することでより自分の問題として捉えることができていた。
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さらに、グループで消費をめぐる問題についてテーマを決めて解決策をまとめて発表することで、
これからの自分の消費行動を考えるきっかけとなっていた。そのため、事前では「消費者の責任」
の意識が低く自由記述に単語や一文でしか記入できなかった生徒が、事後では 5.5 倍の文字数で自
分の意見を述べ、授業を通して自分の消費行動が世界とつながっていることを理解して、消費者と
してどのような行動をとるべきか、その行動に責任が生じるという考えを持つことができるように
変容していた。また、授業の前には商品の背景やエシカル消費について意識したこともなかった生
徒がほとんどだったため、事前の「消費者市民」の知識・技能・活用力は著しく低かったが、本授
業実践を通して自分の消費をめぐる様々な問題を発見して解決策を考えたことで「消費者市民」に
関する知識・技能・活用力が有意に向上していた。そして、今回の授業ではグループでの課題解決
を複数回取り入れたことにより、
「課題解決」に関する項目も得点が向上していた。
本授業研究を通して、開発したカリキュラムが「消費者市民」を育成する効果があること、さら
に事前事後の検証で用いたアンケートの指標が授業効果の測定に活用できることが明らかになった。
しかしながら、
「課題解決」
については、
今回の授業ではグループでの協調的問題解決であったため、
コミュニケーションに関する協働の質問項目を追加する必要があったと考える。また、
「消費者市
民」に関する項目の得点が有意に高い結果となったが、
「エシカル消費が分かる」や「商品を選ぶと
きは環境や作り手のことを考える」などの得点は十分とは言えず継続的な取り組みが必要である。
これらの知識・技能・活用力は社会生活の中で実践することで、学びをより深められる。学習内容
を生活の中で実践し、周囲に発信できる力を高める工夫が必要である。
高校家庭科授業で育成している資質・能力の実証的研究を進めるうえで今後の課題は、よりよい
社会の構築に向けて生活や社会の課題解決能力を育成する家庭科授業を検討して、いろいろな授業
実践を通して、育成している資質・能力を実証的に明らかにすることである。
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不登校予防に向けた小・中学校養護教諭間の連携の在り方
根 矢 愛 美＊ ・ 青 栁 直 子＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Survey of School Truancy Prevention
– Support from Yogo Teachers in Elementary and Junior High Schools –
Manami NEYA and Naoko AOYAGI

キーワード：不登校、養護教諭、連携、小学校、中学校

文部科学省調査によると、平成30 年度の不登校児童生徒数は約16 万に上り、そのうち約6 割が 90 日以上欠席している。
不登校の防止や解消に向けた取組を充実させることの重要性は増している。中学校進学に伴い、新しい生活環境へ移行す
る段階で、不登校等が増加するいわゆる中１ギャップが指摘されている。一方、中学校進学時には、小・中学校間で生徒指
導上の課題の共有等の接続が円滑になっていないことが指摘されている。そこで本研究では、小・中学校の養護教諭を対
象とした質問紙調査を行い、不登校の防止や解消に向けた効果的な連携の在り方を検討することを目的とした。結果として、
養護教諭は小・中連携の重要性を感じており、様々な場面で積極的に情報共有を行っていることが明らかになった。共有す
る情報については、伝達する事項と求める事項の重要度に違いがみられたことから、相互に共通認識を図ることが重要であ
ることが推察された。今後は対象者数を増やし、より具体的な連携の在り方を検討していくことが課題である。

はじめに
文部科学省の調査 1）によると、平成 30 年度の小・中学校における不登校児童生徒数は 164,528 人
に上り、そのうち約 6 割が 90 日以上欠席していることが明らかになっている。不登校児童生徒の
割合も平成 25 年度に小学校で 276 人に 1 人、中学校で 37 人に１人であったのに対し、平成 30 年
度１）には小学校で 144 人に 1 人、中学校で 27 人に１人と多くなっている。本調査より、不登校の
問題が年々深刻化し、学校現場の大きな課題の一つとなっている現状は明らかであり、不登校の防
止や解消に向けた取組を充実させることの重要性は増している。不登校の要因は、小・中学校とも
に『
「不安」の傾向がある』の割合が最も高い 1）。児童生徒のストレス、不安、悩みが身体症状とし
て現れ、保健室を訪れることは少なくないことから、養護教諭は心身の健康問題を発見しやすい
――――――――
*結城市立結城小学校 **茨城大学教育学部
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立場にある 2）。これらのことから、養護教諭の職務の特質を活かし、健康観察や健康相談活動等を
通して児童生徒の心身の状態を適切に捉えることは、不登校の防止に向けて果たす役割が大きいと
考えられる。
小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、不登校等が
増加するいわゆる中１ギャップが指摘されている 3）。小学校を卒業して、中学校に入学する環境移
行事態において、子どもたちは物理的にも精神的にも大きな変化を経験する上、思春期への移行期
でもあり、心身ともに急激な発達的変化を遂げる 4）。このような移行期にある子どもたちをどのよ
うに支援するのかは教育上重要な問題である 4）ことから、養護教諭は子どもたちの発達的変化を深
く理解し、適切な関わりを行っていく必要がある。
一方、小学校から中学校に進学する際には、小・中学校間で生徒指導上の課題の共有等の接続が
円滑になっていない 3）ことが指摘されている。また、小学校時の欠席を、病気等による欠席や保健
室登校等を含めて数え直すと、中学１年生の不登校生徒の半数は、小学 4 年生から 6 年生のいずれ
かで 30 日以上欠席相当の経験をもっている 5）ことが報告されている。このように、不登校生徒は
小学校段階から何らかの課題を抱えていることが多いことから、
「児童生徒理解・支援シート」6）を
活用するなど、小・中学校間で情報の引き継ぎを行うことが有効である。担任だけでなく、管理職、
生徒指導主事、養護教諭等の各レベルでの情報交換を行ったり、生徒指導に関する情報交換を年度
末だけでなく定期的に実施したりする取組も増えており 7）、できるだけ具体的な話合いになるよう
にすることが重要である。したがって、不登校を防止・解消していくためには、小学校と中学校の
養護教諭が積極的に児童生徒の課題を共有し、連携していくことが必要であると考えられる。
そこで本研究では、小学校と中学校に勤務する養護教諭を対象として、情報共有や相互の連携に
着目して調査を行い、小・中学校の連携に対する意識や様子を明らかにし、それらに基づき、不登
校の防止や解消に向けた効果的な連携の在り方を検討することを目的とした。

研究方法
１．調査内容
2020 年 11 月に、I 県内の公立小学校 31 校、公立中学校 21 校に勤務する養護教諭 52 名を対象に
無記名自記式質問紙調査(郵送法)を実施した。調査票の回収数（回収率）は小学校養護教諭 29 名、
中学校養護教諭 19 名の計 48 名（92.3％) 、有効回答数（有効回答率）は 48（100％）であった。
学校規模については、適正規模校は小学校 29 校のうち 13 校、中学校 19 校のうち 8 校であった。
質問項目については、
「勤務校の様子」
「小・中学校の連携に対する意識と現状」
「養護教諭間の情
報共有」
「養護教諭間の連携」
「不登校支援」
「中学校入学時の生徒の不安感」とした。得られたデー
タは、Excel2019 を用いて集計・分析を行った。
２．倫理面への配慮
調査は無記名で行い、回答は強制ではないこと、回答内容は研究目的以外には一切使用せず、個人
が特定されることはないことなどを書面にて説明した。調査票への回答および提出をもって同意を
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得たと判断した。

結果
１．勤務校の様子
(1) 学年別不登校者数
小学校で不登校者数が最も多かったのは、6 年生で 18 名であった。小学校では、学年が上がるに
つれて不登校者数が増加する傾向がみられた。中学校で不登校者数が最も多かったのは、2 年生で
108 名であった。小学 6 年生から中学１年生、中学 1 年生から中学 2 年生で特に増加がみられた。
(2) １つの中学校に入学する小学校数
小学校の養護教諭に対して、児童が主に進学する地域の公立中学校に、何校の小学校から進学す
るかについて尋ねた。
「1 校」と回答した者は 34.5％（10 名）であり、小学校の友人関係が中学校
へ進学してもほとんど変化しないという状況であった。同様に中学校の養護教諭に対して、勤務す
る中学校に、
何校の小学校から進学してくるかについて尋ねたところ、
「1 校」
と回答した者は 42.1％
（8 名）であった。
(3) 不登校支援担当の教諭およびスタッフ（不登校児童生徒支援教員を含む）の配置状況
不登校支援担当の教諭やスタッフ（不登校児童生徒支援教員を含む）を配置している学校は、小
学校 34.5％（10 校）
、中学校 31.6％（6 校）であった。
(4) スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーの配置状況
スクールカウンセラーを配置している学校は、小学校 89.7％（26 校）
、中学校の全てであった。
「未配置」と回答した小学校 3 校の全てで「中学校配置のスクールカウンセラーが、小学校にも来
校する形である」等の記述がみられた。
スクールソーシャルワーカーを配置している学校は、小学校で 48.3％（14 校）
、中学校で 57.9％
（11 校）であった。
２．小・中学校の連携に対する意識と現状
(1) 不登校の防止や解消に向けた、小・中学校の連携の重要性
不登校の防止や解消のために小・中学校の連携は重要だと思うかどうかについて、4 件法で回答
を得た（表 1）
。
「そう思う」と回答した者は、小学校 96.6％（28 名）
、中学校 84.2％（16 名）であ
り、小学校の方が「そう思う」と回答した割合が多かった。
「あまりそう思わない」
「そう思わない」
と回答した者はみられなかった。

- 111 -

茨城大学教育実践研究 40(2021)

表1

不登校の防止や解消のために，小・中学校の連携は重要だと思うか
小学校（ｎ=29）

中学校（ｎ=19）

全体（Ｎ=48）

ｎ

％

ｎ

％

ｎ

％

28

96.6

16

84.2

44

91.7

ややそう思う

1

3.4

3

15.8

4

8.3

あまりそう思わない

0

0.0

0

0.0

0

0.0

そう思わない

0

0.0

0

0.0

0

0.0

そう思う

(2) 小・中学校の連携の取組
勤務する学校における小・中学校の連携の取組の実施状況について、全ての学校で何らかの取組
を実施していた。小学校・中学校ともに、
「引き継ぎ会」は全ての学校で実施していた。
「見学会や
体験会」は小学校 96.6％（28 校）
、中学校 78.9％（15 校）であり、高い割合で実施していた。
「交
流活動」は中学校で 52.6％（10 校）であり、半数以上の学校で実施していた。その他として、小学
校では、
「小・中統一の学校保健安全計画の作成」が挙げられていた。中学校では、
「職場体験の一
環として中学生が小学校へ行く」
「常時電話連絡等の情報共有」
「健康診断のやり方及び結果通知等
の統一」が挙げられていた。
(3) 小・中学校の連携の取組への関与
勤務する学校で実施している小・中学校の連携の取組に、養護教諭として直接関わっているかど
うかについて、小学校では、
「関わっている」34.5％（10 名）
、
「少し関わっている」55.2％（16 名）
であった。中学校では、
「関わっている」52.6％（10 名）
、
「少し関わっている」42.1％（8 名）であ
った。関わりの傾向を把握するために、
「関わっている」
「少し関わっている」の割合の合計をみる
と、小学校 89.7％（26 名）
、中学校 94.7％（18 名）であり、中学校の方がやや多かった。
３．養護教諭間の情報共有
(1) 相互の情報共有の機会
小・中学校の養護教諭同士の情報共有の機会について、小・中学校どちらにおいても全ての養護
教諭が情報共有の機会があると回答した。
(2) 情報共有で伝達される事項の重要度
小学校に勤務する養護教諭に対して、
「中学校の養護教諭に伝達する事項」として重要度が高いと
思うものを、中学校に勤務する養護教諭に対して、
「小学校の養護教諭から情報提供を望む事項」と
して重要度が高いと思うものを各々順に５つ選択する形式で回答を得た。１位を 5 点、2 位を 4 点、
3 位を 3 点、4 位を 2 点、5 位を 1 点に換算し、合計得点より重要度を示した（表 2）
。
小学校の養護教諭が中学校の養護教諭へ伝達する情報の中で重要度が最も高いものは、
「健康上
特別な配慮を必要とする児童」に関する情報、次いで「保健室登校をしている児童」に関する情報
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であった。これは、中学校が小学校へ求める情報の重要度で最も高い事項、次いで高い事項と一致
していた。
重要度の高い上位５項目は両校種で同じ項目であった。
「不登校の児童」
に関する情報は、
小学校側は重要であると感じている一方で、中学校側は最も点数が低く、認識に差がみられた。

表２

小学校から中学校への伝達事項

中学校へ伝達する情報の重要度

小学校へ求める情報の重要度

事項（得点）

事項（得点）

健康上特別な配慮を必要とする児童(121点) 健康上特別な配慮を必要とする児童（69点）
保健室登校をしている児童（64点）

保健室登校をしている児童（43点）

特別な支援を要する児童（50点）

保健室頻回来室児童（29点）

保健室頻回来室児童（41点）

特別な支援を要する児童（27点）

家庭環境に困難を抱えた児童（39点）

家庭環境に困難を抱えた児童（18点）

不登校の児童（21点）

小学校の児童の全体的な様子（12点）

友人関係で困難を抱えた児童（14点）

友人関係で困難を抱えた児童（12点）

学校を休みがちな児童（13点）

学校を休みがちな児童（9点）

不安感を抱きやすい児童（10点）

遅刻や早退が多い児童（7点）

別室登校している児童（7点）

別室登校している児童（7点）

小学校の児童の全体的な様子（5点）

不安感を抱きやすい児童（4点）

遅刻や早退が多い児童（5点）

不登校の児童（3点）
ｎ=26

ｎ=16

中学校に勤務する養護教諭に対して、
「小学校の養護教諭に伝達する事項」として重要度が高いと
思うものを、小学校に勤務する養護教諭に対して、
「中学校の養護教諭から情報提供を望む事項」と
して重要度が高いと思うものを各々順に５つ選択する形式で回答を得た。1 位を 5 点、2 位を 4 点、
3 位を 3 点、4 位を 2 点、5 位を 1 点に換算し、合計得点の結果より重要度を示した（表 3）
。
中学校が小学校に伝達する情報として重要度が最も高いものは、
「特別な支援を要する生徒への
対応」であった。小学校が中学校へ求める情報として重要度が最も高いものは、
「保健室登校をして
いる生徒への学校の対応や受け入れ体制」であった。
「保健室登校をしている生徒への学校の対応や
受け入れ体制」については、小学校が中学校へ求める情報としては重要度が高い一方で、中学校が
小学校へ伝える情報としては重要度が低く、差がみられた。
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表３ 中学校から小学校への伝達事項
小学校へ伝達する情報の重要度

中学校へ求める情報の重要度

事項（得点）

事項（得点）

特別な支援を要する生徒への対応(49点）

保健室登校をしている生徒への学校の対応や受け入れ体制（89点）

学校を休みがちな生徒への対応(42点）

特別な支援を要する生徒への対応（70点）

中学校の保健室の様子(39点）

中学校の保健室の様子（54点）

中学校の生徒の全体的な様子(32点）

別室登校をしている生徒への学校の対応や受け入れ体制（53点）

保健室登校をしている生徒への学校の対応や受け入れ体制(28点） 中学校の生徒の全体的な様子(33点）
別室登校をしている生徒への学校の対応や受け入れ体制(24点） 不登校の生徒への対応（30点）
不登校の生徒への対応（21点）

学校を休みがちな生徒への対応（30点）

その他（健康上特別な配慮を必要とする生徒への対応）（5点） その他（保健室登校・不登校児童の兄姉の登校状況・様子）（5点）
ｎ=16 その他（中学校に入ってから問題や困り感が出てきた子の詳細）（5点）
その他（家庭環境に困難を抱えた生徒への対応）（4点）
その他（健康上特別な配慮を必要とする生徒への対応）（2点）
ｎ=25

(3) 情報共有の頻度
今年度の情報共有の頻度（予定を含む）について、小学校では、
「年度に 1 回」が 41.4％（12 名）
で最も多く、中学校では、
「学期に 1 回」
「年度に 1 回」が 36.8％（7 名）で最も多かった（表 4）
。
「年度に 2 回」と回答した 3 名は、小学校で実施時期が 8 月と 3 月、3 月と翌年 1 月、中学校で 3
月と 6 月であった。年度に 1 回と回答した 19 名のうち 18 名は、3 月に実施していた。その他とし
て「2 ヶ月に 1 回」
、定期的なものに加えて「必要に応じてメールや電話をする」
「市や町の養護教
諭部会の時に情報共有を行う」が挙げられていた。

表４

情報共有の頻度
小学校(ｎ=29)

中学校(ｎ=19)

ｎ

％

ｎ

％

週に1回

1

3.4

0

0.0

2週間に1回

1

3.4

0

0.0

1ヶ月に1回

9

31.0

5

26.3

学期に1回

3

10.3

7

36.8

年度に1回

12

41.4

7

36.8

年度に2回

2

6.9

1

5.3

その他

4

13.8

2

10.5
複数回答可

(4) 情報共有の方法
情報共有の方法について、形態として、
「対面」で情報共有を行うと回答した者は、小学校で 96.6％
（28 名）
、中学校で 89.5％（17 名）であった（表 5）
。
「電話」を利用する養護教諭も半数以上みら
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れた。その他には、
「養護教諭部会で情報共有を行う」が挙げられていた。
手段として、
「独自に作成した書類」を用いて実施するのは、小学校 75.9％（22 名）
、中学校 78.9％
（15 名）であった。
「独自に作成した書類」と回答した者の中には、
「文部科学省の児童生徒理解・
支援シートをアレンジしたもの」や「市で作成している書式を使用している」との記述がみられた。
その他には、
「市統一の引き継ぎシート」が挙げられていた。

表５

情報共有の形態

小学校（ｎ=29）

中学校（ｎ=19）

全体（Ｎ=48）

ｎ

％

ｎ

％

ｎ

％

電話

15

51.7

14

73.7

29

60.4

対面

28

96.6

17

89.5

45

93.8

メールやFAX

4

13.8

2

10.5

6

12.5

その他

0

0.0

1

5.3

1

2.1

複数回答可

(5) 情報共有の不登校の防止や解消への効果
小・中学校の養護教諭との相互の情報共有が不登校の防止や解消に効果があると思うかについて、
5 件法で回答を得た（表６）
。
「思う」と回答した者は小学校 48.3％（14 名）
、中学校 57.9％（11 名）
であった。
「ややそう思う」と回答した者は小学校 41.4％（12 名）
、中学校 36.8％（７名）であっ
た。
「思う」
「ややそう思う」の合計をみると、91.7％（44 名）の養護教諭が効果を感じていた。
表６

情報共有が不登校の防止や解消に効果があると思うか
小学校（ｎ=29）

中学校（ｎ=19）

全体（N=48）

ｎ

％

ｎ

％

ｎ

％

思う

14

48.3

11

57.9

25

52.1

ややそう思う

12

41.4

7

36.8

19

39.6

あまりそう思わない

1

3.4

0

0.0

1

2.1

思わない

0

0.0

1

5.3

1

2.1

分からない

2

6.9

0

0.0

2

4.2

４．養護教諭間の連携
(1) 養護教諭同士の連携（情報共有を含む）が不登校の防止や解消に有効であった事例
養護教諭同士の連携（情報共有を含む）が、不登校の防止や解消に有効であった事例について自
由記述式で回答を得た。記述は情報共有に関するものが多く、内容は主に、
「小学校時の課題に関す
るもの」
「兄弟姉妹に関するもの」
「心身に関するもの」等であった。
「小学校時の課題に関するもの」としては、登校しぶり、保健室登校、不登校、不登校傾向、欠
席の多い児童、遅刻しがちな児童、保健室頻回来室者、トラブル等が挙げられていた。これらの課
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題を中学校に引き継ぐ時に伝えた内容として、本人の様子やこれまでの対応の仕方だけでなく、家
庭環境やスクールカウンセラーとの面談状況等も挙げられていた。また、養護教諭同士が情報を共
有するだけでなく、児童が安心して学校に通うことができるように、中学校の養護教諭と知り合い
であることを伝えたり、中学校入学後に小学校へ顔を見せに来た際には、温かく迎え入れ、中学校
での不安等について話をゆっくりと聞いたりする等、つながりを保つという面で養護教諭の工夫が
みられた。
「兄弟姉妹に関するもの」では、兄・姉が不登校の場合に加え、特に抱える課題がない場
合でも情報を共有しているケースがみられた。
「心身に関するもの」では、アスペルガー症候群、円
形脱毛症等についての記述がみられた。
(2) 不登校の防止や解消の観点から、連携（情報共有を含む）を効果的に行うために、工夫している
ことや、配慮していること
不登校の防止や解消の観点から、連携（情報共有を含む）を効果的に行うために、工夫している
ことや、配慮していることについて、自由記述式で回答を得た。連携のための工夫として、記録の
重要性が挙げられていた。情報共有の場面としては、
「気になった時にその都度連絡をする」
「養護
教諭部会や研修会の時」
「小中連携行事の時」等、様々な場面でこまめに情報を共有していた。保健
指導を小・中連携で行っている学校もみられ、中学校入学後の保健室利用のハードルを低くするこ
とに繋げる工夫がみられた。
情報の内容として、些細なこと、学校や保健室の様子、トラブル、女子グループ等に加え、兄弟
姉妹がいる場合には、中学校に通う兄・姉、小学校に通う弟・妹の様子について相互に共有する養
護教諭もみられた。引き継ぎに関しては、事前に内容を相談・提示したり、項目を指定したシート
を活用したりする工夫がみられた。同学区内の小学校で共通のシートを使うことで、どの小学校か
らも漏れなく情報を得ることができるような工夫もみられた。小学校への確認事項については、小
学校での欠席状況、友人関係、児童の保健室の捉え方、兄弟関係等の事項が挙げられていた。
５．不登校支援
(1) 不登校支援に直接関わった経験
不登校支援に直接関わった経験がある者は、小学校では 96.6％（28 名）
、中学校では 89.5％（17
名）であった。不登校支援に関わった経験がない者（2 名）の理由については、
「機会がなかったか
ら」
「学校から求められていなかったから」
（各 1 名）であった。
(2) 不登校支援への意欲
今後、不登校支援に積極的に関わっていきたいと思うかについて、4 件法で回答を得た（表 7）
。
「そう思う」と回答した者は、小学校 31.0％（9 名）
、中学校 63.2％（12 名）であった。
「ややそ
う思う」と回答した者は、小学校 58.6％（17 名）
、中学校 26.3％（5 名）であった。
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表７

今後，不登校支援に積極的に関わっていきたいと思うか
小学校（ｎ=27）

中学校（ｎ=19）

全体（Ｎ=46）

ｎ

％

ｎ

％

ｎ

％

そう思う

9

31.0

12

63.2

21

43.8

17

58.6

5

26.3

22

45.8

あまりそう思わない

0

0.0

1

5.3

1

2.1

そう思わない

0

0.0

0

0.0

0

0.0

無回答

3

10.3

1

5.3

4

8.3

ややそう思う

(3) 不登校児童生徒の卒業後の様子について
不登校の児童生徒の卒業後の様子を把握しているかについて、5 件法で回答を得た。小学校に勤
務する養護教諭には小学校卒業後の様子について、中学校に勤務する養護教諭には中学校卒業後の
様子について把握しているかどうかを尋ねた。小学校では、
「把握している」13.8％（4 名）
、
「どち
らかといえば把握している」55.2％（16 名）であった。中学校では、
「把握している」10.5％（2 名）
、
「どちらかといえば把握している」52.6％（10 名）であった。
(4) 中学校入学後に不登校になった事例の有無
現在勤務している又はこれまでに勤務した学校における、中学校入学後に不登校になった事例の
有無について、
「有り」は小学校 86.2％（25 名）
、中学校 84.2％（16 名）であった（表 8）
。
中学校入学後に不登校になった事例が「有り」と回答した者に、小学校時の様子を尋ねられた経
験（小学校）
、尋ねた経験（中学校）の有無について、4 件法で回答を得た。小学校では、
「よくあ
る」40.0％（10 名）
、
「時々ある」52.0％（13 名）であった。中学校では、
「よくある」56.3％（9 名）
、
「時々ある」37.5％（6 名）であった。
表８

中学校入学後に不登校になった事例の有無
小学校（ｎ=29）

中学校（ｎ=19）

全体（Ｎ=48）

ｎ

％

ｎ

％

ｎ

％

有り

25

86.2

16

84.2

41

85.4

無し

1

3.4

1

5.3

2

4.2

分からない

2

6.9

2

10.5

4

8.3

無回答

1

3.4

0

0.0

1

2.1

６．中学校入学時の生徒の不安感
小学校に勤務する養護教諭に、現在勤務する学校における 6 年生の中学入学への不安感がどのよ
うなものだと考えるか、中学校に勤務する養護教諭には、現在勤務する学校に入学してくる生徒の
入学への不安感はどのようなものだと考えるかについて回答を得た。回答は、特に不安感が大きい
と考えられるものを 2 つまで選択する形式とした。
小学校、中学校ともに「友人関係」の割合が最も多く、小学校 79.3％（23 名）
、中学校 84.2％（16
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名）であった。次いで、
「勉強」が小学校 62.1％（18 名）
、中学校 68.4％（13 名）であった。

考察
１．学年別の不登校児童生徒数
不登校の児童数は、学年が上がるにつれて増加する傾向がみられた。これは、文部科学省の調査
結果 1）と同様の傾向であった。学年が上がるほど、不登校になる可能性を念頭に置いて、心理的な
ケアを細やかに行うことが重要な課題であると考えられる。
不登校の児童生徒数は小学 6 年生から中学 1 年生、中学 1 年生から中学 2 年生で特に増加がみら
れた。小学校から中学校への進学において、環境の変化により不登校者数が増加する中一ギャップ
が指摘されており、小学校から中学校への円滑な接続により、不登校の防止に努めることは大変重
要である。この時期は思春期にもあたり、子どもから大人に向けて急速に心身が成長・変化する時
期であり 8）、子どもが抱える不安や戸惑いを受け止め、適切に関わる必要がある。冨家ら 4）は、小
学校と中学校の教師間においても、互いの事情が具体的に分からないことにより、認識にギャップ
が存在していることを報告している。円滑な接続のためには、小・中学校の両方が相互理解に努め、
連携の意識を高くもち、情報共有等を積極的に行うことが有効であると考える。
中学 2 年生で最も不登校者数が多くなっており、中学 3 年生では減少した。
「中学 3 年生になる
と、生徒自身が高校受験を意識し始め、保健室や別室に登校できるようになるケースがみられる」
との意見もみられ、
生徒が自ら進路や将来のことと向き合い、
気持ちに変化が生まれることにより、
不登校の解消につながるケースもあることが分かった。生徒の気持ちに変化が生じた際に、それに
気付き、励ます声掛けや前向きな言葉掛けをする等、養護教諭として生徒の状態に応じた適切な関
わり方・寄り添い方をすることが復帰への支援として重要であると考える。
２．不登校支援に関わる専門職員やスタッフの配置状況
不登校児童生徒支援教員を含む、不登校支援担当の教諭やスタッフの配置状況については、約 7
割の学校が未配置であった。未配置の学校では、
「担当の教諭はいないが、生徒指導担当が中心とな
って対応している」との記述が数校でみられた。
「不登校児童生徒への支援の在り方について（通
知）
」6）において、不登校児童生徒に対する適切な対応のために、各学校において中心的かつコーデ
ィネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であることが指摘されている。学
校には、不登校の児童生徒が一定数在籍していることを前提に、支援の中心となる教諭を配置し、
不登校の児童生徒への支援をより充実させていくことが重要だと考えられる。
スクールカウンセラーについては、中学校では全ての学校で配置していた。スクールソーシャル
ワーカーについては、未配置の学校が約 5 割であった。
「不登校児童生徒への支援の在り方について
（通知）
」6）においては、相談支援体制の両輪であるスクールカウンセラー及びスクールソーシャル
ワーカーを効果的に活用し、学校全体の教育力の向上を図ることが重要であることが述べられてい
る。学校現場に積極的に心理や福祉の視点を取り入れ、不登校の防止や解消に向けて、関係機関と
連携して取り組むことが必要であると考える。
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３．小・中学校の連携に対する意識と現状
不登校の防止や解消のために、小・中学校の連携が重要であると思うかについては、全体の約 9
割が、
「そう思う」と回答した。その割合は、小学校 96.6％、中学校 84.2％であり、連携に対する
意識は小学校に勤務する養護教諭の方が高いことが推察された。
小・中学校の連携の取組については、全ての学校で何らかの取組を実施していた。特に、
「引き継
ぎ会」は全ての学校で実施されていた。中学校の「見学会や体験会」は多くの学校で実施しており、
これらの取組は小学 6 年生の中学校入学への不安感を緩和させていると考えられる。連携の取組へ
の関与については、約 9 割の養護教諭が取組に関わっていることが分かった。
４．養護教諭間の情報共有
養護教諭同士の情報共有の機会は、小・中学校ともに、全ての学校で確保されていることが分か
った。情報の具体的な内容に着目すると、中学校の養護教諭が小学校の養護教諭に求める情報とし
て最も重要度が高いものは、
「健康上特別な配慮を必要とする児童」に関する情報、次に「保健室登
校をしている児童」に関する情報であった。小学校の養護教諭が中学校の養護教諭に伝達する情報
として重要度が高いと考える上位 2 項目と一致しており、養護教諭として児童生徒の心身の健康面
や、保健室登校に関する情報は必要不可欠であると考える。
「不登校の児童」に関する情報を小学校
の養護教諭に求める中学校の養護教諭は、他の項目に比べて少なかったが、不登校の児童への切れ
目のない継続的な支援を充実させるためには、
積極的に情報を得ておくことが重要であると考える。
「保健室頻回来室児童」に関する情報は、中学校から小学校に求める情報としては重要度が高か
ったが、小学校が中学校へ伝達する情報としては重要度が低かった。この結果から、中学校側が重
要と考える項目でも、小学校側は重要と捉えておらず、情報が共有されないことがある可能性があ
り、情報共有を行う上での課題であると考える。平山ら 9）は、不登校及びそのリスクのある児童の
基礎的情報を掲載した児童個票作成と中学校への引き継ぎ時間の確保が、中学校担任の配慮に結び
つき、不登校防止の一定の効果につながった可能性があることを明らかにしている。不登校の児童
の状態や、日頃の関わりから見えた児童の抱える問題等を、基礎的な情報と共に記録し、適切に引
き継ぐことが重要であると考える。
小学校の養護教諭が、中学校の養護教諭へ求める情報として、重要度が最も高い項目は、
「保健室
登校をしている生徒への学校の対応や受け入れ体制」であったが、中学校から小学校へ伝達する情
報の重要度としては 5 番目と低い結果であった。小学校で保健室登校をしている児童が、中学校で
新たな環境に適応できず保健室登校になった場合の受け入れ体制について小学校の養護教諭が把握
しておくことは、児童への対応にも関係するものであり重要であると考える。
情報共有の頻度については、学校によってばらつきがみられたが、
「年度に 1 回」が最も多かっ
た。
「年度に 1 回」と回答した者の約 9 割が、3 月に引き継ぎを実施していた。ある中学校では、3
月の引き継ぎの内容を踏まえて新年度を生徒と共に過ごし、2 か月ほど経過した後の 6 月に再度、
小・中合同の会議を設けていた。実際に中学校での生徒の様子を見てから、小学校時の様子や情報
を含めて多角的・総合的に、対応を検討できるため、適切な関わりを行う上で有効な方法だと考え
る。三上ら 10）は、普段から月に１回小中連絡会議を設け、生活面で気になる生徒や、欠席や遅刻が
多い児童生徒の情報交換を行うことで、不登校の兆候を早期に捉え、小学校での対応の経過などを
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中学校へきめ細やかに引き継ぐことができ、丁寧に 9 年間の育ちを見守ることにつながると述べて
いる。また、入学後１年以上経っても児童生徒のことを尋ね合える小・中連携の体制を築くことが
大切であるとも述べており、日頃から連絡を取り合うことのできる関係づくりが重要だと考える。
情報共有の方法として、形態については対面で実施したり、電話を使用したりする者が多くみら
れた。メールや FAX を使用する者もわずかではあるがみられた。手段については、口頭で伝えたり、
独自に作成した書類を用いたりする者が多くみられた。文部科学省の児童生徒理解・支援シートを
活用している者は全体の約 2％であった。児童生徒理解・支援シートを学校でアレンジして使用し
ている学校もみられた。
「児童生徒理解・支援シートの作成と活用について」11）においても、シート
を参考としつつ、各学校の児童生徒の実態に応じて記載の項目や内容、方法等を修正する等、実践
的に活用していくことが望まれると述べられている。各学校の実態に応じて、項目等を工夫しなが
ら活用していくことが重要であると考える。
情報共有が不登校の防止や解消に効果があると思うかについては、
「思う」と回答した者は全体の
52.1％、
「ややそう思う」と回答した者は全体の 39.6％であった。多くの養護教諭が、相互の情報
共有に効果を感じていることが分かった。
５．養護教諭間の連携
(1) 小・中学校双方の養護教諭との連携が不登校の防止や解消に有効であった事例
相互の連携について自由記述式で回答を得たところ、様々な事例や重要事項が浮かび上がった。
情報共有に関する記述が多く、内容は「小学校時の課題に関するもの」
「兄弟姉妹に関するもの」
「心
身に関するもの」等であった。
「小学校時の課題に関するもの」として、登校しぶり、保健室登校、不登校（傾向）
、遅刻しがち
な児童、保健室頻回来室者、トラブル等が挙げられていた。これらの課題を中学校に引き継ぐ時に
伝えた内容としては、本人の様子やこれまでの対応の仕方に加え、家庭環境やスクールカウンセラ
ーとの面談状況等も挙げられていた。また、児童生徒に安心感を与える例として、中学校の養護教
諭と知り合いであることを伝えたり、中学校入学後に小学校へ顔を見せに来た際には、温かく迎え
入れ、中学校生活の不安等について話をゆっくりと聞いたりするなど、つながりを保つという面で
養護教諭の工夫がみられた。生徒指導リーフ「中１ギャップの真実」5）においては、中学校で顕在
化する問題も、実は小学校段階から問題が始まっている場合が少なくなく、小学校からの連続性に
着目することの重要性を指摘している。三上ら 10）は、引き継ぎは、6 年生の 1 年間の学校生活のこ
とだけでなく、小学校入学後から登校しぶりが１度でもみられた児童は引き継いでおく必要がある
と述べている。小学校時の課題を中学校に引き継ぐことは、中学校での適切な支援につなぐために
重要であると考える。
「兄弟姉妹に関するもの」についても記述が多くみられ、多くの養護教諭が重要視していること
が分かった。兄弟姉妹が不登校の場合や課題を抱えている場合に、その状態や家庭の状況等を把握
しておくことで、兄弟姉妹相互の影響を踏まえて対応することができるため、不登校の未然防止に
もつながると考える。兄弟姉妹が特に課題を抱えていない場合でも、家庭の状況等を共有すること
は、保護者との関わりをスムーズにさせるケースもあることが分かった。
「心身に関するもの」としては、アスペルガー症候群、円形脱毛症など、本人の抱える心身の問
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題についての記述がみられた。本人の特性及び配慮を中学校に引き継ぐことで、周囲からの理解を
得られやすくし、安心して学校生活を送ることができるようになると考える。その他として、担任
や養護教諭の異動により、情報が上手く伝達されなかった場合があることが挙げられ、前年度の担
当が異動した場合でも確実に情報が引き継がれる仕組みづくりが必要であることが推察された。
(2) 連携を効果的に行うための工夫・配慮
連携のための工夫として，記録の重要性が挙げられていた。特に小学校では，来室記録や児童の
気になる様子等についてこまめに記録することで，中学校への引き継ぎ時に具体的な来室頻度や主
訴，言動などを伝えることができ，大変有効であると考える。情報共有の場面としては，
「気になっ
た時にその都度連絡をする」
「養護教諭部会や研修会の時」
「小中連携行事の時」等，様々な場面で
こまめに情報を共有できるようにしていることが分かった。また，保健指導を小・中連携で行って
いる学校もみられ，中学校入学後に保健室を利用しやすくする工夫もみられた。連携においては，
情報共有の場を設定することに加えて、日頃から養護教諭が交流する機会を大切にし、コミュニケ
ーションを図ったり、信頼関係の構築に努めたりすることが重要であると考える。
情報の内容としては、些細なこと、学校や保健室の様子、トラブル、女子グループ等に加え、兄
弟姉妹がいる場合には、中学校に通う兄・姉、小学校に通う弟・妹の様子について相互に共有する
者もみられた。引き継ぎに関することについては、確実な引き継ぎのために、事前に内容を相談・
提示したり、項目を指定したシートを活用したりする工夫がみられた。同学区内の小学校で共通の
シートを用いることで、
どの小学校からも漏れなく情報を得ることができるような工夫もみられた。
中学校が求める情報を小学校側から確実に伝達できるように、双方で意思疎通を図ることが重要で
あると考える。小学校への確認事項については、小学校での欠席状況、友人関係、児童の保健室の
捉え方、兄弟関係などの事項が挙げられていた。小学校での欠席状況は、中学校での登校状況にも
関わりがあると考えられるため、重要な事項であると考えられる。
６．不登校支援
全体の約 9 割が不登校支援に関わった経験があった。養護教諭だからこそできる支援を行ってい
くことは、不登校の防止や解消に向けて大変重要であると考える。不登校支援に対する積極的な関
わりについては、不登校者数が多い中学校に勤務する養護教諭の方が、不登校支援に対して必要性
を強く感じており、意欲的であるのではないかと推察される。
不登校児童生徒の卒業後の様子について、小・中学校ともに半数以上が「どちらかといえば把握
している」と回答した。小学校卒業後に、中学校へ通うことができているのか等について把握する
ことで、小学校時の様子を踏まえて対応することができると考えたが、自由記述には、卒業後の様
子を把握したところで手立てがないと述べる養護教諭もおり、卒業後の支援は進学先に任せるしか
ないといった現状があり、連携して支援することは困難である現状が推察された。
中学校入学後から不登校になった事例については、約 9 割が経験有りと回答していた。この結果
から、引き継ぎの際には名前が挙がっていなかった児童でも、中学校入学後に不適応を起こすこと
があり、見えていなかった小学校時代の問題等を小学校へ尋ねることは適切な対応につなげていく
ために重要である。中学校入学後に不登校になった生徒の小学校時の様子を尋ねられた（尋ねた）
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経験が「よくある」
「時々ある」者は 9 割を超えており、多くの養護教諭が中学校入学後に不登校に
なった生徒の小学校時の様子について情報共有を行っている様子がうかがえた。
７．中学校入学時の生徒の不安感
中学校入学時の生徒の不安感については、小・中学校に勤務する養護教諭が選択した割合が最も
高かったのは、共通して「友人関係」
、次いで「勉強」であった。この結果から、児童が中学校への
入学時に感じる不安感についての小・中の養護教諭の認識は一致していることが分かった。また、
岡山県総合教育センターが児童を対象に行った調査 12）において、予期不安が最も高かったのは「勉
強」
、次いで「友達」であり、養護教諭の認識が一致していることが推察された。小泉 13）は、中学
入学に対する期待や不安が中学校への適応過程に関連しており、期待を育て、過度の不安を軽減し
て、
中学校生活への移行が順調に行われるような教育的な手立ての工夫が必要であると述べている。
岡山県総合教育センターの研究 12）で得られた知見を基に発行された「中学校生活をスムーズに始め
るためのプログラム」14）においては、具体的な手立てとその有効性が示されている。養護教諭とし
て、児童生徒の不安感について理解し、円滑な接続のためにできる取組を考え、実践していくこと
が重要だと考えられる。

まとめ
本研究では、小・中学校の養護教諭が連携の重要性を強く感じており、様々な場面で児童生徒の
様子について情報共有をしていることが明らかになった。引き継ぎ会では、小学校時の課題等を確
実に伝達できるように工夫している学校が多数みられた。不登校の防止や解消に向けて小・中学校
の養護教諭間で効果的な連携を行うためには、
「日頃から信頼関係を築く」
「こまめに情報共有をす
る」
「相互に求める情報について共通認識を図る」
「実態に応じた引き継ぎシート等を作成する」等
が重要であると考えられた。また、児童生徒の心身の問題を発見しやすいという養護教諭の職務の
特質を活かし、小・中学校の連携に携わり、児童が安心して中学校生活に適応していけるよう役割
を果たしていくことが求められる。
本研究は分析対象者数が少なく、I 県内の養護教諭全体の実状を明らかにすることはできなかっ
た。対象者数を増やし、より具体的な連携の在り方を検討していくことが今後の課題である。
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チームとしての学校を支えるための養護教諭の役割

―― 養護教諭の専門性を生かし，教職員と連携した効果的なＯＪＴの実施を通して――
永 長

望＊ ・ 竹 下 智 美＊＊

(2021 年 10 月 22 日受理)

The Roles of a Yogo Teacher to Support School as s Team
―By Implementation of Effective OJT with the Specialization of a Yogo Teacher
and the Cooperation with the Other Teachers
Nozomi NAGAOSA and Tomomi TAKESHITA

キーワード：チーム，養護教諭，OJT

本研究では，学校保健活動に関する管理職，教職員，養護教諭の意識や取り組みの実態を把握し，チーム学校としての
学校保健活動実施のための効果的な OJT を開発することを目的とする。茨城県Ｉ郡の小学校，中学校，義務教育学校の管理
職 30 名，教職員 221 名，養護教諭 15 名に自記式質問紙調査を行った。その結果，教職員の学校保健に対する取組や意識
の実態，それに対する養護教諭，管理職の認識を把握した。その結果，意識の差が大きい項目の特徴として，「養護教諭か
らの情報発信不足や周知の方法が効果的でないケース」「教職員と連携や共通理解がとれていないケース」「養護教諭が自
分自身の取組に満足しているケース」「養護教諭が実態を把握していないケース」であった。それら調査結果等を踏まえ，以
下の４点に着目しつつ，OJT を作成した。①意識の差が生まれている原因を解消し，教職員のニーズに沿った OJT②教職
員の多忙さ，研修時間確保の難しさ等の実態を考慮し，日常的・継続的に取り組め，効果が期待できる OJT③とりわけ健康診
断や応急処置に関する OJT では、養護教諭の専門性を発揮し，多くの教職員が実施の主体となり，あらゆる場面で，あらゆ
る立場の教職員間での学び合いが可能となる OJT④マニュアル化・見える化が図られた OJT を示した。

はじめに
今日の社会環境や生活様式の急激な変化は，子どもの心身に大きな影響を与え，いじめや不登校
等の心の健康問題，性に関する問題，薬物乱用，アレルギー疾患，感染症，災害や事件事故発生時
――――――――
*茨城県美浦村立美浦中学校

**茨城大学教育学部
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における心のケアの問題等，深刻さを増している。これらの課題に対して，加藤ほか(2016)は，一
人の学級担任だけでなく，専門性に立脚した教職員の協働としての「チーム学校」による解決が期
待されているとしている。
平成 27 年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」の中
で，
「教員は学校で育つ」という考えが示され，教員の資質・能力の向上を目指し，教員研修に関す
る改革の具体的な方向性の一つとして「ＯＪＴを通じて日常的に学び合う校内研修の充実」が求め
られており，学校現場のあらゆる場面で，あらゆる立場の教職員間での学び合いが重要であるとし
ている。
また，同答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」では，養護教諭の専門
性やコーディネーターとしての役割についても触れられ，チーム学校における養護教諭の役割の重
要性が一層高まっている。これを受け，学校保健分野においても，チームとしての学校という考え
方のもと進められる活動が増えつつある。中でも，健康診断は，すべての教職員，学校医，学校歯
科医，保護者，関係機関の協力・連携のもとに実施され，チームとして実施することにより，より
効果的な実践が展開されている。また，健康観察や健康相談，救急処置等も，教職員だけでなく，
専門スタッフとも共有しチームとして対応していくことよって，事後措置が適正かつ効果的に行わ
れている。
このように多様な可能性をもつチームとしての学校保健活動を機能させるためには，まずは，子
どもと常に身近に接している学級担任や教科担任等の教職員が，子どもの心身の健康状態の把握や
気づき，相談活動，学校環境整備等に対して意識的である必要がある。
しかしながら，小田ほか(2019)の学校保健活動参加への意識に関する研究では，教職員の学校保
健活動に対する理解や主体的に取り組む意識の不足が指摘されている。さらに，植田ほか(2016)の
学校保健の力量形成に関する研究でも，多くの教職員が，
「発達障害への対応」
「心のケア」
「けがの
応急手当」
「アレルギー疾患への対応」などの学校保健に関わる事例で困惑する場面があると回答が
なされ、学校保健活動に対する理解の低さが示されている。
他方，金田ほか(2009)による学校保健活動や危機管理に関する校内研修の実態調査では，研修を
行うことで，養護教諭不在時においても，一般教員が救急処置活動を行うようになることを明らか
にし,校内研修等の機会が，学校保健に関する知識・技能の習得のみならず，行動選択や意識の向上
に繋がっていることを示唆している。以上のことから，教職員個人の学校保健に関する意識の向上
や知識・技能の習得には，養護教諭が，その専門性とリーダーシップを発揮して，教職員へ働きか
け，校内研修を含むＯＪＴを行うことが必要と考える。
現在のところ教員養成の段階や若手教員研修をはじめとする現職研修で，養護教諭以外の教職員
が学校保健活動について学ぶ機会は非常に少なく，多くの教職員は，教職経験の中で身につけてい
くのが実態である。その結果，教職員個人の学校保健活動に対する経験が，その活動に対する意識
の差として現れたり，養護教諭が考える活動内容と実際行われている活動内容に差があったりする
ことがある。
本研究では，教職員全体の意識を高め，個人の経験による取り組みの差を埋め，学校保健に関す
る知識や技能を組織的に学ぶことを可能にするために，学校保健活動に関する管理職，教職員，養護
教諭の意識や取り組みの実態を把握し，チーム学校としての学校保健活動実施のための効果的な OJT
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を開発することを目的とする。
これらの研究を通して，学校がチームとしてうまく機能し，養護教諭が専門性とリーダーシップ
を発揮し，すべての教職員が自ら学校保健活動に積極的に関わり，それらに対する意識が変化する
ことで，子ども達の抱える健康課題の早期発見・解決につながったり，危機管理体制が整ったりと，
学校全体の変化につながると考える。

研究方法
１．調査方法と倫理的配慮
無記名自己記入式の質問紙配布法により調査を実施した。期間は令和３年４月 15 日から４月 27
日である。依頼書を学校長宛に配布した。論理的配慮として，質問紙は無記名式とし，依頼書に本
研究の目的と方法，プライバシーの保護，参加により不利益が生じないことを記載した。なお，本
調査の同意は，質問紙の記入及び提出をもって得たものとした。
２．調査対象およびアンケート実施数
I 郡内（２町１村） 小学校 10 校 中学校４校 義務教育学校１校
管理職（校長・副校長・教頭）30 名

教職員（教諭・講師）221 名

養護教諭 15 名

３．調査内容
調査内容は，管理職用，教職員（教諭・講師）用，養護教諭用，それぞれ３種類の質問紙調査と
した。管理職用，養護教諭用は，自校の教職員（教諭・講師）の学校保健活動実施について，客観
的な立場からの意見を問うものとした。教職員（教諭・講師）用は，自身の学校保健活動について
の実施状況を問うものとした。
学校保健活動の内容として①健康観察②健康診断③健康教育④環境衛生管理・安全管理⑤相談活
動⑥救急処置⑦メンタルヘルスとした。この内容は，平成 21 年度中央教育審議会答申「子どもの心
身の健康を守り，
安心・安全を確保するための学校全体としての取組を進めるための方策について」
より，学校保健に関する学校内の体制の充実のために，学級担任や教科担任等が求められている「子
どもたちと向き合う時間の確保」
「日々の健康観察」
「保健指導」
「学校環境衛生の日常的な点検」を，
参考に，これらに関する４項目を選定した。また，杉崎ほか(2019)，物部ほか(2019)の調査から，
一般教員が児童生徒に対応する場面で校長・養護教諭ともに課題として挙げられていた内容から
「け
がの応急手当」
「心のケア」
「健康診断における教員の役割」の３項目を選定した。さらに，養護教
諭には，自校のＯＪＴの実態，今までのＯＪＴの実施内容についても記述式で調査を行った。管理
職，教職員には，必要と感じるＯＪＴについて調査をした。これらの結果から，必要性の高いと感
じたＯＪＴの手立ての試案を作成し，現在，学級担任・学年主任として勤務している教職員から，
実践可能か，負担感がないか等の意見を聞き，ＯＪＴの計画案を作成する。
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結果
１．児童生徒に対する健康観察の実施
児童生徒の健康観察に関しては，ほとんどの教職員が実施しており，養護教諭，管理職も実施を
認識している。しかし，朝の会以外に行っている教職員は少ない。また，授業前，授業中や給食中
の健康観察は，養護教諭や管理職の認識より実際に実施している割合が少ない。観察内容に関して
は，多くは朝の会の呼名のタイミングで体調の確認を行い，併せて表情，顔色，目，見なりを確認
しているようである。小学校では，担任が全授業を担当し，児童と過ごす時間が多いため，観察を
こまめに行っているようである。健康観察は随時行うことで，心身の健康状態の把握，変化の早期
発見につながる。場面別健康観察や着眼点について，全教職員の共通理解を図る必要性を感じた。
【健康観察の実施（職種別）
】

教職員 養護教諭 管理職
行っている

93.7%

100.0%

100.0%

行っていない

2.7%

0.0%

0.0%

登校中

5.9%

13.3%

32.3%

朝の会

93.7%

93.3%

90.3%

授業前

19.5%

40.0%

41.9%

授業中

32.1%

53.3%

64.5%

休憩時間

22.6%

26.7%

54.8%

給食中

35.3%

46.7%

74.2%

放課後

6.3%

20.0%

25.8%

場面別健康観察

【健康観察の視点】
（職種別）

（校種別）

（年代別）

小学校

中学校

義務教育学校

体調の確認

94.7%

84.5％

73.7%

58.1%

全身状態の観察

23.7%

15.5%

60.0%

96.8%

表情の観察

87.8%

66.1%

66.7%

87.1%

顔色の観察

目や視線の観察

41.2%

13.3%

51.6%

会話の観察

21.3%

26.7%

感情の観察

29.4%

行動の観察

20 代

30 代

40 代

50 代

体調の確認

88.4%

85.2%

89.6%

93.4%

26.3%

全身状態の観察

11.6%

20.4%

20.8%

27.6%

80.3%

94.7%

表情の観察

81.4%

79.6%

87.5%

92.1%

71.8%

52.1%

78.9%

顔色の観察

62.8%

55.6%

68.8%

73.7%

目や視線の観察

45.8%

36.6%

26.3%

目や視線の観察

44.2%

44.4%

41.7%

36.8%

54.8%

会話の観察

20.6%

25.4%

10.5%

会話の観察

16.3%

20.4%

20.8%

25.0%

26.7%

67.7%

感情の観察

32.8%

23.9%

26.3%

感情の観察

14.0%

25.9%

35.4%

36.8%

45.2%

60.0%

64.5%

行動の観察

49.6%

38.0%

42.1%

行動の観察

37.2%

31.5%

50.0%

56.6%

身なりの観察

52.5%

40.0%

71.0%

身なりの観察

53.4%

53.5%

42.1%

身なりの観察

48.8%

48.1%

62.5%

51.3%

食事摂取量の観察

30.3%

33.3%

61.3%

食事摂取量の観察

35.9%

23.9%

15.8%

食事摂取量の観察

18.6%

18.5%

31.3%

44.7%

教職員

養護教諭

管理職

体調の確認

89.6%

100.0%

87.1%

全身状態の観察

21.3%

33.3%

表情の観察

86.0%

顔色の観察

２．児童生徒の健康診断実施に関する指導や措置の実施状況
健康診断の指導や措置に関しては多くの教職員が実施し，特に事前指導を行っている割合が高
い。しかし，
「日程の説明」
「方法の説明」は養護教諭が各学級で実施していると認識している割
合より低い。
「検査・検診の意義の説明」
「発見される疾病・異常の説明」
「疾病・異常の予防に
関する指導」は，養護教諭が認識しているより，多くの教職員が指導をしているが，全体的な数
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値としては低いと感じる。
「全体的な検査・検診の結果の把握」
「結果を基にした生活上の配慮」
の事後措置に関しては，養護教諭の認識よりも実施している割合は低く，中でも特に，精密検査
が必要な児童生徒への対応を行っている教職員の割合が低い。これは，養護教諭は，健康診断の
事前指導や実施に関しては職員会議等資料を配布して提案するが，その後の事後指導や事後措置
に関しては，教職員全体に対して，共通理解を図る機会を設けていない場合が多いため，このよ
うな結果になったと考えられる。児童生徒が主体的に健康診断を受け，自分の心身の健康につい
て考える健康教育の場とし，さらには，結果に基づいた適切な措置を行い，健康診断の実施から
事後までを教職員と協力して取り組む必要があると感じる。
【健康診断に関する指導や措置の実施（職種別）
】
教職員

養護教諭

管理職

行っていない

9.5%

0.0%

0.0%

行っている

89.1%

100.0%

100.0%

事前指導

76.5%

93.3%

93.5%

実施中の指導

49.8%

40.0%

80.6%

事後指導

57.0%

26.7%

93.5%

事後措置

25.8%

40.0%

87.1%

【健康診断に関する指導・措置内容】
（職種別）
教職員

養護教諭

管理職

健康調査の確認

69.7%

60.0%

93.5%

健康診断日程の説明

67.9%

93.3%

検査・検診方法の説明

67.9%

検査・検診の意義の説明

（校種別）

（年代別）
小学校

中学校

義務教育学校

20 代

30 代

40 代

50 代

健康調査の確認

73.3%

66.2%

57.9%

健康調査の確認

48.8%

74.1%

68.8%

78.9%

93.5%

健康診断日程の説明

71.8%

63.4%

57.9%

健康診断日程の説明

58.1%

70.4%

75.0%

67.1%

86.7%

96.8%

検査・検診方法の説明

72.5%

60.6%

63.2%

検査・検診方法の説明

46.5%

66.7%

77.1%

75.0%

32.6%

26.7%

87.1%

検査・検診の意義の説明

34.4%

26.8%

42.1%

検査・検診の意義の説明

23.3%

27.8%

31.3%

42.1%

発見される疾病・異常の説明

9.0%

6.7%

61.3%

発見される疾病・異常の説明

9.9%

5.6%

15.8%

発見される疾病・異常の説明

2.3%

11.1%

10.4%

10.5%

疾病・異常の予防に関する指導

20.8%

6.7%

77.4%

疾病・異常の予防に関する指導

22.1%

18.3%

21.1%

疾病・異常の予防に関する指導

11.6%

20.4%

27.1%

22.4%

全体的な検査・検診結果の把握

37.1%

46.7%

80.6%

全体的な検査・検診結果の把握

44.3%

25.4%

31.6%

全体的な検査・検診結果の把握

18.6%

27.8%

50.0%

46.1%

結果を基にした生活上の配慮

44.3%

53.3%

90.3%

結果を基にした生活上の配慮

51.1%

32.4%

42.1%

結果を基にした生活上の配慮

30.2%

35.2%

56.3%

51.3%

結果を基にした児童生徒との面談

9.5%

6.7%

48.4%

結果を基にした児童生徒との面談

11.5%

5.6%

10.5%

結果を基にした児童生徒との面談

7.0%

9.3%

8.3%

11.8%

結果を基にした保護者との面談

14.0%

6.7%

51.6%

結果を基にした保護者との面談

16.0%

11.3%

10.5%

結果を基にした保護者との面談

14.0%

11.1%

16.7%

14.5%

健康診断票の記入

41.6%

33.3%

90.3%

健康診断票の記入

42.7%

32.4%

68.4%

健康診断票の記入

20.9%

29.6%

47.9%

57.9%

精密検査結果の確認

19.0%

46.7%

87.1%

精密検査結果の確認

23.7%

12.7%

10.5%

精密検査結果の確認

4.7%

9.3%

20.8%

32.9%

精密検査結果に関わる保護者面談

8.6%

6.7%

48.4%

精密検査結果に関わる保護者面談

11.5%

4.2%

5.3%

精密検査結果に関わる保護者面談

2.3%

3.7%

6.3%

17.1%

精密検査結果についての共通理解

18.6%

60.0%

74.2%

精密検査結果についての共通理解

22.9%

14.1%

5.3%

精密検査結果についての共通理解

0.0%

9.3%

20.8%

34.2%

３．校内健康教育の実施状況
健康教育の実施の場面は，多くが学級活動や朝の会・帰りの会に行われている。しかし，養護教
諭・管理職は「朝の会・帰りの会」
「健康診断結果配布時」
「保健関係書類配布時」
「保健だより配
布時」
「随時」等のあらゆる時間を活用して指導を行っていると認識しているが，実際に行ってい
る割合は低い。内容の面でも，
「毎月の保健目標」
「季節に合わせて」
「けがの防止」
「病気の予防」
についても同様のことが言える。生活と密接している「睡眠」
「運動」
「生活リズム」
「歯・口の健
康」
「目の健康」
「食生活」に関しては比較的多くの教職員が指導をしているが，実施を認識してい
る養護教諭の割合は低い。健康教育に関しては，参考となる資料があると指導内容の統一や，教職
員も要点を抑えた指導がしやすいと考えられる。教育活動全体を通して健康教育を実施するために
は，養護教諭が主体となって健康教育を実践したり，発育発達段階に合った資料の提供をしたり
と，専門性を発揮し，積極的に関わっていく必要がある。
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【校内健康教育の実施場面（職種別）
】

【校内健康教育内容（職種別）
】
教職員

養護教諭

管理職

睡眠

52.0%

46.7%

71.0%

運動

38.5%

20.0%

67.7%

生活リズム

59.7%

60.0%

74.2%

教職員 養護教諭 管理職
行っていない

15.4%

6.7%

3.2%

行っている

84.2%

93.3%

96.8%

学級活動

54.3%

46.7%

96.8%

歯・口の健康

44.8%

46.7%

90.3%

学校行事

25.3%

20.0%

58.1%

目の健康

38.9%

20.0%

77.4%

心の健康

33.5%

13.3%

71.0%

食生活

50.7%

40.0%

87.1%

けがの防止

42.5%

66.7%

90.3%

委員会活動

8.1%

13.3%

41.9%

総合的な学習の時間 5.9%

6.7%

22.6%

朝の会・帰りの会

73.3%

71.0%

病気の予防

34.8%

53.3%

80.6%

51.6%

性に関すること

17.2%

6.7%

64.5%

薬物乱用防止

26.2%

0.0%

74.2%

がん教育

6.8%

0.0%

48.4%

毎月の保健目標

26.2%

53.3%

74.2%

季節に合わせて

29.0%

33.3%

64.5%

56.1%

健康診断結果配布時 25.3%
保健関係書類配布時 20.4%

53.3%
26.7%

61.3%

保健便り配布時

38.0%

53.3%

80.6%

随時

23.1%

33.3%

51.6%

４．学校環境衛生管理・安全管理の実施状況
学校環境衛生管理には多くの教職員が取り組んでいる様子が見られる。多くの養護教諭や管理職
が実施を認識している「危険物の除去」に関して，中学校と 20 代の教職員において実施率が非常
に低い。学校生活で安全を確保することは不可欠であり，危険を早期に発見し，取り除くことで事
件・事故の発生につなげることができる。教職員は，このことを念頭に置き，日常的にリスクマネ
ジメントをする意識をもたなければならない。月に１回の安全点検と日常の安全点検は学校保健安
全法施行規則にも示されており，保健主事と連携し，周知していく必要がある。
【学校環境衛生管理・安全管理の実施】
（職種別） （校種別）
教職員

養護教諭

管理職

行っていない

1.4%

0.0%

0.0%

行っている

98.6%

100.0%

100.0%

温度の管理

74.7%

100.0%

93.5%

湿度の管理

57.0%

66.7%

80.6%

換気の実施

91.4%

93.3%

机・椅子の調整

87.3%

照度の管理

（年代別）

20 代 30 代 40 代 50 代

小学校

中学校

義務教育学校

温度の管理

85.5%

53.5%

78.9%

温度の管理

58.1% 64.8% 89.6% 81.6%

湿度の管理

61.8%

42.3%

78.9%

湿度の管理

37.2% 48.1% 68.8% 67.1%

換気の実施

95.4%

85.9%

84.2%

換気の実施

86.0% 87.0% 93.8% 96.1%

96.8%

机・椅子の調整

93.1%

77.5%

84.2%

机・椅子の調整

81.4% 85.2% 83.3% 94.7%

73.3%

100.0%

照度の管理

74.0%

47.9%

57.9%

照度の管理

58.1% 51.9% 75.0% 69.7%

64.3%

66.7%

96.8%

まぶしさへの配慮

67.2%

31.0%

36.8%

まぶしさへの配慮

41.9% 40.7% 58.3% 64.5%

まぶしさへの配慮

52.9%

46.7%

74.2%

黒板の管理

68.7%

60.6%

68.4%

黒板の管理

58.1% 63.0% 79.2% 64.5%

黒板の管理

66.1%

40.0%

77.4%

必要箇所の消毒

78.6%

57.7%

57.9%

必要箇所の消毒

53.5% 64.8% 77.1% 78.9%

必要箇所の消毒

70.1%

66.7%

90.3%

80.0%

90.3%

90.8%

74.6%

89.5%

74.4% 83.3% 85.4% 93.4%

85.5%

教室内の整理整頓

教室内の整理整頓

教室内の整理整頓
破損箇所の修理

67.0%

73.3%

93.5%

破損箇所の修理

74.8%

53.5%

63.2%

破損箇所の修理

51.2% 64.8% 70.8% 75.0%

危険物の除去

48.9%

66.7%

83.9%

危険物の除去

71.8%

19.7%

47.4%

危険物の除去

5.1%

流しやトイレの点検

62.0%

60.0%

93.5%

流しやトイレの点検

69.5%

47.9%

63.2%

流しやトイレの点検 34.9% 64.8% 64.6% 73.7%
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５．児童生徒との個別の面談の実施状況
多くの教職員が多くの場面で児童生徒と個別の面談を実施している。校種での大きな差はなく，
教職員の年代が上がるほど，面談実施機会も増えている。
「本人からの申し出があったとき」
「家庭
から連絡があったとき」
「見た目が気になるとき」
「行動が気になるとき」
「周囲の児童生徒から相
談があったとき」
「他教員から連絡があったとき」に関しては，校種，年代を問わず実施率が高
く，養護教諭・管理職の認識も高い。
「欠席をしたとき」
「遅刻をしたとき」
「けがをしていると
き」
「保健室を利用したとき」
「通院をしたとき」に関しては，養護教諭が認識しているより多くの
教職員が個別の面談を実施しているが，養護教諭が実態を把握しておらず，連絡・連携や情報共有
がなされていない場合があると考えられる。これらの項目は，生徒指導や教育相談に関わるものも
多いため，より一層連携を密にしていく必要性を感じる。
【児童生徒の個別面談の実施】
（職種別）

（校種別）

教職員

養護教諭

管理職

行っていない

3.8%

7.0%

0.0%

行っている

96.2%

93.0%

100.0%

本人から申し出があったとき

83.7%

86.7%

96.8%

家庭から連絡があったとき

84.6%

100.0%

96.8%

見た目が気になるとき

57.0%

40.0%

93.5%

（年代別）
20 代 30 代 40 代 50 代

小学校 中学校 義務教育学校
本人から申し出があったとき

86.3%

81.7%

73.7%

本人から申し出があったとき

79.1% 88.9% 89.6% 78.9%

家庭から連絡があったとき

88.5%

80.3%

73.7%

家庭から連絡があったとき

72.1% 87.0% 95.8% 82.9%

見た目が気になるとき

60.3%

52.1%

52.6%

見た目が気になるとき

34.9% 53.7% 62.5% 68.4%

行動が気になるとき

78.6%

77.5%

78.9%

行動が気になるとき

69.8% 74.1% 91.7% 77.6%

匂いが気になるとき

35.1%

23.9%

26.3%

匂いが気になるとき

11.6% 25.9% 43.8% 36.8%

行動が気になるとき

78.3%

73.3%

87.1%

匂いが気になるとき

30.8%

20.0%

71.0%

周囲の児童生徒から相談があったとき 62.6%

53.5%

57.9%

周囲の児童生徒から相談があったとき 41.9% 64.8% 60.4% 64.5%

周囲の児童生徒から相談があったとき

59.3%

53.3%

80.6%

他教員から連絡があったとき

66.4

67.6%

63.2%

他教員から連絡があったとき

53.5% 63.0% 68.8% 75.0%

他教員から連絡があったとき

66.5%

60.0%

90.3%

欠席したとき

35.9%

31.0%

26.3%

欠席したとき

27.9% 25.9% 37.5% 39.5%

欠席したとき

33.5%

20.0%

48.4%

遅刻したとき

25.2%

22.5%

31.6%

遅刻したとき

11.6% 27.8% 22.9% 31.6%

遅刻したとき

24.9%

0.0%

61.3%

けがをしているとき

41.2%

29.6%

26.3%

けがをしているとき

23.3% 38.9% 33.3% 43.4%

けがをしているとき

36.2%

33.3%

83.9%

保健室を利用したとき

38.5%

26.7%

80.6%

保健室を利用したとき

41.2%

35.2%

31.6%

保健室を利用したとき

16.3% 44.4% 39.6% 46.1%

通院したとき

25.2%

18.3%

26.3%

通院したとき

11.6% 20.4% 25.0% 30.3%

慢性疾患を抱えているとき

22.1%

14.1%

15.8%

慢性疾患を抱えているとき

9.3%

通院したとき

23.1%

6.7%

67.7%

慢性疾患を抱えているとき

19.0%

46.7%

67.7%

16.7% 18.8% 26.3%

６．児童生徒へ対する応急処置の実施状況
児童生徒への救急処置に関しては，多くの学校で職員研修を実施していると予想される「熱中症
の対応」
「エピペンの使用」
「心肺蘇生法の実施」
「ＡＥＤの使用」
「第一発見者の動き」
「救急車の
要請」ができると回答した教職員の割合が高い。しかし，実施ができると認識している割合が管理
職は高く，養護教諭は低い，という立場によって見方が大きく分かれている項目でもある。職員研
修を実施しているので，全教職員が理解していると思いがちであるが，養護教諭から見ると，不安
が残っているようである。養護教諭は緊急時対応の研修担当として内容や方法を振り返り，改善を
図る必要があると感じる。校種別に見ると，身体能力が高くなり，部活動を実施しているため，比
較的けがが多いとされる中学校では，
「意識がない場合の対応」
「熱中症の対応」
「救急車要請」
「救
急車要請後の連携」については実施できる割合が高くなっている。また，
「受診する際の保護者へ
の連絡」
「スポーツ振興センター手続きの説明」
「学校生活管理指導表を基にした管理」に関しては
実施できる教職員が少なく，中でも 20 代，30 代の教職員は非常に少ない。救急処置の実施だけで
なく，その後の連絡や手続き，書類等についても全教職員が周知し，事故やけがの事後にも適切に
対応していくためのＯＪＴが必要である。
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【児童生徒へ対する救急処置の実施】
（職種別） （校種別）
教職員

養護教諭

管理職

できない

5.4%

13.3%

3.2%

できる

94.6%

86.7%

96.8%

意識がない場合の対応

37.1%

熱中症の対応

63.3%

33.3%
46.7%

74.2%
87.1%

（年代別）
小学校

中学校

義務教育学校

20 代

30 代

40 代

50 代

意識がない場合の対応

35.1%

42.3%

31.6%

意識がない場合の対応

34.9%

40.7%

37.5%

35.5%

熱中症の対応

59.5%

74.6%

47.4%

熱中症の対応

55.8%

61.1%

66.7%

67.1%

食物アレルギー対応

40.5%

33.8%

52.6%

食物アレルギー対応

25.6%

38.9%

43.8%

44.7%

エピペンの使用

64.9%

62.0%

84.2%

エピペンの使用

53.5%

64.8%

60.4%

76.3%

食物アレルギー対応

39.4%

53.3%

80.6%

エピペンの使用

65.6%

40.0%

77.4%

心肺蘇生法の実施

51.1%

46.5%

57.9%

心肺蘇生法の実施

53.5%

51.9%

39.6%

53.9%

心肺蘇生法の実施

50.2%

40.0%

67.7%

AED の使用

72.5%

64.8%

68.4%

AED の使用

74.4%

59.3%

77.1%

69.7%

AED の使用

69.7%

40.0%

87.1%

第一発見者の動き

45.0%

45.1%

47.4%

第一発見者の動き

34.9%

40.7%

45.8%

53.9%

第一発見者の動き

45.2%

20.0%

71.0%

救急車要請

59.3%

66.7%

93.5%

救急車要請後の連携

27.1%

26.7%

80.6%

19.5%

保護者への連絡

20.0%

救急車要請

58.8%

60.6%

57.9%

救急車要請

62.8%

44.4%

58.3%

68.4%

救急車要請後の連携

19.8%

40.8%

26.3%

救急車要請後の連携

23.3%

24.1%

22.9%

34.2%

受診する際の保護者への連絡

20.6%

19.7%

10.5%

受診する際の保護者への連絡

9.3%

9.3%

22.9%

30.3%

スポーツ振興センター手続きの説明

16.8%

18.3%

10.5%

スポーツ振興センター手続きの説明

7.0%

9.3%

18.8%

26.3%

74.2%

スポーツ振興センター手続きの説明

16.7%

26.7%

64.5%

養護教諭不在時の体調不良の対応

42.1%

53.3%

80.6%

養護教諭不在時の体調不良の対応

45.0%

40.8%

26.3%

養護教諭不在時の体調不良の対応

30.2%

27.8%

47.9%

55.3%

養護教諭不在時のけがの対応

39.8%

40.0%

87.1%

養護教諭不在時のけがの対応

42.0%

38.0%

31.6%

養護教諭不在時のけがの対応

25.6%

31.5%

52.1%

46.1%

教室での体調不良者の経過観察

44.8%

53.3%

77.4%

教室での体調不良者の経過観察

49.6%

36.6%

42.1%

教室での体調不良者の経過観察

32.6%

31.5%

56.3%

53.9%

学校管理指導表を基にした管理

8.6%

20.0%

77.4%

学校管理指導表を基にした管理

11.5%

4.2%

5.3%

学校管理指導表を基にした管理

2.3%

5.6%

10.4%

13.2%

７．児童生徒のメンタルヘルスに関する理解について
児童生徒のメンタルヘルスに関して理解していると回答した教職員は，全体的に少ないように感
じる。養護教諭や管理職も，教職員が理解していると認識している割合が全体的に低い。実際に学
校で課題となっている「自傷行為」
「発達障害」
「虐待」
「不登校」の項目に関しては理解している
教職員が多く，中学校期に好発や課題となりやすい「自傷行為」
「希死念慮」
「社会不安障害」
「セ
クシャルマイノリティ」
「抜毛症」については中学校教職員のほうが，理解している割合が若干高
い。メンタルヘルスの理解に関する内容については，他世代より，20 代の教職員が理解している
ものが非常に多く，大学の養成課程の中での講義や若手研修での学びが生かされていると感じる。
近年の児童生徒のメンタルヘルスの多様化，複雑化に伴い，教職員も多くの知識を持ち合わせるこ
とが必要である。児童生徒のメンタルヘルスに関しては，養護教諭だけでなく，スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー，学校医等と連携をし，教職員の研修の質を高める必要があ
る。
【児童生徒のメンタルヘルスに関する理解】
（職種別）
（校種別）

思春期うつ

教職員

養護教諭

管理職

20.8%

6.7%

41.9%

（年代別）
小学校

中学校

義務教育学校

思春期うつ

22.1%

21.1%

10.5%

思春期うつ

20 代

30 代

40 代

50 代

18.6%

11.1%

29.2%

23.7%

摂食障害

40.3%

33.3%

71.0%

摂食障害

45.0%

33.8%

31.6%

摂食障害

44.2%

22.2%

43.8%

48.7%

自傷行為

48.4%

60.0%

77.4%

自傷行為

50.4%

52.1%

21.1%

自傷行為

62.8%

31.5%

50.0%

51.3%

希死念慮

4.1%

6.7%

16.1%

希死念慮

3.8%

5.6%

0.0%

希死念慮

0.0%

3.7%

10.4%

2.6%

統合失調症

18.6%

6.7%

54.8%

統合失調症

19.8%

18.3%

10.5%

統合失調症

23.3%

3.7%

22.9%

23.7%

社会不安障害

12.7%

0.0%

38.7%

社会不安障害

13.7%

14.1%

0.0%

社会不安障害

20.9%

11.1%

8.3%

11.8%

不適応行動

19.5%

13.3%

54.8%

不適応行動

20.6%

15.5%

26.3%

不適応行動

20.9%

7.4%

20.8%

26.3%

性に関する問題行動

15.8%

26.7%

48.4%

性に関する問題行動

16.8%

15.5%

10.5%

性に関する問題行動

25.6%

7.4%

14.6%

17.1%

発達障害

49.3%

40.0%

64.5%

発達障害

54.2%

45.1%

31.6%

発達障害

55.8%

38.9%

41.7%

57.9%

虐待

40.7%

60.0%

77.4%

虐待

45.0%

35.2%

31.6%

虐待

53.5%

27.8%

39.6%

43.4%

セクシャルマイノリティ

23.1%

6.7%

45.2%

セクシャルマイノリティ

22.1%

25.4%

21.1%

セクシャルマイノリティ

30.2%

20.4%

22.9%

21.1%

依存症

23.5%

6.7%

35.5%

依存症

25.2%

19.7%

26.3%

依存症

32.6%

16.7%

22.9%

23.7%

過敏性腸症候群

17.2%

20.0%

32.3%

過敏性腸症候群

18.3%

16.9%

10.5%

過敏性腸症候群

25.6%

13.0%

14.6%

17.1%

抜毛症

26.2%

13.3%

45.2%

抜毛症

26.7%

28.2%

15.8%

抜毛症

30.2%

18.5%

27.1%

28.9%

PTSD

22.2%

13.3%

45.2%

PTSD

24.4%

22.5%

5.3%

PTSD

34.9%

9.3%

18.8%

26.3%

不登校

49.3%

53.3%

67.7%

不登校

51.9%

49.3%

31.6%

不登校

65.1%

35.2%

60.4%

43.4%

ひきこもり

30.8%

26.7%

48.4%

ひきこもり

34.4%

29.6%

10.5%

ひきこもり

41.9%

18.5%

29.2%

34.2%

理解していない

19.5%

13.3%

6.5%

理解していない

18.3%

18.3%

31.6%

理解していない

9.3%

27.8%

22.9%

17.1%
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８．養護教諭による学校保健に関するＯＪＴ実施状況と効果の認識
学校保健に関するＯＪＴは多くの学校で実施されている。実施率の高いものは「食物アレルギー
対応」
「熱中症予防」
「心肺蘇生法とＡＥＤ研修」
「緊急時シミュレーション研修」
「感染症予防」と
なっており，児童生徒の命に関わるもの，メディアやニュースでも取り上げられて社会的に話題と
なっているものが多い。各学校の実践事例を見ても，このようなＯＪＴは教職員の意識も高く，積
極的に取り組む様子が伺える。実技を取り入れた研修や話し合いをもつ研修は，効果的と感じる養
護教諭が多い。
一方、効果を得にくいと感じたＯＪＴは，紙面配布や口頭説明だけのものが多く，教職員にとっ
て緊急を要する項目とは言い難い内容である。緊急性は低いが，チームとして学校保健活動を行う
上では必要な項目である。日々多忙な教職員に対して，時間を確保しての研修は現実的ではないた
め，養護教諭が行うＯＪＴ実施の方法に工夫が必要である。
けがや疾病による緊急時対応以外でも，養護教諭が学校保健活動を行う中で教職員との連携や協
力が不可欠であるが，協力を得られにくかったり，連携不足を感じたりする場面も多い。例えば，
「健康観察の方法」
「健康教育実施について」
「学校安全管理」に関するＯＪＴの実施率は低く，教
職員の実施を促し，意識を高めるには不十分である。また，教育相談に欠かせない「メンタルヘル
スの理解」
「相談活動における知識・技法」
「校内連携」等は養護教諭の専門性を生かしたＯＪＴが
必要である。
【学校保健に関するＯＪＴ実施率と内容】
学校保健に関するＯＪＴの実施

86.7％

実施している内容

【効果的だったと感じる学校保健に関するＯＪＴ】
ＷＢＧＴを活用しての

ＷＢＧＴの値を活用することで，屋外活動における熱中症予防を意識することができた。体育や休み時間には

熱中症予防

屋外活動を控えるようになった。

熱中症の応急処置

フローチャートを作成することで，以前は休ませるだけの対応だったが，必ず体温測定を行い，睡眠や朝食等

食物アレルギーに関する理解が深まった。
（既往がある子だけでなく初発の子もいるということ）

の因果関係についての問診も行い，予防を促す指導を全職員で行えている。

健康観察の方法

20.0%

食物アレルギー研修
エピペンの使用法研修

全職員がエピペンの使用方法を理解できた。

健康診断実施について

46.7%

シミュレーション研修

緊急時の校内体制の理解につながった。職員だけでなく，児童へも緊急時にとる行動を説明する担任もいた。

健康教育実施について

13.3%

学校環境衛生管理

6.7%

学校安全管理

13.3%

応急処置全般

6.7%

心肺蘇生法とＡＥＤ研修

66.7%

職員一人一人の緊急時対応の意識が高まり，実際の動きを理解できた。
年度初めに行うことで赴任したばかりの職員も緊急時の動きを理解できた。
２グループに分かれてのシミュレーション。お互いの対応を見合うことで，自分の対応を振り返ったり，自分
の対応に生かしたりすることができた。研修の実施人数が少ないので全職員が緊張感をもてた。
食

物

ア

レ

ル

ギ

ー

エピペンの打ち方・心肺蘇生法・ＡＥＤ使用・救急車要請の研修を行った。有事の際，養護教諭不在であったが

アナフィラキシーショッ

教職員だけで対応ができた。

クの事例

役割分担を示したカードを使ってシミュレーションを行うことで，状況をイメージした研修ができた。
実際に救急車要請をした際に，それぞれの役割で動くことができた。
緊急時持ち出しセットの中身の確認や設置場所を全職員で共通理解できた。

緊急時シミュレーション

66.7%

感染症予防

60.0%

熱中症予防

73.3%

アレルギー対応

86.7%

養護教諭不在時の対応

40.0%

保健室の利用

26.7%

エピペンを処方されている生徒はいないが，万が一に備えての理解を深めることができた。
てんかん発作の事例

全教職員が理解でき，危機意識が高まった。

心肺蘇生法・ＡＥＤ研修

全職員２年に１度は研修を受けられるよう計画をしている。児童が倒れたり，高所転落等の実際に対応する際

嘔吐物処理に関する研修

具体的な処理手順を紙面にし，キットに使用順を明示したら，職員の理解が深まり，養護教諭が到着する前に

新型コロナウイルス感染

学校の一日の流れを追って消毒や生活様式等について確認したことで，学級での指導内容が統一された。

にＡＥＤや担架などを用意し駆けつける職員が増えた。

適切に処理されるようになった。

症対策

生活の中での感染症予防について具体的な指導事項に関する職員研修をした。児童へ指導することができた。

健康診断に関する職員研

健康診断実施の際の感染症予防対策についての研修を行った。感染症対策をとりつつ，健康診断もスムーズに

修

進めることができた。

スポーツ振興センターについて 13.3%

消毒方法実技研修

保健センターから指導を受けた内容を実際に消毒を行う際に教職員に指導しながら一緒に消毒作業をした。全

慢性疾患

0.0%

リスクマネジメント研修

事例となる絵を見て，起こりうると考えられるヒヤリハットについて話し合いをした。事故につながるかもし

保護者連絡の方法

20.0%

いじめ事例研修

事例を読み，学校で対応することや予防のためにやるべきこと等について話し合いをした。それぞれの立場か

相談活動における知識・技法

6.7%
虐待事例研修

事例を読み，学校で対応することや予防のためにやるべきこと等について話し合いをした。それぞれの立場か

職員が消毒方法を身につけることができた。

れないという意識をもつことができた。

校内連携

6.7%

学校外の相談機関

0.0%

学校外の医療機関

0.0%

らの意見が活発に出され，チームで取り組むことを再認識できた。

らの意見が活発に出され，チームで取り組むことを再認識できた。ＳＣにも入ってもらい専門的立場からの指
導ももらえた。

メンタルヘルス

6.7%

保健の手引きの配布

年度初めに，保健室の利用や決まり事，健康観察の方法，体調不良やけがの対応，スポーツ振興センター等の保

保護者連絡のマニュアル

けがや体調不良で受診が必要な際，保護者に連絡し確認する内容をマニュアル化し，電話の近くに掲示。かか

健関係のことを手引きとして冊子にして配布し説明。共通理解を図り，困ったら見返すことができる。

作成

りつけや既往等を漏れなく聞き取り，こちらからの情報も漏れなく伝えることができている。

校内若手研修に保健関係

健康診断票の記入方法，スポーツ振興センターのしくみ，学校生活管理指導表等，学校保健関係の書類につい

研修を組み込む

て説明する時間を設けた。校外の若手研修では学ぶ機会がないので，校内で実践的に学ぶ機会を設けた。
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【効果を得られなかったと感じた学校保健に関するＯＪＴ】
健康診断の事前指導・事後指導の内

受け方や準備物等の指導はしてもらえるが，受ける意義や事後指導の実施にはあまりつながっておら

容を紙面で配布

ず，時間内に終わらせればいいという感じがある。
資料の読み込み方に差があり，実施の際に学級で差がでる。
（実施の流れを把握しているクラスとそう
でないクラス，あいさつや態度に差がある等）

保健室の利用に関する掲示

教職員によって保健室の利用方法に差がある。全体でのルール（本校であれば「保健室利用カード」
を必ず持たせてから保健室を利用する）があいまいになってしまう。
保健室利用後の教室での経過観察，家庭連絡等に教職員によって差がある。養護教諭からも意識して
もらえるような働きかけが必要と感じる。

健康観察について職員会議で提案

健康観察に対する意識や観察のタイミングが教職員によってばらつきがある。人数確認だけではない
ということを周知したい。

学校環境衛生管理について提案

教室・担任によって差が出てしまう。

手洗い指導の口頭説明

担任によって差が出る。
「手洗いの方法」を教員自身がきちんと理解していない場合も考えられるの
で，実践的な研修が必要。

安全点検をする際，点検の方法や修

安全点検は「点検」と思っている様子だったので，可能な措置は教職員で行うことや色々なリスクを

理・交換についての説明を行った

考えて点検・措置をするように促したが，周知ができない。

シミュレーション研修

アレルギーの該当生徒がいない担任の意識の低さ，研修参加の積極性や緊張感にばらつきがあると感
じる。パターンやメンバーを考慮しながら，全教職員にとって意味のあるものにしなくてはならない
と思った。

健康診断表の記入についての紙面

紙面の説明だけでは誤りが多く，不十分さを感じた。

配布

９．養護教諭によるＯＪＴ実施と教職員のニーズの比較
実際に実施しているＯＪＴと教職員・管理職のニーズを比較すると，
「アレルギー対応」
「緊急時
シミュレーション」の項目はニーズと実施が合致している。教職員・管理職のニーズと養護教諭の
行うＯＪＴ実施が合致していない項目は「応急処置全般」
「健康教育実施について」
「メンタルヘル
ス」
「相談活動における知識・技法」である。また，養護教諭の実施はないが「慢性疾患」
「学校外
の相談機関」
「学校外の医療機関」についてのニーズもあり，これらは 20 代，30 代の若手教員が特
に必要性を感じている。
【養護教諭が実施しているＯＪＴと職種別ＯＪＴニーズ】
養護教諭が

教職員が必要

管理職が必要

実施してい

と感じる

と感じる

るＯＪＴ

ＯＪＴ

ＯＪＴ

健康観察の方法

20.0%

5.0%

10.7%

健康診断実施について

46.7%

5.4%

7.1%

健康教育実施について

13.3%

21.3%

21.4%

学校環境衛生管理

6.7%

5.9%

0.0%

学校安全管理

13.3%

5.0%

10.7%

応急処置全般

6.7%

59.7%

57.1%

心肺蘇生法とＡＥＤ研修
緊急時シミュレーション

66.7%
66.7%

38.0%
55.2%

60.0%

29.4%

46.4%

73.3%

35.7%

60.7%

養護教諭不在時の対応

40.0%

47.5%
32.1%

30 代

40 代

50 代

7.0%

9.3%

6.3%

1.3%

健康診断実施について

0.0%

3.7%

12.5%

5.3%

健康教育実施について

23.3%

13.0%

25.0%

32.9%

学校環境衛生管理

7.0%

3.7%

2.1%

10.5%

学校安全管理

11.6%

1.9%

6.3%

3.9%

応急処置全般

62.8%

64.8%

66.7%

67.1%

心肺蘇生法とＡＥＤ研修

46.5%

42.6%

52.1%

26.3%

緊急時シミュレーション

55.8%

57.4%

60.4%

56.6%

感染症予防

27.9%

24.1%

31.3%

38.2%

熱中症予防

32.6%

33.3%

41.7%

39.5%

アレルギー対応

44.2%

53.7%

47.9%

50.0%

養護教諭不在時の対応

32.6%

40.7%

29.2%

34.2%

保健室の利用

9.3%

7.4%

18.8%

3.9%

スポーツ振興センターについて

7.0%

11.1%

10.4%

1.3%

慢性疾患

18.6%

7.4%

6.3%

3.9%

71.4%

熱中症予防

86.7%

20 代
健康観察の方法

60.7%

感染症予防

アレルギー対応

【教職員のＯＪＴのニーズ（年代別）
】

67.9%
46.4%

保健室の利用

26.7%

8.6%

10.7%

スポーツ振興センターについて

13.3%

5.4%

0.0%

慢性疾患

0.0%

7.2%

3.6%

保護者連絡の方法

2.3%

7.4%

0.0%

7.9%

保護者連絡の方法

20.0%

5.4%

7.1%

相談活動における知識・技法

30.2%

18.5%

16.7%

14.5%

相談活動における知識・技法

6.7%

15.8%

17.9%

校内連携

18.6%

14.8%

10.4%

11.8%

校内連携

6.7%

12.2%

7.1%

学校外の相談機関

14.0%

14.8%

10.4%

9.2%

学校外の相談機関

0.0%

11.8%

7.1%

学校外の医療機関

11.6%

13.0%

6.3%

7.9%

学校外の医療機関

0.0%

9.0%

10.7%

メンタルヘルス

20.9%

35.2%

22.9%

22.4%

メンタルヘルス

6.7%

21.7%

25.0%
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考察
１．調査結果から
以上の結果より、教職員の実際の実施率が低いにも関わらず，養護教諭による実施に対する認識
が高い項目は，
「場面別健康観察」
「健康診断の事前指導・精密検査に関わること」
「健康教育」
「安
全管理」であることから，養護教諭と教職員との共通理解や連携が図れていないことや，養護教諭
が実施の実態を正確に把握していないことが推測される。
「場面別健康観察」
「健康診断の事前指導・
精密検査に関わること」については，養護教諭が職員会議等で提案や資料配布等をすることで，教
職員が十分理解していると思い込み，教職員任せにしてしまい，実施に関して十分な確認や共有を
しない場合が考えられる。また，
「健康教育」
「安全管理」についても，教職員任せにしてしまいが
ちになっていることが考えられるため，養護教諭からも積極的に関わる必要がある。養護教諭は常
に，教職員と連携し，自身の教職員に対する働きかけやその効果を振り返り，ＰＤＣＡサイクルの
もと，ＯＪＴを進めなくてはならない。
また，教職員の実施率が高いにも関わらず，養護教諭による実施実態への認識が低い項目は，
「健
康観察の内容」
「健康診断の事後指導」
「健康教育」
「児童生徒の出欠に関わること」
「応急処置」で
ある。
「健康観察の内容」
「健康診断の事後指導」
「健康教育」については，ＯＪＴを実施している養
護教諭が少ないため，教職員に対して，正確な実施方法や効果的な方法について共通理解を図るた
めの取組が不足していると考えられる。よって，これらの項目については，教職員も自分の感覚や
知識のみで進めることが多くなり，養護教諭から見ると，不十分と感じてしまうと考えられる。
また，
「児童生徒の出欠に関わること」は，生徒指導や教育相談にも関わること，
「応急処置」は，
命に関わることであるため，高い意識と的確な実践が必要である。そこで，養護教諭から見ると，
全教職員の意識向上，行動変容を求め，現状に不十分さを感じる場合があると考えられる。養護教
諭が専門性を発揮し，学校保健に関する情報の発信や職員研修を始めとするＯＪＴを実施すること
で，この差を埋めていく必要がある。
一方，教職員の実施率が低い項目は，
「場面別健康観察・内容」
「健康診断の事後措置」
「健康診断
で発見される疾病異常とその予防」
「健康診断結果・精密検査に関わること」
「保健関係配布物の際
の健康教育」と，まとめることができ，上記と重なる項目が多い。これらに関しては，ＯＪＴを実
施する機会が少ない，もしくは，実施はするが実際に効果が得られていないと考えられる。職員研
修等で，実践的な研修を行うことは非常に効果的である。しかし，時間の確保が難しいことや，一
度きりの研修では意識の持続，継続的な実践につながりにくいことも分かった。毎年計画的に行う
学校保健に関する職員研修も活用しつつ，毎月定期的に行われる職員会議の場の活用や日常のあら
ゆる場面でのＯＪＴを取り入れていくことで，教職員に負担にならず，より一層効果的なＯＪＴに
つながると考える。
さらに，教職員のニーズと養護教諭の実施しているＯＪＴが異なる項目は，
「応急処置全般」
「健
康教育の実施」
「相談活動における知識・技法」
「校内・校外連携」
「メンタルヘルス」であり，養護
教諭のＯＪＴ実施は非常に低いが，
教職員のニーズが高いものであるといえる。
「応急処置全般」
は，
心肺蘇生法やエピペン使用等の重大な事案のみでなく，日常的な児童生徒のけがや体調不良への対
応である。これは養護教諭不在時の対応や休日の部活動，担任による経過観察の場面でも大いに役
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に立つ。
「健康教育の実施」に関しては，教職員も難しさを感じる場面があると推測される。養護教
諭とのＴＴの実施や，教材・資料があることで，健康教育の質が向上する。また，
「相談活動におけ
る知識・技法」
「校内・校外連携」
「メンタルヘルス」に関しては，現代の教育現場に欠かせない項
目であり，多くの教職員が必要としていることが伺える。チームとしての学校を支えるために，積
極的にＯＪＴに取り入れたい項目である。

教
職
員
の
実 養護教諭
施 の認識が
率 高い
と
養
護
教
諭
の
認
識
の
差 養護教諭
が の認識が
大 低い
き
い
項
目

授業前の健康観察
授業中の健康観察
健康診断日程の説明
健康診断方法の説明
精密検査結果の確認
精密検査結果についての共通理解
健康教育（朝の会・帰りの会）
健康教育（健康診断結果配布時）
健康教育（けがの防止）
健康教育（毎月の保健安全目標）
危険物の除去
慢性疾患を抱える児童生徒の面談
健康観察（表情の観察）
健康観察（目や視線の観察）
健康診断の事後指導
疾病予防に関する指導
健康教育（心の健康）
健康教育（薬物乱用防止）
遅刻時の面談
飛沫予防の指導
エピペンの使用
ＡＥＤの使用
第一発見者の動き

教職員の
実施率が
低い

教職員の
ニーズが
高い

２．学校保健活動の効果的実施のためのＯＪＴ案
以上の考察から，必要とされるＯＪＴを選定

健康観察のタイミング（朝の会以外）
健康観察の内容
健康診断の事後措置
発見される疾病異常の指導
疾病異常の予防に関する指導
結果を基にした児童生徒・保護者との面談
精密検査結果の確認
精密検査に関わる保護者面談
精密検査結果についての共通理解
健康診断結果配布時の健康教育
保健関係書類配布時の健康教育
保健だより配布時の健康教育
緊急時の保護者連絡の方法
スポーツ振興センター手続きの説明
学校管理指導表を基にした管理
応急処置全般
健康教育実施
相談活動における知識・技法
校内・校外連携
メンタルヘルス

【必要とされるＯＪＴ】

健康観察
重要性・具体的方法・事後措置までの流れ
健康診断に関する指導・事後措置
「健康観察」
「健康診断に関する指導・事後措
疾病予防に関する指導
精密検査実施者に関わること
置」
「健康教育」
「安全管理」
「応急処置」
「教育相
健康診断の結果を基にした学校生活での配慮
談・生徒指導関係」の６項目を重点的に取り組み 健康教育
ショートの時間の活用
たい項目とする。この６項目に関するＯＪＴの手
保健関係書類配布時の活用
安全管理
立てに関する計画は，
「継続的に実践が可能なもの」
教室内や廊下等の状態の把握と安全な環境づくり
「教職員の負担にならずに知識と技能の取得や， 応急処置
日常的なもの
意識の向上につながるもの」
「ＯＪＴ実施の主体
大きなけがや事故発生時
保護者連絡の方法
が養護教諭だけでなく，他にも教職員がいること」
スポーツ振興センターの理解
を意識して作成する。教職員もＯＪＴの主体とな 教育相談・生徒指導関係
欠席・遅刻・通院・けが・保健室利用時の共通理解
ることでより一層，一人一人の意識が高まり，チ
相談活動における知識・技法
メンタルヘルスの理解
ームとしての取組になると考える。

した。
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３．ＯＪＴの手立て（計画）
実施月
４月

項目
手立て
今年度のＯＪＴ実施計画の共通理解
健康観察
・健康観察のタイミング・視点の共通理解
→健康観察の観点を絞り，一覧表を作成し配布。

出欠確認
保健室利用について

健康教育

５月

健康診断

６月

救急処置
健康診断

７月

救急処置
健康診断

教育相談

８月

救急処置
保健書類

９月

健康観察

10月

安全管理

11月

救急処置

12月
１月

教育相談
救急処置

２月

安全管理

３月

ＯＪＴ実施者
養護教諭
養護教諭

対象者
全教職員
全教職員

場面
職員会議
職員会議

・各クラスで必ず観察して欲しい児童生徒（心身の健康上に配慮を必要とする）の確認

学年主任

随時

・体調不調者，気になる児童生徒を次の授業者へ引継ぐカードを作成・活用し，継続的な健康観察の意識を高める

学年保健安全部

・健康観察の事後措置の周知
→気になる児童生徒は保健室へ連絡。
集団感染症発生の恐れがあれば職員室へ連絡。
・欠席者・遅刻者の把握方法，記録方法の共通理解
→全職員が欠席状況を把握できる場所の工夫。
遅刻者に対しては，必ず理由と登校時間の確認をする。
・保健室利用方法の共通理解
→保健室利用者や受診をした生徒に関しては，一覧を作成し情報共有。健康管理としての疾病の予防やリスクマ
ネジメントとしてのけがの再発防止に関する情報提供。

学年主任
養護教諭

担任
授業担当者
担任
授業担当者
担任
授業担当者

生徒指導主事

全教職員

養護教諭

全教職員
担任

・月の保健安全目標・ほけんだより配布時のショートの健康教育の実施に関する共通理解
→月の保健安全目標についての指導日を月ごとに決める。指導内容の資料配布，児童生徒保健委員からの発表を
取り入れ，その後に担任から指導をしてもらう。
→ほけんだより配布時は，指導して欲しい内容をまとめた簡単なメモも一緒に配布する。
・健康診断の事前指導
→健康診断実施前日もしくは，当日に，養護教諭から指導用資料を配布する。職員室内の全職員の目につく場所
に，「保健室からのお願い」として掲示やホワイトボードの活用をする。

保健主事

全教職員

職員会議
生徒指導
部会等
職員会議
随時
教育相談
部会等
職員会議

保健主事
養護教諭
養護教諭

担任
担任
全教職員
担任

月例
月例
職員会議
随時

養護教諭
養護教諭

若手教職員
全教職員
担任

随時
職員会議
随時

体育部
養護教諭

若手・希望者
担任

職員研修
随時

生徒指導主事
学年主任

担任
実施者

随時

保健主事
中堅教員
養護教諭
体育主任

全教職員
若手教職員

職員研修
随時

全教職員
体育部
学年職員
担任
教科主任

職員会議
随時

・救急処置マニュアル・保護者連絡マニュアルの作成・確認
・健康診断の事後指導
→健康診断の結果配布日に，養護教諭から指導用資料を配布する。職員室内の全職員の目につく場所に，「保健
室からのお願い」として掲示やホワイトボードの活用をする。
・ショート救急処置研修（熱中症） 15分程度
・健康診断の事後措置
→受診結果報告書の見方，精密検査の流れフローチャート，結果を基にした保護者面談の実施。
・相談活動における知識・技法
→夏休み面談前に，相談時の知識・技法に関する資料配布をする。学年間等で目を通して，面談時の参考にする。
複数教員で面談する場合は意識的にＯＪＴの場とする。
・シミュレーション研修・心肺蘇生法・ＡＥＤ研修（３時間）
・校内若手研修
→健康診断票の記入方法，スポーツ振興センターのしくみについて。
・運動時の健康観察
→運動会等の練習で活動が多くなるため，運動前後の健康観察の実施と事後措置の徹底と共通理解。
・教室内・廊下の安全点検
→児童生徒保健委員会による安全点検を実施し，危険箇所の報告と改善を促す。危険チェックシート，改善報告
書の作成・活用。
・ショートの救急処置研修（部活動での応急処置） 30分程度
→部活動ごとに時間を確保し，顧問と生徒で救急処置を学ぶ時間をもつ。（捻挫・つき指・打撲・熱中症等）
・ＳＣによるメンタルヘルス研修 （１時間）
・ショートの救急処置研修（冬の感染症予防，嘔吐物処理）15分程度

・来年度教室受け渡しのための整理整頓，危険物除去，破損箇所修繕
→いつもより念入りな安全点検実施の回とする。安全点検簿とは別のチェック表を作成し，チェックし，処置後
に報告してもらう。
今年度の反省と次年度の改善のためのアンケート実施
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保健主事

随時
随時

随時

部活動主任
養護教諭
保健主事
栄養教諭
養護教諭
保健主事

部活動顧問

部活動時

全教職員
若手教職員
希望者
全教職員

職員研修
職員研修
安全点検

養護教諭

全職員

随時
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まとめ
チームとしての学校を支えるための養護教諭の役割として，教職員と連携し，養護教諭からの効
果的な働きかけやＯＪＴについての研究を進めるために，アンケート調査を実施した。そこから，
教職員の学校保健に対する取組や意識の実態，それに対する養護教諭，管理職の認識を把握するこ
とができた。両者の差が大きい項目については，
「養護教諭からの情報発信不足や周知の方法が効果
的でないケース」
「教職員と連携や共通理解がとれていないケース」
「養護教諭が自分自身の取組に
満足しているケース」
「養護教諭が自校の実態を把握していないケース」
があると考えられた。
また，
養護教諭が自校で取り組んでいるＯＪＴと教職員が学校保健で知りたいことを調査し，比較するこ
とで，教職員のニーズも明らかになった。学校がチームで児童生徒の心身の健康課題に対応するた
めに，
上記の４つのケースの解消を意識したＯＪＴ，
教職員のニーズに沿ったＯＪＴが必要である。
多くの学校は，児童生徒の生命に関わることについての職員研修を実施し，その成果をあげてい
る。しかし，職員研修の時間を確保できない，一度きりの研修や提案だけでは実践につながりにく
いという実態もある。そこで，今回の研究では，日常的に取り組めて，効果が期待できるＯＪＴに
ついて探究をした。教職員の時間を多くとらず負担感のないポイントを絞ったＯＪＴ，できるだけ
多くの教職員が関わるＯＪＴ，
「見える化」を意識したＯＪＴとした。また，日常の会話の中や実際
の場面で，随時がＯＪＴとなるように，養護教諭が普段から意識していくことも必要である。その
ために，私たち養護教諭は自校の実態把握，常に使える資料の用意，専門的知識や最新の情報の収
集と発信，自身のスキルアップ，ＰＤＣＡサイクルでＯＪＴに取り組む姿勢が求められている。こ
のようなＯＪＴに取り組み，教職員一人一人の意識や技能の向上が，学校全体の変化へつながり，
チームとしてうまく機能していくと考えられる。また，教職員のニーズに相談活動の知識・技能，
連携，メンタルヘルスの理解等，教育相談に関する項目が多いことから，養護教諭が専門性を発揮
し，チーム学校の中で，コーディネーターとしての役割が期待されていることが伺える。今回の調
査では，これらに関するＯＪＴを実施している養護教諭は少ないが，積極的に取り入れていく必要
性がある。
今回の研究では，チームとしての学校を支えるための養護教諭の役割の一つとして，教職員と連
携した学校保健に関するＯＪＴの方法について追究を進めた。実際の学校現場で活用し，その成果
を検証したい。また，地域の養護教諭とも情報を共有し，さらに効果的なものになるよう改善を重
ねていきたいと考える。今後も児童生徒の抱える健康課題の複雑化，多様化が予想され，
「チーム学
校」で関わっていかなければならない課題が多くあるであろう。その時，養護教諭が果たすべき役
割について，続けて研究をしていきたい。

引用文献
加藤崇英他．2016．
『
「チーム学校」わるわかりガイドブック』
（教育開発研究所）
中央教育審議会答申.2015.『これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について』
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しての取組を進めるための方策について』
杉崎弘周，物部博文，上地勝，藤原昌太，山田浩平，森良一，横嶋剛，上田誠治.2019.『一般の教
員の保健・安全に関する対応の課題並びに養成課程におけるニーズ 養護教諭への調査結果から
（学
校保健研究 一般社団法人日本学校保健学会 第 66 回学術大会）
物部博文，杉崎弘周，上地勝，藤原昌太，山田浩平，森良一，横嶋剛，上田誠治.2019.『一般の教
員の保健・安全に関する対応の課題並びに養成課程におけるニーズ 学校長への調査結果から』
（学
校保健研究 一般社団法人日本学校保健学会 第 66 回学術大会）
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エジプトにおける日本型特別活動定着に関する一考察
―― 学校観の相克がもたらす影響を考慮して ――
佐 藤

環＊

(2021 年 10 月 22 日受理)

The Acceptance of the Extra-Curricular Activities of Japanese Style in Egypt
Tamaki SATO

キーワード：特別教育活動・特別活動，エジプト，日本型特別活動，学校観の相違

戦後日本の特別活動は、当初、個人の生活指導という性格が強かったものの 1950 年代後半より集団指導に力点を置くよ
うになり、さらに家庭との連携、進路指導、交通安全指導など守備範囲が拡大していくとともに、道徳指導の徳目も主体的・自
発的に育つことを期待して実践されている。アラブ諸国では 21 世紀に入ってから日本で行われている生徒指導領域の特別
活動（トッカツ）を導入する試みがなされていく。エジプトでは、教育省と JICA により 2015 年より小学校 2 校に日直当番、掃
除などの日本型特別活動を実施し、順次その実施校を増加させる予定であり、道徳やしつけの涵養を図る制度としての日本
型特別活動に大きな期待が寄せられた。しかし、エジプトの教育省関係者や研究者から保護者や子供から批判があがるだ
ろうと指摘する。その最たる理由は掃除をさせることにあり「子供を働かせるべきではない、子供がやるべきことではない」と
の認識がエジプトの学校文化であるとした。それは学校を「学問の場」とするか「生活を通して学ぶ場」とするかという学校観
の相克であり、文化・伝統の問題でもある。エジプトで試みられている日本型特別活動が定着するためには、学校文化の変
容が必要となると思われる。

はじめに
21 世紀に入ってからアラブ諸国では教育改革の一環として日本の教育課程、とくに教科外活動で
ある特別活動を自国の学校に導入しようとする傾向が見られるようになった。アラブ首長国連邦の
アブダビ首長国、サウジアラビア、エジプト・アラブ共和国（以下、
「エジプト」と表記する）では、
教室の掃除、学校給食などを導入し、高い道徳性、集団における合意形成や規律を守る態度などの
涵養が期待されていると言う。そしてエジプトにおけるパイロット校では、手洗い、日直当番、掃
――――――――
*茨城大学教育学部
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除など日本で行われている各種活動の実践を開始した。日本型特別活動が道徳やしつけを涵養する
ことに期待が寄せられたからである。しかしその反面、学校文化、伝統の違いから日本型特別活動
は自国に定着しないのではないかとする見方もある。
本稿では、アラブ諸国のうちエジプトの学校における日本型特別活動定着の可能性について考察
したい。前述のように日本型特別活動について高く評価して積極的に導入すべきとする見方とエジ
プトの学校文化になじまないので定着は困難とする見方があることを踏まえ、まず日本の学校教育
課程における特別教育活動・特別活動の歴史的経緯と性格を明らかにし、次に導入する側のエジプ
トの教育制度、教育事情、日本型特別活動導入についての議論を述べ、それらを基に日本型特別活
動定着の鍵を握る学校観の違いを指摘してその可能性を考える。

教育課程における特別教育活動・特別活動の導入と展開
1．教育課程における生活指導領域の黎明
第二次世界大戦後の生活指導は個人の自主性と民主主義を目標に掲げた。1946 年の米国教育使節
団報告書や新教育指針により討議型学習や自治活動が奨励され、男女平等・男女共学を前提とした
集団活動が行われることとなる。1947 年の学習指導要領一般編（試案）では、学校における生活指
導の中心を「自由研究」に置いた（新制高等学校は 1948 年から実施）
。この「自由研究」時間に行
われる教育活動は、教科の発展として行う活動、クラブ組織の活動、児童生徒が学校・学級に対し
て担う責任を果たすための活動の 3 種類が示唆されていた
（日本近代教育史事典編集委員会,1971）
。
当時の生活指導の理論は米国のガイダンス（個人に対する直接的助力）の考え方に立つ。学校に
おけるガイダンスが組織的・継続的に行われるためには、学校における学年・学級の各段階の児童
生徒を対象にガイダンス・プログラム（指導計画）を作成し、その指導計画に従って児童生徒の特
殊な要求を直接扱う指導と専門的支援とが併用される。ガイダンスの主要領域は、学業上の問題、
職業に関する問題、家庭や友人など人間関係上の問題、健康上の問題、健康上の問題、経済上の問
題、余暇利用の問題などである。文部省は 1949 年に『児童の理解と指導』
、
『中学校・高等学校の生
徒指導』を公刊したが、それらは個人指導に力点を置き、集団指導は個人の問題を解決するための
一つの方法として考えられていたので、指導要録の整備やカウンセリング等の治験的活動が強調さ
れた。
だが、学校現場では学校及び学級経営の立場から集団の指導に対する指導に関心が集まっていた
が理論と実践との間の垣根は高かった。1951 年の改訂学習指導要領は、この垣根を低くすることを
狙ったものであったので「自由研究」が廃止となり、生活指導の領域については小学校では「教科
以外の活動」
、中学校では「特別教育活動」と呼称されるようになった。これらに含まれる内容は、
学校の経営や活動に協力・参加する活動と、学級を単位とする活動の 2 種類があり、具体的には児
童・生徒会、委員会、児童・生徒集会、奉仕活動、学級活動・ホームルーム、クラブ活動が挙げら
れた。つまり、生活指導の中心が個人へのガイダンスから集団指導へと移行したのである。
2．個人の生活指導から集団による生活指導へ
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サンフランシスコ講和条約による独立後の日本においては、米国輸入の理論ではなく戦前期から
の教育実践の蓄積を踏まえていこうとする機運が生まれた。典例は 1951 年に無着成恭が刊行した
『山びこ学校』であり、子供たちが現実生活で経験・見聞したことを作文として表現させることに
より、教師は生活と対峙した個々の子供の感覚・認識・感情の動きを知り、子供たちの綴り方作品
を学級集団に提示してその内容について話し合い、教師の指導により一定の好ましい生き方を学級
全体のものとしようとする手法は当時の全国の教員に影響を与え、
『学級革命』など多くの実践記録
が刊行されるとともに生活指導の定式化をもたらした。1957 年の教育研究全国集会において、生活
指導の方式は、①学級の中に何でも言える情緒的許容の雰囲気づくり、②生活を綴る営みを通して
一人一人の子供の真実を発言させること、
③一人の問題意識を皆の問題意識とする仲間意識の確立、
としてまとめられた。このような生活指導の考え方は、ただ単に教科以外の教育活動に適用される
だけではなく、教科指導においても大きな影響を与えた。
個人の指導から集団指導へと力点が移動していく過程で、旧社会主義国の集団主義理論も注目さ
れた。その特色は、個人の人間的要求を内面から自然に発展させそれを集団活動へと組織するので
はなく、教師側から児童生徒の学習や生活に関する要求を提示しそれを支持する活動分子を核とし
て児童生徒をまとまったスタイルと意志を持つ集団に組織しようとするものである。このような生
活指導実践を教育運動として展開するために、1959 年に全国生活指導研究協議会が組織され核づく
り・班づくり・集団規律などの方法を検討し、宮坂哲文や小川太郎などが著作や論争により広める
ことになった（日本近代教育史事典編集委員会,1971）
。
3．道徳教育との関係
生活指導が人間としての生き方に関わる領域であるとすれば、道徳教育との密接な関連が生まれ
る。この場合、道徳の考え方が個人の自主性を超えた要請であれば、民主的な生活指導との関係に
矛盾が生ずる。この悩ましい問題は当然ながら既に占領期から起こっており、政府は教育課程審議
会の答申「道徳教育振興方策」に基づき 1951 年に「道徳教育のための手引き書要綱」を発し教科外
活動においても道徳教育に力を入れることが明示された。
1958 年の学習指導要領により教育課程は各教科・道徳（小学校、中学校）
・特別教育活動・学校行
事等の 4 範疇で編成されることとなった。このとき、生活指導は最も基礎的なものとして捉える立
場からは範疇区分が人為的であると批判したが、他方、特設道徳を設置すべきだとする立場からは
生活指導は多様な活動を含む漠然とした概念であるからそれだけで道徳教育の徹底は不可能で児童
生徒の道徳性を内面的自覚にまで深めるには「道徳」の時間を設け組織的な指導計画をたてる必要
があると主張した。文部省は後者の見解を是として 1964 年以降、
「生活指導」という名称を用いる
ことなく「生徒指導」という用語に統一し、その性格を明らかにするための手引き書や資料を提示
した（日本近代教育史事典編集委員会,1971）
。
4．生徒指導における新たな役割の附加
1960 年代の高度経済成長政策により、脱農業化による地域コミュニティの力の減退、過密地域の
問題、受験の熾烈化などにより、児童生徒の生活環境に大きな変化が生じ、それが学校における生
徒指導にも取り上げられるようになった（日本近代教育史事典編集委員会,1971）
。
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第 1 点、家庭教育の振興。人口流動が増大するとともに主婦労働（いわゆる共働き）が一般化し
てくると、家庭教育の機能が低下するとされ、それを補強するために「期待される人間像」
（1969 年、
中教審答申）により家庭の理念を強調するほか、
「教育正常化」の標語によって「学習は学校、家庭
はしつけ」という区分を明確にしようとする試みがなされたけれども、夫は仕事・妻は家庭を守る
という二元論的家庭に社会的・経済的条件が復すことがなかったので、むしろ保育所の設置・増設
や遊び場の確保が先決であるとする意見も出てきた。
第 2 点、進路指導。1958 年の改訂学習指導要領により、進路指導が中学校の特別教育活動のなか
に毎年 40 時間以上行われることとなったが、後期中等教育が多様化していくにつれ重要度が増し、
1968 年の「中学校教育課程改善についての中間まとめ」では、進路指導を学級のなかでより効果的
に行うべきとされた。進路指導のスタンスとして、真に個性を伸ばすという理念優先になるのか、
進学とは限られたパイを巡るゼロサム・ゲームであるから諦めさせる指導になるのかが注目された。
第 3 点、交通安全指導。当時、自動車の普及が飛躍的に増加したため、児童の死亡原因首位が交
通事故死となったので交通安全指導が重視され、1967 年の「小学校教育課程の改善についての中間
まとめ」に安全指導等が挙げられた。
第 4 点、集団指導のための儀式。学校行事として教員・児童生徒すべてが参加する式典について
公式に指示したのは初代文相の森有礼であり、彼は「紀元節、天長節、大祭日ニ当リテハ祝賀ノ式
ヲ挙ケ崇敬歓載ノ意ヲ表セシメ継キテ之ヲ一般ノ父兄ニモ及ホス」と述べた。その後、御真影の下
賜と教育勅語謄本の下附が森有礼の指示を推進し、学校儀式は明治期後半以降、特に 1900 年の小学
校令施行規則に「紀元節、天長節及一月一日ニ於テハ職員及児童、学校ニ参集シテ左ノ式ヲ行フヘ
シ 一、職員及児童君カ代ヲ合唱ス 二、職員及児童ハ天皇陛下皇后陛下ノ御真影ニ対シ奉リ最敬
礼ヲ行フ 三、学校長ハ教育ニ関スル勅語ヲ奉読ス 四、学校長ハ教育ニ関スル勅語ニ基キ聖旨ノ
在ル所ヲ誨告ス 五、職員及児童ハ其ノ祝日ニ相当スル唱歌ヲ合唱ス」という規程により学校に定
着していった。
さて、1958 年の改訂学習指導要領から各教科、道徳（新設）
、特別教育活動、そして学校行事等
が明示され 4 範疇の編成となったが、
「学校行事等」は小中高校では若干の行事の種類に違いがある
ものの、儀式、学芸的行事、保健体育的行事、遠足、修学旅行、学校給食、その他（学校行事等の
目標を達成する教育活動）を適宜行うとなっている。1967 年に「建国記念の日」が制定されて以後、
地域社会の力が逓減しているなかで国民統合のシンボルの必要性は政策的に重視されたので、学校
における儀式の位置は重要視されていった。
第 5 点、非行対策。社会変動により増大したいわゆる非行に対して、学校全体で一丸となり対応
する必要性は 1965 年の「生徒指導の手引き」に示されており、学校の内外を含めた非行対策の組織
化は逐次整備されていく。
「生活指導」から「生徒指導」に名称変更がなされたのは前述したが、
「生徒指導」は 1968 年の
学習指導要領改訂以降、学級（小・中）やホームルーム（高）の担任が年間にわたり計画的に指導
するものとして設けられた特別活動の「学級活動」や「ホームルーム」の主たる内容で、それは児
童生徒の個人及び集団のあり方、学業生活の充実、進路の選択決定、健康且つ安全な生活などを指
導するものである。それらによって、学校の全体的な生徒指導を集約し、その成果を全校的に拡充
させようと試みられる。生徒指導と同様に道徳教育は学校の教育活動全体を通して行われるものだ
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が、その実践については特別活動に期待すること大である。と言うのも、特別活動は児童生徒が集
団活動を通して自発的且つ自主的に行動していくように指導していくことが原則だからである。例
えば、学級会や委員会の活動、係や委員の役割分担としての仕事や話し合い活動は、責任遂行、仕
事に対する誠実さ協力性、集団としての自覚、社会性の涵養など、道徳指導の徳目となるものが自
発的・自主的に育つことを期待して指導がなされている（細谷・奥田・河野・今野,1990）
。

エジプトにおける「トッカツ（特別活動）
」導入の取り組み
アラブ諸国では 21 世紀に入ってから教育部門における日本の取り組みを導入するようになった。
アラブ首長国連邦のアブダビ首長国ではアブダビ首長国皇太子の要望により、2006 年から日本人学
校に現地の子供たちを受け入れている。約 20 名の現地の子供が約 50 名の日本人の子供とともに授
業が行われている。小川正弘アブダビ日本人学校長はこのシステム導入をした当局が「
（現地の）子
供が日本のマナーを学び、高い学問的なパフォーマンスを達成できることに満足している」とし、
日本人学校でありながら現地の子供に対して質の高い教育を提供していることが評価されている。
また、サウジアラビアの小学校でも 2009 年に Middle East Satellite 上で日本の特別活動が取り
上げられた後、教室の掃除や学校給食が導入され、高い道徳性や規律遵守などを身につけることが
期待されている。アラブ首長国連邦やサウジアラビアにおけるこれらの取り組みは、アラブ地域に
おける日本型学校教育導入の先例であり、エジプトでの日本型特別活動導入の契機になったと推察
される。
1．エジプトの学校制度
エジプトの学校制度は日本同様、初等教育 6 年、前期中等教育 3 年、後期中等教育 3 年、高等教
育 4 年の「6-3-3-4」制で、義務教育期間も日本と同様に初等学校（小学校 1 年：6 歳）から前期中
等学校（中学校：15 歳）の 9 年間である。イスラム圏の国であるため学校の類型としては、世俗教
育を行う学校とイスラムの宗教系学校（アズハル機構）が存在する。学校での教授言語は多くの学
校ではアラビア語だが、政府言語学校（Official Language School）では理数科目を英語で教える
ほか英語特別授業も実施されている。世俗教育を行う前期中等学校は、
「一般」
・
「職業」
・
「スポーツ」
の 3 類型に分かれている。初等から後期中等学校まで 1 クラスあたりの児童生徒数が多く、この過
密状態解消が教育課題の一つとなっている。
エジプトの学校教育の特色は、以下の 2 点である。
第 1 点、各学校段階の修了認定で実施される試験制度。初等学校では卒業認定試験がありこの試
験に合格することが前期中等学校への入学要件となっている。
この試験に 2 年間合格できない者は、
職業中学校へ進学するか、それ以上の教育を受けないかの選択を迫られる。中等教育段階において
も進級試験・卒業試験が実施されているので、試験で良い結果を残すため如何に効率よく学習する
かといった試験のための勉強、つまり知識習得型学習という考え方が根強く支持されている。エジ
プトの大学への入学選抜であるが、大学毎に課される入学試験は基本的にないけれども、後期中等
学校 2・3 年の学年末にエジプト教育省が管理する国家試験を受験し、この 2 回の試験の平均点が
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大学入学者選抜の評価対象となる。このように学校教育においては学力重視の傾向が強く表れてい
る。
第 2 点、教員の質について。学校教員はその給料の低さから学校での授業を早く切り上げ、個人
で非公式の家庭教師であるとか塾を経営するなど副業の常態化が問題となっている。教員の副業を
エジプト教育省は禁止しているけれども、学力向上を熱望する生徒やその保護者の切実な要望と、
より高い給料を得たいとする教員側の要望が併存しているため、このような関係をなくすことは現
段階においては困難である（中島,2017）
。
2．日本型特別活動の導入
エジプトでは日本で実施されている特別活動が注目され、2015 年よりモデル校においてパイロッ
トプログラムが導入された。その背景として、エジプトにおける急速な人口増加、不安定な社会・
経済状況により、高い失業率やイスラム過激主義の増加などへの対応が喫緊の課題となっていた。
このような状況を踏まえ、エジプト政府から日本政府に対して、教育・高等教育分野における協力
要請があり 2016 年に「エジプト日本パートナーシップ」が首脳間共同声明の付属文書として発表さ
れ、両国間のパートナーシップの強化が目指された。そこでは 5 つのテーマに関して協力が求めら
れ、その中に「基礎教育段階において、日本の教育における特徴的な要素である『特別活動』をエ
ジプトの公立学校でも導入する」ことが含まれた。これに従ってエジプトの基礎教育における子供
たちの規律、道徳心や協調性を養い知徳体のバランスがとれた人格形成を目的としたプロジェクト
である「Tokkatsu+」が JICA の支援により実施されている。このプロジェクトの対象校は 2017 年 3
月時点で 12 校であるが、今後 200 校に増加させる計画を立てた。
JICA とエジプト教育省は 2015 年 10 月から小学校 2 校において、手洗い、日直当番、掃除、体力
測定、5 分間の計算ドリル補習など、日本で行われている 10 の活動を試行した。翌 2016 年度から
アフリカ最大の都市圏である大カイロ圏の 12 の学校で実施され既存と新設の学校において拡大さ
れていった。エジプトの高等教育大臣は 2017 年度終了までに日本型特別活動導入学校を 100 校に、
プロジェクト最終年には 212 校に拡大することを想定した。日本型特別活動は、2017 年度に特別活
動プログラムに準拠して改善された学校建築基準に従って建設された 45 校において実施され、残
りの 55 校は現存校舎改築後に開始することとなった。教員の条件として新たに、英語を話すこと、
私的チュータリングは禁止、学校の始まりと終わりには教室に顔を出すこと、教育の専門家として
生徒の運動・技術や心理的事柄に関心を持つ、学校がある地区内に居住することが挙げられた。
Hilali Al-Sherbini 教育大臣は特別活動について、
「生徒間の集合的作業、掃除や課外活動を通
じた包括的な生徒の発達を意味する言葉であり、各学年によって異なる子供の能力の向上を目途と
する取り組みである」
と説明し、
①問題解決における子供間の協力を通して学校での差別を減らす、
②子供の教育レベルの改善、③子供同士の良好な関係や学校への愛着を発展させる、④学習意欲の
増進、⑤社会の発展を促進する、⑥自尊心と自信を増進させること、を期待した（中島,2017）
。
3．日本型特別活動への賛否
エジプトは 1952 年のエジプト革命により共和国となって以降、中東戦争や湾岸戦争、さらには通
貨不安による経済の疲弊などが襲った。1950 年代のナセル大統領時代に社会主義改革計画の一部と
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して大学を含む教育の無償化が行われ大衆の教育への意欲を喚起したが、硬直的な政府官庁や訓練
に乏しく給料が低いため教員のレベルが向上せず、学校教育が充分に機能しなくなっている。特に
公立学校では、教室における生徒の詰め込み、時代に適合しなくなったカリキュラム、設備の老朽
化が問題として広く認識されている。このような教育事情を打破する方策の一つとして日本型特別
活動が期待されることとなる。
ただ、日本型特別活動に対して諸手を挙げて賛成している訳ではない。Reda Hegazi エジプト教
育省教育開発局長は、日本が道徳やしつけを涵養する制度を創出・運用しており日本型教育モデル
をエジプトに導入することは教育・評価の発展に大きく貢献する可能性があり、子供のしつけを促
進する生産的で魅力ある学習環境を創造し、それは暗記よりも子供の理解や批判的思考力を測定す
る評価制度を備えたものになるとして教育評価の面からも期待を寄せた。しかし、エジプトにおけ
る日本型モデルの適用は「特に人間性に関するカリキュラムが隠されると言うことを意味しない」
とエジプトにおける教育の伝統や文化にも一定の配慮が示され日本型特別活動を導入することに批
判があることを示唆する（中島,2017）
。
まず、エジプトが持っている学校文化、すなわち学校は学問をする場所であるという意識が根強
いため日本型特別活動導入に対しては、学校で子供に掃除をさせることが含まれているため間違い
なく保護者や子供から批判が上がると Ibrahim Farag アンシャムス大学准教授は指摘する。JICA も
同様の懸念を持っていたが、
「子供を働かせるべきではない、
（学校での掃除は）子供もがやること
ではない」という考え方から当初は保護者の反対の声が上がったが、子供が家庭でも掃除をしはじ
めたことで理解を得られるようになった、つまり、学校での活動が家庭における行動に結びついた
ので保護者から一定の理解を得たと言うのである。
次に、教員の現状からの批判がある。本当の教育活動は学びを求める真剣な教師と子供たちとで
開始されるのだが、エジプトの教員は低い給料のため学校での活動に熱心ではなく何万ポンドも得
られる副業の個人指導に流れているので、日本型特別活動を推進できるような教員の育成が必要な
のだが学校現場ではその養成への理解浸透は難しい。
そして、文化論からは、日本とエジプト双方はそれぞれ独立した世界や文化のなかで生きている
ことから他国の経験は参考にならないしモデル移転は必要とされないと批判する。国家における教
育はその国のアイデンティティ、
文化や歴史の一部でありそれらは全てつながっているものなので、
日本型モデルを用いることはエジプトが持つ固有の文化からして求められた結果を達成し得ないだ
ろうと言い、他国の成功している制度をもとにして自国の教育文化に適用することに慎重な姿勢を
とろうとする。また、エジプトの学校教育は、教員の水準が低く学校やカリキュラムの劣悪さが存
在し、さらに暗記を推奨して詰め込み主義の教育を繰り返してはいるが、同時に先人たちにより問
題解決能力を獲得し自立性を涵養しようとする様々なカリキュラムが提起され続けてきた実績があ
るので新たに日本型特別活動が推進されることに疑問を呈している。
日本では、エジプトでは掃除や給食などの日本型特別活動が高く評価されエジプトの教育改善に
資することが期待されている旨の報道が多い。一方、エジプトの教育省関係者や現地研究者は日本
型特別活動を評価しているものの、エジプトでは限られた学校での取り組みは別としてその一般化
については悲観的である。エジプトの教育は、学力重視が広く普及しており、空いた時間を「副業」
に充てて憚らない教員文化や老朽化が進行する学校施設設備などの課題が山積しているだけでなく、
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教育改革が遅々として進まない状況にある。日本型特別活動導入はそれに風穴を開けて改革してい
こうとするものであるが、日本型特別活動の一般化はエジプトの教育文化を変容させていくことを
意味し、そのためには学校は勿論、家庭や地域社会、教員養成大学など幅広い層が日本型特別活動
を受容する必要があるのだが、そこに到達するにはあまりにも多くの課題を克服しなければならな
いだろう（中島,2017）
（脇田,2020）
。

学校観の相違による教科外活動の位置づけ
学校という存在をどのように捉えるか。つまり学校観は、時代、文化、宗教、地域などによって
異なる。大別すれば、学校を「学問・勉強をする場所」と捉える考え方と、学校を「生活を通して
学ぶ場所」と捉える考え方の二つになろう。
学校を学問・勉強を行うところであるとする考え方は古典的ではあるが、ここでは子供と労働の
関係から述べてみよう。20 世紀のフランス現代歴史学の潮流のひとつにアナール学派がある。この
学派の特色は、戦争などの政治的事件を中心とする事件史や、高名な人物を軸とする人物史の歴史
叙述が主流であった旧来の歴史学を批判し、それまで看過されていた民衆の生活文化などに注目し
たことである。また民衆の生活に注目する社会史的視点を基とした研究に加えて、人類学・経済学・
統計学・言語学などの専門分野間の交流が推進され研究成果を積極的に受容したため学際性の強さ
もアナール派の特徴と言える。アナール学派のフィリップ・アリエスは 1960 年に『子供の誕生』を
発表し近代以降の子供観の形成を研究した。
日常生活の底に流れる感情、
生と死に関わる態度など、
それまでの人々が目を向けようとしなかった領域に目を向けたのである。
彼は子供の服装に着目し、
中世では子供の服装デザインが大人と同じであったものが近代になると大人とは異なるデザインの
ものへと変化したことを指摘し、中世では子供も大人に伍した労働力と見なしたのに対して近代に
なると子供は労働から解放されて大人時代と区分され子供時代を表象する服装となったと考える
（アリエス,1980）
。労働から解放された子供は時間（暇）を手にしたが、その時間を学校で学問に
勤しみ勉強することを要求されるようになる。J.ルソーは近代教育学に大きな影響を与え、特に「子
供時代」の発見者として消極教育を提唱したが（佐藤,2020）
、それは大人とは異なる労働から解放
された子供に対しての新たな教育方法の提案であったのかも知れない。つまりこの系譜は、学校は
「労働から解放された」子供が学校で学問・勉強するのであって、学校で労働を課すことは馴染ま
ないし子供の学問・勉強を阻害するという認識となる。
他方、学校は生活を通して学ぶ場所であるとする立場は洋の東西を問わず存在する。特に近代教
育学の父と評されるペスタロッチは「生活が陶冶する」と喝破し、それまでの暗記中心の教育に対
して新たな教育的視座を提示し、教育学に大きな影響を残した。その後、この思想はプラグマティ
ズムの思想家が発展・普及させた。日本においては、寺院が学問・教育の淵源である。学校、特に
初等・前期中等教育が知識習得を主とする学問・勉強のみならず、集団活動、座作進退にも留意し
て展開されるが、それは歴史的にみて寺院が持つ学問・教育の文化を継承していると考えられる。
日本の仏教の主たる流れは、法華信仰、密教、浄土教信仰、禅宗である。法華信仰は大乗仏典の法
華経への信仰に発し大乗仏教以前の部派仏教（小乗仏教）の段階では修行を経た人間のみが悟りを

- 148 -

佐藤：エジプトにおける日本型特別活動定着に関する一考察

開いて仏になることができると説いたのに対して、法華経では誰もが仏になれると説かれている点
を強調する。法華信仰は天台宗や日蓮宗においてその中核をなすが真言宗にも取り入れられ禅宗な
どもある程度影響を受けている。密教はインドでの大乗仏教発展の最後の段階で生まれ、仏教信仰
が土着のヒンドゥー教と習合して生まれ、神秘的な力を駆使することが特徴で様々な儀礼・修法が
開拓された。
密教の立場からは他の大乗仏教は未だ秘密の教えに到達していない顕教と捉えている。
浄土教信仰は、来世信仰の一つで死後に西方極楽浄土に生まれ変わることを願うもので、浄土宗、
浄土真宗、融通念仏宗、時宗、そして黄檗宗に引き継がれた。これら法華信仰、密教、浄土教信仰
は公家や武家をはじめ庶民にまで浸透したのに対して、禅宗は瞑想の実践、つまり座禅により精神
的安定や生活規範として機能し他の 3 流とは異なり現世利益や浄土への往生といった実利的効果を
もたらすものではなく平安末から鎌倉期に台頭した武士に好まれ、茶道、華道、武士道に影響を与
え日本独自の文化形成に寄与した（島田,2012）
。これらの底流にあるのは「生活即修行」であると
する考えであろう。特に厳しい修行を要求した曹洞宗は食事を作る・食べる作法をはじめとして日
常生活自体をも修行と捉えた。そして修行の要諦は「掃除」と「勤行（読経・回向）
」
、現代に即し
て言うと「環境整備」と「勉強」である。江戸期においては江戸幕府直轄校の昌平黌、武士のため
の藩校、藩認可の郷校、私立の私塾や寺子屋といった教育機関が叢生したが、地域の教育を担って
いた寺子屋の師匠は武士（浪人含む）
、僧侶、神主などの地域名望家層であった。寺子屋は読書算を
教授したとされるが、実際は算術を教えることは限定的で手跡すなわち習字や経書の素読という身
体を動かして知識を受肉化することに力点が置かれた。明治初年の小学校創設時に既存の寺子屋を
小学校と見なすことが多かったことは、
その後の小学校の性格形成に影響を及ぼしたと推察できる。
明治政府は 1869 年 2 月に「府県施政順序」を発し「小学校ヲ設ル事」とした。そのため小学校は寺
子屋や私塾などを利用して設置することを計画したのだが、類型として①寺子屋・私塾を基礎とし
ない型、②寺子屋・私塾を基礎とする型、③半ば寺子屋・私塾を基礎とする型、が想定された。1870
年 2 月に「大学規則」
・
「中小学規則」を定めて小学は大学進学を前提とする予備教育機関、つまり
エリート育成の学校にしようとしたが現実的ではなく庶民対象の学校とエリート養成の学校を併存
させようとした計画は実現を見なかった。1872 年に太政官から出された学制により日本の学校制度
は小学・中学・大学の単線型学校体系を想定した。この学制は当時の先進諸国の制度をモデルにし
た机上のプランであり、旧来の諸学校を全廃して徐々に学制に準拠していく方針だったのだが、実
際には寺子屋・私塾・藩校など旧教育機関の校舎や教員等を継承することが多く（皿田,2013）
、小
学校創設期の教員は寺子屋・私塾の教員を充てることが一般的であるので、近代以前の子供への指
導は学問教授のみならず生活指導までも含むのだという考え方が近代に継承され学校文化となって
いると考えられる。

結語
本稿では、日本の学校教育課程で重要な位置を占める特別活動が、教育文化も異なる外国に輸出
されその国で定着していくのかを考察した。
戦後の特別教育活動・特別活動の性格を形成した歴史的経緯であるが、学校が子供の生活指導を
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行うことについては米国のガイダンス理論を導入したため個人の指導に重きを置いたものであった
が、米国流のスタンスが日本の教育事情に適合せず、サンフランシスコ講和条約以後は集団指導に
力点が置かれていった。1958 年の改訂学習指導要領の教育課程が各教科・道徳（小中）
・特別教育
活動・学校行事等で編成されたおり、
「生活指導」
は多様な活動を含む漠然とした概念であるとされ、
1964 年以降、
「生徒指導」に用語が統一された。高度経済成長期に地域コミュニティ力の減退、核
家族化による弊害や受験の過熱化など児童生徒に関わる諸問題も複雑化・深刻化していった。それ
らに対応しようとする学校は、家庭との連携、進路指導・交通安全指導の充実、儀式による集団教
育、非行対策など、学校の受け持つ守備範囲は拡大していったが、特に教科以外の教育活動が大き
くなった。
このように特別教育活動・特別活動は集団活動、徳目の涵養を目的として学校における生徒指導
の要として定着した。21 世紀になってアラブ諸国はこの特別活動に着目し導入しようとする。本稿
で取りあげたエジプトでは、子供の規律、道徳心、協調性を培い知徳体のバランスがとれた人格形
成を目的として日本型特別活動導入のパイロットプログラムが立ち上がり、2017 年に 12 校が導入
し、今後 200 校程度に増加させようと計画する。先行して実施された学校では、掃除、学級活動や
給食などの日本型特別活動を高く評価しているとの報道がある一方、エジプトの教育省関係者や現
地研究者は懐疑的な見解を示すことが多い。エジプトでは学校は学問の場であるとして学力重視が
広く浸透し、教員は低賃金の埋め合わせとして勤務外の副業に力を入れる文化があるほか、学校施
設設備は老朽化し改修は進んでいない状況のなかで、日本型特別活動導入が成功したのはごく一部
の限られた学校である。日本型特別活動の一般化には学校だけでなく家庭や地域社会、教員養成大
学など幅広い層が日本型特別活動を受容するまでになることが必要だが、そこまでに達するには多
くの問題を克服せねばならない。
エジプトでの日本型特別活動導入、つまり他国の教育システムを自国に導入・定着させることが
何故困難なのか。それは、学校観の違いに求められる。学校に対する考え方は大凡「学問・勉強を
する場」と「生活を通して学ぶ場」に大別できる。前者は古典的な考えであり、中世から近代にか
けて子供が労働から解放され時間（暇）を持つようになり、子供にはその時間を学校で勉強するこ
とを要求するのである。つまり「労働から解放された」子供が学校で学問・勉強を行うのであり、
学校で掃除等の労働を課すことは子供の学問・勉強をする権利を阻却するというものである。対し
て後者は、これは日本における学校文化でもあるが、学問する時だけでなく行住坐臥を重視し日々
の生活そのものが学びであると考える。このように異なる学校文化の伝統が各国・各地域に存在す
るため、日本型特別活動というシステムがどの程度までエジプトに定着するのかは、今後注視して
いく必要がある。
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学習評価の際に 1 人 1 台端末を使用する体育科授業の開発
渡 辺 杏 二＊ ・ 小 林 祐 紀＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Development of Physical Education Classes Using One PC for Each Student for Evaluation
Kyoji WATANABE and Yuki KOBAYASHI

キーワード：1 人 1 台端末，学習評価，体育科授業，フォーム，動画ポートフォリオ

これまで、体育科授業の評価は主に観察と学習カードにより行われてきた。しかし、指導の充実を図りながら適切に観察
することは難しく、公正に評価したり評価を指導に生かしたりすることができなかった。また、学習カードは、作成したり毎時
間回収して評価・集計・分析したりすることに多くの時間と労力が必要だった。そこで本研究では、GIGA スクール構想の実現
によって整備された１人１台端末を使用して適切に評価を行い、児童にフィードバックすることで児童自身が技能の高まりを
実感することができる授業開発を目的とした。開発した授業では、従来の紙で行っていた振り返りカードについて１人１台端
末を用いたフォームを使った評価に置き換え、教師の観察と記憶に頼っていた評価を、動画を撮影し保存する動画ポートフ
ォリオに置き換えた。結果として、フォームについて 85.7％、動画ポートフォリオについて 95.2%の児童が、技能を高めるため
の学び方として肯定的な評価であった。また、自由記述から、フォームにより授業の反省点を次の授業に生かすことができ
たり、動画ポートフォリオにより技の出来栄えを繰り返し見て確かめることができたりするなど、自分にできることやできていな
いことを明らかにすることができるという点で有用であることが明らかになった。

はじめに
教育施策としての GIGA スクール構想
これまで、政府の未来投資戦略 1)等の政策により、データ駆動型社会への移行が進められてきた。
Society5.0 の実現に向けて各省庁が取り組みを進める中、文部科学省も「教育の情報化加速化プラ
ン 2)」や新しい「教育の情報化に関する手引 3)」を作成するなどして教育の情報化を進めてきてい
る。令和元年には、
「安心と成長の未来を拓く総合経済対策 4)」が閣議決定され、GIGA スクール構想
が実現に向けて動き出した。令和 5 年度までに整備する予定だった 1 人 1 台端末は、学びを保障す
る環境の早期実現のために前倒しされ、令和 2 年度から、全国の小中学校において 1 人 1 台端末環
――――――――
*鹿嶋市立鉢形小学校、**茨城大学教育学部
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境下での新しい教育活動がスタートした。これにより、これまで全校児童で共有していた端末とは
異なり、いつでも、どこでも ICT 機器を利用することができるようになった。また、超高速インタ
ーネット及び無線 LAN の整備により、負荷なくインターネットを利用することができるようになっ
た。明治初頭の学制発布以来続いてきた教科用図書、鉛筆やノート、黒板とチョークを用いた学び
方が、今まさに大きく変わろうとしている。しかし、環境が整ったものの、これまでの教育実践の
蓄積が少なく、
「何ができるのか」
、
「どう使えばいいのか」等、教育活動に生かすことができていな
い現状が見られる。このような今日的な課題から、GIGA スクール構想 5)が実現に向けて動き出した
今、1 人 1 台端末を使用した授業開発を行うことは意義深いと考えた。

勤務校における児童の実態
第一筆者の勤務する鹿嶋市立鉢形小学校は、茨城県学校体育研究推進校として 3 年目、国立教育
政策研究所の実践協力校として 2 年目となる体育研究を進めている。昨年度までに ICT の効果的な
活用により児童の資質・能力を高めることをねらってきたところ、研究の取り組みとともに児童の
資質・能力の向上が見られ、およそ 9 割の児童が資質・能力に関する質問に肯定的な回答をしてい
る。また、成果を上げるために ICT を利用することが効果的だと考える児童の数は大きく伸びた。
また、児童に育まれたと思う資質・能力等について教員への意識調査を実施した。その結果、教
員は、
児童の資質・能力の中でも表現力を育成することに課題を感じていることが明らかとなった。
児童を対象にした調査結果と比較すると、確かに表現力の育成に課題が見られるが、教師が考える
ほど児童は、技能の高まりを実感することができていないことが見出された。

体育科授業の現状と課題
web 上にある過去 5 年以内の体育科学習指導案を検索し、25 本の実践 6)から、単元の学習中にど
のような方法で評価しているのかを観点別に調査した。その結果、全ての学習指導案が観察、学習
カードにより評価を行っていることが明らかになった。また、技能の評価は観察に頼る傾向が見ら
れ、思考の評価には学習カードが多く用いられていた。検索した全ての指導案は、観察による評価
を行っていたが、用紙への記録や発言の聞き取りなど、様々な方法が用いられていた。また、近年
の指導案では、観察のために動画を撮って保存する ICT を用いた評価方法が確認できた。
この調査から、一般的な体育科の指導は、観察や学習カードによる評価が多く用いられることな
ど、第一筆者がこれまで実施してきた指導と同じ傾向が見られることが分かった。
「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改
善等について」
（文部科学省 2019)7）には、学習評価について「評価結果が児童生徒の具体的な授業
改善につながっていない」と課題が指摘されている。また、教師が評価のための「記録」に労力を
割かれて、指導に注力できない」とも書かれている。これらの指摘は本校の昨年度までの研究にも
あてはまる。このことから、学習評価を具体的な授業改善につなげることや、労力が少なく効果の
ある学習評価の在り方を検討することが重要だと考えた。

(1) 「観察」における課題と改善策
これまでの体育授業は、最も観察に頼って評価を行ってきた一方で、安全指導や技能指導、
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個に応じた指導といった指導へのニーズも高まっており、指導に注力するほど観察に目が行き
届かなくなる問題を抱えている。目が行き届かない観察は、公平な評価にはなりえず、児童へ
の適切な指導につながらない。これまで、複数の教員で指導にあたったり、めあてを明確にし
て見取る場面を絞ったりするなど授業づくりの工夫を行ってきたが、1 人 1 台端末を使用した
評価を行うことで、これまでの観察に頼る評価方法を改善できることが考えられる。例えば、
授業中教師の目視で行ってきた観察による評価は、撮影・保存して見返すことができるように
することにより授業時間に指導に注力することができると考えた。また、撮影した動画を保存
させることで、児童自身が自分や友達の試技を見返したり、教師が公正・公平に成績をつけた
りすることができると考えられる。

(2) 「学習カード」における課題と改善策
これまで第一筆者自身、学習カードを用いた授業を実践してきた。しかし、児童自身の評価
を次時の学習に生かすことができなかったり、学習カードの作成や管理に時間を要したりする
点について、よりよい学習カードの在り方を検討する必要性を感じていた。紙による学習カー
ドの問題点については、例えば「作成」の段階においては多くの時間を要したり、既存の学習
カードから適した学習カードを見つけることが困難だったりした。また、
「評価」の段階では、
成果や問題点を学習カードから見取るだけでなく、それを帳簿に転記したり、コメントを書い
たりして児童にフィードバックし、次の指導に生かすことが困難だった。上述したような問題
を解決する方策として学習カードをデジタル化することで、準備時間や評価にかかる時間を短
縮し、即時に集計・分析することで評価が指導につながりやすくなると考えられる。
これらの問題点を受けて、児童自身が技能の高まりを実感できることを目指し、1 人 1 台端
末を学習評価に使用する方向性で研究を進めることとする。

研究の目的
本研究の目的は、児童自身が技能の高まりを実感することができるように、学習評価の際に１人
１台端末を使用した体育科授業を開発することである。

研究の方法と手順
対象学年、対象単元の確定
本研究は、対象児童を第一筆者が勤務する公立小学校の第 5 学年の 1 学級、21 名（男子 7 名、女
子 14 名）とした。また、器械運動（マット運動）の単元で授業開発を行うこととした。指導教員は、
採用 5 年目の若手教員で、開発した授業を指導教員と共有しながら授業を実施することとする。
体育科授業の現状と課題を踏まえて、本研究における授業開発の基本方針を次のように定める。
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(1) 効果的な評価を行うことができるように、「観察」に頼らず動画ファイルをクラウドに保存して
ポートフォリオ化する
教師が指導に注力しながらも、児童の課題や到達度を把握するために、児童同士で撮影した
動画ファイルを提出させる。教師は、提出されたファイルが保存されるフォルダを学級児童に
共有することで、児童が自分の試技や友達の試技を閲覧することができるようになる。動画フ
ァイルをポートフォリオ化することで、児童が自分の試技を見返すことができるようになった
り、教師が公平に児童を評価することができるようになったりして、評価が次の学習に生かす
ことができるようになると考える。

(2) 児童の自己評価を次の指導に生かすことができるように、「学習カード」をフォームで作成する
紙による学習カードを配布して体育ファイルに閉じこんでいた学習カードを、フォームで作
成して 1 人 1 台端末に配付し提出させる。これにより、作成、配布、回収、評価、再配布の手
間の多くを省略することができるだけでなく、指導と評価の循環が早く正確になる。作成する
フォームには、児童自身が考えた本時のめあてを書き、めあてに対する到達度や学習をして考
えたことなどを随時記録して自己評価させる。学習活動後、すぐフォームに記録することで振
り返りの精度が高くなり評価が指導に生かされやすくなると考える。

(3) 研究のために過剰な授業時数や負担を必要としない、だれもが日常的に行うことができる汎
用性の高い授業開発を行う
多くの教員が様々な学級で行うことができるように、特別なシステムや技術を必要としない
授業開発を行う。また、単元の配当時間で行うことができる内容を行い、日常の授業に取り入
れることができる教員や児童への負担が少ない授業開発を行う。

学習内容の確定
マット運動は、できるようになる充実感を味わうとともに、より美しく技の完成度を追究する楽
しさを味わうことができる点に大きな特徴がある。できる、できないがはっきり分かれる運動であ
り、できる喜びを味わうことができる一方で、運動が得意でない児童にとってはできる喜びを感じ
づらかったり、自分の動きを客観的に捉えることが難しかったりする運動でもある。これらの運動
特性があるマット運動を研究対象にすることで、児童はフォームにより課題やめあてを考えたり動
画ポートフォリオによって自分の動きを客観的に捉えたりすることができ、他の領域と比べて技の
完成度を追究する楽しさを味わいやすいと考え、マット運動の学習で研究を進めることとした。

評価方法
本研究で開発した授業を評価するために、次に示す評価方法を採用する。1）事前の質問紙調査（図
１）と事後の質問紙調査（図 2 前半部分）結果の比較により、技能の習得状況を確かめる。2）技能
の高まりがフォームや動画ポートフォリオといった本研究の開発方針によるものであるのか質問紙
調査（図 2 後半部分）から確かめる。
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図 1 事前質問紙調査の内容

図 2 事後質問紙調査の内容
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授 業
開発された学習指導案
基本方針に沿って単元の指導計画を立案した。児童が技能をはじめとする資質・能力を高めたり
それを実感したりすることができるように、場の設定を工夫し、グループによる学び合いの場面を
作った。さらに本研究の手立てとして、1 人 1 台端末を使用してフォームや動画を扱う場面を具体
的に構想した（図 3）
。なお、本研究の手立てに関わる部分を黄色ハイライトとして表記している。
1 つ目の手立てとして、児童が自分自身の課題を見つけたり振り返ったりすることができるよう
に、フォームによる学習カードに記入させる。単元全体を通して、児童の考えを見取る場面では、
評価の重点として観察と併用してフォームを採用する。
2 つ目に、自分の試技を友達に撮影してもらい、オンラインコミュニケーションアプリを使って、
撮影した動画を提出させてクラウドで管理する。マット運動では、自分自身で課題を見つけること
や自分自身の技能の高まりを認識することが難しい。そこで、学習計画に撮影や提出する活動を位
置付けて、データを共有することにより提出された動画を、クラスの誰もがいつでも見ることがで
きるようにする。特に児童の技能を評価する場面では、動画ポートフォリオを評価の重点に置き、
児童の到達度や課題を正しく見取ることができるようにする。

図 3 フォームや動画の撮影、提出を位置付けた単元指導計画

授業の実際
(1) フォームについて
授業では、フォームのタブを閉じることなく、いつでも書き込みができるようにした。授業の導
入でめあてを考えて記入し、ポイントタイムやチャレンジタイムが終わったらすぐに振り返りを書
くことで評価と学習の一体化を図った。具体例として、フォームを使った単元の学習（写真 1）に
慣れてきた 4／8 時間目の内容と抜粋した児童の回答を以下に示す。
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4／8 時間目のフォームと回答（自由記述については一部抜粋）
学習課題 友達と助け合って、後転グループの技に磨きをかけよう
1. 今日の自分のめあてを書きましょう。
（自由記述）
【まず、後転がきれいにできるようになりたい。/友達とポイントを見合って磨き合えるようにす
る。
】
2. ポイントタイムに取り組んだ技は何ですか。
（3 択）
【後転 5%、開脚後転 65%、伸膝後転 30%】
3. ポイントタイムの技の出来栄えを自己評価しましょう。
（5 択）
【否定①1 人 ②1 人 ③6 人 ④5 人 ⑤7 人肯定】
4. チャレンジタイムに取り組んだ技は何ですか。
（3 択）
【開脚後転 20%、伸膝後転 25%、後転倒立 55%】
5. チャレンジタイムの技の出来具合を自己評価しましょう。
（自由記述）
【開脚後転がきれいにできるようになった。/もう少し足を曲げないように回りたかった。
】
6. きまりを守り、友達と助け合って練習することができましたか。
（5 択）
【否定①1 人 ②1 人 ③3 人 ④1 人 ⑤14 人肯定】
7. 後転グループの技に磨きがかかりましたか。
（5 択）
【否定①1 人 ②1 人 ③5 人 ④7 人 ⑤6 人肯定】
8. それはなぜですか。
（自由記述）
【動画を見て磨けたから。/後転が苦手な人に教えてあげることができたから。
】
9. 今日のめあてについてふりかえりましょう。
（自由記述）
【後転の技をみがけ、友達と協力し合えた。/「もっとこうした方がいいよ。
」とアドバイスできた。
】
10.次の時間のポイントタイムに磨く技を決めましょう。
（4 択）
【側方倒立回転 25％、倒立ブリッジ 50％、ロンダート 20％、首はね起き 5％】
11.次の時間のチャレンジタイムに練習する技を決めましょう。
（5 択）
【首はね起き 20％、倒立ブリッジ 10％、ロンダート 30％、頭はね起き 5％、前方倒立回転 35％】

写真 1 学習指導案と学習カード
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(2) 動画ポートフォリオについて
児童は、写真 2 のように友達の試技を動画で撮影した。実際の授業では、児童が 1 人 1 台端末を
操作する時間が長くなり、運動量が減少する傾向が見られた。そこで、技を練習する時間と撮影す
る時間に分けて授業を展開することで改善することができ、よりねらいに迫ることができるように
配慮した。

写真 2

友達の試技を撮影する様子

写真 3 は撮影した動画から 1 つを選び教師に提出している様子である。まだ 1 人 1 台端末が導入
されたばかりで、操作に慣れていない児童が多い。文字入力に時間を要したり、ファイルを送信す
るのに手間取ったりする様子が見られたので、今後更に児童の情報活用の実践力を高めることで、
1 人 1 台端末を効果的に活用することができるようになると考えられる。

写真 3 自分の試技を教師に提出する様子
児童が提出した動画データは共有設定して、クラスの誰もがいつでも見ることができるようにし
た（写真 4）
。この設定により、自分の試技を見返して問題点を探したり、友達の試技と見比べたり
する様子が見られた。また、教師が児童の技能について出来栄えを客観的に評価することができる
ようになった。

写真 4 いつでも見られる動画ポートフォリオ
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写真 5 は、授業の導入で、前時の児童の試技を見て本時の課題を見出している場面である。教師
は、提出された動画データを確認し、技の出来栄えやアドバイスのポイントを見つけることで次の
指導に生かすことができた。また、提出された動画データから教師は公正に児童を評価することが
できた。

写真 5 動画ポートフォリオを見てこつを確かめる様子

評 価
技能の習得状況に関する事前調査と事後調査の結果
図 4 のとおり、事前と事後に行った質問紙調査の比較により、児童に技能が身に付いたか確かめ
た結果、16 項目のうち 12 項目（75%）で児童の技能に高まりが見られた。また、伸膝後転と側方
倒立回転の 2 項目では事後の結果が事前アンケートの数値を下回った。種目によって技能の獲得の
程度に差が出たものの、この単元で技能が身に付いたかどうか問う設問（事後質問紙調査 設問
2）では 18 人（85.7%）が肯定的に回答しており、単元を通して児童の技能が高まったということ
ができる。
事前質問紙
きれいに できる 少し でき
できる
できる ない

前転
開脚前転
伸膝前転
倒立前転
跳び前転
後転
開脚後転
伸膝後転
倒立ブリッジ
後転倒立
前方倒立回転
倒立
側方倒立回転
ロンダート
首はね起き
頭はね起き

9
6
0
0
1
6
4
0
0
0
1
1
2
2
0
0

12
8
11
6
2
12
11
8
2
1
2
5
10
5
4
4

0
6
9
7
11
1
3
6
9
11
11
8
4
7
7
8

0
1
1
8
7
2
3
7
10
9
7
7
5
7
10
9

事後質問紙
きれいに できる 少し でき
できる
できる ない

13 8 0 0
6 12 3 0
1 9 9 2
2 9 5 5
3 9 5 4
8 11 2 0
8 9 4 0
1 7 7 6
5 7 6 3
0 4 8 9
0 4 5 12
4 7 7 3
4 6 3 8
7 4 4 6
1 5 11 4
1 4 4 12

図 4 単元前と単元後の技能の比較
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フォームと動画ポートフォリオの有用性に関する調査結果
図 5 のとおり、技能を高めるために有効だったと考える学び方として、 85.7％の児童がフォー
ムを有効だったと回答し、 95.2%の児童が動画ポートフォリオを有効だったと回答した。質問紙へ
の自由記述を見ると、動画ポートフォリオについて、
「いつでも見ることができた」
「自分ができて
いないところを撮影して確かめることができた」
「繰り返し見返すことができて役立った」
「評価を
つけるのが楽になった」
「パソコンを使わないよりも上達した」など、肯定的な意見が目立った。フ
ォームについては、
「その日の反省点を次の授業に生かせた」
「何ができていて、何ができていない
のかが分かった」など肯定的な意見が多かった一方で、
「いちいち書くのが面倒だった」など、読み
取ったり書いたりすることに不自由さを感じる児童も見られた。

図 5 フォームと動画ポートフォリオの有用性

考 察
本研究は、フォームと動画ポートフォリオを手立てとして技能の高まりを実感することができる
ことを目的に授業開発に取り組んだ。フォームについて、事後質問紙には 18 名（85.7％）の児童が
技能を高めるために有効だったと回答している。
フォームが効果的ではなかったと回答した児童は、
読んだり書いたりすることが得意ではない児童だったので、補助教員を配置するなど特別な支援が
必要だと考えられる。従来の紙の学習カードを用いた学習では、不明瞭なめあてに向けて闇雲に練
習をしていたり、教師から適切なフィードバックを得ることが難しかったりしたが、本研究では、
児童が学習活動の後すぐにフォームに振り返りを書くことが習慣化し、その結果、自分のめあてを
意識しながら学習を進めることができたり、自分の課題を振り返ったりすることができていると毎
時間の学習カードから感じられた。フォームの手立てにより技能の高まりを実感できたかどうかに
ついては、質問紙調査のフォームの感想を書くための自由記述欄に「その日の反省を次の授業に生
かすことができた」
「何ができていて、何ができていないのかが分かった」など児童の肯定的な書き
込みが多くあったことからもフォームの手立てを有用だと感じる児童が多かったことを伺うことが
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できる。フォームを使うことにより技能の高まりを実感できた理由として、めあてを意識して学習
活動を行うことができたことや自分の活動を振り返って自己統制できたからだと推測される。
また、動画ポートフォリオの手立てについては、1 名を除くほぼ全ての児童が技能を身に付ける
ために効果的だったと回答しており、マット運動では、自分の出来栄えを自分で確かめて課題を見
極めることが手立てとして有用だったと考えられる。特に動画ポートフォリオが有用だと感じた使
い方は、初めて挑戦するようなこつを掴むことができていない技に取り組む場面だった。児童は自
分の動きを確かめながら意欲的に学習に取り組んで技の改善を図ることができた。できるようにな
ってきた技に更に磨きをかける場面では、より精査して改善する必要があるため、撮影した自分の
技を見ながら同時に手本となる友達の動画などを見比べて改善点を見つけるなど多様な学び方が見
られた。
動画ポートフォリオとして提出する動画は、完成度が高いものを提出したいと考える児童が多か
った。そのため授業では、技の完成度が高まっているポイントタイムで撮影した動画をポートフォ
リオとして提出し、できない技を練習するチャレンジタイムには、撮って見ながら技を改善した。
質問紙調査の自由記述からは、動画ポートフォリオに対して「自分ができていないところを撮影し
て確かめることができた」
「繰り返し見返すことができて役立った」などの回答が目立ち、研究の意
図どおりの使い方により効果を実感している様子が伺えた。
「評価をつけるのが楽になった」
「パソ
コンを使わないよりも上達した」などの回答からも、1 人 1 台端末を用いた動画ポートフォリオの
有用であったことが考察される。

おわりに
本研究では、GIGA スクール構想の実現によって整備された１人１台端末を使用して適切に評価を
行い、児童にフィードバックすることで児童自身が技能の高まりを実感することができる体育科授
業を開発した。
授業を実施し、児童を対象とした調査の結果、フォームについて 85.7％、動画ポートフォリオに
ついて 95.2%の児童が、技能を高めるための学び方として肯定的な評価であった。また、自由記述
から、フォームにより授業の反省点を次の授業に生かすことができたり、動画ポートフォリオによ
り技の出来栄えを繰り返し見て確かめることができたりするなど、自分にできることやできていな
いことを明らかにすることができるという点で有用だということが明らかになった。
一方、本研究では、技能の高まりを実感できることを目的に授業を開発したが、児童ができるよ
うになったと感じやすい技は、発展技（倒立前転、跳び前転、倒立）や中学年で経験してこなかっ
た基本技（倒立ブリッジ、ロンダート）が多かったことから、単に経験する機会が少なかったこと
ができるようになるだけではなく、児童のつまずきを乗り越えるための手立てとしてのフォームや
動画ポートフォリオの効果を今後検証する必要性を指摘できる。
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5) 文部科学省「GIGA スクール構想の実現へ」
(https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_syoto01-000003278_1.pdf，2021 年 8 月 21 日
取得)
6) 東京都教員研修センター「小学校 第２学年 体育 学習指導案」
(https://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.lg.jp/08ojt/helpdesk/plans/sho/files/tai_h29_sho02.pdf ，
2021 年 8 月 21 日取得) ほか 24 本
7) 文部科学省「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び
指導要録の改善等について（通知）
」
(https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1415169.htm，2021 年 8 月 21 日取得)
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学び合う意欲と態度を育む学級づくりの在り方
―小学校６年間を見通した１年生への指導方法の工夫を通して―
打 越 正 貴＊・平 木 亜 矢 子＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

How to create a class that fosters motivation and attitude to learn from each other
-Through the ingenuity of teaching methods for first-year students through the six years of elementary
schoolMasaki UCHIKOSHI and Ayako HIRAKI

キーワード：学級づくり、人間関係づくり、学び合う意欲、

本稿は、義務教育６年間を見通した学ぶ意欲と態度を育む学級づくりの在り方について、茨城県内の A 小学校の小学校１年
生における実践をまとめたものである。同取り組みは、学びの場である「学級」における、子供同士の人間関係を構築するこ
とに重点を置いた活動を意図的・計画的に取り入れることで、学び合う意欲と態度を育む学級づくりを構築することを目的とし
ている。なお、本実践では、2021（令和３）年度の１学期間に行われた実践を取り上げ、佐賀県教育センターが作成した「集団
の状態を把握するシート」である‘がばいシート’を活用して分析を行った。本研究を通じて、学び合う意欲の育成と学級づく
りとが義務教育６」年間を通した子どもたちの成長に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、2021（令和３）年度に茨城県内にあるＡ小学校において、学び合う意欲と態度を育む学
級づくりの在り方についての実践に対する検討を加えまとめたものである。小学校 1 年生は、義務
教育のスタートとなる学年である。子供やその保護者は、学校生活に対し、大きな期待と不安を抱
えていることが多い。実際、入学後に学校生活への不安から登校を渋ったり、環境の大きな変化に
伴い落ち着かなくなったりするという「小 1 ギャップ」や「小 1 プロブレム」という言葉まで存在
しているし、そのような状態に陥っている子供も例年見受けられる。そこで、どの子にとっても学
校は安心・安全で楽しいところだと思えるようにすること、そして、保護者も安心して子供を学校
に送り出せるようにすることが、小学校 1 年生担任に求められることであり、それこそが学級づく
＊

茨城大学教育学部

＊＊

神栖市立横瀬小学校
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くりであると考える。
2020（令和２）年より小学校において全面実施された学習指導要領の総則第１章第４の１の(1)に
おいて「学習や生活の基盤として、教師と児童との信頼関係および児童相互のよりよい人間関係を
育てるため、日頃から学級経営の充実を図ること」と示めされている１）。また、学習指導要領解説
総則編においても「学校は、児童にとって伸び伸びと過ごせる楽しい場でなければならない。児童
一人一人は興味や関心などが異なることを前提に、児童が自分の特徴に気付き、よい所を伸ばし、
自己肯定感をもちながら、
日々の学校生活を送ることができるようにすることが重要である」
とし、
「学級は、児童にとって学習や学校生活の基盤であり、学級担任の教師の営みは重要である」と明
記されている２）。これらのことから、子供にとって学校が安心・安全で楽しい場所であるためは、
担任による学級経営の充実が図られることが肝要であることが分かる。更に、この「学級経営の充
実」については、学習指導要領総則において、今までは小学校にのみ記載されていたのだが、2021
年より中学校において全面実施となった学習指導要領においても今回初めて記載された。これまで
の学習指導要領において、これほどまでに「学級経営の充実」が指摘されたことはなかったのであ
る。
近年、学校における働き方改革が叫ばれて久しいが、2018 年 12 月に中央教育審議会から出され
た中間報告において、学校・教師が担う業務の明確化・適正化として、大きく３つに分類して挙げ
られた業務の中の１つに「学級経営」が入っている３）。やはり、担任の学級経営は欠くことのでき
ない重要な業務であることが強調されているのである。
これらのことから、学級担任における「学級経営の充実」への重要さや必要さが感じられ、その
価値が認められたとも言える。そこで、本稿においては、義務教育のスタートである小学校 1 年生
において、６年間を見据えた児童同士の人間関係の構築を中心とした、学び合う意欲と態度を育む
学級づくりの在り方について検討を試みることとした。

1. 学級づくりについて
(1) 学び合う意欲と学級づくり
学級経営も学級づくりについて、はっきりとした定義づけがなされておらず、本稿でも同義とし
て扱うこととする。
文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官である安部恭子は「子供たちにとって、居心地が
よく、互いのよさを生かして活動できることは、充実した楽しい学級生活につながり、それが学び
に向かう学習集団を形成することにつながっていく」と述べている４）。上越教育大学教授の赤坂真
二は「学級経営は、教育内容をもった教育活動であると同時に、他の教育活動を促進する条件整備
である」と述べている５）。つまり、学級経営が他の教育活動を促進するということである。国立教
育政策研究所は特別活動指導資料において「特別活動を通したよりよい生活や人間関係づくりは、
学力と相互に関連します」6）とはっきり述べている。また、元文部科学省教科調査官の澤井陽介は
「一人一人の能力を伸ばすことが、学習指導の要締であり、授業のめざすべきテーマです。そのた
めに、大切にすべき視点は、集団の学力を高めることです。集団の学力が高まるから、結果的に個
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々の能力が高まる、これが理想とする姿です。かかわり合いながら、補足し合い、助け合いなが
ら、集団全体が育っていく、そんな授業が子供たち一人一人が有する潜在的な能力を引き出し、よ
り高次の能力へと引っ張り上げると思うのです」と述べ「学級づくりは集団づくりであり、よりよ
い集団が個の学びを深め輝かせる」とし、
「集団の学力を高める学級づくりにおいて、授業は教材４
割、学級経営６割」と指摘している 7）。つまり、学級づくりに注力することで、集団の学力も高ま
っていくということが言えるのである。子供たちは学校にいる間のほとんどを学級で過ごす。そし
て、その学級において学習をする。学級は、やはり子供たちにとって生活や学習の基盤になってい
るのである。よって、その学級という場を子供たち一人一人にとって安心・安全で「自分の居場所」
だと思えるように整える学級づくりというのは、担任の重要な営みの一つとして求められているの
である。
(2) 子供同士の人間関係づくりと学級づくり
学級は、子供たちが自ら集まってきて構成されているのではなく、子供たちの意思は全く反映
されずに集められ構成された集団である。1 年生であれば、入学前の保育園や幼稚園が一緒だった
子供もいるが、それは少数であって、大半は入学して初めて出会う人である。だからこそ、学級を
よりよいものにするためには人間関係づくりをしなければならないと考える。知らない人ばかりの
中で生活していくのは不安であろう。安心して学校生活を送るためには、やはり学級内の人間関係
を構築していく必要がある。小学校学習指導要領解説総則編において、学級経営を行う上での留意
点として「児童相互の好ましい人間関係を育てていく上で、学級の風土を支持的な風土につくり変
えていくことが大切」8）であることを示している。そして、安部は「学級経営の内容は多岐にわた
るが、教師と子供、子ども相互のよりよい人間関係を形成しようとしたり、学級集団としての質の
高まりを目指したりすることは、その中心的な内容である」9）と述べている。加えて、有村久春は
「互いに影響を与え合う集団の中で、好ましい人間関係が育まれていくことが、学級経営の充実に
つながり、個や集団のよりよい成長につながる。学級は、学習集団と生活集団の場として存在する。
多種多様な児童の中で、様々な関わりをもつことによって、子供の自主的、実践的な活動を通して
学級の目標や個々の目標の達成を目指すことがよりよい人間関係を築くことになる。
」と主張し、
「人間関係づくりを子供に任せるのではなく、教師が積極的に関わり、子供同士の人間関係がより
よくなるように、仕掛けていくことが大切である」10）と述べている。教師が積極的に関わって子供
同士の人間関係をつくることで学級集団を高め、学級集団をよりよくしようとする教師の働きかけ
から子供同士の人間関係が育っていくと言える。つまり、子供同士の人間関係づくりと学級づくり
が相互に密接に関係しており、それらをどのように構築していくことが学級づくりの要諦と考えら
れる。
(3) 対話と学級づくり
2020 年、小学校において全面実施となった学習指導要領において「主体的・対話的で深い学び」
が打ち出された。その「対話的な学び」を実現、効果的なものにするため、小学校 1 年生において
は、まず自分の意見や考えを友達に言うことができる、また、その友達の言うことを最後まで聞く
ことができることを目指し、それらが達成できるようにしたい。日本国語教育学会から出ている「シ
リーズ国語授業づくり『交流』―広げる・深める・高める―」においても「低学年において、誰と
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でも話せる、なんでも話せる経験を多く積みましょう」とし「自信を持って交流できる子どもを育
てましょう」11）と示されている。生徒指導提要には「各教科の指導において、聞く、話す、読む、
書くといった言語活動を充実させ、
人権尊重の視点に立って豊かな言語環境を整えるようにします。
生徒指導を充実させ、よりよい人間関係をつくるためには、教科において児童生徒一人一人に確か
な言語力を育成することが欠かせません」12）と述べられている。
よって、低学年のうちに、友達と話し合う経験を数多く積むことで全教科の基礎とされる国語科
中学年の「話すこと・聞くこと」の目標である「話し手が伝えたいことや自分が聞きたいことの中
心を捉え、自分の考えをもつこと」や「互いの意見の共通点や相違点に着目し、考えをまとめるこ
と」13）、高学年の「話の内容を捉え、話し手の考えと比較しながら、自分の考えをまとめること」
や「考えを広げたりまとめたりすること」14）と段階をおってできるようにしていけることで、人間
関係づくりにも寄与していけると考える。
また、多賀一郎は「聞く」ことの大切さと学級づくりについて「学級というのは、特殊な空間で
す。仲の良い友だちばかりが集まったところでは、ありません。同じ目的を持った同士の集団でも
ありません。たまたまその教室に同年代の子どもたちが集められたにすぎないのです。自然豊かな
草原で自由に解き放たれた子どもたちならば、大人が手を出さなくてものびやかに育っていくかも
しれません。初めから不自然な状態におかれているのです。放っておけば、無秩序で好ましくない
ものになっていきかねません。しかも、最近の子どもたちの傾向として、コミュニケーション能力
が低く、学級の仲間と交流していくことも難しい。一年間同じ学級にいながら、一度も会話したこ
とのない子どもたちが、日本中で現実に存在しています。話もしない者同士が、仲良く一つの目標
に向かって協力するなど、とても考えられることではありません。だからこそ、教師による『学級
経営』ということが必要になってくるわけです。―中略― もともと知らない者同士がたまたま集
まった子どもたちなのですから、お互いの関係を一から作っていかなければなりません。そのため
には、相手の話すことを、まずは聞かなければならないのです。ここでも「友だちの言葉を聞く」
ことが重要になります。自分の思ったことを一生懸命に語れば、仲間が一心に聞いてくれるという
ならば、子どもたちの心は、受け止められる心地よさであふれるでしょう。学級が、知らない者の
集まりではなく、受け止め合う仲間の集団に変わっていくのです。しかし、お互いの言葉を聞き合
えない状態になったら、学級に信頼や秩序など、生まれるはずがありません。このように、聞く子
どもにするということは、学級がよくなっていくための必要最低限の条件だと言えるのです」15)と
述べている。そして、野口芳宏は「ほぼ間違いなく言えることは、
『聞く態度』の善し悪しが、その
後の対話の成立を大きく左右する」16)と述べている。
これらのことから、
「対話的な学び」を実現するための基礎となる「話合い」の機会を数多く設け
ていく。その際には、自分の思いを相手に言葉でしっかり伝えるということと、相手の話を最後ま
で聞くということを大事にしていく。このように「対話」の経験を積むことは、子供同士の人間関
係づくりを促進し、それが学び合う意欲と態度を育む学級づくりにもつながっていくといえる。
(4) 認め合いと学級づくり
生徒指導提要においては「学級・ホームルームにおける児童生徒の人間関係を調整し改善し、よ
りよい集団づくりを進めていくことも、学級担任・ホームルーム担任が行う学級経営・ホームルー
ム経営そして生徒指導の重要な内容」と述べられ、
「児童生徒が、自他の個性を尊重し、互いの身に
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なって考え、相手のよさを見付けようと努める集団、互いに協力し合い、主体的によりよい人間関
係を形成していこうとする集団、言い換えれば、好ましい人間関係を基礎に豊かに集団生活が営ま
れる学級やホームルームの教育的環境を形成していくことが必要です。また、児童生徒のコミュニ
ケーション能力を高め、開かれた人間関係づくりを進めることが大事」17）であることを指摘してい
る。さらに、菊池省三は「毎日、一人の友達をみんなでほめ合うことで、子ども相互のコミュニケ
ーションが深まり、関係性があたたかく強いものになっていく。お互いに信じ合える仲間になって
いき、学級の絆を深めていく」18)と述べている。したがって、学級における子供たちの人間関係づ
くりを目的とした相手のよさを見付け、認め合う場を意図的に設けることで、学び合う意欲と態度
を育む学級づくりにつながっていくと考える。
(5) 保護者との信頼関係づくりと学級づくり
安部は、
「充実した学級経営を進めるためには、家庭や地域社会との連携を密にすることも大切で
ある。特に保護者との間では、学級通信や保護者会などにより交流を図り、子供たちの実態や指導
の在り方について共通理解を図る必要がある」9)と述べている。また、相馬亨は「教師が思っている
以上に、学校での我が子の様子、学級の様子を知りたがっている保護者」の存在に言及し、
「学級を
円滑に経営していくのに、保護者の協力は不可欠です。その協力をとりつけるには、学校での様子
をつぶさに伝えることです。
そうかといって、
毎日のように保護者と面談するわけにもいかないし、
土曜授業、保護者会だけでは、情報を十分に伝えることができません。そのための学級通信です」
19)

と述べている。
これらのことから、保護者との信頼関係づくりをすることで、学級経営が円滑にそして、充実し

たものになると考える。
(6) 分析について
今回の実践において、子供たちの学び合う意欲や人間関係、学級への思いを分析するために「が
ばいシート」20)を活用した。これは、佐賀県研修センターがＨ19・20 年度のプロジェクト研究で開
発した質問紙である。この質問紙により、児童生徒同士の人間関係が良好であるか、教師と児童生
徒の人間関係はどうであるか、児童生徒一人一人が自己存在感を感じているかなどが把握できると
している。質問紙は、全部で 25 問で構成されており、
「学級の雰囲気」
「友達との関係」
「自己存在
感」
「授業への意欲」
「教師との関係」の５項目について分析できるようになっている。また、発達
段階に応じて、小学校１～３年生用、小学校４～６年生用、中学生・高等学校用があり、本研究で
は、小学校１～３年生用を使用することとした。また、Excel で作成された集計シートも活用して
分析していくこととした。

2. 実践の分析
(1) 子供同士の人間関係づくりをねらいとした実践「クラス遊び」
子供同士の関係づくりのために、週１回以上のクラス遊びを取り入れた。コロナ禍ということも
あり、遊びに制限はあるものの、子供同士の関わり合いを意図的に設定するために「クラス遊び」
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を昼休みに取り入れた。椅子に座った状態の教室での学習とは違い、自由に動ける、話せる状態に
なると子供たちも解放され、表情も柔らかくなる。関わり合いも教室よりも活発で、より密になる。
まず、クラスみんなで「へびおに」を行った。この遊びは、１年生を迎える会で４年生と一緒に
取り組んだことのある遊びである。子供たちは、経験したことのある遊びであり、ルールも簡単で
恐怖心や不安感などもなく行える。なおかつ今回はクラスの友達が仲間であり、対戦相手とあって
とても喜んで活動していた。遊んでいる途中には隣にいる友達と話したり、同じチームの友達を一
緒に応援したりと友達との自然な関わりを楽しんでいる姿が見られた。
遊び終わってからは
「また、
やりたい！」
「次はいつやるの？」
「明日もやろう！」などと盛り上がっていた。
このほか、
「タイヤ跳びじゃんけん」も行った。きっかけは、タイヤ跳びの練習をして手を真っ黒
にして教室に戻ってきた子がおり、次の日に担任がその練習を見に行ったことだった。そこから、
多くの子がタイヤ跳びを始めたので、クラスみんなでタイヤ跳びじゃんけんを行うこととなった。
このとき、タイヤ跳びが初めてで上手に跳べなかった子は、翌日にタイヤ跳びが上手な友達に「一
緒にやろう。
」と声を掛け、練習に出かけていた。それを見ていた他の子も「私も行く！」と一緒に
外へと出かけていた。
「クラス遊び」をきっかけに新たな人間関係がつくられていったのである。こ
のタイヤ跳びは体育の跳び箱運動遊びにもつながるので、学習意欲の向上にもつながっていくこと
が予想される。また、
「教えて」と友達から誘われた子は、自分のできることが友達から認められた
という思いにもつながったのではないだろうか。一緒に練習し、タイヤ跳びができるようになった
子もまた、自己肯定感が向上したと予想される。
(2) 対話をねらいとした実践「わいわいタイム」
次に、2020 年に小学校において全面実施となった学習指導要領では、
「社会に開かれた教育課程」
「カリキュラム・マネジメント」
「主体的・対話的で深い学び」といった考え方が提起された。その
「対話的」な学び合いを実現するための基礎として、子供同士が自分の思いや考えを伝え合うこと
の積み重ねと友達との関わり合いをねらいとした活動を意図的に設定した。その１つとしての朝の
会における「わいわいタイム」を実践した。
これは、話題を担任が提案し、それについてペアで伝え合うという活動である。話題は難しいも
のにはせず、子供同士がさっと話し合う、伝え合うことができるようにすることをねらいとした。
話題として提示したものは、席替えをした時には国語科において既習である「自己紹介」
、週明けな
らば「土日で楽しかったこと」
、
「好きな食べ物」や「好きなお話」といった、授業で取り組んだこ
とのある内容や自分の好きなものなどを提示し、子供たちが悩んだり、できない・分からないとな
ったりしないようなものにした。また、ペアはいつも同じではなく、変えるようにし、多くの友達
と関わり合えるようにした。そして、話している友達の方に身体を向け、目を見て聞くということ
を徹底した。
この活動に毎朝取り組むことで、授業中「自分の考えを隣の人に伝えてごらん。
」と指示すると子
供たちはさっと動いて伝え合いが始まることができるようになった。隣の子が欠席しているときに
は、前や後ろのペアに「入れて。
」と自ら声を掛け、入っていけるようにもなった。欠席してペアが
いない友達に素早く気付き「一緒にやろう。
」と誘う子もいた。ペアを組むとなると、グループに入
れないという子が生まれないように自分からも、友達からも働きかけができるようになったのであ
る。子供同士の人間関係が構築されてきているのが感じられる。友達と話さなければならない状況
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を意図的に設定することで、友達との関わりが生まれ、それをきっかけに関係が構築されていって
いることがうかがえる。
Ａ小学校では、１学期の終業式が放送により行われた。その中で児童会の６年生から「１学期の
振り返りをします。１学期に頑張ったことや楽しかったことなどを友達と話し合いましょう。
」と指
示が出ると、子供たちはためらうことなく周りの友達と身体や顔を向け合い、話し始めていた。担
任の指示でなくても、自分たちが何をすればよいかを判断し、話合いを始めたのである。このとき
も、話合いの輪に入れない子は一人もいなかった。
対話においては、多賀 15）が指摘していたように「聴く」ことを大切にするよう心がけた。伝え合
う活動の時には、身体ごと相手と向き合い、
「目と耳と心で聴く」を合い言葉にして取り組むように
した。また、この「聴く」を意識づけるため、授業中に友達が音読発表をしたり、意見を出したり
した際には、クラスみんなで「いいね！」と一斉に声を掛けることにも取り組んだ。また、同じ意
見や反対意見に対してはハンドサインで意思表示をするなどにも取り組んだ。そうすることで、友
達の話を最後まで聴くことを意識づけるようにした。
「いいね！」の声かけは、する方は楽しく一体
感も生まれ、される方は嬉しくなり、意見がより活発に出されるというプラスの影響もあった。
自分の思いや考えを発信する場、それを友達に受け取ってもらう場を意図的に設定することで、
子供同士の関わり合いが生まれ、人間関係づくりに寄与することができた。
(3) 認め合いをねらいとした実践「ほめシャワー」
「ほめレター」
以前、校内研修に活用するため、子供たちにアンケートを実施したことがあった。その中で「自
分のよいところが分かる」という項目に、本学級の子供たちの多くが「いいえ」と回答した。そこ
で、菊池が提案している「ほめシャワー」21)を取り入れた。本学級では、帰りの会に日直を褒める
という形で行うことにした。
菊池は「多くの子どもたちは友達をほめるという経験をあまりしたことがない。
」21)と指摘してい
る。本学級においても、子供たちはまず何をどのようにほめたらいいのか分からず、戸惑っている
様子だった。そこで、学級活動の時間を活用して、子供たちに「何を」
「どのように」褒めたらいい
のかを担任が具体的に例を挙げて説明した。そして、実際に取り組み始めてからは、担任も一緒に
日直を褒めるようにした。
子供たちから出された褒めの内容は
「○○さんは、
給食の完食シールを毎日もらっていてすごいなって思います。
私も頑張りたいです。
」
「●●さんは、掃除の時間に黙動でやっていて、先生にお掃除名人と言われていました。私もお掃
除名人になりたいので、頑張ります。
」
「△△さんは、授業中にたくさん手を挙げていたので、私もまねしたいです。
」
「▲▲さんと昼休みに一緒にブランコに乗れて嬉しかったです。また一緒に遊ぼうね。
」
「◇◇さんは、いつも面白いことして笑わせてくれるので楽しいです。これからもお願いします。
」
などであった。回数を重ねていく中で、何をどのように褒めたらいいのかをつかみ、友達を上手に
褒めることができるようになっていった。
この「ほめシャワー」においても、周りで聞いている子供たちがぼんやりするのではなく、みん
なで聞き合い、ほめ合える雰囲気づくりをしたいと考え、褒めの発表を聞き終えたら、みんなで一
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斉に褒められている日直に向かって「いいね！」と声を掛けるようにした。子供たちはみんなで「い
いね！」と声を掛けるのが楽しいので、友達の発表を最後まで聞くことができるようになった。ま
た、みんなから声を掛けられるので、褒められる日直は笑顔になっていくのが印象的だった。
ほめシャワーが全員終わる頃、道徳の中でお世話になっている人にお礼の手紙を書いて渡すとい
う経験を活かし、このほめシャワーを手紙にして渡そうという活動「ほめレター」を取り入れた。
まずは同じグループの友達に手紙を書くようにし、手紙をもらえない子がいないように配慮した。
手紙を書く時間と期間を設けることで、グループの友達以外に書きたい友達に手紙を書いてよいこ
ととした。子供たちはたくさんの友達に手紙を届けようと、時間を見つけては手紙を書いていた。
子供たちが書いた手紙を担任が回収し、子供たちに配った。自分に届いた手紙を熱心に読み「うれ
しい！これ、持って帰っていい？」
「先生、これ、うれしい！」
「宝物！」
「またやりたい！」
「もっ
と書きたい。
」という声があちこちから聞こえてきた。
肯定的な言葉のやりとりは、子供たちの自己肯定感を高め、子供同士のつながりをあたたかく強
いものにすると感じた。

図１ 子供たちが書いた「ほめレター」
(4) 保護者と教師、学校との信頼関係づくりをねらいとした実践「学級通信の発行」
「ＨＰの更新」
保護者は我が子の保育園・幼稚園から小学校生活へという環境の大きな変化に対し、不安を抱え
ていることが多い。保育園や幼稚園では園までの送迎や連絡ノートなどにより担任とのやりとりが
こまめにでき、その日の子供の様子を知ることができていた。しかし小学校へ入学すると、その日
の出来事や様子は我が子から聞くことでしか知ることができなくなる。学校での子供たちの情報が
入ってこないのである。更に、帰宅後、学校のことをあまり話さない児童であると、保護者は学校
での生活は全く分からなくなってしまうのである。そうした状況となり、保護者は不安を感じてい

- 168
172 --

打越・平木：学び合う意欲と態度を育む学級づくりの在り方

るようである。
そこで、学校での様子や出来事を週１回以上発行する学級通信とその日にあった主なできごとを
その日のうちにＨＰで発信することで、学校や学級での出来事を保護者に知らせ、安心してもらえ
るようにした。前述の活動なども逐一、学級通信やＨＰで発信した。
これに対し、夏休み前に実施した「本校の教育活動についてのアンケート」
（Ｒ３．７．９ 全児
童に配布・回収）の「学校で、よいところやこれからも続けてほしいことがあったら、お書きくだ
さい」という自由記述欄に好意的な意見が多く見られた。例えば
「担任の先生がクラスだよりでまめに学校の様子を教えてくれます。本当に子供たちのことが好き
なのだと感じ、嬉しく思っています。
」
「ＨＰで学校での様子をこまめにアップしてくれているので、学校での様子がよくわかり、安心で
きます。本当にありがたいです。
」
「先生の子供たちへの声かけや、
学校でこんなことがあったなどを学級通信で知らせてくれるので、
子供との会話も楽しくでき、すごくありがたいです。
」
「ＨＰの更新頻度が多くて嬉しいです。
」
「ＨＰでの発信や学級だよりをいつも楽しみにしています。遠方の祖父母にもＨＰを見てもらって
います。子供たちの様子が分かる発信が嬉しいです。
」
といった内容である（原文のまま、一部抜粋）
。個別面談でも学級通信やＨＰに関する話題が多くあ
がった。保護者の関心度の高さが感じられた。
また、学級通信やＨＰでの発信が学級づくりにも好影響を与えていると感じたこともあった。そ
れは、学級通信にクラスの男児Ａの朝の教室における友達へのあいさつに感心したということを紹
介したことがあったのだが、その翌日から、他の子供たちも積極的に友達に対し「おはよう！」と
あいさつをしていたのである。担任が「友達にあいさつしましょう。
」などと言わずとも、保護者が
家で学級通信を読み、子供たちに声をかけてくれ、それが教室内で広まったことが感じられた。朝
の教室であいさつを交わすことで、子供同士も笑顔になり、関係がよくなっていっているとも感じ
られた。他にも、台風の接近が危ぶまれ、子供たちが生活科で育てているあさがおの植木鉢を校舎
内に移動させたときの話を紹介したことがあった。外にあった植木鉢を教室内を通って校舎内へ移
動したため、泥で教室が汚れてしまったのである。その際、それに気付いた児童数名が雑巾を持っ
てきて教室内を綺麗にしてくれた、
「自分ではない」と知らん顔するのではなく、
「自分たちの教室
だから」と動ける姿が嬉しかったという内容で紹介した。その後、また植木鉢を外に移動させる際
や水筒の中身をこぼしてしまった友達がいたときなどには、何も言わずに雑巾を取りに行き掃除を
する姿が当たり前に見られるようになったのである。
学級通信やＨＰにより、自分たちの姿が外に発信されるということ、発信されたいという思いが
小学校１年生ながら芽生え、考え方や行動に影響しているのだと考えられる。
(5) 「がばいシート」の分析
本実践の効果を分析するため「がばいシート」をＲ３年５月中旬と７月下旬に実施した。結果は、
図 4 に示したとおりで、
「学級の雰囲気」18.6 から 19.7、
「友達との関係」18.6 から 19.5、
「自己存
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在感」18.0 から 19.8、
「授業への意欲」14.1 から 17.3、
「教師との関係」16.8 から 19.4 と全ての
項目において得点が上がった。
児童同士の人間関係づくりを中心とした学級経営に注力することで、
子供たちの学ぶ意欲が向上したと考えられる。

図２ １年１組学級通信「レインボー」

図３ Ａ小学校 ＨＰより

-- 168
174 -

打越・平木：学び合う意欲と態度を育む学級づくりの在り方

1 回目

2 回目

学級の雰囲気

18.6

19.7

友達との関係

18.6

19.5

自己存在感

18.0

19.8

授業への意欲

14.1

17.3

教師との関係

16.8

19.4

合計

86.1

95.7

1回目
2回目

学
級
の
雰
囲
気

友
達
と
の
関
係

自
己
存
在
感

授
業
へ
の
意
欲

教
師
と
の
関
係

図４ アンケート結果

おわりに
本稿では、義務教育６年間を見通し、その始まりとなる１年生の実践を中心として、学び合う意欲と態
度を育む学級づくりの在り方について検討を加えまとめたものである。本実践において、学級担任
は、年間を通して様々な手法を用いて、子供たちが意欲的に学び合える学級となるように工夫・改
善を試みてきた。しかも、小学校 1 年生は、義務教育９年間の始まりの時期でもあり、今後の子供
の発達を考える意味でも重要な期間である。今回は、特に小学校 1 年生における学級づくりの実践
に視点を当て、その成果を考察してきた。中でも、「集団の状態を把握するシート」を活用した分析等
から、子供たちの学ぶ意欲を向上させるためには、児童同士の人間関係づくりを中心とした学級経
営に注力することの重要性が明らかとなった。しかし、その一方で、学級づくりは、担任を中心と
して年間を通して取り組んでいくものであり、日々変化・発展しているものである。そして、学級
は、子供一人一人の集合体であり、これもまた絶えず個別に変化・成長しているのである。日常の
教育活動の継続と積み重ねによって、学級は子供たちのための真の居場所となっていくのである。
その意味において、学級づくりの基盤は、まさに子供理解の深化にあるといえる。大阪市立木川南
小学校の校長である久保敬が、
「僕は学力はいらない。なんて思っていません。学力テストも『やる
からにはがんばろう』と言っています。でも、育ちのために必要なものは子ども一人ひとりで違う、
というのがその前にある」22）と主張している。これは、みんな違ってそれでいいという学級の姿を
表しているのではなだろうか。そして、そのような学級が子供たち一人一人の学び合う意欲と態度
を育んでいけるのではないだろうか。義務教育９年間を見通す上で、改めて、子ども理解の重要性
とその始まりとなる１年生の学級づくりの重要性を認識させられた。

注
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Early Childhood Education that Encourages Young children to Develop their Own Interests
---Exploring Possibilities of Eary Childhood Education
Takayuki ONO,Kayo OTA,Rie SHIRAI,Tokuko KOUGO,Yukiko HIRANO and Naomi KAMINAGA

キーワード：幼児，保育，やりたいがふくらむ，事例, 附属幼稚園

茨城大学教育学部附属幼稚園で大切にしてきたことは、子ども主体の保育である。子ども主体の保育の基本は、子どもの
意志を尊重することである。すなわち、子どもの「やりたい」気持ちを大切にし、受け止めていくことである。子どもが望ましい
方向に向かって成長しているかどうかを、教育課程や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」などを活用し確認していく必
要がある。また、子どもの「やりたい」は表面に表れるものばかりではない。言葉や行動に表れない内面の伸びようとしている
育ちの芽をも捉える必要がある。そこで、本研究では子どもが「やりたい」気持ちをふくらませていく過程に焦点を当てて分析
し、子ども主体の保育の在り方やその際必要となる教師の援助について考察した。保育の中で幼児の様子を観察し、保育者
が「やりたいがふくらむ」様子を捉えて事例を作成し、カンファレンスを重ねるという方法をとった。その結果、子どもが遊びの
中でやりたい気持ちをもち、その気持ちをふくらませていく過程に焦点を当て検討する（教師間の共通理解）ことは、子ども
主体の保育とは何かを考え志向することであることが分かった。この結果を踏まえ、今後は子どもが育とうとしている育ちの
芽（発達要求・発達課題）を教育課程や指導計画立案に反映していくかを考えていくことが必要である。

はじめに
茨城大学教育学部附属幼稚園では、昨年度まで「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をどう捉
えるか」という研究テーマのもと、
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を保育の振り返りの視
点として活用し、保育を見直してきた。その積み重ねから、子どもの育ちを「幼児期の終わりまで
――――――――
*茨城大学教育学部附属幼稚園

**ひたちなか市立佐野幼稚園

- 177 -

***茨城大学教育学部

茨城大学教育実践研究 40(2021)

に育ってほしい姿」の視点から明らかにするとともに、多様で柔軟な保育の展開を追究することを
行った。そこで大切にしたのは、遊びを実現したいという子どもの気持ちであり、表面には表れに
くい伸びようとする成長の見通しである。それらを読み取り、子どもの気持ちを受け止め、どのよ
うに展開していくかを子どもと共に考えつくっていく保育をめざし模索してきた。
そしてそれらは、
保護者と子どもの育ちを共有することや小学校へ幼児期の子どもの育ちを発信することへもつなが
った。
その過程で大切にしてきたことが、
「子ども主体」ということである。子どもの言動や言葉になら
ない気持ちを読み取ること、また表面に表れにくい育ちの芽を捉えることから、保育を考えていく
ことである。しかし、それは簡単なことではなかった。保育の多様な展開を考えるあまり無理な展
開となっていたのではないか、子どもの気持ちを捉えているつもりになっているだけではないか、
子どもの内なる要求（成長の方向性）を見逃していたのではないか等、迷い悩むことも多かった。
そこで、本年度は、保育の基本となる子どもの気持ちや育ちの読み取りに視点を当て、援助を考え
ることから保育の可能性を探っていきたいと考える。

研究目的
幼児教育において、教師は遊びを通して総合的な指導を行う必要がある。そして、指導するにあ
たっては、子どもの主体性を尊重すると同時に、援助に意図をもつことが重要である。子どもの主
体性について、幼稚園教育要領解説（文部科学省 平成 30 年 3 月発行）では、
「幼児が自ら環境
に働き掛けて様々な活動を生み出し、それが幼児の意識や必要感、あるいは興味などによって連続
性を保ちながら展開される」
（p.29）中で発揮されるとある。そのような子どもの姿を捉え、子ど
もの様々な要求（声になる要求、声にならない要求、発達課題としての要求など）を読み取り、そ
の育ちに応じた援助をしていくことが必要となる。そこで、本年度は「やりたいがふくらむ保育」
をテーマに、子どもが遊びの中でやりたい気持ちをもち、その気持ちをふくらませていく過程に焦
点を当てて分析し、子ども主体の保育の在り方やその際必要となる教師の援助について考察してい
く。

研究の内容
＜「やりたいがふくらむ保育」とは＞
本園で大切にしてきたことは、子ども主体の保育である。子ども主体の保育の基本は、子どもの
意志を尊重することである。すなわち、子どもの「やりたい」気持ちを大切にし、受け止めていく
ことである。しかし、幼稚園教育要領（前出）にも「幼児は遊ぶことが好きであるからといって、
教師は幼児が遊ぶのをただ放っておいてよいわけではない。なぜなら、幼児は常に積極的に環境に
関わって遊び、望ましい方向に向かって発達していくとは限らないからである」
（p.41）とあるよう
に、やりたいことをやっているからといって放っておいてよいものではない。子どもが望ましい方
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向に向かって成長しているかどうかを、教育課程や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」など
を活用し確認していく必要がある。また、子どもの「やりたい」は表面に表れるものばかりではな
い。言葉や行動に表れない内面の伸びようとしている育ちの芽をも捉える必要がある。
＜「やりたいがふくらむ保育」の必要性＞
幼児期の遊びの重要性については、多くの著書に記されている。幼稚園教育要領解説（前出）に
は、
「遊びを持続し発展させ、遊び込むことができれば、幼児は楽しさや達成感を味わい、次の活動
に取り組んだ際にもやり遂げようとする気持ちをもつようになる」
（p.171）とある。このような経
験を重ねていくことで、やり遂げようとする粘り強い気持ちや自立心、見通しをもつ力等が培われ
ていくと考える。
また近年、急速に変化する社会を生き抜く力を身に着けていくために、幼児期の非認知能力が注
目を集めている。非認知能力の一つに GRIT と呼ばれる「やり抜く力」に焦点を当てたものがある。
GRIT とは Guts（度胸）
：困難なことに立ち向かう能力、Resilience（復元力）
：失敗しても諦めず
に続ける力、Initiative（自発性）
：自分で目標を見つける力、Tenacity（執念）
：最後までやり遂げ
る力の頭文字をとったもので、
「遠くにあるゴールに向けて、興味を失わず、努力し続けることがで
きる気質」を指す言葉である。この GRIT を身に着けていくことは、教育達成に与える影響が大き
いとされている。以上のことから、幼児期に子どもがやりたい遊びを持続し、最後までやりきって
達成感を味わうことは多大な意義があると考える。この「遊び込む」や「やり抜く力」を育ててい
くためには、子どもがやりたい気持ちをもち持続させていく必要があり、そのためには「やりたい
がふくらむ」過程が重要であると考える。
＜「やりたいがふくらむ保育」に必要な援助＞
前述したように、
「やりたいがふくらむ保育」とは、子どもたちが、自分（たち）で遊びや生活を
動かしている、つまり自分（たち）が主体となっているという実感をもつことであると考える。そ
のためには、まずは、自分の気持ちや考えが受け止められなければならない。そして、言葉にする
しないにかかわらず、自分の「やりたい」が形になったり動きに表れたりしながら生かされ、実現
されることが必要である。そして、それを継続したり形を変えたりしながら楽しむことでもっと「や
りたい」気持ちがふくらむ。それを満足するまでやりきることで、充実感や達成感を味わうことも
できる。

研究の方法
次のような方法で、研究を進めた。
・保育の中で幼児の様子を観察し、保育者が「やりたいがふくらむ」様子を捉え、内容をまとめ
る。
・内容から保育の可能性を探り、事例にまとめてカンファレンスを重ねる。
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事例と考察
事例 1 ３歳児「オートーせよ！」 ７月

「応答せよ！」
「聞こえますか？」とい

男児達が追いかけっこをして遊んでいる。友達との
う教師の言葉に「聞こえます！聞こえ
関わりが楽しくなってきているので、同じようなイメ
ます！」と教師と同じ仕草をして答え
ージをもって遊べるような物があったらよいのでは

る。そのやりとりに「応答せよ、作っ
ないか。
て～」と子どもたちが集まってきた。
イメージをもちやすいよう、子どもたちの好きな

教師に渡された丸い紙にクレヨンで

ヒーローが持っているような通信機械（トランシ

色を塗り「やって、やって」と我先に

ーバー）をと考え、教師が作って身に付け口に当

教師に輪ゴムを付けてもらおうとす

て、「応答せよ！」と声を出してみる。教師が簡単

る。出来上がった物を腕に付け、教師

に作れるよう、また、子どもたちが自分でも作っ

や友達と「応答せよ！」
「大変です。怪

ていけるような材料で作っていく。（輪ゴム、丸く

獣が出ました！」と同じようなイメー

切った紙）

ジの中で遊ぶ姿が見られた。

事例 2 ３歳児「バイクに乗って出掛けてくるよ」 １１月
積み木でバイクを作って遊んでいる。イメージ

積み木でバイクを作っているＨ

が膨らんでいくような物を作っていくことで、

男。教師の作ったメーターやスイ

遊びがもっと楽しくなっていくのではないか。

ッチを見ると、すぐにバイクに貼

みんなで同じイメージをもって遊びを楽しん

り始めた。バイクにまたがり「ブ

でいくことで、「やりたい」がもっと膨らんでい

ーン、ブーン！」と運転する真似

くのではないか。

をする。目の前に貼ってある道路
を見て「僕も描く！」とクレヨン

・積み木でバイクを作っている姿を認めなが

を取りに行く。周りにいた友達も

ら、「本当のバイクはこんな風になってるんだ

同じようにバイクを作り始め、思

よね」とメーターやスイッチを描いたものを見

い思いにバイクにまたがり走り出

せたり、走っているバイクから見える道路を大

す姿が見られた。

きな紙に描いて貼ったりしていく。

＜保育の可能性を探る＞
事例 1 では、手首に付けた丸い紙と輪ゴムだけの小さなアイテムが、子どもたちにとってまるで
自分がヒーローになったような感覚になり、
「応答せよ！」
「聞こえますか？」
「はい、聞こえます」
とやりとりを楽しんだり、
「ぼくも作って欲しい」と教師のところに集まってきたり、友達とイメー
ジや気持ちを繋げる物になっていたと思う。手の込んだ物でなくても、子どもたちのイメージがど
んどん膨らみ、遊びが楽しくなっていった。事例 2 でも、壁に景色（道路）を描いて貼っただけで、
子どもたちのイメージはバイクに乗り風を切って気持ちよく走っている思いであふれていた。３歳
児にとって、物との関わりは、イメージを膨らませたり友達との繋がりをつくっていったりするた
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めの大切なものである。しかし、３歳のこの時期は、本物のように手をかけて作るよりも、教師が
子どもたちの遊びを見取りどんなものが子どもたちにとって魅力あるアイテムになっていくのかを
考え、教師がすぐに用意していくことが大切なことであると思う。作ることに時間をかけるのでは
なく、教師も一緒に遊びながら、物と教師の関わりの双方が相まって物の価値が高まっていくので
はないかと考える。毎日の遊びの中で、
「楽しかった」という思いが味わえるような援助が大切であ
る。その毎日の小さな満足感や、成功の体験を積み重ねていくことで「やりたい」が見つかり、膨
らませる土壌を作ることになっていくものと考える。
事例３ ４歳児「見て、たくさんダンゴムシが食べてるよ」 ６月
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＜保育の可能性を探る＞
虫が好きな男児数名から始まったダンゴムシ探しだったが、他の子どもたちもダンゴムシに興味
をもってほしい、友達とのかかわりが生まれてほしいと考え、身近に置いて見たり触れたりできる
環境を整えた。すると他の子どもたちも興味をもって集まって来るようになり、周りの友達とのか
かわりも増えていった。また、誰も食べるとは思わなかった梅の実をダンゴムシが食べたり、赤ち
ゃんが目の前で生まれたりという想定外の出来事が、子どもたちのもっと見たい・触れたい・関わ
りたいという新たな「やりたい」気持ちを膨らませ遊びが継続していった。
教師は子どもから要求されてもいないのに新たな環境（大きなケース）を用意したが、男児達が
夢中でダンゴムシを探したり捕まえたりする姿をもっと大切にしていたならば、
どうだっただろう。
「園内のこんな場所でダンゴムシを見つけた」
「湿っている所に多くいる」など繰り返し探すことで
ダンゴムシの生態に気付いていったり、
「こんなにたくさん捕まえた」
「初めて捕まえられたよ」と
心ゆくまでたっぷりと触れてかかわることで満足感や充足感を味わったりしたかもしれない。そし
て、疑問や不思議に思ったことを友達と出し合い考えながら新たな「やりたい」が見つかり、それ
が実現したり形を変えたりしながら教師の思いとは違う
「やりたい」
遊びが継続したかもしれない。
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事例４ ４歳児「ぼくたちの基地を作りたい！」 6 月

＜保育の可能性を探る＞
ヒーローごっこから、自分たちの居場所となる「基地を作りたい」という気持ちが膨らんでいっ
た子供たち。ウレタン積木から基地作りが始まったが、友達と遊びを進めていくうちに、
「木枠積木
がいい」
「屋根が欲しい」と、イメージや思いを出し、自分たちで遊びの環境をどんどん作り進めて
いく姿に、一人一人の育ちの芽を感じた。また、自分たちの基地を作りたいという思いが膨らんで
いくのが伝わってきた。この時期の子どもの育ちの方向性として「楽しそうな遊びや活動に興味を
もち、喜んで参加する」という捉えがある。教師はイメージに合ったものが作れるように、子ども
たちと会話をしながら考えを引き出したり、遊び方を提示したりすることで、子どもの「やりたい」
が形になり、実現されるのではないだろうか。子どもたちは、その素材を試しながら、自分の思い
や考えを出し合い、友達とぶつかり合って新たなやりたいが生まれるかもしれない。子どもたち一
人一人の発達段階に応じた素材の準備や提供、自分の「やりたい」が形になる環境作りの難しさを
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改めて感じた。
事例５ ５歳児「梨狩り、大成功だったぁ！」 ９月～１０月
１０月に行われる運動会の今年度のテーマは「もぐもぐ」
。年長児みんなで相談して方向性を見出した。各グ
ループでどんな競技を作ろうかとそれぞれの案を出し合って考えている。ケーキグループは９月上旬に「森の
お楽しみ保育」で経験した梨狩りを，年中児と年少児にもやらせてあげたいと発案し，８人全員の考えは一致
した。
<教師の読み取り・援助>

<子どもの姿・やりたいが膨らんでいる姿>

９月１７日 競技内容の話し合い

9 月２３日 梨の製作

９月２９日 コースの説明
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<教師の読み取り・援助>

<子どもの姿・やりたいが膨らんでいる姿>

１０月６日 梨を引っ張る実験

＜保育の可能性を探る＞
毎年行われている運動会は、
「年長児が一から作り上げていく運動会」を代々継承している。今
年度の年長児たちも、昨年度までにその時代の年長児が作り上げた競技で遊んだ経験を積んでい
る。自分たちが運動会を作り上げていくといった意識が膨らむように、教師はクラス全体で話し合
う機会を度々設けた。その中で子どもたちは自分の考えをどんどん表現し、その思いを教師は丁寧
に受け止め、活動の経過を振り返り、積み上げていった。このような流れの文化的背景を踏まえ、
梨狩りの遊びが発展していった。
子どもたちは、やりたいと思ったことを自分なりに表現し、友達の考えを受け止め、折り合いを
つけながら話し合いを重ねてきた。８１個の梨を作る際も、大量の梨を丸めるのをやり遂げられる
か、丸める子と塗る子で手分けした方がスムーズに進むのではないかと予想した。しかし、子ども
たちは分担はせずに全ての工程を一から自分でやりたいと考えたのである。梨を作るための素材の
選択や、梨をもぎ取るための工夫は、子どもの発想が教師の予想を超えてきた。教師の予想する案
に収まることなく、子どもたちは柔軟で主体的な考えを出し合い続けた。なかなか前に進まずにい
た遊びの内容を軌道修正しながら試行錯誤を積み重ねていったことが、やりたいことを継続してい
くための大きな一歩だったように思う。
ケーキグループの他に５つのグループが並行して競技を作っており、学年全体が自分たちの競技
をより面白いものにしたいとする大きな渦に巻かれ、どのグループも運動会に向かって遊びがぐん
ぐん膨らんでいくような空気感があった。競技中に起きたハプニングにも慌てずに対応したり、自
分の役割に責任をもって行動したりする姿からは、同じ目標に向かって友達と協力する中で自分を
発揮し、変化し続けるやりたい思いが実現していった場面だったと考えられる。
教師は、一人一人の発想が尊重され、実現したいもののイメージに添う素材が選択できる環境を
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整えることで、子どもたちが自らやりたい遊びを継続していくことが可能だということがわかっ
た。そして、そこには友達の存在があり、何度も試行錯誤をして課題を解決し、軌道修正をしなが
ら継続していくことで、さらにやりたいという思いが膨らみ、子どもたちの内なる自信へとつなが
りをもつと考える。
運動会を閉じた直後、
「運動会、すごく楽しかった！」
「梨狩り、大成功だったぁ！」と、友達と
跳びはねながら喜び合う姿に、自分たちが楽しんだ梨狩りを年下のクラスの子に体験させてあげた
いという目標を達成し、やりたい遊びをやりきった満足感が反映されていた。充実感や達成感を味
わうことができたからこそ、翌日からも、他のグループの競技やリレーなど運動会の遊びを何度も
継続して友達と競い合うことを楽しんでいる姿につながっていると感じる。

研究の結果
本年度は、
「やりたいがふくらむ保育」をテーマに、教師間で共通理解を図ったり、事例を持ち寄
りカンファレンスを行ったりしてきた。その中での成果と課題をあげる。
＜成果＞
①

子どもが遊びの中でやりたい気持ちをもち、その気持ちをふくらませていく過程に焦点を当
てて、その必要性や意味を検討してきた（教師間の共通理解）ことは、真に子ども主体の保育
とは何かを考え志向することにつながった。

②

子どものやりたいことは何か、それが実現されているかに視点を当て日々の保育を振り返る
ことは、子ども主体の保育が展開されているかどうかを常に意識し、保育を考え計画していく
こととなった。

③

子どものやりたいことに焦点を当てることは、子どもの気持ちを読み取り寄り添っていく教
師の姿勢を問うことであることがわかった。どう見取ったか、どう援助したか、どのような素
材（教材）を提示したかなど、その妥当性を事例から探ることで、援助の適時生や、教材研究・
準備、環境の構成の意味を考えることにつながった。それは、多様な視点から保育を見つめ直
すこととなり、保育の可能性を広げることとなった。

④

子どものやりたいことを丁寧に見取ることは、子どもが育とうとしている育ちの芽（発達要
求・発達課題）を探ることにつながった。

⑤ 上記をもとに、３歳児から５歳児までの「やりたいがふくらむ」援助のポイントをまとめた。
＜課題＞
① 上記の成果を踏まえ、今後は子どもが育とうとしている育ちの芽（発達要求・発達課題）を教
育課程や指導計画立案に反映していくかを考えていくことが必要である。
② 「やりたいことがふくらむ」という視点を、日々の保育の評価にどう位置づけるかを考えてい
く必要がある。
③ 日々の保育の振り返り（記録）を、一人一人の育ちの確認や遊びの変化、人間関係の変化等を
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―― 保育の可能性を探る ――

育ちの履歴として教師が確認したいこととして取り出して検討できるようなシステムを構築して
いくことが必要である。ICT の導入なども視野に入れ検討していきたい。

引用文献
文部科学省 .２０１８.『幼稚園教育要領解説』 （フレーベル館）
リンダ・キャプラン・セイラー、ロビン・コヴァル.２０１６.『「ＧＲＩＴ（グリット） 平凡でも一流になれる「やり
抜く力」』(日経 BP)
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中学校音楽科の教員養成における
教育実習の効果を向上させる研究
―― 基本教育実習の特性等を生かしたマネジメントを通して ――
井 上 寛 士＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Improving Teaching Practice Effectiveness in Junior High School Music Teacher Training
Research to Improve Teaching Practice Effectiveness
Hiroshi INOUE

キーワード：中学校、音楽科、教育実習、実習指導

本稿は、本校（茨城大学教育学部附属中学校）音楽科で行った基本教育実習における取組を整理することを通して、中学校
音楽科における本学（茨城大学）基本教育実習の意義を再確認するとともに、本学基本教育実習等のシステムを生かして教育
実習の効果を最大限上げるための要件を整理し、中学生の力を伸ばすことのできる音楽科教員の育成を目指すことを目的とす
るものである。まず，先行研究から中学校音楽科教員や教育実習における課題を整理し、中学校音楽科教員に必要な力をまと
めた。次に、本学基本教育実習の特性を生かした授業実習計画のマネジメント、事前指導（実地指導）の有効活用、一斉研究
授業の充実とオンラインでの取組、教育支援ボランティア制度の有効活用などの手立てを講じた。その結果、教育実習を終えた
学生に対する質問紙調査や振り返り記述の計量テキスト分析により、それらの手立ての有効性が示唆された。

はじめに
本稿は、本校（茨城大学教育学部附属中学校）で行った基本教育実習音楽科における取組を整理
することを通して、本学（茨城大学）基本教育実習の中学校音楽科教員養成における意義を再確認
するとともに、本学のシステムを生かして教育実習の効果を最大限上げるための要件を整理し、中
学生の力を伸ばすことのできる音楽科教員の育成を目指すことを目的とするものである。
筆者は本校に 10 年勤務し、委託実習生を含めて 60 名近くの実習生を指導してきた。その過程
――――――――
*茨城大学教育学部附属中学校
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で、本学基本教育実習や本学全学教職センター学生ボランティア制度が教員養成上で極めて有意義
であることについて改めて気づくとともに、その制度を最大限に生かすためのマネジメントの必要
性を感じ、試行錯誤を繰り返してきた。これまでの取組を一教諭の立場から整理、検証することを
通して、学内制度の更なる有効活用と、学外における教育実習，新任教員指導の一層の充実を促
し、中学生の力を伸ばすことのできる音楽科教員の養成につながるものとしていきたい。

問題の所在
(1) 中学校音楽科の特性から
中学校音楽科の特性として、取り扱う教材の自由度が高いこと、個業となりやすいことの２点が
挙げられる。
「音楽」は、クラシック音楽に限らず、ポピュラー音楽、環境音楽、伝統音楽など広
範に亘る。そのため、授業者の主観でどのような授業でも行うことができる。中学校学習指導要領
（文科省，2017）において、音楽科で取り扱う大まかな内容は示されているものの、その具体や程
度はほとんど示されていない。例えば、器楽の学習においては、
「楽器の音色や響きと奏法との関
わり」を理解することとしている。しかし、具体的にどの楽器をどの程度演奏できるようにするか
ということについては、教員に任されている１）。もちろん、どの楽器の学習においても、音色、リ
ズムなどの〔共通事項〕に関連させながら、生徒自身に「どのように表現したいか」という思いや
意図をもたせた上で、
「曲にふさわしい表現」ができるようにすることが求められている。しか
し、そのためにどんな理解が必要かという具体は示されていない。そのため、解釈によっては「情
景を想像して歌いましょう」と指示して何となく歌うだけでも「表現を創意工夫して歌う」という
指導事項が成立し得てしまう。
次に、個業となりやすいという点である。本校のように各学年４クラスによる中規模の中学校で
は、音楽科の教員は学校に一人となる。学校の実態によっては、６クラスの大規模に近い学校であ
っても一人の音楽教員によって行われる。そのため、校内における他の教員との授業に関する情報
交換がなされず、いわゆる「個業」となりやすい。その結果、取り扱う内容が、ますます教員の嗜
好に偏ってしまう可能性がある。中学校学習指導要領音楽編において「歌唱や鑑賞の学習のみに偏
ったり、歌唱の指導において合唱活動に偏ったり、鑑賞の指導において特定の曲種の学習に偏った
りすることのないように留意して、年間指導計画を作成しなければならない」と明記されている
が、これは、現状として偏っていることの裏返しであるともいえる。中学校においては、選択科目
となる高等学校と違い、全生徒が学習するので、その影響はさらに大きい。
このような状況を改善し、生徒の力になる音楽の授業を展開していけるようにするためには、音
楽科教員一人一人が学習指導要領の趣旨を理解し、授業づくりの力を高めていく必要がある。その
基盤として、大学の教員養成課程を充実させるとともに、その一環として行われる教育実習の効果
を最大限に高めることが必要である。
(2) 新任教員を取り巻く環境から
和井田（2012）は、新任教員のうち１年で退職する教員が、平成 16 年度に 191 名であったのが、
平成 22 年度には 296 名と約 100 名増えていることを指摘し、新任教員に対して、自治体や赴任先の
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学校が適応支援をしていくことの必要性を示している。近年、拠点校指導教員などの制度が充実
し、新任教員に対して手厚い指導がなされることによって改善傾向にあるものの、指導教員も前述
のように、内容を自由に解釈し、個業になりやすい中学校音楽科に身をおいてきたことから、新任
教員を指導する教員の考え方に大きく左右されてしまう場合がある。
さらに、新任教員には、授業をする以外にもたくさんの力が求められる。茨城県教育委員会
（2018）は、茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する指標として、教員の経験
年数から採用時、形成期、成長期、発展・充実期、貢献・深化期の五つに分け、それぞれの時期に
おいて必要とされる資質や力量をまとめている。そこでは、教員に求められる資質・力量として①
社会人としての素養、②授業力、③児童生徒を理解し、指導する力、④特別な配慮を必要とする生
徒を理解し、支援する力、⑤学年・学級を経営する力、⑥学校運営に関する力と６項目を挙げてい
る。つまり、新任教員に対する手厚い指導をするということは総合的な力を高めていくということ
であり、教科に関する力は、そのごく一部に過ぎない。したがって、教科教育に関する力について
は、採用時には高い専門性を有している必要があり、大学での学びと教育現場を結ぶ数少ない機会
である教育実習の意義を再確認することが必要である。
(3) 教育実習に関する課題から
今後の教員養成・免許制度の在り方について（中央教育審議会，2006）によると、「教育実習
は、学校現場での教育実践を通じて学生自らが教職への適性や進路を考える貴重な機会であり、今
後とも大きな役割が期待される」としている。また、
「何が課題であるのかを自覚する機会」とも
している。つまり、学生にとっては、それまで教職課程で学んできたことを学校現場で実践するこ
とを通して、学んできたことをまとめるとともに、大学における理論と現場での実践との相違から
新たな課題を見出し、教員になるために必要な技能を明確にするための機会である。
ところが、教育実習生に対して、どのように指導していくかについては、担当した教員の経験則
によるところが大きくなるため、実習生に力をつけることができるかどうかは、担当する教員の技
量に左右されることになる。先の答申では、
「実習校においては、基本的に複数の教員が協力して
指導に当たること」
、
「大学の教員と実習校の教員が連携して指導に当たる機会を積極的に取り入れ
ることが必要」などとしている。しかし、各学校一人の音楽教員しかいない実習校においては、教
科指導を複数の教員で行うことは物理的に不可能である。また、大学との協力といった点でも、広
範な研究分野におけるそれぞれの部門で高い専門性を有する大学教員と学校現場で中学生に対して
授業を行っている実習校教員では環境に乖離があるため、中学校においてより良い音楽教育を目指
していこうとする場面での協力は有効であるものの、その基盤となる教育実習の段階において、連
携した指導を行うことは現実的とは言えない。
音楽科において実習生をどのように指導するかということに関する研究については、実習生向け
のマニュアル的なものや実習による効果を測定する研究（増井，2016、宮本，2009、菅，2007）な
どがあるものの、教育実習生の指導教員の指導法に関する先行研究は見当たらない。
これらのことより、中学生の力を伸ばすことのできる音楽科教員の育成を目指すために、教育実
習の意義を再確認し、教育実習の効果を上げるための要件を整理することが重要であると考え、研
究としてまとめることとした。
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音楽科教員を目指す大学生の傾向と音楽科教員に必要な力
(1) 音楽科教員を目指す大学生の傾向
まず、先行研究から音楽科教員を目指す大学生の傾向を整理し、教育実習において、どのような
力を優先的に身に付けることを目標としたら良いかについて整理する。
宮下ら（2001）は、
「学生のもつ音楽授業観は、現代におけるリアルな学校現場や音楽授業の実
態がインプットされて形成されているものではない」
、
「学生が考える音楽授業と現実の音楽授業と
はかなりの隔たりがある」としている。その原因として、学生自身が数年前に受けた中学校の音楽
授業をそのままイメージしていること、ピアノや声楽などの専門的な音楽教育を受けてきた学生に
とって、それがそのまま学校音楽教育の授業観として築かれてきたことなどを挙げている。
原口（2017）は、実習生の特徴として、作曲、声楽、ピアノ、弦楽器、管打楽器等、様々な専門
の実習生がおり、自分の専門でない分野については不安に感じているという実態を示唆した上で、
それぞれの専門性を生かした指導を模索し、専門による技能の差を補いあいながら実習を進めてい
くことが必要としている。このことから、学生には「専門」があり、専門以外のことには不安を感
じる傾向があるということがわかる２）。
これらの先行研究から、音楽科教員を目指す大学生の傾向として、中学校音楽科の授業に対する
イメージや音楽科の授業で必要とされる音楽的技能に偏りがあるということが分かる。
本校に教育実習に来た大学３年次生にも概ね同じ課題がある。顕著な例として表１を示す。
表１ 音楽科教員を目指す大学生のもつ課題のうち顕著な例
問 題

具 体 例

〇主として実態との乖離に関わる問題 ・音を出す道具がない状態でコードを用いた曲を創るなど，専門的音楽
（生徒の実態及び学習指導要領のねら
知識を前提とした授業を考案する。
いに関するものも含む。
）
・ボイスパーカッションやカップスに取り組むなど，学習指導要領の趣
旨に当てはめるのが困難な授業を考案する。
・歌詞の意味の表現について考えるなど，専門的音楽教育で学んでいる
内容をそのまま中学校音楽科に当てはめようとする授業を考案する。

〇主として技能面に関わる問題

・合唱曲の伴奏が弾けない。
・合唱において生徒が音を間違っていているのが分からない。
・
「アイーダ」を知らない。

まじめな学生が多く、様々な活動を展開したいというアイディアや意欲はあるものの、学生が考
える音楽授業は、生徒の実態や現実の音楽の授業とは隔たりがある場合が多い。表１に示した通
り、専門的音楽知識をもっていることを前提とした授業や学習指導要領の趣旨に当てはめるのが困
難な授業、自らが学んでいる専門的音楽教育の内容をそのまま中学校音楽に当てはめようとする授
業など、学生自身の興味・関心に基づいて授業を考案しようとする傾向がある。
一方、
「専門性」には秀でているもの、専門でない部分の知識や技能が希薄で、合唱曲の伴奏が
弾けない、中学生の間違いに気づかない、有名曲である「アイーダ」を知らないなど、中学生を対
象に音楽の授業を行っていく面で最低限の知識、技能に課題があることも少なくない３）。
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これらのことから、教育実習においては、生徒の実態を理解するとともに、中学校音楽科の授業
の実際がどのようなものであるか、中学校で授業を行うために必要な音楽的技能や知識がどんなも
のであるかの理解を促していくことが必要であると分かる。
(2) 身に付けたい力
茨城県教育委員会による前掲の指標において、採用時に身に付いているべき授業に関する力とし
て、次の７点を挙げている（表２）
。このうち、音楽科の授業に関する事項としては、学習指導要
領の理解、授業成立のための要件の理解と指導のための技能、教科に対する専門的な技能、学習課
題の設定、主体的・対話的で深い学びの重要性の理解、ICT の活用の６点である。
表２ 「茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上」より抜粋
採用時に身に付いているべき力（授業に関するもの）
①

学習指導要領の主な目標を理解し、指導に生かすことができる。

②

授業を成立させるための要件（学習課題、板書、発問等）を理解し、基本的な技能をもって指導
することができる。

③

教科等に対する専門的技能を有し、教材の内容を分析・解釈し、適切な授業準備をすることがで
きる。

④

学習課題の設定や探究的なプロセスの重要性を理解し、指導に生かすことができる。

⑤

主体的・対話的で深い学びの重要性を理解し、授業を実践することができる。

⑥

ICT の活用方法を理解し、教育活動に生かすことができる。

⑦

道徳教育の目標や道徳教育は「特別の教科道徳」を要として学校の教育活動全体を通じて行うも
のであることを理解することができる。

一方で、教員養成のカリキュラムは次のようになっている。茨城大学履修要項（2019）では、中
学校一種免許取得を目指す場合、教員免許法等に基づき、教科及び教科の指導法に関する科目とし
て、
「教科に関する専門的事項」から 22 単位、
「教科及び教科の指導法に関する科目における複数
の事項を合わせた内容に係る科目」から１単位、
「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含
む。
）
」より８単位修得しなければならないとしている。
茨城県教育委員会の示す指標と茨城大学履修要項の関連を示したものが表３である。
主として「教科に対する専門的技能と教材の内容を分析・解釈する力」の育成を目指す「教科に
関する専門的事項」が 22 単位であるのに対し、それ以外の多くの理解や技能の習得を目指す教科
指導法に関するものは８単位と大幅に少ないことがわかる。もちろん、
「教科に関する専門的事
項」は、教育現場で使える知識・技能を養成することを主たる目的としたのものではなく、大学生
を対象とした専門教育としての側面もある。また、教育に関する事項の習得については、該当する
教科教育法の授業だけではなく、教育の原理に関わる授業や他教科教育法の授業の中で総合的に培
っていくものでもある。ただ、大学生が前述の指標に示された採用時に必要とされる力量を身に付
けていくためには、カリキュラムに則って漫然と履修するだけではなく、大学で履修するそれぞれ
の事項をつないでいくことが必要である。
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表３ 茨城県教育委員会の示す指標と茨城大学履修要項の関連
項目の概要
〇教科に関する専門的事項
（22 単位）

授業の例

指標に示された力量との関連

ソルフェージュ，声楽，器楽，指
揮法，音楽理論，作曲法及び音楽
史など

③ 教科に対する専門的技能と教材の内
容の分析・解釈

〇教科及び教科の指導法に関する 音楽科教育法など
科目における複数の事項を合わ （他教科の教育法，教育理念の授
せた内容に係る科目
業）
（１単位）
〇各教科の指導法（情報機器及び
教材の活用を含む。
）
（８単位）

① 学習指導要領の理解
② 授業を成立させるための要件の理解
④ 学習課題の設定や探究的なプロセス
の重要性を理解。
⑤ 主体的・対話的で深い学びの重要性
を理解。
⑥ ICT の活用方法の理解

これらを踏まえ、中学校音楽科教員として必要な力を次のように整理した。
● 中学校における音楽教育の目的、現代的な教育課題の理解
● 生徒の実態の理解とそれを踏まえた手立てを構築する技能
● 中学校で授業ができるようにするための音楽の基礎的な素養（知識と技能）

必要な技能を身に付けるための手立てとその具体
前項で示した必要な力を身に付けていくために本校音楽科で取り組んできたこととして、基本教
育実習の特性を生かした授業実習計画のマネジメント、事前指導（実地指導）の充実、一斉研究授
業の充実とオンラインでの取組、学生ボランティア制度の活用の４点を挙げる。
(1) 基本教育実習の特性を生かした授業実習計画のマネジメントについて
まず、本学の基本教育実習について整理しておく。本学の基本教育実習は、大学３年次において
行われる。附属小学校もしくは、附属中学校に複数の実習生が配当され、15 日間の実習を行う。
全ての学生が基本教育実習を行うことができるよう、Ⅱ期にわたって行われる。なお、大学４年次
には３年次で経験していない校種の公立学校の実習に参加する。12 日間の実習期間の中で、教員
による講話の聴講、道徳授業の実践、授業実践、学習指導案作成を行うとともに、まとめとして一
斉に研究授業を行う。
以上に述べた概要のうち、本学基本教育実習における教科に関わる特性は、以下の４点である。
① 一つの教科に複数の実習生が配当される。
② 附属学校に配当される。
③ 大学３年次に行われる。
④ 研究授業が一斉に行われる。
① 「一つの教科に複数人が配当される」について
基本教育実習では、一つの教科に複数の実習生が配当される。本校音楽科においては、Ⅰ
期、Ⅱ期にそれぞれ１学年一人、合計３人の学生が配当される。公立学校で行われる教育実習
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においては、一つの教科につき一人の実習生が配当される。つまり、実習生と指導教員の一対
一の指導だけではなく、授業実践におけるフィードバックを教育実習生同士で行うことができ
るという特性がある。このことにより、実習生同士による学び合いが生まれるのは基本教育実
習の利点の一つである。
② 「附属学校に配当される」について
基本教育実習では、附属学校に配当される。附属学校の教員が指導教員を行うということが
その特性の一つである。附属中学校の音楽教員も他と同様に、個業に陥りやすいため、個人の
嗜好に偏っている傾向がないとは言えない。しかし、附属学校の教員は毎年公開授業を行い、
それに向けた研修を通して、その時点で学校教育に求められている視点を常に更新することが
求められている。つまり、教員個人の経験則だけではなく、その時点で学校教育に求められて
いる視点から実習生指導を行うことができるのである。もちろん、公立学校には、経験が豊か
で、歌唱教育、器楽教育等のエキスパート、なおかつ継続的に研修を行い、素晴らしい教科経
営をされている方も数多くいる。しかし、基本を学ぶという点で言えば、指導教員が一定の教
科研修を継続している附属学校で行うことができるのは利点の一つである。
③ 「３年次に行われる」について
多くの公立学校では教育実習生として、大学４年次生を受け入れるが、基本教育実習は３年
次において行われるという特性がある。教育実習後のアンケートにおいて、実習生が「このあ
ともっと勉強しなくてはいけない」という気持ちになっていることを考えると、残り１年半を
使って学ぶことができる３年次でそれを経験することができるのは利点の一つである。
④ 「研究授業が一斉に行われる」について
基本教育実習では、最終日数日の間に一斉に研究授業が行われる。短い実習期間ではある
が、その中で学んだことをもとに研究授業が行われる。基本教育実習でない教育実習において
は、研究授業といっても参観者はほとんどいない。実習校の管理職や他の職員、それに都合が
合えば、大学の教員が参観するぐらいであろう。また、授業後の研究協議も指導教員の指導及
び学校の管理職によりアドバイスと励ましがある程度で、研究協議という形で大々的に行われ
ることは少ないと予想される。しかし、基本教育実習では、同じ教科に配当された実習生と他
学年の同教科の教員が必ず参観するほか、同じ学級に配当された別の実習生、教育実習期間で
ない学生も参観可能である。音楽科の公開授業でも最大 20 名程度の参観者があるほか、研究
協議も確実に行う。学生のうちにこれだけ多くの参観者がいる中で授業ができ、協議ができる
のも、基本教育実習の利点の一つである。
以上のような特性を生かし、表４の例のような授業実習計画を立てた。ただ、実習期間が限られ
ており、時間割との兼ね合いもあるため、年度によって若干の偏りもある。
まず、実習生により、担当する領域を分けるようにしている。音楽科には歌唱・器楽・創作・鑑
賞の４つの領域があるが、それぞれの授業のポイントは微妙に異なる。３人の実習生が、３つの領
域の授業実習をできるようにすることにより、特定の領域の授業に偏ることなく、複数の授業づく
りを体験することができる。多くの学校では９月、10 月は直後に控えた校内合唱コンクールがあ
るため、合唱を中心とした授業を行うことの多い時期である。本校も教育実習終了直後の 11 月
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に、校内合唱コンクールが行なわれるため、生徒からも授業で合唱を深めたいという声がないわけ
ではないが、学校設置目的を踏まえ、教育実習生の授業実習を優先するようにしている。
また、実習生のつくった授業のうち、第１時の２回目（２クラス目の授業）は指導教員が行って
いる。授業づくりの段階でどんなに指導をしても、最初の授業はうまくいかないことが多い。実習
生も生徒も何をやっているかわからないまま一時間が終わってしまう場合もある。逆に、表面上う
まくいっているように見えても、授業を行わなくてもできる程度の内容に止まってしまう場合があ
る。原因としては、学生の意識と生徒の実態や現実の音楽の授業の隔たりが、授業実習の前に行う
参観だけでは埋まらないからであると考えられる。そこで、第１時の２回目の授業では、実習生の
考案した授業を指導教員が行ってその具体を提示することにより、いかに実習生の意識が生徒の実
態と乖離していたかが明確になるほか、授業を行う上でどのような技能が必要になるのかも明確に
なる。指導教員にとっては、実習生の考案した授業を示範授業として提示することになるので、か
なり緊張する時間ではあるが、これを行うことにより、実習生が次に行う授業はかなり改善され、
安定したものとなる。
ただし、第２時の２回目の授業は別の実習生が授業をするようにしている。音楽科では、第２時
が研究授業を行う時間になるため、第１時同様に教員が参考として授業を提示しまうと、実習生自
身が考える機会を奪ってしまいかねない。そこで、他の実習生が授業を行い、自分の考案した授業
を客観的にみることができるようにしている。これは、複数の実習生が同時に教育実習を行う基本
教育実習でないとできないことであるし、自分の配当学年以外の授業を行う経験ができるという点
でも有効である。
さらに、表４において、その他として合唱を記入してある。これは、一斉研究授業の行われる時
間のいわゆる「裏時間」を利用したものである。一斉研究授業は、同教科の実習生は基本的に全員
参観することになっているため、一斉研究授業が行われている時間に他学年に該当教科の授業が設
定されている場合、授業を行えず、自習にせざるを得ない場合がある。この時間を利用し、音楽の
授業に振り替えて合唱の授業を行うようにしている。このことで、校内合唱コンクールを控えた生
徒にとって合唱を深める時間が確保され、将来音楽科教員として校内合唱コンクールに関わるであ
ろう実習生にとっても実習の時間が確保される。
表４ 授業実習計画の例（⑧が研究授業，表中のＡＢＣはそれぞれ実習生を表す。
）
学年

回数

１

２

３

４

５

６

第１時

７

⑧

その他

合唱

第２時

領域

１年生

歌唱

２年生

鑑賞

３年生

創作

１の１

１の２

１の３

１の４

１の１

１の２

１の３

１の４

Ａ

教員

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

２の１

２の２

２の３

２の４

２の１

２の２

２の３

２の４

Ｂ

教員

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

３の１

３の２

３の３

３の４

３の１

３の２

３の３

３の４

Ｃ

教員

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｃ
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次に、授業実習を行った後の振り返りとなる教科指導は次のように行った。①授業者から授業の
反省，②参観者からの感想・質問，③授業者からの回答及び感想，④指導教員の助言，⑤次の授業
の打ち合わせ（個別）という形である。
実習生は、授業を受けた経験は豊富であるため、声の大きさ、板書についてなど、被授業者の視
点はもち合わせている。そのため、そのような部分については、指導教員から指導するより、お互
いに助言し合った方がより効果的である。実習生が一人だと基本的なことも教官が指導せざるを得
ないため、授業の核心に関わる部分が指導できないままになってしまうことも考えられる。これも
複数人配置される基本教育実習ならではの有効な点である。15 日間の実習期間を過ごすこと自体
も当然勉強になることではあるが、その 15 日間をより有効に使うためには、教員側に基本教育実
習の特性を生かしてマネジメントをするという意識が必要である。
(2) 事前指導（実地指導）の充実
茨城大学教育学部における、中学校及び高等学校音楽の教員免許状取得に対応する科目「音楽科
教育法」では、音楽科教育法の授業のうち数時間、附属学校教員が「実地指導」を行っている。以
前は 90 分×３コマで設定されていたが、現在は 90 分×１コマと縮小している。今後は、実地指導
の時間は無くなっていく方向ではあるが、そのうち教育実習の効果を向上させるために効果的であ
ったと考えられる実践を記録しておきたい。
① 学生自身が中学校で受けてきた音楽の授業を元に指導要領の内容の確認
中学校における音楽教育の目的や現代的な教育課題を理解するため、まず、学生自身が中学
校で受けてきた音楽の授業がどんなものであったかをグループで振り返った。すると「合唱を
歌った」
、
「○○を鑑賞した」など様々な内容が出てくる。その内容を全体で共有した上で、そ
れが学習指導要領のどの項目に当たるのかということについて確認した。また、確認の過程に
おいて和楽器が必修とされていることや歌唱領域には「花」
、
「夏の思い出」などの共通教材が
あり、１年間に一曲以上学習することになっていることなどにも触れた。学生は、大学での授
業を通して、学習指導要領がどのような意味をもつものなのかという学問的な理解はしている
ものの、それが実際の授業にどのように関わってくるのかという理解が高いとは言えない。そ
こで、このような時間を設けることにより、指導要領と実際の授業の距離を縮めていくことを
ねらった。
また、学生の中には、必修であるはずの和楽器や歌唱における共通教材を歌ったことがない
学生がいたり、学校で受けた授業が指導要領に定められたどの活動にも当てはまらなかったと
いう学生、創作の授業を行っていないという学生もいたりするなど、音楽科が個人の嗜好によ
って偏る傾向にあることが改めて確認された。
② それぞれの領域の具体的な授業方法におけるねらいと手立ての共有
次に、音楽科のそれぞれの領域である、歌唱、器楽、創作、鑑賞の具体的な授業の体験を行
い、指導要領に定められたねらいを具現化するために、どのような授業づくりや手立てが必要
になるのかについて共有した。三つの例を挙げる。
ア 歌唱「赤とんぼ」で何を学ぶか
これは、指導要領で求められている内容を生かして具体的にどのように音楽の授業につく
っていくか、というものである。専門的音楽教育を受けてきた学生が「赤とんぼ」を用いた
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授業を行おうとした場合、取り扱いたい内容としてまず出てくるのが「歌詞の表現」であ
る。つまり、
「歌うことを通して、歌詞の内容をいかに表現するかを取り扱いたい」とする
傾向が強い。確かに、芸術としての音楽では、歌詞をいかに美しく歌に乗せて表現するかは
とても大切なことである。しかし、中学生の実態を踏まえると、それは非常に抽象的かつ高
度なことである。さらに「歌詞の表現」をねらった場合、ともすれば心情や背景の読み取り
になってしまい、音楽ではなく国語の学習をしているかのようになってしまう。中学生の実
態を考えると、まずは、歌詞を間違えずに、正しい音で歌うこと、そして楽譜に書かれてい
る記号を表現するにはどうしたらよいかを学ぶことが重要となる。
「赤とんぼ」に頻出する
四度の音程を正しく音楽的に歌うことは、音楽を専門的に学んできた学生にとっては難なく
できることであっても中学生にとっては難しいことである。また、
「赤とんぼ」に細かく記
載されているクレシェンド、デクレシェンドも、専門的音楽教育を受けてきた学生は見ただ
けで表現できるが、中学生には難しいことである。それを中学生が表現するには、その記号
をクレッシェンドと言い、音量をだんだん大きくしていくという意味をもっている、という
ことを知覚するだけでなく、どのタイミングで、どのような息遣いで、どの程度のクレシェ
ンドをかけるのが曲にふさわしいのかを理解する必要がある。つまり「専門的音楽教育がね
らうこと」で授業を組み立てるのではなく、
「専門的音楽教育を受けている人が当たり前に
できること」をねらいとして授業を組み立てる必要があるのである。
具体的に、歌詞を大切にした表現をするという内容で授業を組み立てる場合は、歌詞の内
容を理解するだけではなく、歌詞が音色または強弱、速度などにどのように影響しており、
それをどのように表現するのかが中学生に理解できるようにする必要がある。
「赤とんぼ」
の検討を通して、授業を組み立てるために、このような視点が必要であることを取り扱う。
イ 合唱をどのように組み立てていくか
これは、学習指導要領で求められる内容を明確にすると同時に、生徒の実態を踏まえてね
らいを達成するためにどのような手立てを講じるかという内容になる。合唱に取り組む場
合、自分のパートの音を確認するための音源に合わせて歌い、音を覚えてひたすら歌うとい
う経験をしてきた学生が多い。そのため、実習生が合唱のパート練習の指導を行う場合も曲
の最初から歌うことを考えることが多い。しかし、合唱のねらいが「音の重なり合いを感じ
る」ことであるとすれば、ユニゾンであることの多い曲の冒頭よりも、一番盛り上がる部分
（ポピュラー音楽におけるサビと言われる部分）から取り扱うことがねらいの達成のために
は必要となる。
また、生徒の実態を踏まえて、いかに丁寧に取り組んでいくべきかについても取り扱う。
例えば、各パートの音を鍵盤楽器で確認する際、大きな音を出した方が生徒の理解に効果的
と考え、オクターブのユニゾンで音を提示してしまうことがある。しかし、生徒にとって
は、オクターブの音であってもそれは複数の周波数の集合であり、生徒自身が出すべき音が
どの音なのかを迷わせてしまうことがある。教師が一緒に歌う場合も、例えば男性教員が男
声の音域で女声のパートを歌うと、生徒はどの音を歌ったら良いのかわからなくなってしま
う。また、教師が喉をしっかり開けて太い音色で提示すると、生徒は音の高さよりもその音
色を出すことに集中してしまい、音の高さを覚えるのが難しくなってしまうことがある。つ
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まり、生徒が自身の出すべき音を理解するには、音量ではなく、生徒が実際に出す音になる
べく近い音（近い周波数、近い音色）が必要になる。このように、生徒の実態を理解し、そ
れを踏まえてねらいを達成するためにどのような手立てを講じるかということについて取り
扱う。
ウ ギターの体験
これは、中学校で授業ができるようにするための音楽の基礎的な素養（知識と技能）に関
わる部分である。音楽の専門教育を受けていても、ギターは体験したことがないという学生
は多い。学習指導要領には、器楽は「楽器の特徴を生かした奏法」とされているのみで、具
体的な楽器名は示されていない。そのため、例えば学校に備品としてギターがあったとして
も自分の得意な楽器に偏ってしまい，使わないままになってしまうこともある。
具体的には、ギターで音階を演奏したり、簡単なコードを演奏したりする程度であるが、
初めての楽器の特徴を生かした奏法を習得するためにどのようなステップを設定することが
必要であるかを実地指導で取り扱う。
③ 学習指導案の書き方
次に、実地指導では学習指導案の書き方について取り扱う。学生はそれまでにも大学の授業
で学習指導案の書き方を学習していると考えられるが、主としてその趣旨や必要性など学問的
な指導を受けており、具体的な書き方の指導は受けていないと考えられる。そのため、大学生
が作成した指導案は、余白は必要以上に大きく、フォントや段落もバラバラ、内容に一貫性が
なく、一生懸命文字で埋めたというものになってしまうものもあった。
そこで、実地指導においては、見た目の形式やどこに何を書くかなどについて指導してい
く。まず、教員になって学習指導案を提出する場合、現場で最初に指導されることが形式であ
ることに言及した上で、余白、フォントをどうするかについて指導する。次に、音楽科におけ
る〔共通事項〕とはどのようなもので、どのように取り扱うのかについて指導する。さらに、
文末表現について、目標として記述する場合、指導として記述する場合、評価規準として記述
する場合等で文末をどのように変えるのかについて指導するほか、題材観、指導観とはどうい
うものでどのように記述するのか、ということについても指導し、その上で、実際に指導案を
作成する。
このように丁寧に指導した上で作成した指導案であっても、形式面で不完全な部分は多い
し、内容にも無理があることがある。実地指導の時間数が確保されていた頃は全体で検討を行
ったが、現在は添削にて追指導を行っている。この作業を教育実習期間中に指導するとしたら
それだけで多くの時間が費やされることになるので、事前に指導案の具体的記述方法について
確認できることは、事前に非常に有効であったと考えられる。実際に、本校の基本教育実習に
おいても音楽科に配当された学生は他教科の学生より退勤時間がかなり早くなっている。
もちろん、この実地指導は、大学の膨大なカリキュラムのうちのたった数時間のことである
から、実地指導のみによって大学生の認識が根本的に変わるわけではない。また、大学の学問
としては、現場に即した指導だけではなく、総論の理解も重要である。しかし、教育実習の前
に実地指導という機会があるならば、その機会を十分に生かし、大学生の思考を教育現場に近
づけておくことが必要である。
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（3） 一斉研究授業の充実とオンラインでの取組
前述のとおり、一斉研究授業は実習生にとって重要である。まず、たくさんの参観者がいるこ
とにより、違う視点から自分の授業を見つめ直すことができる。また、学習指導案を丁寧に作成
することにより、その授業のねらいをより明確にすることができる。さらに、参観者にとって
も、数少ない授業参観の機会となる。その機会を十分に生かすために次のような指導を行った。
① 学習指導案づくり
まず，学生が作成した学習指導案に対し，個別指導をしながら丁寧に指導案を修正した。音
楽科に配当された学生は、前年度に音楽科教育法を履修し、実地指導において一度学習指導案
を作成しているので、最低限の形式を整えている。しかし、題材観、生徒の実態をどのように
指導観につなげていくか、その思いをどのように文章に表していくかについては課題がある。
特に、実習生が題材観、生徒の実態と指導観を書いていくにあたり、考えをもっていても適切
な文章表現を見つけられないことがある。そのために，実習生と話し合い，どういう思いで，
どのようなことをねらいとするのかを確認しながらそれを文章化していく作業を行った。自分
で書けるようにすることが大切という意見があるのも承知しているが、思いやねらいが不明確
なところに課題があるのか，それを文章化するところに課題があるのかを明確にすることは、
短い実習期間の中で重要であるし，この過程を通して、学生は自分の授業についてのイメージ
をより明確にもつことができるようである。
② 研究授業と研究協議
次に、教育実習を行っていない学生のうち、授業のない学生が研究授業を参観した場合、研
究協議に参加することを推奨した４）。研究協議は放課後に行う。他教科では、普段の授業の反
省会に参加しない他学年配当の実習生や他学年担当教員も研究協議に参加するため、新たな視
点で授業について見つめ直すことができるが、音楽科に配当された実習生は、普段から他学年
に配当されたメンバーと反省会をしていることから、授業を振り返る視点が同じになってしま
いがちなので、参観者が参加することは非常に有効かつ重要である。研究協議では、授業者以
外の実習生が司会者となり、普段の反省会と同じような方法で協議を行っていく。
③ オンラインでの取組
令和２年度は、オンラインによる研究授業を、大学が導入している、Microsoft Teams を用い
て実施した。当該年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、実習生以外の学生によ
る参観ができなくなってしまった。そのような環境の中であっても、学生にとっては貴重な勉
強の機会である。そこで、まず、大学の音楽専修の学生に日程を周知し、希望者を募った。そ
の結果、20 名強の登録があった。オンラインでない参観の場合は、大学の授業の一環として
参観することが義務付けられている場合を除き、参観者が 20 名を超えることはない。おそら
く、来校しての授業参観と比較して、どこでも参観できること、少しの時間でも参観できると
いう特性が希望者の増加につながったと考えられる。
次に、学生に授業参観の注意、研究協議の意義等について周知した。これは、授業参観に慣
れていない学生がいることに配慮したものである。現職の教員であっても、授業参観や研究協
議の目的や意義を理解しないまま研究授業の参観や研究協議に参加している場合があることを
考えると、学生のうちにこれらのことについて理解する機会を設けることは必要ではないかと
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考える。その上で、PDFファイルでの指導案を配付し、Teamsのライブイベント機能で授業を公
開した。外付け Web カメラを用い、授業者とその周辺の生徒の活動の様子を中心に撮影した。
授業後、研究協議を次のように行った。多くの学生は、自宅のパソコンから参加したようで
ある。学生はオンライン授業になれていたので、発言の時に「手を挙げる」機能やチャット機
能などを上手に使っていた。一方、オンライン授業では、顔を出さないのが原則だったよう
で、顔をみて発言をきくことはできなかった。
研究協議の会場となる学校では、Web 会議が行われているパソコン画面をプロジェクターか
ら壁に写して、参加者が共有できるようにするとともに、会場の全体の様子を Web カメラで写
すことにより、１台のパソコンで実施できるようにした。
オンラインで授業参観をしたが研究協議に参加できなかった学生（または、参加していても
発言できなかった学生）には、Teams のチャットに書き込むように依頼した。結果、複数の学
生が授業へのコメントをしていた。オンラインで行った研究協議でも、例年通り新たな視点が
生まれ、授業について協議を深めることができた。
オンラインでは、授業の雰囲気がつかめないように感じられるが、研究協議での発言の内容
からは、当初考えていた以上に授業を参観できていることが感じられた。また、オンラインで
の参観ということで、普段の研究授業よりも参観がしやすかったようで、多くの意見をもらえ
たという点でも効果があったほか、感想の書き込みを併用することにより、一人一人が目的意
識をもって授業参観をすることができたように感じられる。
(4) 教育支援ボランティア制度の有効活用
学生が生徒の前に立つ機会をなるべく多く設けるために、全学教職センター教育支援ボランテ
ィアを積極的に利用するようにした。
例えば、合唱の学習でパートごとに音を確認する必要がある場合、箏の学習で個別の指導を充
実させたい場合などに制度を利用した。この機会に参加した学生は、中学生の実態を改めて認識
し、驚く部分もあったようである。
また、音楽ワークショップとしての募集も行った。部活動の総合体育大会で多くの生徒が部活
動の大会に参加してしまい、多くの授業が自習になる際、教育支援ボランティアの学生にワーク
ショップの実施を依頼した。教育実習を控えた学生はもちろん、教育実習を終え、改めて授業を
行ってみたいと考える学生が参加した。合唱奏などのほか、世界の音楽の鑑賞、グラスハープに
よる合奏を行った学生などいた。この活動は、音楽の授業というわけではないので、比較的活動
の自由度が高い。しかし、どのように授業を組み立てていくか、どうすれば活動のねらいが達成
されるかということについて体験するには十分かつ貴重な機会であったようである。

手立ての検証
前章に示した手立ての有効性について、学生に対して行った質問紙調査と学生の振り返りの記述
内容の計量テキスト分析により検証していく。
まず、平成 25 年～28 年の４年間、今後の実習経営の参考にするためのアンケートを実施した
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（平成 25 年～28 年，茨城大学教育学部附属中学校配当の教育実習生計 25 名）
。その結果、合計７
時間の授業実習を行うことについては、全ての学生が適当であると選択した。また、２時間目に指
導教員が授業を行うことについても全ての学生が大いに参考になった、参考になったなど肯定的な
回答をした。その理由（自由記述）としては、
「授業の具体的なイメージをつかむことができたか
ら」などがあった。第２時に別の実習生が授業を行うことについても、全ての学生が肯定的な評価
をしている。これらの結果より、マネジメントは大学生の意識としては有効であるといえる。
次に、事前に行う実地指導についての振り返り記述をユーザーローカル社のテキストマイニング
ツールで分析し、ワードクラウドで出力したのが図１である。これは、スコアの高い単語を複数選
び出し、その値に応じた大きさで図示したものである。これを見ると、スコアの高い単語として、
「学ぶ」
「生徒」
「教える」
「踏まえる」などの単語が多いことが分かる。学生の授業に対する意識
が「どのような題材を生徒に提供するか」ということに向きがちな傾向があったことを踏まえる
と、実地指導を行うことが、学生の授業の視点を現実の音楽の授業に近付ける上で有効であること
が示唆される。

図１ 実地指導についての振り返り記述（ワードクラウド分析）
さらに、オンライン授業参観での学生の記述について分析したものが図２である。教育実習をは
じめとした一連の活動を行った上級生と、これからそれを行う下級生のものを比較した。まず、書
き込み文字数の平均が上級生が 824 字だったのに対し、下級生が 454 字であるなど、記述量に約２
倍の差があることが分かる。また、記述内容について、前述のテキストマインニングツールを用い
て、共起キーワードを分析すると、下級生の記述では、題材のそのものに関する記述、生徒の様子
に関する記述、教員の行動に関する記述がそれぞれ分断しているのに対し、上級生の記述では、そ
れぞれがつながっていることが分かる。また、どの題材を選択したかという記述ではなく、その題
材を通して気付かせたい「反復」などのキーワードが見られるなど、より題材のねらいを意識でき
るようになっていることが分かる。また、教員の働きかけに関する記述の部分も、見回る、アドバ
イスなどの行動だけではなく、
「なるほど」という言葉かけや「歌う」などより具体的な記述内容
となっており、授業に関する見方がより深まっていることが分かる。
もちろん、この結果は本稿で述べた手立てに止まらず、大学における他の授業やその他大学生活
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における様々な要素が関係しているわけであるが、本学の基本教育実習の制度やそれを有効に活用
しようとする本研究で提案した手立てがその一つのきっかけとなっていることは示唆される。

上級生の記述（平均語数 824 字）

下級生の記述（454 字）

図２ 授業参観での学生の記述の比較と平均語数（共起キーワード分析）

まとめ
最後に本稿のまとめとして、三つの提言を行いたい。
まず、指導教員が本学基本教育実習のもつ特性を十分に生かし，教員を育成するという意識で実
習指導にあたっていくことである。普段と違う経験をするのであるから、教育実習が良い経験にな
ることは当然である。しかし、昨今の新任教員を取り巻く環境を考えれば、指導教員はそれで満足
するのではなく、実習生にどのように力をつけていくか、というねらいをしっかりともって指導に
あたることが必要である。そのためには、経験値のみで教員を育てようとするのではなく、各教科
のねらいを理解し、指導ができるように研究、修養を続けながら、本学基本教育実習のもつ特性を
生かした実習指導のマネジメントをしていくことが必要である。これは大学４年次生を対象とした
協力校実習や新任教員の指導における拠点校指導教員についても同様で、本学基本教育実習におけ
る効果的な部分を取り入れた運営をしていくことを提言する。
次に、大学と現場とを繋ぐ具体的な事前指導を充実させることである。２年次に行う実地指導は
「音楽科教育法」だけで行なわれており、今後はなくなっていくという方向である。しかし、この
ような具体的な事前指導は、教員としての認識に転換する上でも、教育実習時にかかる負担を軽減
する上でも有効であった。実地指導が縮小傾向にあるのであれば、その代替として、大学の学びと
学校現場をつなげる具体的な事前指導を充実させたい。大学の実務系教員が行うことも可能であろ
うし、教育実習事前指導のカリキュラムを工夫して行う可能性もある。現在１、２年次に行われて
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いる教育実習事前指導も様々な教育現場を見て学ぶという意味で意義のある取組ではあるが、並行
して、教科に関する具体的な指導を行う機会を２年次に行っていくことを提言する。
最後に、研究授業等を参観して学び合う文化の醸成である。以前は教育実習の研究授業を周知し
ても一人の参観者もない時代があった。最近は少なくとも数名は参観するようになってきたが、教
員になることを前提とした課程の学生の態度としては物足りなさを感じる。本稿で述べたとおり、
中学校音楽科教員は個業になりやすく、授業内容も偏りやすい。それを改善するためには、授業づ
くりに対する広い視野をもつことが必要になる。そのためにも研究授業の機会があれば協議まで含
めて積極的に参加するという姿勢を学生のうちに醸成していくことを提言する。
注
１）ただし、
「３学年間を通じて１種類以上の和楽器を取り扱う」ことについては示されている。
２）ただ、原口の言う「専門性」は、宮下の指摘する「専門的な音楽教育」による結果であり、そ
の「専門性」は、学校音楽教育の授業観とはなお隔たりがあることも指摘しておきたい。
３）
「アイーダ」を知らないということは、例えば「源氏物語」を知らないのと同程度であり、そ
の学生が中学校で受けてきた音楽教育にも課題があることを示している。
４）とはいえ，研究協議に参加する学生は決して多くはない。働きかけを継続することで、少しず
つ「研究授業を参観したら研究協議にも参加する」という文化が根付き始めているようには感じる
が、今後もより活発になるように働きかけていく必要がある。
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中央教育審議会．2006.「今後の教員養成・免許制度の在り方について」
原口直．2017.「教育実習への取りくみ：音楽科」 『教育と研究』 43，6-9，
（東京学芸大学附
属世田谷中学校）
茨城県教育委員会． 2018.「茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する指標」
増井知世子．2016.「音楽科における指導力の向上をめざした効果的な教育実習のあり方に関する
研究」 『広島大学学部・附属学校共同研究機構研究紀要』44，95-102
宮本憲二.2009.「中等科音楽における教育実習の現況と課題-教育実習“振り返りシート”の考察
を通して」 『尚美学園大学芸術情報研究』 22
宮下俊也・森長 はるみ. 2001.「音楽教育専攻学部生の音楽授業観「中等教科教育法(音楽)」にお
ける模擬授業の分析・評価を通して」 『奈良教育大学教育実践総合センター研究紀要』
10，51-58
文部科学省.2017『中学校学習指導要領解説音楽編』
菅裕.2007.「音楽科教育実習生の課題意識-音楽教師に求められる実践的知識の解明に向けて」
『宮崎大学教育文化学部紀要』16・17，１-10
和井田節子．2012.「若い教師の現状が教師教育研究に提起するもの」 『日本教師教育学会年報』
24，42-50
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データの視覚表現と理解について
関 友 作＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Data Visualization for Better Comprehension
Yusaku SEKI

キーワード： データ，視覚化，グラフ，わかりやすさ

さまざまなデータを示すときにグラフによる視覚的な表現がよく使われる。これは、データを理解しやすくするために有効
である。ただし、その表現の仕方によっては、見る側に誤解をまねいたり、わかりにくくしてしまったりすることもある。
本稿では具体例をもとに、いくつかのグラフ表現について留意すべきことを取り上げ、指針を示した。データの重要性が
ますます高くなっている現在、その視覚表現についてのリテラシーも必要になってきているであろう。

はじめに
数字が並んだだけの表ではよくわからないことも、
グラフや図を見れば一目でわかることは多い。
その一方で、見る人にわかりにくかったり、誤解をまねいたりするようなグラフもときにある。
いまでは表計算ソフトなどを使えば、だれでも容易にグラフを作ることができる。しかし、より
わかりやすいグラフの作り方という点については、まだ十分に理解されておらず、あまり教育もさ
れていないのが現状である。
そこで本稿では、グラフを用いてデータを視覚的に表現するときに、受け手が理解しやすく、誤
解を生まないために留意すべきことを、実例とともにいくつか取り上げてみたい。

棒グラフ
まず、身近によくあるようなグラフの例から見ていきたい。図 1 は、5 人の生徒の点数を表した
棒グラフである。これを見ると、生徒 C の点数がもっとも高く、B の点数がもっとも低いことが見
――――――――
*茨城大学 全学教育機構
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てとれる。また、B の点数は A の点数の半分であるようにも見えてしまう。

点数

100

90

80

70

60

50
A

B

C

D

E

生徒

図 1 棒グラフ例 A
しかし、縦軸の目盛りを見ると、A の点数は 70 点、B の点数は 60 点であることがわかる。B の
点数は A の半分ではない。

点数

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
A

B

C

D

E

生徒

図 2 棒グラフ例 B
そこで、図 1 の縦軸の目盛りを修正して、基点を 0 にしたものが、図 2 である。これを見ると、
生徒 C の点数がもっとも高く、B の点数がもっとも低いことは、図 1 と同様にわかる。ただし、B
の点数は A の点数の半分ではなく、少しの差であることが棒の長さから見てとれる。
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このように棒グラフでは、数値軸の目盛りを変えることで棒の長さも変わるため、見る側に誤解
を生むおそれがある。したがって、よく指摘されるように、棒グラフの数値軸は 0 から始めるべき
である（阿部、2021；Wong、2010 など）
。また、棒グラフを見るときにも、この点には注意する必
要がある。

折れ線グラフ
図 3 は、日本の出生率（合計特殊出生率）の変化を示した折れ線グラフである。これは、1950 年
から 2019 年までの出生率の変化を示している。折れ線グラフは、こうした時間的な変化を見るのに
使われる。
これを見ると、1950 年以降 1956 年ころまで出生率は急に低下し、その後は 1966 年の落ち込みは
あるものの、1974 年ころまで横ばいに近い様子が見てとれる（1966 年は、丙午による出生率低下で
ある）
。その後、出生率は 2 を下回り、おおむね減少から横ばいの傾向にあることがわかる。

出生率
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019

0

年

図 3 日本の出生率の変化
（厚生労働省の人口動態統計より）

ここから、
2000 年以降のデータだけを取り出して折れ線グラフにしてみると、
図4 のようになる。
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出生率
4

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

年

図 4 日本の出生率の変化 （2000 年以降） A
図 4 は、数値軸の目盛りを図 3 と同じにしてある。しかし、これでは年ごとの小さな変化がわか
らない。そこで、目盛りを変えたのが図 5 である。また、これには節目の年の出生率も入れてある。

出生率
1.45

1.5

1.4

1.36

1.3

1.36
1.26

1.2

1.1

1

年

図 5 日本の出生率の変化 （2000 年以降） B
図 5 を見ると、出生率は 2005 年まで低下し、それ以降、少しずつ上昇して 2015 年には 1.45 にな
っている。その後また徐々に低下し、2019 年には 1.36 になったことがわかる。このようにグラフを
変えると、小さな変化がわかりやすい。
なお、折れ線グラフでは棒グラフと違い、数値軸を 0 から始めることは必須ではない。上の図 4
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のようなグラフでは、細かい変化を見ることができない。折れ線グラフは、あくまで時間的な変化
を見ることが目的である。一方、棒グラフでは個々の棒の長さが量を表し、それを比較することが
目的なので、0 を基準にする必要がある。
ここで、図 3 から一部を切り出して図 5 を作ったときのように、時間の幅や目盛りの取り方によ
って、折れ線グラフから受け取る印象はかなり変わる。この点に留意が必要である。基本としては、
まず時間幅をできるだけ長くとり、大きな傾向がつかめるようにする。そして必要に応じ、一部の
期間にズーミングして、より細かい変化がわかるようにする。このようにすれば、バランスのとれ
た見方が可能になるだろう（上田、2005）
。
ところで、折れ線グラフでは、一つのグラフ中に複数の折れ線を表示することも多い。そのとき、
各線が示すものを凡例にすることがよくある。図 6 は、その一例である。

平均気温(℃)
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5
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図 6 平均気温のグラフ A

平均気温(℃)
30
25

那覇

20
15

東京

10
5

札幌

0
-5
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

図 7 平均気温のグラフ B
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図 6 では、凡例と折れ線を目が行き来せねばならず、見る側に負担となる。線の数が増えれば、
なおさらである。
こうした負担を減らすには、図 7 のように凡例を削除し、各線の表すものを直接示せばよい（関、
2007）
。阿部（2021）は、このような配慮を「表示の直接性」と呼んでいる。

円グラフ
図 8 は、円グラフのサンプルである。円グラフは、各要素の構成比を示すときに使われる。

E

A

D

C

B

図 8 円グラフの例

E

A

D
C

B

図 9 円グラフの例 （立体化）
表計算ソフトなどでは、図 9 のように円グラフを立体化（3D 化）したものも作成できる。しか
し、これは誤解を生みやすい。図 8・図 9 の A と B、C と E は、同じ比率である。ところが、立体
化した図 9 では、手前の B や C が実際以上に大きく見えてしまう。棒グラフなどでも立体化すれ
ば、同様のおそれがある。したがって、グラフの立体化は原則として避けるべきである。
このことに関連するのが、Tufte (2001) のいう「データインク比」という考え方であろう。彼は、
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グラフを含めた図解のわかりやすさの基準になるものとして、図 10 のようなことをあげている。

データインク（データを表すためのインク）
データインク比 ＝
図解に使われたインクの総量

図 10 データインク比
これは、ひとつの図解に使われたインク全体のうち、データそのものを表すために必要なインク
が占める比率を指している。したがって、図解のなかに不要な表現が少なければ、データインク比
は高くなる。この比率を高めるほど、よいデータ表現になる、というのが彼の考えである。
これに沿えば、グラフの立体化などは不要な要素を増やし、データインク比を低くする。立体化
した図 9 よりも、もとの図 8 の方がデータインク比は高く、わかりやすいということになる。
つまり、立体化のような不要な装飾は省き、できるだけシンプルな図解がよい、ということであ
る。これはデータを視覚表現するときに、ひとつの基準になる考え方であろう。

おわりに
データの視覚表現としてのグラフについて、見る側の理解を高め、そして誤解を避けるために必
要なポイントをいくつか取り上げてみた。
近年、さまざまな分野で「可視化」
「見える化」ということが言われるようになった。そのままで
は見えていないものを見えるようにする、ということである。それによって、複雑なことでも理解
しやすくなることが期待されている。なぜなら、見えることは理解につながるからである。英語の
“see” という単語には、
「見る、見える」とともに「わかる、理解する」という意味もある。これは、
示唆的であろう。
一目で見てわかることは、視覚表現の大きな利点である。その反面、不適切な表現をすれば、誤
った情報（misinformation）が伝わるということにもなる。ときには、意図して虚偽の情報
（disinformation）を伝えるために、グラフや図解が用いられることもある。
いずれにせよ、さまざまなデータの重要性が増してきている現在、データの視覚表現の作成法や
受け取り方についても、一定のリテラシーが必要になっているといえよう。

引用文献
阿部圭一. 2021. 『よくわかるデータリテラシー』（近代科学社）.
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関友作. 2007.「説明と視覚表現」比留間太白・山本博樹 編『説明の心理学』80-93（ナカニシヤ出
版）.
Tufte, E. 2001. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, Conn.
上田尚一. 2005.『統計グラフのウラ・オモテ』
（講談社）.
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コロナ禍における地域連携 PBL 授業
―― 人文社会科学部「プロジェクト演習」の対応と学生の評価 ――
鈴木敦＊ ・ 岩佐淳一・＊ ・ 神田大吾・＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

The PBL-Based Projects Seminar in 2020 : Its Achievements, Its Problems, and Its Evaluation by Students
Atsushi SUZUKI, Junichi IWASA and Daigo KANDA

キーワード：コロナ禍，地域連携，PBL，プロジェクト演習，学生評価

本学人文社会科学部の専門科目であるプロジェクト演習は、「学生に、地域の方々との緊密な連携の下に地域の中での
活動を柱として自発的に学ぶ場を提供する、地域連携 PBL 授業」である。しかし、2020 年度はコロナ禍を受けて「地域に出
て行くこともままならない、リモートベースの地域 PBL 授業」というパラドクシカルな運営を強いられた。
担当教員 3 名は、これを敢えて「緊急時ならではの授業運営上の実験の機会」と捉え直し、地域連携 PBL 授業におけるリ
モート化のデメリットとメリットについて、学生の評価を通して検証することを試みた。具体的には「履修学生全員を対象とした
質問紙調査」と「2 年以上継続して履修した若干名を対象としたグループインタビュー調査」の 2 種類を実施し、特にメリット部
分に注目して整理した。
その結果、(1)「コミュニケーション」という言葉で想起される内容の多様性
重要性」
の留意点

(3)目の前のコロナ禍対応における授業運営上の留意点

(2)「地域連携 PBL 授業における『不要の要』の

(4)今後のリモート化の進展をにらんでの授業運営上

等について、基礎的な知見を得ることができた。

はじめに
新型コロナの感染拡大に伴う 1 回目の緊急事態宣言は、2020 年 4 月 7 日に発出され、4 月 16 日
には全国に拡大された。これを受けて本学では、5 月 14 日に緊急事態宣言が解除されるまでの約 1
ヶ月間、原則的に学生の入構が禁止され、授業はリモートベースでの実施となった。その後もコロ
ナ禍が完全に終息することはなく、対面での授業や学外での活動は 2020 年度の全期間を通じて大
きな制約を受けることとなった。
――――――――
*茨城大学人文社会科学部
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プロジェクト演習は、「外部協力者等から提案されたプロジェクト課題」について「学生チーム
が具体的なプロジェクト構想を策定」し、「外部協力者、地域の方々との緊密な連携」の下に「地
域の中での活動」を柱として、「1 年間を通じて取り組む」ことを最大の特色とする「地域連携
PBL 授業」である 1)。2020 年度はコロナ禍を受けてリモートベースでの実施となったことで、外部
協力者は勿論、チームメイトとさえ対面での情報交換がままならない中、例年より 2 か月遅れで漸
くスタートできた。「地域に出て行くこともままならない地域 PBL 演習」というパラドクシカルな
授業となり、学生・担当教員・外部協力者の 3 者ともども、これまでの経験が機能しない緊急事態
のなかで手探りの活動を強いられた 1 年間であった。
本稿では、以上のような状況下で行われた 2020 年度のプロジェクト演習に対して、学生はどの
ように評価したのかについて、履修学生全員を対象とした「質問紙調査」および複数年度にまたが
って履修した者のみを対象とした「グループインタビュー調査」を通じて明らかにする。これによ
り、リモートベースでの実施となったことによるデメリット、メリットのうち、特にメリット部分
に注目して情報を集めることで、依然として終息が見通せないウィズコロナ下での授業展開に向け
た知見を得たい。

（鈴木 敦）

１．プロジェクト演習の枠組みと 2020 年度のコロナ禍対応
1－1．プロジェクト演習の枠組みとコロナ禍の影響
プロジェクト演習の枠組みの骨子と、2020 年度のコロナ禍対応による影響の有無、程度を図表 1
に示す。
図表 1 プロジェクト演習の枠組みの骨子とコロナ禍対応による影響

枠組みの骨子
No.

コロナ禍の影響
影響
度合

概要

概要

1

人文社会科学部が開講する2～4年生向け専門
科目

○

枠組み通り

2

他学部、他大学からの履修を歓迎

▲

他学部からの履修学生はなし。他大学からの履
修学生の受け入れは、やむをえず停止

3

社会人基礎力育成を目的

○

枠組み通り

▲

コロナ禍対応への必要から、担当教員からの働き
かけや指示を、例年より多発せざるをえなかった

○

枠組み通り

4
5
6

PBL授業（＝主体は学生・担当教員は｢指導者｣
ではなく｢伴走者｣）
学生は、｢学外協力者｣｢担当教員｣｢履修生自
身｣が提案するプロジェクト課題の中から任意の1
課題を選択
同じプロジェクト課題を選択した学生同士でチー
ムを結成

▲▲

枠組みは維持。リモート化でチームメンバー間の
コミュニケーションに制約

7

外部協力者、地域の方々との緊密な連携

▲▲▲ リモート化でコミュニケーションに制約

8

地域の中での活動を柱に

▲▲▲ 活動の制限、禁止が多発

9

1年間を通じて取り組む

10 授業は｢一斉授業｣と｢チーム別活動｣の2本立て

▲

枠組みは維持。授業開始は約2か月遅延

▲

枠組みは維持。ディテールは種々変更

＊影響が「なかった」は〇、「あった」は影響の程度に応じて▲～▲▲▲で示す
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このうち、担当教員が特に大きな影響を受けたと考えているのは、No.6、7、8 の 3 項目であ
る。いずれも地域連携 PBL 授業としてのプロジェクト演習を特徴づける中核的な要素であり、2020
年度の授業運営におけるコロナ禍の影響の深刻さをご理解頂けると思う。
以下、「一斉授業」と「チーム別活動」（図表 1・No.10）のそれぞれについて、2020 年度の運
営状況を略記する。
1－2．通常の運営と 2020 年度のコロナ禍対応 － 一斉授業 －
一斉授業は、例年は全てが対面授業であった。2020 年度は、第 4 期「後期キックオフ報告会」
を除いて全てがリモートでの実施となったため、様々な変更を余儀なくされた。例年通りであった
2019 年度とコロナ禍対応を迫られた 2020 年度の運営状況を対比して、図表 2 に示す。
なお、コロナ禍対応による変更点は多岐に亘るが、ここでは次節における分析に直結する事柄に
ついてのみ記すこととする。
(1)第 0 期「オンラインガイダンス」の設定
2020 年度初頭段階では、そもそもいつから開講できるかが見通せない状態であったため、履修
を検討中の学生を念頭に先行して情報提供を行った。
具体的には、例年の第 1 期一斉授業で扱う内容をパワーポイントファイル（以下「PPT」）に仕
立て、「（第 1 期に先立つ）第 0 期 オンラインガイダンス」として筆者らが運営しているプロジ
ェクト演習のフェイスブック（以下「プロジェクト演習 FB」）にアップした 2）。また、同 FB にア
ップされている 2019 年度の活動紹介記事に目を通し、イメージを掴んでおくことを呼び掛けた。
(2)第 1 期「年初一斉授業」の圧縮
6 月 4 日から、漸く 2020 年度プロジェクト演習を開始することができた。例年より約 2 か月遅
れのスタートということで、一斉授業をいかに早く切り上げてチーム別活動の開始に漕ぎ着けるか
が焦眉の課題となった。例年の第 1 期一斉授業で学ぶべき事柄は、既に第 0 期オンラインガイダン
スで提供済みであったので、初回のガイダンス（図表 2 第 1 期・第 1 コマ）はコロナ禍を受けての
変更点のアナウンスに注力した。また、授業日程の遅れに鑑みて通常の全 6 コマを 4 コマに圧縮
し、プロジェクト課題提案やチーム結成等、一斉授業という場が不可欠な内容に限り実施した。
(3)第 2 期「前期末中間報告会」の中止と第 4 期「後期キックオフミーティング」の対面実施
第 2 期の「前期末中間報告会」は、2020 年度は授業開始の遅れによりチーム結成後に日がなく
成果を求めるのは酷と考えて中止した。例年は前期の活動を総括してその後の計画を確認する貴重
な場として機能していたため、特に夏季休業期間の過ごし方 3）について見通しが立たなかった。
しかし、実際にはコロナの感染状況が落ち着いて大学の警戒レベルが引き下げられたことから、
各チームは夏季休業期間中にそれぞれの計画に沿って活動することができた。
以上を受けて、第 4 期の後期キックオフミーティングには例年の倍の 2 コマをあてがい、感染対
策を徹底し対面形式でじっくりと時間をかけて実施した。学生からは「やはり対面はいい」「作業
がはかどる」といった声が多数寄せられた。
(4)第 5 期「年度末活動報告会」のリモート実施
例年、「定員 300 人余の大教室を使って、学外の方々を含む多くの聴衆の前でプレゼンと質疑応
答をこなし、学生の相互評価と外部協力者ならびに担当教員の講評を受ける」ことで、学生が大い
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図表 2 一斉授業の運営状況対照表
2019年度
コ
マ

実施日

期

概 要

1
2
3
5
6

4月12日 ガイダンス
4月19日 プロジェクト課題提案
4月26日 チーム結成
プロジェクト構想のまとめ方（ブレインストー
5月10日
ミングとKJ法等）
5月17日 各種アナウンス：メールマナー等
5月24日 プロジェクト構想報告会

一 １
斉 ：
授年
業初

1

前期の活動実績と今後の計画のプレゼン
7月18日
学生による相互評価

中 ２
間 ：
報前
告期
会末

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

2

プロジェクト演習の枠組み
課題提案ポンチ絵2021
4
年初一斉授業の概要
ネ
月
第1回年初一斉授業の詳細
1
ト
第2回年初一斉授業の詳細
日
公
第3回年初一斉授業の詳細
よ
開
第4回年初一斉授業の詳細
り
第5回年初一斉授業の詳細
第6回年初一斉授業の詳細
6月4日 ガイダンス
6月18日 プロジェクト課題提案
6月25日 チーム結成

7月9日 プロジェクト構想報告会

イントロダクション
1
9月24日 プレゼンの企画から本番までのプロセス
2 9月24日 2019年度に同じ
３
PREP法とホールパート法の実践
3
：
伝わる文書構成はツリー構造
4
総
Power point操作編(1)基本操作の習得
5
合
9月25日 Power point操作編(2)スライドを「一目で
9月25日 2019年度に同じ
プ
6
わかる化」する・デザインマスタの作成
レ
Power point操作編(3)図解とカラーリング
7
ゼ
Power point課題作成（第10回の課題発
ン
8
表に向けて演習）
講
9月26日 魅せるプレゼンターのスキル（立ち居振る
9月28日 2019年度に同じ
座
9
舞い・発声方法・質問発問等）
10
課題発表
夏季休業終了時までの活動実績と今後の フ キ ４
1 10月9日
10月4日 計画のプレゼン
：
報
2019年度に同じ
告ク後
学生による相互評価
会 オ 期 2 10月16日
1
リハーサル（報告、質疑応答、プレゼン指導 活 5
12月7日
2 12月5日 2019年度に同じ
等）
動 ：
3
報年
12月20日 会場設営
告度
4
報告会（報告、質疑応答、ミニトークセッショ 会 末
12月21日
12月19日 2019年度に同じ
5
ン、講評等）
ク末 ６
1月10日 活動と学修の総括（｢個人単位のリフレク
シ リ ：
ション、チーム単位のリフレクション、活動報
フ年
1月24日 告書の執筆分担決定等）
ンレ度
ョ

1

4

概 要

ッ

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

実施日

ッ

0
ガ ：
イオ
ダン
ン ラ
スイ
ン

2020年度
コ
マ

1

1月8日

2

1月22日

2019年度に同じ

に鍛えられる場である。コンテンツの作成作業や第三者による評価を通じた学びは、リモートであ
っても基本的に担保されよう。しかし、生身の多数の聴衆に見つめられるプレッシャーと闘いなが
ら役割をこなすという、苦しくも得難い貴重な体験を提供できなかったことは、担当教員として何
とも残念でならない。
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1－3．通常の運営と 2020 年度のコロナ禍対応 － チーム別活動 －
2020 年度に結成されたチームのメンバー構成と活動概要を図表 3 に示す。
各チームの活動の詳細は、別途『2020 年度プロジェクト演習活動報告書』4)で公表する予定であ
る。ここでは 1－2 と同様に次節における分析に直結する事柄についてのみ記すこととする。
図表 3 2020 年度チームの概要

メンバー構成（[ ]は継続履修）

チーム名

2F 2M 3F 3M 4F 4M

プロジェクト概要

PJ課題提案者 代表的協力者
(敬称略)

(敬称略)

代表的
活動地

茨大リンクPJ

2

4

0

0

0

0

本学水戸駅前
サテライトの活用策

さとみ・あい

4

0

0

0

1
[1]

0

常陸太田市里美地区
担当教員
の地域おこし活動

meetU

2

3

0

0

0

0

水戸産ワインによる
市街地活性化策

MitoBloom

2

1

2
[2]

0

0

0

地域食堂の活性化策 継続履修学生

NPO法人セカ
ンドリーグ茨城

水戸市南町

こみフェス

5

3

0

2
[1]

0

0

水戸市こみっとフェス 水戸市
ティバルの運営参画 市民生活課

課題提案者

水戸市役所

茨大
交通政策課

6

0

0

3

0

0

自転車の運転マナー 水戸市
啓発
交通政策課

課題提案者

水戸市役所

チーム
KoriNa

2

0

2
[2]

1

0

0

ジオパークパンフレッ
継続履修学生
ト（千波湖周辺）の
英・中・韓語版作成

本学ジオパーク
学内
推進室

11

4

6

1

0

計 23

協力教員

課題提案者

本学水戸駅
前サテライト

里美地区住民

常陸太田市
里美地区

Domaine Mito
課題提案者
株式会社

水戸市泉町

＊「2F」は 2 年生女子、「2M」は同・男子を示す。他もこれに準ずる。「継続履修」の学生数は内数

授業のリモート化は、チームメンバー間のコミュニケーション（図表 1・No.6）においては良き
につけ悪しきにつけ全てのチームに等しく影響を与えた。一方で学外の方々とのコミュニケーショ
ン（同・No.7）や地域での活動（同・No.8）については、チームが取り組んだプロジェクト課題の
内容によって影響の深刻さに差異が生じた。
2020 年度の流れをコロナ禍の進展に沿って記すならば、プロジェクト課題は、コロナ禍が実感
としてはまだまだ遠い 2019 年度末段階で準備され、2020 年度初頭から第 1 回の緊急事態宣言の期
間（4 月 7 日～5 月 25 日）を通じてオンラインガイダンスとして予告的に情報提供され（図表 2 第
0 期）、緊急事態宣言解除後の 6 月 18 日の授業で正式に提案された（図表 2 第 1 期・第 2 コ
マ）。チームによる具体的なプロジェクト構想は、オンラインをベースにして 6 月 25 日から策定
作業がスタートし（同・第 3 コマ）、7 月 9 日に完成、報告された（同・第 4 コマ）。それとほぼ
時を同じくしていわゆる感染の第 2 波が始まり、その後は拡大と縮小はあるものの 2020 年度を通
じて終始様々な制限が課された。
かくして、7 月 9 日に報告されたプロジェクト構想も否応なく再検討を迫られることとなった。
その状況は、第 2 節に掲げた図表 9 に反映されている。最も影響が大きかったと推測されるのは
「茨大リンク PJ」「さとみ・あい」の 2 チームであった。前者は、活動開始とほぼ時を同じくし
て本学水戸駅前サテライトの使用が一時的に禁止されてしまったため、活動内容を根本から考え直
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し、「学生、学外者を交えた講演会、交流会」へとシフトした。後者は、例年は常陸太田市里美地
区での援農活動を軸に月平均 2 回程度のフィールドワークを展開してきたが、現地での活動が大幅
に制限される中で、「地域外からの移住希望者に向けた現地情報の収集、分析と発信」へと軸足を
移すこととなった。いずれも活動計画の根幹部分を覆され、大幅な方向転換を求められた。
「meet U」「Mito Bloom」「こみフェス」「茨大交通政策課」の各チームも、地域の方々との直
接接触が厳しく制限される中で、活動の軸足をバーチャル世界に移さざるをえなかった。すなわち
具体的な催事の運営や対面での広報活動の展開等から、ネットを通じて拡散させるコンテンツ作り
への方向転換である。
そのようななか、翻訳パンフレットの作成に取り組んだ「チーム KoriNa」は、元々「原稿や版
下の遣り取り」といったリモートでの作業と親和性の高い活動の比重が大きかったため、悪影響を
受けることは比較的少なかった。

（神田 大吾）

２．質問紙調査およびグループインタビュー調査
2－1．質問紙調査の概要
質問紙による調査は、2021 年 2 月 10 日付で質問紙を MS-Teams5)上にアップロードし、当該質問
紙を履修全学生が各々ダウンロード、回答返信してもらう方法で行った。回答数は 34 である。な
お、学生への理解しやすさの観点から質問紙は「アンケート」という用語に置き換えてある。「は
じめに」で述べたように、質問紙調査の調査意図は 2020 年度のプロジェクト演習が「リモートベ
ースでの実施」となったことによるメリット、デメリットのうち、特にメリット部分に注目して情
報を集めることである。
2－2．質問紙調査の結果
質問紙に回答した履修学生の属性は以下の通りである。女性実数 23 名、67.6％、男性実数 11 名、
32.4％と女性が多く、学年は例年通り 2 年生が 67.6％と圧倒的に多かった。3 年生、4 年生のうち、
6 名は 2 年次からの継続履修学生であった。2020 年度プロジェクト演習の履修学生総数は 45 名だ
ったので、質問紙に回答した受講学生の比率は 75.6％となる。質問紙に回答しなかった学生 11 名
はすべて初修 2 年生であった。未回答の理由としては、2 月の試験期間中であったことが影響した
と考えられる 6）（図表 4、5）
。

図表4
項目

性別

図表5
実数

項目

比率

学年
実数

比率

男性

11

32.4

2年生

23

67.6

女性

23

67.6

3年生

10

29.4

4年生

1

2.9
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はじめに、シラバスや年初ガイダンスの内容と実際に受講した後の実感を比較した回答結果が図
表 6 である。「全く違った」と回答した学生はいなかった。「やや違った」と回答した学生が約 3
割存在する一方、約 6 割の学生は「ほぼ同一」「同一」と答えている。
シラバスは 2019 年 12 月に作成・入力済みだったが、授業開始直前に発出された新型コロナウイ
ルス緊急事態宣言（2021 年 4 月 16 日〜5 月 14 日）によって、これまでのような対面での実施は不
可能となり、外部連携先との連絡やミーティング、活動そのものがオンラインになることが予想さ
れた。そのため、プロジェクト演習の「大学外に出て地域と連携した活動を行う」という前提が崩
れることになった。こうしたことから学生の評価は厳しいものと予想されたが、結果は当初シラバ
スと大きな差はなかったと答える学生が多かった。
図表 6 シラバス、年初ガイダンスと実際に受講しての内容上の差異
項目

実数

比率

全く違った

0

0.0

やや違った

10

29.4

ほぼ同一だった

10

29.4

同一だった

11

32.4

3

8.8

34

100.0

シラバスを読んでいなかった/ガイダンスに出席していなかった
計

次に履修前と履修後の活動内容の違いをみると、8 割近くの学生が「ほぼ期待通りだった」「期
待通りだった」と答えている。「期待外れだった」と答えたのは 2 年生男子 1 名、「やや期待はず
れだった」と答えたのはすべて 2 年生だった。3 年生はリピーターが多く、「プロジェクト演習」
の授業方法についてある程度理解していたのに対して、2 年生はすべてが初めての体験であるた
め、期待と実際の授業の違いを感じたものと思われる（図表 7）。
図表 7 履修前と履修後の活動内容に対する期待の比較
項目

実数

比率

期待外れだった

1

2.9

やや期待外れだった

6

17.6

19

55.9

8

23.5

34

100.0

ほぼ期待どおりだった
期待どおりだった
計

履修前に期待していた学修成果と実際に得られた学修成果を比較すると 85.3％の学生が「ほぼ
期待通りだった」「期待どおりだった」と答えており、学生たちが期待した学修成果と実際に得ら
れた学修成果はほぼ一致していたと考えらえる（図表 8）。では「期待外れだった」「やや期待外
れだった」と答えたのはどのような学生だったのであろうか。詳細をクロス集計からみると 2 年生
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で「期待外れだった」1 名、「やや期待外れだった」2 名、3 年生「やや期待外れだった」2 名、男
女別では男子学生で「期待外れ」「やや期待外れ」と答えた学生 4 名とやや比率が高かった。
図表 8 履修前に期待していた学修成果と実際に得られた学修成果の比較
項目

実数

比率

期待外れだった

1

2.9

やや期待外れだった

4

11.8

ほぼ期待通りだった

16

47.1

期待通りだった

13

38.2

計

34

100.0

これらのデータからわかることは、「履修前と履修後の活動内容の比較」「履修前に期待してい
た学修成果と実際に得られた学修成果の比較」いずれにおいても初修の学生ほど活動内容や学修へ
の期待と実際のズレが大きい傾向があるということである。したがって、コロナ禍においては例年
以上にきめ細かなガイダンスが必要であることをこのデータは示唆していると考えらえる。
次にプロジェクト構想策定後に対面での活動制限が強まったことによる当初の授業構想への影響
はどの程度あったと感じているのかについて図表 9 を見ると以下のようになる。
図表 9 プロジェクト構想策定後に対面での活動制限が強まったことによる当初構想への影響
項目

実数

比率
4

11.8

大きく修正しなければならなかった

14

41.2

あまり修正は必要なかった

14

41.2

2

5.9

34

100.0

構想を根本的に修正しなければならなかった

修正は必要なかった
計

「構想を根本的に修正しなければならなかった」と答えた学生が実数で 4 名、11.8％であった。
「大きく修正しなければならなかった」と答えた学生は実数 14 名、41.2％、「あまり修正は必要
なかった」と答えた学生は実数 14 名、41.2％、修正は必要なかった実数 2 名、5.9％だった。すな
わち、53％と半数以上の学生が何らかのかたちで構想の修正を迫られたと感じていることが明らか
となった。
続いて、活動が対面ベースからリモートベースとなったことで生じたデメリットについて見てみ
よう。最も多いのは課題提案者や外部協力者との対他的コミュニケーションの問題であった。ま
た、メンバー間、担当教員とのコミュニケーションでも相当数の学生が「取りにくかった」と感じ
ていることがわかる。また、議論の質の問題についても 11 人 28.2％が「議論が深まりにくかっ
た」と答えた。また、フィールドワークや作業のしにくさをデメリットと感じた学生も多かった
（図表 10）。
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図表 10 活動が対面ベースからリモートベースとなったことで生じたデメリット（複数回答）
項目

実数

比率

メンバー間でのコミュニケーションが取りにくかった

18

46.2

課題提案者、外部協力者とのコミュニケーションが取りにくかった

28

71.8

担当教員とのコミュニケーションが取りにくかった

16

41.0

議論が深まりにくかった

11

28.2

学内での各種作業が進めにくかった

15

38.5

フィールドワークが実施しにくかった

16

41.0

一方、リモートとなったことのメリットについて学生はどのように感じているのだろうか。図表
11 で見るように圧倒的に多かったのが「活動時間の融通がきくようになった」ことで、9 割近い学
生がその「効用」を認めている。また、「資料などがアップロードされることで、自己学習が深ま
った」と答えた学生も 16 名 41.0％存在した。メンバー間、課題提案者、外部協力者、担当教員と
のコミュニケーションとの取りやすさをあげる学生も 5〜6 名のレンジで存在した。
つまり、リモートベースとなったことのデメリットとしてコミュニケーションの取りづらさをあ
げる学生が多く存在する一方、リモートベースになったことでコミュニケーションが取りやすいと
感じた学生もいるのである。
図表 11 活動が対面ベースからリモートベースとなったことで生じたメリット（複数回答）
項目

実数

比率

35

89.7

メンバー間でのコミュニケーションが取りやすかった

5

12.8

課題提案者、外部協力者とのコミュニケーションが取りやすかった

6

15.4

担当教員とのコミュニケーションが取りやすかった

5

12.8

議論が深まりやすかった

0

0.0

学内での各種作業が進めやすかった

4

10.3

フィールドワークが実施しやすかった

0

0.0

16

41.0

0

0.0

リモートとなることで、活動時間の融通がきくようになった

資料などがアップロードされることで、自己学習が深まった
その他

一方、「リモートベースでの実施になったが故に、思うように学びが得られなかった」事柄につ
いての自由記述が図表 12 である。自由記述の内容は以下 3 つに分類することができるが、興味深
いのは(1)で、図表 11 に見るようにリモートベースの授業のメリットとしてコミュニケーションの
取りやすさをあげる学生がいる一方、自由記述では、同じ学びが得られなかったと答える学生がお
り、リモートベースでの授業の評価は二分された。
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図表 12「リモートベースでの実施になったが故に、思うように学びが得られなかった」という事柄があったら、
自由に記して下さい。
(1)「対面」でないことによるコミュニケーション上の問題
①顔が見えないリモートのときは、コミュニケーションが取りにくかった。
②メンバー同士の交流は思っていたより難しかった。リモートベースだからこそ日程の調整はうまくいったが、
ミーティングは夜間になりがちだった上、気さくに話せるようになるまでにはかなり時間を要した。
③オンライン会議だと対面よりも活発に意見が飛び交うことがないように思える。また、オンラインでは KJ 法を
用いたりすることができなかった。
④メンバーそれぞれに役割を振り分けて淡々とそれをこなすことが多かったのでチームで活動している、協働感
があまり感じられなかった。
⑤ほかの受講者の顔や先生方の動き・表情が見えにくくなったため、授業を受けているという実感が得づらくな
ったと感じました。
⑥ご協力者様とコンタクトをとることが難しく感じた。
⑦「コロナ禍ならでは」という言葉に置き換えると、それによりボランティアに参加できない場合が生じたりし
たため、実際に市民活動団体について触れ合う機会が少なくなってしまった。
⑧リモートになったからなのか、去年からそうであったのかは分からないが、開始当初に想定していたより課題
提案者の方と関わる機会が少なく、学生内で作業がほぼ完結していた。個人的にはもっと学外の活動を期待して
いたので少々期待外れであった。
(2)現地に行けないことによる問題
⑨後学期になるまでイベント開催地を見たことがなく、会議でのみ把握していた。
⑩フィールドワークに制限があった。
⑪場所ありきの課題提案であったためコロナの影響で学内・学外での活動が制限され、そもそも場所への立ち入
りができないという状態となりチーム内で混乱が生じていた。
⑫リモートベースになるということを考慮した上での課題提案をしていただけたらよりスムーズに活動すること
ができたのではないかと感じた。
⑬イベントを企画する上でリハーサルや視察がしづらく、思うように動けなかったため、大変さを感じる面が
多々あった。
⑭市役所での学外実習に参加できる・ボランティアに参加できるということが、参加要因の大きな一つであった
が、県外在住者であったため、参加できなかった。
⑮茨城県外に住んでいるので、企画されていた学外実習を受けられず、最後まで課題提案者の方に会う機会がほ
とんどなかったことから、他のメンバーが課題提案者の方から貴重な話など様々なことを学べた一方で自分は学
べず、正直、他のメンバーが大きく成長していく中で自分自身がおいていかれていると感じたこと。
(3)その他
⑯最初に行われた説明会で紹介されたのは、あくまで昨年までの活動についてであったため、説明を聞いた時点
でのやりたい活動と実際の活動内容に大きな差があったように思う。
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第１はコミュニケーション上の問題である。リモートではコミュニケーションが取りにくい、メ
ンバー同士の交流は思っていたより難しかった、ほかの受講者の顔や担当教員の動き・表情が見え
にくくなったため、授業を受けているという実感が得づらい、外部協力者とコンタクトをとること
が難しく感じた、オンライン会議だと対面よりも活発に意見が飛び交うことがないように思える、
チームで活動している「協働感」があまり感じられないなどの意見があがった。一方、図表 11 で
活動がリモートベースとなったことで生じたメリットとして、メンバー間・課題提案者・外部協力
者、担当教員とのコミュニケーションが取りやすかったと答えた学生が各々5 名〜6 名程度存在す
ることから、リモートによるコミュニケーションは学生個々によって異なることが予想される。
第 2 に「プロジェクト演習」が大学外での活動中心と謳いながら、フィールドワークができな
いこと、現地へ行けないこと、県外在住者であるため水戸市の学外実習に参加できず、そのことで
自分が置いてきぼりにされてしまったという不満などは学外をフィールドとする PBL 型授業オンラ
イン環境では必ず出来する問題であることは容易に予想されたが、本授業でもそのような学生から
の不満の表出が見られた。
第 3 は「その他」としたが、「説明を聞いた時点でのやりたい活動と実際の活動内容に大きな差
があった」と答えた学生は図表 6 の「シラバス、年初ガイダンスと実際に受講しての内容上の差
異」で「やや違った」と答えた学生のうちの 1 名であると考えられる。
2－3．グループインタビュー調査の概要
グループインタビューによる調査は、2021 年 2 月 17 日（16：40〜17：40）に 3 年生 4 名（男子
学生 1 名、女子学生 3 名）、4 年生 1 名（女子学生）に対してオンラインで 1 時間程度の時間をか
けて行った。これらの学生は「プロジェクト演習」を 2 年間ないし 3 年間継続して履修している。
彼らは初修の 2 年生と異なり、リモートベースではない、いわば「従来型」の授業を体験した学生
である。従来型の授業形態とコロナ禍で行われた授業の 2 つを経験した学生であり、それゆえ双方
の授業を比較して授業評価を行うことが可能と判断し、グループインタビューを行うこととした。
インタビューは前掲質問紙調査の結果をオンライン画面に提示しつつ、特にプロジェクト演習か
ら得た「学び」を中心に意見や感想を求める形式で行った。インタビュー結果は内容をフルテキス
ト化するとともに、それを数量テクスト分析の手法で頻出語を抽出して会話の傾向を分析したが、
紙幅の制約から、結果については次稿に回したい。
2－4．グループインタビューの結果
リモートベースになったことによる学びについての履修 1 年目・2 年目の比較では 2 つの傾向が
見られた。第 1 は 2 年次と比べてリモート下の授業でも良い学びが得られたと答えた学生群であ
る。その理由としてはオンラインだからこそ情報共有を意識したこと、コロナ禍で目標を立てて 2
年生とアイデアを出し合いながら目標達成をすることができた充実感はコロナ禍とは関係なかった
ということが感想としてあげられた。
一方、「学びがあったかどうかと聞かれたらあったと答えるが、100％のなかでどれだけ納得の
いく学びができたかというと、去年よりも全然できなかった、不完全燃焼だった」と答えた学生も
1 名存在した。その理由として当該学生が指摘したのは 2 点である。
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第 1 はプロジェクトの活動自体が人を集めて対面で「わいわいするのが楽し」かったのが、コロ
ナ禍の 2 年目はそれが全くなくなってしまったこと、つまり、プロジェクトの対面による活動自体
の楽しさがコロナ禍で消失したことがあげられた。
第 2 は(1) LINE のやり取りをするなかでたくさんのメッセージを送ると「色々注文を押し付け
ているような感じがして、メッセージを遠慮してしまうこと、(2)学年が違うのでスケジュールが
合わず、あまりミーティングの時間が取れなかった、つまりメンバー内でのコミュニケーションが
あまり取れなかったことが指摘された。特にミーティングの会話以外のアルバイトの話とか私生活
の話といった仲良くなるために必要な話ができなかったことをあげて、それを「メンバーとのコミ
ュニケーションの深さ」と表現しているのが注目された。この問題については他の学生から後期に
なって対面でのミーティングを積極的に行うことで対面での良さを再認識しつつ、プロジェクト活
動以外の話をしたり、メンバーのアパート訪問などでお互いの関係を深めたという事例やミーティ
ングに雑談を入れるなど連携を密にする工夫を意識して行ったなどの事例が見られた。
すなわち、PBL 型のミーティングは学生間のインティメートな関係をどのように構築するかが成
功の大きな要素、条件となっているのである。オンラインではともすると授業の目的のみにフォー
カスした議論が行われがちであるが、実は、学生間の親密性を上げること、その配慮がきわめて重
要であることがインタビュー調査から窺うことができる。
また、履修 2 年目ないし 3 年目でのプロジェクト演習全体の学びの感想としては、自分のチーム
内での「身の置き方やふるまい方を身につけられ」たことで活動の進行全体の流れをつかむことが
でき、「オンラインの良さも上手く取り入れられた」という評価や「コミュニケーションの重要性
に気づかされた」、他のメンバーに「昨年以上に仕事を振ることを覚えた」、「責任感に気づかさ
れた良い 1 年だった」、「学外の方と関われるのはすごく大きかった」などの肯定的な評価があげ
られた。
2－5．小括
以上、2 種類の調査結果をまとめて再掲すると以下のようになる。
(1)シラバス、年初ガイダンスと実際に受講しての内容上の差異については約 6 割の学生が「ほぼ
同一」「同一」と答えており、「やや違った」と答えた学生は約 3 割であった。理由として考えら
れるのはコロナ禍に鑑みた綿密なガイダンスを行ったことである。
(2)履修前と履修後の「活動内容」については約 8 割の学生が「期待通り」「ほぼ期待どおり」と
回答しており、コロナ禍であっても活動内容については期待通りという結果だった。
(3)履修前に期待していた「学修成果」についても 85.3％の学生が「期待通り」「ほぼ期待どお
り」と回答していることから、ここでも相当の学修成果はあがったと考えることができる。
(4)活動が対面ベースからリモートベースとなったことで生じたデメリットについて最も多かった
感想は、予想通り課題提案者や外部協力者、メンバー間、担当教員などとの対他的コミュニケーシ
ョンが取りにくいという問題だった。また、議論の質の問題についても約 3 割が「議論が深まりに
くかった」と答えた。オンライン授業においてどのような方法でコミュニケーション不全感を解消
し、議論を深めていくかという課題が提起された。
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(5)一方、リモートとなったことのメリットについては 9 割近くの学生が「活動時間の融通がきく
ようになった」ことをその「効用」としている。また、「資料などがアップロードされることで、
自己学習が深まった」と答えた学生も 4 割存在した。
(6)リモートベースとなったことのデメリットとしてコミュニケーションの取りづらさをあげる学
生が多く存在する一方、コミュニケーションが取りやすいと感じた学生も存在した。
(7)リモートベースでの学びについては質問紙調査では圧倒的多数の学生は学修成果があったとし
ているが、自由記述では学びが得られなかったと答える学生もいた。その理由はプロジェクト演習
が協働学習であるにも関わらず、学生間に「親密な関係性」「コミュニケーションの深さ」が築け
なかったことによる不全感であった。授業の本来的目的の達成のためには、一見すると本質的では
ない要素とも考えられるような親密性を築くための配慮やスキルの活用の必要性が明らかとなっ
た。
（8）図表 12 の⑪並びに同⑫は、1－3 並びに図表 9 で言及している「プロジェクト構想策定後に
対面での活動制限が強まったことによる当初構想への影響」が大きかったチームのメンバーによる
ものと推測される。いずれも、コロナ禍におけるプロジェクト演習型の授業を考えるうえで非常に
重要な指摘である。コロナウイルスの感染状況をにらみながら、国や自治体、大学当局から出され
たさまざまな注意喚起や制限に即応したかたちで受講学生に的確な指示が出せていたか否かについ
ては課題も多く残った。今後は、まず担当教員間ですみやかに事態や今後の見通しについて正確に
把握したうえで、授業の進め方について担当教員・課題提案者・外部協力者間の緊密な連絡のもと
に意思統一、それらについて受講学生に連絡、指示やアドバイスを出すことが重要と考えられる。
（岩佐 淳一）

３．考察と今後の課題
3－1．ガイダンスの重要性に関して
2－5 の(1)では「シラバス、年初ガイダンスと実際に受講しての内容上の異同」、同(2)では
「活動内容に関する履修前の期待と履修後の実感」、同(3)では「活動内容に関する履修前の期待
と履修後の実感」について整理した。幸いにしていずれも高い比率で「齟齬は小さかった」あるい
は「なかった」旨の回答を得た。
シラバスは例年通り対面での実施を前提に作成、公表されており、授業初回のガイダンスは 6 月
4 日になって漸く実施できた。「全く違った」という回答が多発してもおかしくない展開であった
が、コロナ禍による事態の急変にも関わらず予想以上に修正が利いていたことが確認できて安堵し
た。授業開始時期が遅れる見通しとなったことを受けて、急遽オンラインガイダンスを実施して予
め「例年のガイダンスの内容」を告知しておき、6 月 4 日の初回ガイダンスでは、「コロナ禍を受
けての例年との変更点」に力点を置いた説明を行ったことが奏功したと判断される（図表 2）。
一方で、今回のオンラインガイダンスは学生の履修登録以前の段階での情報提供となったため、
プロジェクト演習 FB を使った「万人向けの情報発信」にならざるをえなかった。本学の教務情報
ポータルシステムを使っての履修希望学生にフォーカスした確実な告知ができず、情報伝達にばら
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つきができてしまったものと推察される。また 6 月 4 日の授業初回ガイダンスでは、前述のように
担当教員の意識としてはコロナ禍を受けての例年との変更点に力点を置いた説明を行った「積り」
であったが、図表 12 の⑯のような指摘もあった。「齟齬が大きかった」旨の回答が一定程度存在
した一因は、このあたりにもあるのではないかと考える。
平時でもガイダンスの必要性は言を俟たないが、非常時であれば一層重要性が増すことを実感し
た次第である。
3－2．リモート化のデメリットとメリットを巡って
2－5 の(4)～(8)では、リモート化によって「『対面』での活動ができなくなったことによるコ
ミュニケーション上の問題」と「現地に行けないことによる問題」について、質問紙調査ならびに
グループインタビュー調査の結果明らかとなったデメリットとメリットを整理した。
3－2－1．「コミュニケーション」の意味するもの
「コミュニケーション上の問題」については、リモート化がデメリットとなったとする回答（2
－5 の(4)）と同時にメリットとなったという正反対の回答もあり（2－5 の(5)）
、興味深い。
コミュニケーションを取るに当たって、リモート環境による違和感がデメリットになった回答者
もあれば、適度な距離感によりメリットとなった回答者もいる。リモート化により、ミーティング
設定の時間的、空間的制約が大幅に減少したことがメリットとなる回答者がいれば、ON と OFF の
区別がなくて息苦しいと漏らす者もあった。回答内容から伺えるのは、回答者各人が「コミュニケ
ーション」という言葉で想起する内容の多様性である。経団連の新卒採用調査の結果 7）を引くま
でもなく、新卒採用に当たってコミュニケーション能力が重視されてきたこともあり、
「コミュニ
ケーション」や「コミュニケーション能力」という言葉は就職活動や社会人基礎力を語るに当たっ
てのキーワードとして定着している。我々もまた、この言葉を深く考えることなく使って学生に回
答を求めてしまった訳であるが、そもそも我々自身はコミュニケーションという言葉にどのような
内容を想定していたのだろうか。コミュニケーションが取りづらい、取りやすいとはどのような状
態を言うのだろうか。まずは発問者自身が概念を整理しなければ、回答も明確な像を結ぶはずがな
い。この点の詳細な究明は来期の調査課題としたい。
3－2－2．プロジェクト演習の学びと「不要の要」
リモート化のデメリットとして、質問紙調査では約 3 割が「議論が深まりにくかった」と答えた
（図表 10）。その背景については自由記述（図表 12）にも指摘があるが、グループインタビュー
調査の結果から、より具体的な示唆を得ることができた（2－4）。
すなわち、リモート化によって失われた「対面による活動自体の楽しさ」や「本題を外れた雑
談」「メンバーのアパートでのミーティングの持ち回り開催」といった、プロジェクト演習の授業
設計では担当教員の視野の外にあった事柄が 8）、実はメンバー間の親密性を高める上で重要であ
り、親密性の高まりが議論の深まり、ひいてはプロジェクトの成功とプロジェクトを通じた学修成
果に大きく寄与していたということである。授業としての質を左右する「不要の要」の存在が、学
生自身の声によって顕在化したことは大きな収穫であった。
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3－2－3．眼前の危機対応、並びに新たな環境下での PBL 授業の設計に向けて
2－5 の(8)では、チームとして具体的な活動を開始した後になって当初のプロジェクト構想に大
きな変更を強いられた学生の意見を引いて、刻々と変化する眼前の危機に際して担当教員側に求め
られる対応について記している。ここでは更に、今後予想されるリモート化の進展をにらんで、プ
ロジェクト課題の特性を踏まえた提案方法について記す。
2020 年度の活動を通じて、リモート環境になることで大きく影響を受けるプロジェクト課題
と、影響が限定的で済むプロジェクト課題の存在が明らかとなった（1－3 ならびに図表 9）。プロ
ジェクト演習は今後も対面での運営を前提とするが、個々のプロジェクト課題について「コロナ禍
等により、図らずもリモートでの運営になった場合の影響度合い」をプロジェクト課題の提案予定
者と担当教員の間で予め共有する必要がある。その上で、第 1 期一斉授業におけるプロジェクト課
題の提案時やプロジェクト構想策定作業の際に、学生に明確に伝えることが重要である。
当面のウィズコロナの社会では言うに及ばず、アフターコロナの段階に至っても、リモートが新
しい社会活動のあり方として従来とは比べ物にならない重さと広がりを持つであろうことは想像に
難くない。今後のプロジェクト演習においては、対面での実施をベースとしつつもリモートの積極
的活用を前提としたプロジェクト課題提案の可能性についても検討して行く必要がある。そうした
取り組みの先に、いずれはアフターコロナの社会変革に対応した新しい地域連携 PBL 授業の形も見
えてくることになるだろう。

（鈴木 敦）

おわりに
2020 年度のプロジェクト演習は、コロナ禍により「リモートベースでの地域連携 PBL 授業」と
いうパラドクシカルな運営を余儀なくされた。年間を通じて次々と発生する問題への対処に追われ
たのは不幸なことではあったが、見方を変えれば平時であれば行えないような授業運営上の様々な
実験を行なえた 1 年間だったともいえる。
今回、この「実験」に対する学生の評価を「質問紙調査」と「グループインタビュー調査」に基
づいてまとめてみると、果たしてウィズコロナ下での授業展開に向けたいくつかの知見を得ること
ができた。コロナ禍の終息が見通せないままに 2021 年度のプロジェクト演習も既に後半に入って
いるが、このタイミングからでも活かせる知見は、速やかに授業運営に反映させていきたい。
加えて、将来のアフターコロナの社会状況を思い描きつつ、新しい地域連携 PBL 授業の形を模索
していくことも重要である。
今回の調査は、2020 年度の授業がひと段落した 12 月末時点になって漸くその必要性に思い至
り、急遽実施したために不十分な点も多いと自覚している。2021 年度も依然としてコロナ対応に
追われる状況に変わりはないが、今回の成果を踏まえて引き続き調査を進め、「ウィズコロナ」に
加えて「その先」の段階の授業展開に向けた知見を得たい。
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注
1)プロジェクト演習の詳細については、下記を参照されたい。
鈴木敦・神田大吾「就業力育成支援 PBL 科目『プロジェクト実習』の 6 年 －地域志向教育科目『プ
ロジェクト演習』への移行に向けて」
『茨城大学人文社会科学部紀要 人文コミュニケーション学論
集』2 号 2018 年
https://roseibadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_de
tail&item_id=17891&item_no=1&page_id=13&block_id=21 （2021 年 9 月 15 日閲覧）
2)プロジェクト演習 FB の URL は、以下の通り。
https://www.facebook.com/IUChiikipg/
現在では、当該 PPT は筆者らが運営しているプロジェクト演習Ⅰ・Ⅱのホームページ（以下「プロ
ジェクト演習 HP」
）資料庫内の「概要」の項にアップしている。
http://pbl.hum.ibaraki.ac.jp/archive.html#project
3)夏季休業中の活動については「要求もしなければ禁止もしない。担当教員は、学生からの求めが
あれば随時対応する」という立場をとっているが、例年ほとんどのチームが何らかの活動を行って
きた。
4)プロジェクト演習 HP 資料庫内の「活動報告書」の項にアップする予定である。
5)本学のリモート授業で使用しているコラボレーションプラットフォームソフト
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software （2021 年 9 月 15 日閲
覧）
6)質問紙調査に回答しなかった学生のバイアスについては本稿で行った 2020 年度調査では確

認できないため、本年度は回答した学生の結果を使用することにする。2021 年度に行う予定の
調査において履修学生の実数と回答者数が一致するようにしたい。
7)経団連「2018 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/110.pdf （2021 年 9 月 15 日閲覧）
8)プロジェクト演習 HP では授業の構造と運営を模式図で示しているが、そこには今回顕在化した
ような「不要の要」的内容は盛り込んでいない。
http://pbl.hum.ibaraki.ac.jp/project/project.html
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哲学・政治学科目における ICT の活用
――クラウドサービスを利用したアクティブ・ラーニングの試み ――
上 田 悠 久＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

ICT in Philosophy and Politics Education: Active Learning with the Cloud
Haruhisa UEDA

キーワード： アクティブ・ラーニング, Forms, リアクション・ペーパー, クイズ, オンデマンド動画

オンラインで実施した 2021 年前期開講「公共哲学 I」における、既存のクラウドサービスを利用した、複数の手法を組み合
わせたアクティブ・ラーニングの実践例を、履修者アンケートの結果をもとに検討する。この科目では Forms を使ったリアクシ
ョンペーパーの提出とそれに対する応答、Forms を使ったクイズ・投票、Stream を使ったオンデマンド動画の配信を併用し、
ICT を活用したアクティブ・ラーニングを展開した。アンケートではこれらの手法に概ね好意的な反応が寄せられ、複数の手
法を併用するメリットがわかった。一方、主体的学修を促したのかについては検討を要することも見えてきた。

はじめに
2020 年の新型コロナウイルス感染症流行に伴い、世界中の大学において開講科目の全面的なオン
ライン化が急ピッチで進められた。日本では多くの大学で、準備のため 2020 年度前期の開講を遅ら
せるなどの措置がとられたが、教員たちは各大学が導入する Moodle などの学習管理システム（LMS:
Learning Management System）
、Zoom などの Web 会議サービス、その他各種オンライン・サービス
と格闘しながら、講義・授業を手探りの中で作っていった。それまで教場で講義を実施していた教
員も対応を迫られ、毎回の授業直前まで準備に追われていた教員も多かったと思われる。そしてこ
の「コロナ禍」は 2021 年になっても収束の兆しすら見せておらず、ゼミなど少人数科目は対面授業
化が進められたものの、いわゆる「講義型」の科目は引き続きオンライン開講が主流となっている。
コロナ禍におけるオンライン授業に各教員がどのように取り組んだのか、すでに 3 セメスターを
終えた今、多くの事例報告がなされている。例えば人文社会科学系（いわゆる「文系」
）の教員有志
による事例報告集として、大嶋・小泉・茂木（2020）や小泉・茂木・大嶋（2021）が編まれている。
――――――――
*茨城大学人文社会科学部
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これらを見ると、オンライン授業になっても学生の理解が深まるよう、各教員が工夫していること
がわかる。特に多くの教員が、学生への質問対応やフィードバックを充実させ、一方的な授業展開
にならないよう配慮しているのが印象的である。これらは ICT を活用したアクティブ・ラーニング
の実践として、大いに評価できるものである。
筆者も、茨城大学人文社会科学部において担当した「公共哲学 I」において、複数の手法を組み
合わせてオンライン授業を実施し、アクティブ・ラーニングの実践を試みた。法律経済学科法学メ
ジャーおよび現代社会学科国際・地域共創メジャーの「学科専門科目」である本科目は 1)、基礎・
入門科目（学部基礎科目）の上位に位置づけられる「レベル 2」科目に指定されており、2 年生以
上が受講可能となっている。前年に続き完全オンラインで実施した 2021 年度前期は 144 名が履修
し、この中には 2 年生だけでなく 3 年生も多く含まれている。公共哲学は、実践哲学や倫理学、法
哲学、および政治哲学や現代政治理論にもまたがった、学際性を特徴としている。筆者の専門が政
治学であることもあり、本科目は哲学と政治学の両方の要素を盛り込んだ講義となっている。
本稿では 2021 年度「公共哲学 I」におけるアクティブ・ラーニングの実践について、履修者ア
ンケートをもとに、その内容と効果を検討する。今回の事例は、既存のクラウドサービスを使いア
クティブ・ラーニングを行っていることに特徴がある。茨城大学は Microsoft 365（旧 Office 365）
の包括ライセンス契約を結んでおり、教職員および学生は Word や Excel のみならず、マイクロソ
フト社が提供するさまざまなアプリやサービスを利用できる。その中には本稿で取り上げる、リア
ルタイムの会議機能やファイル共有機能をもつ Teams、クイズ・アンケート機能を提供する
Forms、オンデマンド動画の配信を可能にする Stream が含まれる。本稿の事例は多くの大学で採用
しているような既存のサービスを使った、導入コストを抑えた試みと言える。
なお本稿は大学講義科目におけるアクティブ・ラーニングを取り扱うが、本稿の内容は初等・
中等教育においても有益であると考えられる。平成 29・30・31 年改訂学習指導要領では「主体
的・対話的で深い学び」が謳われており、教育全般にわたってアクティブ・ラーニングの推進や
「深化」が求められている。本稿で紹介する、導入コストを抑えたアクティブ・ラーニングの試み
は、その一つの形を示すものと考えている。

アンケート調査
2021 年度「公共哲学 I」履修者 144 名に対し、計 2 回アンケートを実施した。このうち 6 月 10
日の第 8 回目授業後に実施したアンケート（以下、中間）は、6 月 16 日までの約一週間回答期間
を設け、86 名から回答を得た。また、8 月 5 日の第 15 回目（最終回）授業後に実施したアンケー
ト（以下、期末）も同様に、8 月 11 日までの約一週間回答期間を設け、45 名から回答を得た。な
おアンケートの実施方法や内容、分析について、湯地（2020）を参照した。また茨城大学では教務
情報ポータル（Dream Campus）を用いて全学的に授業アンケートを実施しているが、本稿で扱う
のは筆者が独自に設定したアンケートである。
アンケートは、Forms を使って匿名制で実施した。Forms のリンクおよび QR コードは授業スラ
イドに示し、Teams のチャット欄にも貼り付けた。Forms の設定は、
「自分の所属組織内のユーザ
ーのみが回答可能」かつ「1 人につき 1 つの回答」にチェックを入れ、
「名前を記録」のチェック
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は外した。回答者の氏名、学籍番号、メールアドレスなどの個人情報は一切記録されない一方、一
人の受講生が同じアンケートに複数回答することはできないため、匿名アンケートとしての信頼性
は高いと考えられる。ただし、回答者の学年や性別、および中間の回答者と期末の回答者の重複は
把握できていない。なお受講生以外の人間が回答した可能性は低いと考えられる。
質問項目は、中間で 22 問、期末で 26 問設定した。質問項目は、比較が容易になるよう中間と
期末で原則共通のものを設定したが、期末では中間テストについての質問など 3 つの項目を削除
し、7 つの項目を追加した（これ以外は、設問、選択肢とも共通）
。質問には、テストについての
質問や、自由記述の項目なども含まれるが、本稿ではオンライン授業に関する選択肢項目について
取り上げ、必要に応じて自由記述の回答を参照する。
倫理的配慮として、各アンケートに、
「回答結果を、調査研究ならびにその公表に用いることが
あります。この目的での利用に同意していただけますか」との質問を回答必須項目として設定し、
「同意する」
「同意しない」のいずれかを必ず選択してもらった。その結果、中間、期末とも回答
者全員から「同意する」の回答を得た。

Forms を使ったリアクション・ペーパーへのフィードバック
「公共哲学 I」では、Forms の機能を多岐にわたって使用した。誰でも簡単にアンケートを作成
できるこのアプリは、授業内におけるリアルタイムのアンケート回答、回収、分析を可能にする。
またこの授業では、小テスト実施時にも Forms を活用したが、これは選択肢式の場合、配点を設
定しておけば点数の集計や平均点の算出も自動で行われる優れものである。本稿ではこのうち、リ
アクション・ペーパーの作成、提出用途としての使用に焦点を当てる。
リアクション・ペーパー（リフレクション・シート、ミニッツ・ペーパー、コメント・シート）
とそれに対するフィードバックは、学生の主体的学修を促すアクティブ・ラーニングの手法の一つ
と言える。紙による提出だけで無く、LMS を通じた提出もコロナ禍以前から行われていたが、コ
ロナ禍におけるオンライン授業では、学生と教員をつなぎ学修を促す手段として重要視されたと言
える。
「公共哲学 I」でも、授業内容を各自が振り返り疑問点を解消する手段として活用した。
「公共哲学 I」の授業は 90 分あるが、その前半部分は、茨城大学のリアルタイム（同時）配信
の指定様式となっている Teams の会議機能を用いて、前の週に Forms を使って回収したリアクシ
ョン・ペーパーに対する応答の時間に充てた。リアクション・ペーパーでは「今日の授業で気にな
った点、興味を持った点を教えて下さい。
」と題を出し、授業内容について具体的に記入するよう
促した。またペーパーは出席確認もかねて、授業の翌日締切、全員提出必須としたため、毎回概ね
8 割から 9 割の回収率を維持できた。なおこの Forms は、Teams の「課題」欄に所定時刻に表示さ
れるよう予め設定し、受講生は Teams から Forms にアクセスする形を取った。
Forms に寄せられた回答は充実しており、長文を書いた学生も多くいた。筆者は締切後、回答を
仕分けし、いくつか取り上げて項目別にまとめ、スライドにその要点を起こした。Teams を使って
リアルタイムで行う前半の授業では、このスライドを使いながら、リアクション・ペーパーに応答
しつつ、授業内容の振り返り、補足説明を行った。全てのコメントに応答することは不可能であっ
たが、なるべく多くのコメントに対して、時間をかけて丁寧に応答した。
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グラフ1：Teams配信におけるリアクションペーパーへのフィードバックについてどのように
思いますか？（複数回答可）
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グラフ2：講師によるリアクションペーパーへのフィードバックは適切になされていますか。
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グラフ3：講師がリアクションペーパーへのフィードバックにかける時間についてどう思いま
すか。
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アンケートではグラフ 1 の通り、このスタイルのメリットとして「他の受講生の意見を知るこ
とができる」を挙げる学生が大変多かった。自由記述欄には、オンライン授業で他の受講生の顔も
見えないなか、自分にはない視点からの意見に触れることができたと、好意的な回答も寄せられ
た。一方筆者は、この時間を通して受講生の疑問が解消することを期待していたが、そのように回
答した学生はあまり多くはなかった。またグラフ 2 の通り、フィードバックの適切さについてはほ
とんどの学生が「とてもそう思う」
「そう思う」に回答しており、好意的な評価と言える。一方長
さについては、
「ちょうど良い」と答える学生が多かったが、
「やや長い」と答える学生も一定数い
た。以上から、リアクション・ペーパーへの応答は、学生に、誰かと共に学んでいる実感を持たせ
る効果を生むことが窺える一方、その実施方法については検討の余地があることがわかった。
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グラフ4：受講生のリアクションペーパー
記入一覧を公開（匿名、承諾者のみ）し
ましたが、読んでいましたか？
いつも／よ
く読んだ
4
9%
あまり読まなかった
18
40%

グラフ5：受講生のリアクションペーパー記
入一覧公開は授業に効果的だったと思いま
すか？
とてもそう
思う
9
20%

どちらとも言えない
10
22%

そう思う
26
58%

時々／少し読んだ
23
51%

なお筆者は学期の途中から、学科 FD での他教員の意見を参考に、リアクション・ペーパーの回
答のうち、同意を得られた分については、匿名処理の上で一覧を公開した。これについて期末アン
ケートで問うたところ、グラフ 4 の通り「読んだ」と回答した者が合わせて 6 割に上った（なお、
「全く読まなかった」に回答した学生はいなかった）
。またグラフ 5 の通り、公開は効果的と考え
る者も合わせて 8 割近くに上った（同じく「そう思わない」
「全くそう思わない」に回答した学生
はいなかった）
。このことから、公開は先に述べたフィードバックの効果をさらに高めることが窺
える一方、読まない学生も多くいるため、その効果を高く見積もることはできないと言える。

Forms を使った投票
大学教育におけるアクティブ・ラーニングの事例として、
「クリッカー」と呼ばれるリモコン端
末を用いたリアルタイム集計システムの導入がある。このシステムは、クイズ（テスト）とそれに
関する学生間のディスカッションを通じて理解を深める、
「ピア・インストラクション」を進める
有力手段として注目されている。学生が設問への解答をクリッカーに入力すると、コンピューター
で瞬時に集計し、解答分布をスライド（スクリーン）に示すことができるのだが、この分布に学生
が高い関心を寄せるとの報告がある（新田 2011）
。クリッカーは北海道大学をはじめ日本国内でも
導入され、大教室授業の改善や学生の記憶定着、そして学生理解の把握などの効果が言われている
（鈴木ら 2008）
。ただし導入コストが高いため、個人が所有するスマートフォン等をクリッカーと
して利用する「Web クリッカー」システムの導入が進められている。筆者は前任校である早稲田
大学において、
「わせポチ」と呼ばれる Web クリッカーを用いた授業に立ち会い、回答状況がリ
アルタイムに表示され、教室の一体感とライブ感が実現できる、このシステムの有用性を学んだ。
茨城大学にはこのようなクリッカー（あるいは Web クリッカー）のシステムは導入されていな
いが、Forms がもつリアルタイム集計機能によって代替することが可能である。Forms のアンケー
トでは回答締切前でも、随時回答の分析が行われ、回答の内訳や数などが円グラフなどにより表示
される。また回答を Excel に出力することも可能である。湯地（2020）は、Forms を用いてクリッ
カーの機能およびその目的を果たすことを実証している。
「公共哲学 I」の前半授業ではこの Forms の特徴を生かして、授業内容の特性上どうしても抽象
的になる弊害を緩和し、受講生に授業内容への関心を持ってもらうべく、全 15 回の授業のうち 9
回の授業で、授業の本編に入る前に、投票形式かつ正答がない、
「思考実験」を扱うクイズを出題
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した。まず筆者は授業前に、哲学や倫理学、あるいは政治学の先行研究を参考に、授業内容にまつ
わる、かつ前提知識を特に必要としないクイズを Forms に設定した。このクイズには、複数の選
択肢を用意されており、受講生はそのうち 1 つを選ばせた。そして授業中、Teams のチャットに
Forms のリンクを貼り、回答を促すと同時に、すぐに Forms の集計画面を画面共有した。この結
果、受講生は数値の増加やグラフの割合変化を視覚的に確認することができる。またクイズには任
意で選択理由を記入できる自由記述欄を設定したが、これも最新回答が画面に表示されており、可
能な限り筆者が読み上げた。筆者はいわば「実況者」としてこのクイズについて回答が終了するま
でを追い、締切後は解説を行った。なおクイズの出題意図や理論的背景は、クイズの出題時には特
に説明せず、回答締切後の解説で説明した。
一例として、第 6 回授業で行ったクイズを紹介する。この回のテーマである功利主義を紹介す
るにあたり参照した、新型コロナウイルス感染症を巡る医療倫理を論じた広瀬（2021）では、多数
の思考実験が紹介されている。授業ではこの中の一つを授業用にアレンジして、
「２艘のボートが
沈みかけています。ボート A には５人、ボート B には１人乗っています。１艘救助するだけで精
一杯のあなたは、どのように救助するボートを決めますか？」とのクイズを出題し、
「より沢山の
人を救助できる A」と「コイントスで決める」の二つの選択肢を用意した。これは有名な「トロッ
コ問題」の変形であり、
「救命数最大化」の論理や帰結主義の是非を問うている。ただし先述の通
り、こうした理論的な背景は、解答後の解説で説明した。なおこのクイズの回答者は 130 人であっ
たが、そのうち 41 名が自由記述欄に選択理由を記入した。

グラフ6：Formsを使った投票（思考実験など）の利点は何ですか？（複数回答可）
0

10

20

30

抽象的テーマを身近な話題から考えることができる

40

25

結果をリアルタイムに見られてライブ感がある

60

70

60

29

他の受講生の意見を知ることができる

64

35

講師のフィードバックがすぐに得られる

33

19

授業内容の理解を助けてくれる

28

14

思考のトレーニングになる
その他

50

39

15

18

0
0

中間

期末

グラフ7：Formsを使った投票は授業に効果的だと思いますか。

期末

29

中間

55

0%

10%

20%

とてもそう思う

30%
そう思う

14

2

31
40%

50%

どちらとも言えない

60%

70%

そう思わない

80%

90%

100%

全くそう思わない

アンケートでは、この投票形式のクイズに対する好意的評価が得られた。グラフ 6 にあるとお
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り、最大の利点とされたのは、先に紹介したリアクション・ペーパーと同じく、
「他の受講生の意
見を知ることができる」であった。また Forms の特徴であるリアルタイム集計機能についても、
「結果をリアルタイムに見られてライブ感がある」への回答も多く、機能を十分に活用できたこと
がわかる。さらに自由記述欄には、この投票形式によって「授業に参加している」との感覚を得ら
れたとの回答が複数寄せられた。一方で、思考実験を問うたにも関わらず、
「思考のトレーニング
になる」への回答は必ずしも多くなく、
「授業内容の理解を助けてくれる」への回答もさほど多く
ないことにも注目すべきである。グラフ 7 からは、この投票形式のクイズを効果的に思う学生がほ
とんどであることがわかる。以上まとめると、Forms を使った投票は、学生主体の授業運営を可能
にする一方、授業内容との接続などに関しては改善の余地があると言える。

Microsoft Stream を使ったオンデマンド配信
オンデマンド動画を用いた授業展開は、ICT を用いた教育のトレンドとなっている。例えば、新
たな学習内容は動画で学習し、対面授業では演習問題に取り組み、ディスカッションなど学生同士
の学び合いに時間を使う、
「反転授業」の重要性が指摘されている。森（2015）は、受講生全員に
一定の理解をもたらしながら、アクティブ・ラーニングを実践し、学びの「質」の格差を解消する
上で、反転授業の有用性を指摘している。
「公共哲学 I」の授業後半では、その回で新しく取り扱う内容を説明する時間に充てたが、この
「講義パート」とも言える部分では、Microsoft Stream を用いたオンデマンド動画の配信を活用し
た。まず筆者は動画作成ソフトを用いて、スライドを画面共有しながら講義を撮影、録画した。そ
して作成した動画ファイルを Microsoft Stream にアップロードし、Teams の「公共哲学 I」のチーム
登録者のみが視聴できる設定にした。これら「公共哲学 I」の講義動画はクラウド上に格納され、
受講者が任意のタイミングで繰り返し視聴できる。リンク先は Teams の「公共哲学 I」のチーム内
に「講義動画」のタブを設けて、容易に表示できるように設定した 2)。
先述の通り「公共哲学 I」ではやや抽象的な内容を取り扱うので、授業内容の理解を促進するた
めには、オンデマンド動画を用いることが有用であると考えた。また Teams によるリアルタイム
配信とオンデマンド動画を併用することで、授業にメリハリが出て、学生の集中力を切らさない効
果も狙った。この併用により擬似的かつ限定的ではあるが、全面的なオンライン授業であっても
「反転授業」の要素を盛り込めたとも考えている。
オンデマンド動画の利点として、いつでも、どこででも、好きなときに、繰り返し視聴可能で
あり、一時停止や巻き戻しも容易であることが挙げられる。さらに Microsoft Stream を用いた動画
共有の利点としては、各個人の通信状況に合わせた視聴が可能となる点が挙げられる。OneDrive
を用いた動画共有も可能であるが、Microsoft Stream をはじめとするストリーミング配信では、通
信が混雑している場合は解像度を落として配信可能であり、動画のダウンロードを待ったり、途中
で一時停止したりすることがない。また Microsoft Stream は YouTube など他のストリーミング配信
とは違い、Microsoft 365 のサービスの一部なので、学生（および教職員）のアカウントと紐付けが
可能であり、Teams との連携が容易である。
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グラフ8：オンデマンド型収録動画の利点を教えて下さい（複数回答可）
0
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焦ってノートやメモを取る心配が無い

50

60

70

80

47

27

何回でも繰り返し視聴できる

71

32

好きな時間に視聴できる
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24

再生速度を変更できる

37
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一時停止ができる

57

27

巻き戻しができる

51

24

字幕が出る
その他

40

3

5

0
0

中間
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グラフ9：オンデマンド型収録動画は授業に効果的だと思いますか。
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35
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80%

3
11
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3

1

全くそう思わない

アンケートでは、オンデマンド動画を用いた授業にも好意的な反応が得られた。グラフ 8 で最も
高いスコアを出したのが「何回でも繰り返し視聴できる」であり、このほかオンデマンド動画の利
点に学生も満足していることがわかる。自由記述欄にも、自分の理解やペースに応じて視聴できる
と評価する声が寄せられた。なお選択肢にある「字幕が出る」は、Microsoft Stream では自動で字幕
を生成する機能があり、そのことを指している。ただ自動生成のため誤字などが多く、アンケート
でも評価は低かった。そしてグラフ 9 の通り、オンデマンド動画を効果的と思う学生が大半を占め
た。また自由記述欄には、また Teams によるリアルタイム配信とオンデマンド動画を併用すること
で、どちらか一方のみを採用した場合のデメリットが相殺されるとの声が複数寄せられた。

まとめ
これまで見てきたように、
「公共哲学 I」では複数の手法により、完全オンライン授業におけ
る、追加の導入コストを要しない、アクティブ・ラーニングの実践を試みた。本稿で紹介した個別
のアンケートからは、各方式について概ね好意的な反応が得られたことがわかった。一方で学修効
果を高めるか否かについては、検討の余地があることがあることがわかった。
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グラフ10：Teamsリアルタイム配信と収録動画
の併用、Formsを使った投票の実施など、複数
の機能を組み合わせた授業は、通常の講義形式
に比べてメリットがあると思いますか？
どちらとも言
えない
4
9%

全くそう
思わない
1
2%

グラフ11：あなたはこの授業に、主体的に
参加できたと思いますか？

どちらとも言え
ない
9
20%

とてもそう
思う
19
42%
そう思う
22
49%

とてもそ
う思う
8
18%
そう思う
27
60%

期末アンケートでは、本稿で示してきたようなアクティブ・ラーニングの試みについての総合
評価を問うた。まず複数の形式を併用した授業展開について訊ねたところ、グラフ 10 の通り、好
意的な評価が得られた（
「そう思わない」
「全くそう思わない」への回答者はいなかった）
。また主
体的参加についても、グラフ 11 の通り、肯定的評価が多数を占めた（
「そう思わない」への回答者
はいなかった）
。ただしグラフ 10 とグラフ 11 を比較すると、主体的参加についてのスコアは低く
なることが分かる。このことを踏まえれば、たとえオンラインによる効果的な授業展開ができたと
しても、それがアクティブ・ラーニングの目指す主体的参加に直結するとは、必ずしも言えない。
また今回のような複合的な方式を導入した授業によって学生全員を満足させることは難しく、従来
の授業方式と同様の配慮が必要であることには変わりが無いと言える。
今回の事例は、他の教育場面でも応用が可能であると考えられる。例えば Forms と類似のサー
ビスとして Google フォームがあり、Google Workspace（旧 G suite）のライセンスを取っている教
育機関でも、本稿で紹介したような手法を同じように利用できると考えられる。またオンデマンド
動画配信機能は、manaba など LMS の多くで実装されているので、これらを導入している教育機関
であれば利用可能である。大学に限らず多くの教育機関で、大規模講義にかぎらず少人数教育で
も、それぞれの事情に応じた活用が可能であると考えられる。学生・受講生の多くはオンライン授
業の急速な広まりもあり、これらの ICT ツールの使用法に習熟してきたと考えられるので、授業
者側の準備さえ整えば、導入への障壁は低いと考えられる。
複数の方法を用いたアクティブ・ラーニングの問題点としては、講師の準備時間がかかること
が挙げられる。リアクション・ペーパーを読み込んで仕分しスライドに起こす作業、投票クイズの
問題作成、オンデマンド動画の収録などを並行して行い、毎週の授業に間に合わせるには、それな
りの時間がかかる。受講生の学びを保障しながら、無理なく継続的に授業を行うためには、授業方
法をよく検討する必要がある。
なお本稿では、各方式の理論的背景は十分に説明できなかった。またクロス分析など、アンケ
ートのより詳細な分析もできなかった。継続的な調査と合わせて、今後の課題としたい。オンライ
ン授業はコロナ禍が終わっても有力な授業形態であり続けると考えられるが、ICT とは無縁と思わ
れがちな「文系」科目の担当教員として、引き続きアクティブ・ラーニングにチャレンジしていき
たい。

- 237 -

茨城大学教育実践研究 40(2021)

注
1) なお制度上、法学メジャーの学科専門科目と国際・地域共創メジャーの学科専門科目は別の科目
として開講されている。また旧人文学部（2017 年度、人文社会科学部に改組）社会科学科の専門科
目「公共哲学 A」を兼ねているため、本科目は以上 3 科目の合併科目となっている。ただし採点・
成績以外でこれらの科目区分を考慮する場面はないため、本稿では区別することなく一つの科目と
して取り扱う。さらに人文社会科学部では全ての学生が所属メジャーに加えてサブメジャーを選択
する「メジャー・サブメジャー制」を実施しているが、本科目はサブメジャー専門プログラムであ
る「行政マネジメント研究プログラム」の選択必修科目「プログラムリテラシー科目」にも指定さ
れている。この他、自由履修科目として受講することも可能で、人間文化学科や他学部の学生も履
修している。
2) 設定にあたって、以下のサイトを参照した。
https://note.com/kazu_uchiyama/n/nbd5abd70068f（2021 年 9 月 14 日閲覧）
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新しいタイプの高校を経験した教員の変容
浅 井 敦 子＊ ・ 正 保 春 彦＊＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Transformation in Teachers at a New Type of Senior High School
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近年、全国的に進められてきた高校改革と連動して、P 県においても高校再編と並行する形で、新しいタイプの高校が設
置されてきた。このうち、昼夜開講の定時制課程の単位制高校（「新型スクール」とする）は、不登校経験者を中心に多様な経
歴を持つ生徒を受け入れ、いわゆる「心理教育的援助サービス」（石隈, 1999）の展開を標榜している。一方、それらの学校
に勤務する教員は、他校と異なるさまざまな現実に戸惑いを感じている者も少なくない。本研究では、従来型の高校から「新
型スクール」に異動した教員が、新しい状況をどのように受け止め、生徒観・指導観がどのように変容したのかを明らかにす
ることを目的とする。教員 10 名にインタビューを行い、得られた質的データを分析した結果、まず、多様な生徒・保護者の実
情が明らかになった。次いで、職務の煩雑さや従来の指導方法との違いを認識した教員が違和感を持ち、さらに必要な支
援を得られないでいると、無力感が高まり、逃げたい気持ちへと進むことが示唆された。これとは逆に、従来との差異を認識
した後に、生徒の役に立ちたい、成長が嬉しい、という生徒への熱い関心を持つ教員の存在も明らかになり、これを支える
大きな要因は、同僚の存在や準備性であった。この流れからは、教員自身の成長と発展に導かれることが示唆された。

問題と目的
高等学校における定時制課程・通信制課程は、勤労青少年に高等学校教育を受ける機会を広く与
える目的で 1948 年に発足した（文部科学省, 2011b）
。しかしながら、近年、働きながら学ぶ勤労青
年数が減少する中で、定時制・通信制高校においては、全日制課程からの中途退学経験者や中学校
までの不登校経験者など、様々な入学動機や学習歴を持つ生徒が増えており、制度発足当初とは状
況が大きく変化している（文部科学省, 2013）
。臨時教育審議会（1984～1987 年）以降の高校教育
改革においては、単位制の導入・拡大、総合学科の導入、中高一貫教育の制度化など、多様な高校
教育の選択肢を提供するための制度が整備されてきた。並行して、各都道府県において改革のため
――――――――
*台東区立駒形中学校
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の計画が策定され、地域の実情に応じた取り組みが行われてきた。そこでは、多様な学びのニーズ
に応えると同時に、少子化に伴う高校再編を進めながら、前述の単位制や総合学科といった新制度
も活用しつつ、各学校の特色化が進められた。とりわけ、定時制・通信制の高校は、不登校・中途
退学経験者等への学び直しの機会を提供するなど、多様な学びのニーズの受け皿としてその役割を
増していった（文部科学省, 2014）
。例えば、東京都が「これまで設置してきた多様なタイプの学校」
の一つである「チャレンジスクール」は、
「小・中学校時代に不登校経験を持つ生徒や長期欠席等が
原因で高校を中途退学した者等を主に受け入れる総合学科・三部制（午前部・午後部・夜間部）の
高校」である（東京都教育委員会, 2018）
。同様に、神奈川県の「フロンティアスクール」
、埼玉県
の「パレットスクール」
、茨城県の｢フレックススクール｣、栃木県の「フレックスハイスクール」も、
いずれも単位制の多部制定時制で、普通科あるいは総合学科の高校である（神奈川県, 2020；埼玉
県教育委員会, 2021；茨城県教育委員会, 2021；栃木県, 2021）
。以上の単位制・多部制定時制高校
に見られるような新しいタイプの高校の出現により、生徒にとっては、より自身の実情や希望に沿
った高校選択が可能となった。
このような経緯の下で、山本ら（2007）は、総合選択制高校における組織の課題を明らかにする
ため、新しいタイプの高校で生徒への教育を担う教員たちについて、調査・分析を行った。その結
果、教員たちが確立してきた教員文化（教員同士の人間関係重視など）を受けての仕事の進め方と、
新しいシステムとの間に齟齬があることが示唆され、教員の考え方自体が新しい教育システムを運
営する際の制約条件にもなる可能性が示された。また、神崎・サトウ（2014）は、不登校経験者を
積極的に受け入れる私立の全日制単位制高校における生徒への支援モデルについて調査を行った結
果、担任による生徒への直接的な支援が行き詰まった際には、豊かな人材（カウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、大学生ボランティアなど）に支えられて、継続的な指導や多角的な生徒理
解ができたため、教師と生徒の関係性が維持されたと推測した。
一方、従来、我が国においては管理主義教育が大きな影響力をもってきたが、管理主義教育と新
しいタイプの高校はその方向性において異なる側面があることは否めないと考えられる。
城丸
（1985）
は、
「
『管理主義』とは管理と指導が混同され、指導が管理化していることを指す」とし、
「指導とは
誘うこと、
（中略）
、方向づけることであり、管理とは取り締まること、命令すること、そして実務
を執行することである」としている。そして、管理主義教育の「子どもを権力や暴力で威圧しつつ
行う教育、命令・取り締まり一辺倒の教育」という側面のみならず、
「事務処理型の教育」の増加を
も問題視した。
また、石隈（1999）は、従来の日本の学校教育は、
「教科面での学習指導と生活面での生徒指導」
に分けて考えられてきたと述べ、これを「
『教育の領域』における二分法」と指摘している。そして
この二分法の限界として、①「援助」という視点が弱くなりがち、②学習面での援助が見逃される、
③教師が生活面に焦点をあてる援助を自分の役割と認知しにくい場合がある、と述べている。この
ような従来の生徒指導について、文部科学省の生徒指導に関する教員研修の在り方研究会は「これ
まで、ともすれば学校における生徒指導が問題行動等への対応にとどまる場合があり、また、教育
相談との乖離という問題も指摘されてきた」と問題提起している（文部科学省, 2011a）
。
前述の石隈（1999）は、学校教育の枠組みの見直しに関連して、学校における「心理教育的援助
サービス」の展開を提唱し、
「学校教育の一環として、一人ひとりの子どもが発達し学校で生活する
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うえで出会う問題状況の解決を援助する」ことが学校教育を考える鍵であると述べている。新しい
タイプの高校にはそれまでの教育システムの中で困難を抱えてきた者が多く、その中には先述の管
理主義教育の他、今日の国内の教育文化との間に軋轢を感じてきた者が少なくないと推測されるこ
とから、このアプローチは新しいタイプの高校においては特に有意義であると考えられる。この｢心
理教育的援助サービス｣は正に上記の新しいタイプの高校において求められていると言えよう。
このような状況下で、新しいタイプの高校において新たな教育体制を導入する際には、従来から
の教員の考え方や仕事形態が及ぼす影響や、教職員間で行われる生徒支援のありように関して、細
心の注意を払う必要があると言える。しかしながら、従来型の高校での経験を持つ教員が、新しい
タイプの高校において、その理念や仕組みをどのように受け止め、どう適応していったかという点
に関する研究は見られない。そこで、本研究においては、新しいタイプの高校に異動した教員が、
新旧の方式との差異から生じる体験をどのように受け止め、どのように対応し、変容していったの
かという点について、調査し考察を行う。
調査の対象は、関東地方の P 県内に複数ある県立多部制（昼夜開講）定時制課程・単位制高校（
「新
型スクール」もしくは「NS」とする）に勤務する教員とした。
「新型スクール」は、
「心理教育的援
助サービス」の展開に特徴があるが、
「新型スクール」に勤務する教員のほとんどは、他の従来型の
一般高校から異動してきている。そこで、従来型の教育を体験した後に、
「新型スクール」方式の教
育、つまり「心理教育的援助サービス」の展開を体験した教員たちを対象に、以下の諸点について
検討することを本研究の目的とする。(1) 教員たちは、生徒・学校の体制・自身の仕事をどのよう
に受け止めたのか。(2) 自身の生徒観・指導観や指導方法に変容があったか。あったとしたらどの
ようなものか。(3) 変容のあり方が個人によって異なるとしたら、その要因は何か。

研究の方法
1. 研究協力者
研究対象者は、一般的な高校で 4 年以上勤務した後、
「新型スクール」に 1 年以上勤務した経験が
ある教員とした。P 県の 3 高校の管理職教員に、この基準に適合する教員をそれぞれ 3〜4 名紹介し
てもらい、計 10 名の教員の承諾を得た。各教員の通算勤務年数は、30 年前後：3 名、20 年前後：4
名、10 年前後：3 名であった。尚、個人情報保護のため、高校名は伏せられた。
2. 調査方法
X 年 8 月から 9 月の間に、1 対 1 の半構造化面接によるインタビューを行った。1 人当たりの平均
所要時間は 1 時間 35 分であった。インタビューにおいては、倫理的配慮に関する説明の後、経歴書
への記入を依頼し、
続いて、
第一著者が経歴書を参考にインタビューガイドに沿って面接を行った。
その内容は了解を得て全て録音された。続いて、録音した音声データから作成した逐語録を、分析
対象データとした。ガイドの内容は、
「新型スクール」に勤務しての所感、
「新型スクール」に対す
る考え方、
「新型スクール」に勤務する前・後の生徒観・教育観・価値観などに関するものである。
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3. 分析方法
データの分析には、木下（2003）による修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた。
4. 倫理的配慮
研究協力者に対して、研究の目的と方法、研究への参加は個人の選択に委ねられること、研究へ
の不参加・中断によって不利益は生じないこと、得られたデータは本研究の分析のみに使用するこ
と、データの保管方法と個人情報の取扱い等について説明し、同意を得た上でインタビューを実施
した。なお、本研究は茨城大学教育学部研究倫理委員会の承認を得ている（許可番号：18P1800）
。

結果
1. 分析テーマの設定
インタビューデータより、教員が「新型スクール」で感じた大変さや困難さの他に、それらの対
極にある嬉しさややり甲斐が浮かび上がったため、共に分析テーマとした。また、教員が「新型ス
クール」の実情をどう捉えたかを明確にすることが全体像の理解に不可欠と考えられたため、併せ
て分析テーマとした。分析テーマは以下の 3 点である。
分析テーマ i：

生徒や学校の実情・様子と教員の受け止め：
「新型スクール」の生徒・指導法・
学校の体制などの具体的な在り方と教員の受け止めの様子。

分析テーマ ii：

大変さや困り感：
「新型スクール」に勤務する教員は、どのような大変さや困り
感を抱えているのか。それらの気持ちを抱えるに至った経緯や理由は何か。

分析テーマ iii： 前向きな気持ち：
「新型スクール」に勤務する教員は、どのような前向きな気持
ちを持っているのか。それらの気持ちを抱えるに至った経緯や理由は何か。
2.

生成された概念とカテゴリー、及びそれらの関係

インタビューデータを分析した結果、以下の数の概念とカテゴリーが生成された。具体的内容を
表１に示す。表内の発言例中の「…」は発言内容の一部省略を表す。感嘆詞は省いた。
分析テーマ i

生徒や学校の実情・様子……概念 39、カテゴリー 7

分析テーマ ii

大変さや困り感………………概念 22、カテゴリー 8

分析テーマ iii

前向きな気持ち………………概念 27、カテゴリー 10

また、全体像として、結果図（図 1）と、以下の 3 つのストーリーラインが得られた。大カテゴ
リーは『 』
、カテゴリーは【 】
、概念名は〈 〉で表す。なお、ストーリーライン中の概念名・カテ
ゴリー名は、助詞・活用形・語順などにおいて、いくつかの修正がされている。
(1) 「新型スクール」の実情・様子と教員の受け止め（分析テーマ i）に関するストーリーライン
「新型スクール」に赴任した教員が直面した『①生徒・保護者・学校の実情』について表すと、
まず【生徒の特性は多様】で、
〈繊細で傷つきやすい〉
、
〈自尊心が低い〉
、
〈対人能力が低い〉
、
〈やり
ぬく力・自活力が低い〉
、
〈幼い〉
、
〈発達障害(傾向)を持つ〉という特性を持ち、ケアを必要とする
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表１ 生成された概念とカテゴリー
①『生徒・保護者・学校の実情』
【カテゴリー】

多様な
生徒の特性

生徒が抱え
る過去

芳しくない
就学状況と
進路

多様な
家庭・保護者

学校全体の
多面性

〈概念名〉：「発言例」・説明
繊細で傷つきやすい生徒：強い指導や大きな音に怯えたり、挫折しやすかったりと、繊細さが強い生徒
自尊心が低い生徒：「小中学校での経験から…自分はかなり能力低いんだっていう認識を持っている子も多い」、
「どうせ私とか僕なんかは、…決めつけているというか、…どうせ私じゃ無理だし、…がものすごく強い」
対人能力が低い生徒：周囲の人と良い関係を築くのが苦手な生徒
やりぬく力・自活力が低い生徒：仕事や生活を営む上で、物事をやり遂げる力が弱い生徒
幼い生徒：言動が幼く、幼稚園児や小学生のようと思える生徒の様子
発達障害(傾向)を持つ生徒：学習障害・発達障害を抱えるあるいはその疑いがある生徒
基礎学力がない生徒：学習障害、小・中学校で不学習などから、基本的な計算や漢字などができない生徒
学力が低い生徒：平均的な高校生と比較して学力が低い生徒のこと
虐待を受けている生徒：保護者からなど、学校以外の場所で、虐待を受けている、あるいは受けていた生徒
潜在的な能力が高い生徒：NS でその能力を発揮できてはいないが、実際には高い能力を持っている生徒。
生徒は全体的に静か：他校と比較して NS の生徒が静かであること
不登校経験を持つ生徒がほとんど：NS の生徒の多くが、小・中学校で不登校経験を持つこと
いじめを受けていた生徒：NS に入学する前にいじめを受けたことがある生徒のこと
教師不信の生徒：「中学校の時に先生とトラブって学校に行けなくなっちゃって、未だにその先生を恨んでる…(その
ため NS でも反抗的)…強く出てくる先生に対しては強く行こうとする」「教師不信の子が多いので」
小・中で特別支援学級に在籍した生徒：「小中学校の…特別支援学級から（来る生徒が）けっこう多い」
欠席・遅刻・早退する生徒が多数：欠席・遅刻・早退する生徒が、他校と比べて多いこと
単位は翌年でもいいやと考える生徒：NS は学年生ではなく単位制である。登録した単位の取得を途中で諦めて、
翌年に持ち越そうと考える生徒
一年生は特に大変：一年生が一番問題行動が多く、辞める人数も多いこと
高い退学率：入学した生徒のおよそ半数が退学することも頻繁にある
低い進路決定率：「[現勤務校の進路決定状況は]…64％近くいたかな…（別の NS は）33％くらいだったかな…(進路
が決まらないと)在家、アルバイト…(在家とは)家に居るってこと…何も決まらずに卒業してっちゃう…」
卒業後の進路で長続きしない生徒：卒業後、就職先・進学先で長続きしない生徒が多いこと
経済的に厳しい家庭：経済状況が厳しく、教材費・学費・制服代などが払えない状態にある生徒の家庭のこと
衛生面など環境が悪い家庭：衛生面、その他に関して、生徒の家庭環境が良くないこと
連絡がつかない保護者：担任・関係者が試みても生徒の保護者に連絡がつかないこと
話を理解しない・手続きをしない保護者：「(保護者について)通じない。こちらの言うことを理解してもらえない」、
「学校の支援金みたいな手続きができない、面倒くさい、しない。自分に有利になるものですよ」
子の障害を認めない保護者：生徒が発達障害あるいは知的障害を持つことを、保護者が認めないこと
午前部：学び直したい生徒が大半：午前部の生徒の大半は、学び直したいと考えていること
午後部：自分に甘い生徒が大半。午前より不活発：午後部の生徒は、朝起きられない、登録した午前の授業に出
席しないなど、自分に甘いと思われる生徒が多い。ただし、熟考の上に午後部に通う真面目な生徒もいる
夜間部：若い人は高卒目的で非常に静か。成人は意欲的：夜間部の様子は学校や年次により状況が異なる。一
例では若い生徒のみで、出席率が低く、目的は高卒資格の入手。別の例では成人もいて、真面目な生徒が多い
入試倍率は大半が 1 倍未満：各 NS の午前・午後・夜間の各部において、一部を除いて倍率は１倍に満たない
NS 以前は、相当荒れていた：NS に改編される前の学校の様子として、「やんちゃ」系が多いとか、荒れていたとい
うエピソード（「やんちゃ」な生徒とは活発で時に問題行動を起こす生徒のことを指す）
NS 改編後も、しばらく、やんちゃな生徒が多く入学

生徒が多い。また、
〈生徒は全体的に見ると静か〉である。中には〈虐待を受けている〉あるいはそ
の疑いがある生徒もいる。学業面では〈基礎学力がない〉
、
〈学力が低い〉生徒が目立つが、
〈潜在的
な能力が高い生徒〉もいて、生徒たちの能力が一様でないことは、授業の展開を難しくしている。
【生徒が抱える過去】については、
〈不登校経験を持つ生徒がほとんど〉であり、
〈いじめを受け
ていた〉
、
〈教師不信の〉
、
〈小・中で特別支援学級に在籍した〉生徒たちも少なからずいる。
【生徒の就学状況と進路は芳しくなく】
、
〈欠席・遅刻・早退する生徒が多数〉であるし、学年制
でないことから、
〈単位は翌年でもいいやと考える生徒〉もいる。その結果、
〈退学率は高く〉
、
〈１
年生は特に大変〉だが、逆に 2 年生以降に退学する生徒は減ってくる。無事に卒業となった生徒に
ついても、一部の学校を除くと比較的〈進路決定率は低く〉
、またいずれの学校でも、無事に就職・
進学しても、その〈進路で長続きしない生徒〉が多い。
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表１ 生成された概念とカテゴリー（つづき）
②『従来との差異の受け止め』
【カテゴリー】

〈概念名〉：「発言例」・説明

職務の煩雑

生徒一人一人に手間がかかる：「手間がかかるんですよね、子どもら一人ひとりに」「コミニケーションとかがなか
なかうまくいかないとか、なかなか学校に来ない子が多くて。一人ひとりに手間をかけていかなくちゃ…」
家庭訪問・保護者面談が頻繁：「進学校はね(家庭訪問には)行かないですよね。そこがやっぱり大きな違い…」
「（保護者面談が多い話）謹慎 1 つ(につき)3 回くらい会います…(まず事情説明)、あと謹慎の申し渡しと解除…」
学年主任は大変で避けたい教員が多い：「ほぼ飛び回り状態になっちゃいますんで。…（年次主任の希望者は）
NS では少ない…」、「…来ていきなり学年主任なんですよ。いた人が誰もやらなかったことなんですからね」
正規教員の数が足りない：「全然足りてないですね。手厚く指導するには。結局クラス数で（教員の）人の数が決ま
るけど、行事とか最低限どの学校もやることは変わらないんですよね」
従来式：ルールに則り厳しい生徒指導：「[前勤務校]だと 4 回生徒指導に入ったら、…もうその子は無理かもしれな
いから、辞めさせる方向で親とも相談するのもやっていった方がいいっていう目安があった…」「前任校は…欠席が
1/10 を超えると作文を何枚も書かされて…1/5 を超えると自主退学…（欠課時数が規定の）1/5 超えると置いとけない
から…っていう指導なんです。それはもう保護者に全部徹底して言っていて。…うちの学校(NS)は 1/3 まで適用なん
で。…1/5 超えたらもう退学だから、みたいなのができたんですけど、(NS は)単位制なので…」「（NS 制度改編直後
は）やんちゃ系もいた時は追っかけてましたね。…悪い事した時はガツンと怒り」
NS 式：個に合わせた緩い指導：「最初の集会の時に…もう全然並ばなくて、(同僚が)いいんだよ座ってればいいん
だから…え？名前の順じゃないんですかね？」「[現勤務校]はそういう(回数制限)の全然ないから何回でも(生徒指導
に)入りますもんね。…すっごい大きなことをやって、…でもまあ見ちゃいますもんね」「けっこう甘いっていうか。…手
厚いっていう言い方がいいんですかね」「（先輩教員から）色々な生徒が悩みを抱えているんで、今は見守って指導し
ないようにしてください…。不登校の場合でも…登校刺激をしないでください…今はその時期じゃないからちょっと見
守っておいた方がいいよってアドバイスされたり…」「（欠課時数が 1/3 を越えても）指導も何もないです。単位落とし
たね、で終わりです。…じゃあ 4 年生だねとかっていう感じ…」
指導方法の調整・試行錯誤：「(数年前の NS が)…いろんな意味で、ゆるかった。…（教員の尽力が功を奏して）少し
ずつ改善されてっていうか。…個に応じた指導…そこのところではすごく細かに…するけれども、全体としては、…き
ちっと統制をとってというか」「（NS の卒業生が、社会に出て挫けやすい様子を）目の当たりにして、…そこら辺が課題
…5 年前とかであれば、結構まだ怒鳴り声とかも聞こえてたんですよ、この学校でも。今一切聞こえないじゃないです
か。…それで本当にいいのかなぁっていうところもあって。だからその、出さないようにしているけど、やっぱりやる時
はやらなきゃいけないんじゃないかなって思ったりもする…」

さ

従来の指導
方法との違
い

③『従来との差異より生ずる違和感』
【カテゴリー】

〈概念名〉：「発言例」・説明

実情・ 煩雑さ

生徒・保護者対応が大変すぎる：「（多様な生徒がいて）雑多な雰囲気なんですよね。…対応が広すぎてちょっと厳
しい」、「（保護者について）色んな親いるんです、ほんとに。それは疲れますね。一番大変かな、それが」
生徒・保護者の実情に対する驚き・嘆き：「驚きました。あ、こういう学校があるんだって正直驚きまして」「（生徒同
士のもめごとに対応した話の後）もうこんなの埒明かないです、いくらやったって」
NS の制度を運営する大変さ：「職員会議が全員集まれない…ずっと授業のコマが続いていますから…。…全日の
学校だと…みんなで…話し合う時間帯が必ずあった」「終業式…も三回やるんです。…テストも午前の時間帯・午後の
時間帯ってやってるから。普通の学校なら期間中は終わったら、みんなで飯行くかとかできるけど、できない」「すご
いなあと思ったのは時間割が本当に全員違うこと…卒業のために単位を揃えることは…分かっていない中でどうや
って選択させるのか」
教員の判断に委ねられる指導法の大変さ：「他の全日もうちと似たような学力の子の学校であれば、…生徒指導
は絶対…こうだから曲げない、…みたいな感じで行ってますけど。でもうちは…色々なパターンを全てそのタイプに
合わせて指導していくので。中にはなんで他の学校ではこういう風にやっちゃうのに、ここではやらないの？て思っ
ている人も…1 校・2 校経験があると絶対それはあるはず」「生徒指導するにしても、ラインはどこなんだとか…そうい
う意味では（後輩の）先生方が、多分、大変だったりするのかな」「NS ってやっぱ難しいですよ、その意味合いが」
自分の考えに基づいて指導したい：「…こういう子なんでよろしくお願いします、みたいなことを言われることがあ
る…気をつけなきゃいけないよね、っていうのはこの子に言うべきことであって、この子はこういう子だから、周りの
人はそうならないように…は多分違う気がしてるんですよ。そういう考えの違いはいっぱいある…」
NS の指導法は緩すぎるのでは：「遅刻してきた生徒に、何で遅刻したんだ、とは言わないでくださいって言われ
て、よく来たねって言ってあげてください。…でもやっぱり怒らないと、どんどん調子に乗っちゃう子も、楽な方に楽な
方に行っちゃう子もいますね」、「社会につなげるためには、強い指導も必要なんじゃないかなっていうところに今行っ
ていて、逆に言うと、その愛情だけじゃダメなんじゃないかな…」
生徒の進路を考慮した指導になっているのか：「…出口を考えると、本当はもうちょっと中で、違う形の指導ってい
うのをしてあげた方がいいのかなあ…負担かけすぎると、恐らく（学校に）来れなくなっちゃう」、「欠席・遅刻が多いま
んまだと、…就職する時に、結局アウト」、「社会につながった時に、上から結構ガンと言われたときに耐えうる、…こ
っちの学校だと温室育ちなので、社会出た時にちょっと折られるとポキって折れちゃう」
自分たちがやっていることは意味があるのか：「(授業における)作業は、なんとかできる子が多いので、まずは教
科書を写す。ただ、これもですね…こんなことしてていいのかな…と」「結局、高校の間だけスルーして世の中出して
あげても、それでまた 10 年 20 年経って、自立できてなければ、結局意味がないっていうか。…まぁその、ヒントみた
いなものが通過点の中で与えられなかったら、結局意味がないなっていうのがすごく悩みで」

に対する驚き
と嘆き

指導方法の
違いから来る
戸惑い
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表１ 生成された概念とカテゴリー（つづき）
④『支援の不足』
【カテゴリー】

〈概念名〉：「発言例」・説明

助けが欲し

教員同士で協力・相談できていない：「（従来との違いに悩んだ時に）どうしたらいいんだろうって、誰に助けを求め
ていいか分からないような状況で」、「協力してやってく雰囲気がないかもしれないですね、私含めて」
福祉・他業種のサポートが必要だ：「（経済的に困窮している家庭の話）本当はもうちょっとソーシャルワーカーとか
常駐していただけた方がいいレベルなのかもしれないなあっていうのは…」、「このグレーゾーンの学校って…特別
支援の資格持った人がもうちょっと配置されればいいと思うんですけど」

い

⑤『無力感』
【カテゴリー】

〈概念名〉：「発言例」・説明

も っ と 対応し

生徒に対して、充分な対応ができていない：「（卒業生に）…もうちょっと、何ができたんだろうなーっていうのは…
こっちの勉強不足もあったりして、なんか対応の方法っていうかが、なかったかなあ」、「いっぱいいます、可哀そうな
子。だからってそれじゃダメだろうと思いますけど、だからってどうにもしてあげられない」
自分には充分なスキルがない：「人生のね、…指針じゃないですけど、生徒に、いろんな引き出しを持って生徒に
色んな方向を示してあげられたらと思いましたけど、なかなか難しいですね」
教員としての達成感を覚えにくい：「失ったという風に感じるのは、…生徒を…鍛え上げて、例えば難しい大学に入
るとか…(部活動で)強くなって地区で優勝するとか。…生徒と一緒に…努力して、…やったなあっていう、そういうの
はここではちょっと難しいですね。そういう遣り甲斐、教員としての面白い部分(が)なくなってる」
生徒からの反応が乏しいことによる寂しさ：「…話が通じないレベルで話をしなくちゃならないっていうのは、ちょっ
と寂しいですよね。その寂しさで多分嫌になっちゃうっていうのもあるのかもしれない」
これまでの頑張りは過去のものになってしまうのか：「寂しいんですよね。自分が今まで積み上げてきた教材研
究して作った資料とか、それをこれから発展させることはまずないですし。…データとしてあるだけ」
高校教員の仕事と思えない：「夜間中学的なもの…そこである程度の本当に字の読み書き…それでも勉強したい
なあって来ていただけるんであれば…そこから先の NS 型の普通科教育ができる…」、「そもそもが高校教員ですか
らね。不登校児を何とかしよう…誰も思ってる…(しかし)その子たちを中心に見たいと思って教員やってる人はあんま
りいない」、「教員の仕事じゃないと思うのいっぱいありましたね。…張りこみみたいなのした…」
特別支援学校を勧めたい生徒：「[現勤務校]は非常に面倒見が良くて、っていう形で、ここ 2、3 年は情報が広まった
らしく、…そういう子たちが増加傾向にあります」「特別支援が必要な生徒は特別支援学校に行けば障害者枠で就職
もできるし、その方がいいですよね」

なくては

むなしい気持
ち

自分の仕事
なのか

⑥『逃げたい気持ち』
【カテゴリー】

投げやりな
気持ち

自身の将来
への不安

〈概念名〉：「発言例」・説明
どうせ変わらない：「(教員の体制や言動について)全然改善されないし…だから言ってもしょうがないっていう風にな
っちゃってる」「(生徒の)家庭の状況が悪くて、切り離せれば本当はいいんでしょうけど。…最終的に親なんですよね。
…その子がどうやって自立するかを最終的にやりたいなっていう思いとは…かけ離れていると」
早く他校へ異動したい：「[現勤務校に]いたくないですほんとに」、「[自身の周囲の人たち]とかは言ってる、…早く異
動したいみたいなことはぶつぶつ言ってる」
人事異動システムから来る受け身感：「ぶっちゃけて言いますと、X 年強制異動なんです。だから断れないですか
ら」、「（希望異動先を）書けますけど、いえいえ通らないです。そしたらここ来る人誰もいないですもん」
今後、教員として他の高校でやっていけるか：「ここに慣れてしまったら、自分働けないんじゃないかと思って。や
り方が全く違うので。…システムっていうか仕事内容とか」、「(職務内容が)あまりにも極端に全日の学校と違いすぎて
いるんで、キャリアとして果たしてこれが活きるかっていうのも真面目な先生ほど悩んじゃいます…」
自身が変わることへの抵抗感：「…多分次のステップなのかもしれないですけど…今もう、前向きに考えられてな
いです。次って言われても考えられない」、「かなり変わったと思いますね。…[現勤務校]に来てから変わらないでい
ようって思ってしまった…この X 年を過ぎたら、また戻っていかなきゃいけないイメージがあったので」

さらに、
【生徒の家庭・保護者も多様】で、まず、
〈経済的に厳しい家庭〉が多く、中には〈衛生
面など環境が悪い家庭〉も複数ある。面談や各種手続きの際に、教員が保護者と関わる際には、教
員の〈話を理解しないとか、必要な手続きをしない保護者〉や、
〈連絡がつかない保護者〉もいて、
教員や事務員が保護者対応にかける時間を増やす結果につながっている。また、自身の〈子が持つ
障害を認めない保護者〉もおり、その結果、教員との状況認識に齟齬をきたしたり、企業・団体の
障害者採用を通じて安定した就職をする機会を逸したりすることがある。
教員がとらえた【学校全体の様子は多面的】で、まず、在籍時間帯により、
〈午前部は、学び直し
たい生徒が大半〉であるのに対し、
〈午後部は自分に甘い生徒が目立ち、午前部よりは全体的に不活
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表１ 生成された概念とカテゴリー（つづき）
⑦『納得して前向きに勤務する下地』
〈概念名〉：「発言例」・説明

【カテゴリー】

心の準備が
できていた

同僚のお蔭

生活への
メリット
自身のあきら
めない性格

NS の事前情報があり、心構えができていた：「（生徒に強く言わないようにしていることについて）もう前から、ここ
に来る時に、あそこではそうしちゃあダメだよって言われてきたんで。ああなるほど、そうだよなってこういうふうな子
たちだもんなって。言われたら尚更来なくなっちゃうなっていう…」
以前から受容的だった：「バリバリ生徒指導やってましたっていう先生の方がなんかもう衝撃を覚えて、ガラっと変え
たということになる、…(自身は)[現勤務校]の方が生徒一人一人にかける手間が増えはしましたけど、それ以外は確
かにそんなに変わっていないかもしれない」、「周りの先生はけっこうガンガン行ってたんですけど、私はちょっと一歩
引いて…支える、みたいな感じの視点だったので。だからここに来たのかなって思ったりも…」
向上心がある：「なるべく視点を変えていかないとなんないのかなと思う」、「いろいろ見てみたい」「一貫性を持つた
めには、もうちょっと学んでおかないと」、「学び続けるというか。自分の限界を広げたいというか、キャパを広げとけ
ば(生徒ごとに適した対応が)できるじゃないですか」
同僚・関係者と連携して対応している：「なんかあった時の対応が複数でできてるので。それがやっぱり大きい」
「廊下で生徒に会ってちょっと何か話したりする…それを職員室に帰って来て誰かに言う。で誰か話をしてると、そこ
に何人かそうだよねーみたいな人が加わって、そこで何か情報の共有をして、それぞれの先生ができることを、自分
はこの生徒にはこういう声掛けができる…っていうアプローチができればうまく回っていく…そういう雰囲気がちょっと
ある…」「(ある生徒の)両親の虐待。 (自治体の)相談員さんに来てもらって相談してみる？っていう感じで。…相談員
さんも…その子の[きょうだい](に関する話題をもって)家庭訪問して、…お母さんとちょっとお話しようかなって言ってく
ださった…そういうルートがあるとすごく…有難い…」
同僚の頑張り：「先生たちがけっこう頑張ってくれ…。それで、少しずつ改善されてっていうか、いろんなことが、きち
んとできるようになって…」」「…(先輩教員が)NS 始まって、この学校の素行が荒れてるのを何とかしようと思ってやっ
てくれてて、…あんまりやる気も上がらない感じで最初来たんですけど、でも 4 月来たら、担任の先生、みんな一生懸
命さがあって、これやんない訳にはいかないなあ、みたいな感じですかねえ」
同僚といい関係を築く：「こういう学校はそういう先生たちが仲良くないと、なかなかうまくいかないんですよ。進学校
では先生たちが仲良くなくても生徒たちがいいので勝手にやってるけども。こういうところではチームワークけっこう
大事」、「（NS でよかったことは）人間関係がいいことですね。…先生たちがいい人ばかりなので」
土日が休みで自分の時間ができた：「自分の時間がけっこう取れるっていうのは、土日が休みになったっていうの
は大きいですよね」、「今までは正直、うち帰って教材研究やって、土曜日・日曜日は模試監督かあるいは部活引率で
…」、「働きやすいですね…働き方改革っていう意味ではすごくいいと思います。土日休みですもん」
家から近い：勤務している NS が自宅から近いことのメリットに、2 名の教員が言及した
試行錯誤：「（授業中の生徒について）そんなのやってたら寝ちゃいますから、あるいは騒いじゃいますので、もう手
を変え品を変え」、「（生徒への）アプローチの仕方をやっぱ変えないと駄目なのかなあみたいな」
諦めないで再度挑戦する：「ここ来て怒っても変わらない、っていうのは勉強さしてもらいました。怒っても変わらな
い、話しても通じないかもしれないけど次は分かるかもしれないからもう一回話しようぐらいの感じ」

発な印象がある。
〉ただし、自己を理解した上で、敢えて午後部を選択した一部の生徒は、就学状況
が非常に良い。
〈夜間部は、若い人は高卒資格を得る目的で就学しており、非常に静か。一方、一部
の学校では成人は意欲的〉という傾向が見られる。
「新型スクール」の〈入試倍率は、一部を除き、
1 倍未満〉であることから、受験者の殆どは入学できるし、2 次募集を通じての入学者もいる。学校
の雰囲気は、
「新型スクール」に改編する〈以前は、相当荒れていた〉
。そして〈改編後も、しばら
く、やんちゃな生徒が多く入学〉したため、教員は「羊と狼」
（もの静かな生徒と、活発で時に問題
行動を起こす生徒）の双方に対応した。
以上を踏まえ、教員たちは〈生徒一人一人に手間がかかる〉
、
〈家庭訪問・保護者面談が頻繁〉と
いった【職務の煩雑さ】を経験する。他に、教科指導などに必要な最低限の教員数があったとして
も、その他の生徒対応や行事運営などに必要な〈正規教員の数が足りない〉ことや、問題の二次的・
三次的対応を行う機会が多い〈学年主任は大変で、避けたい教員が多い〉とされる。
また、教員たちは【従来の指導方法との違い】を経験する。一般的な高校における〈従来式の指
導方法は、ルールに則って行う厳しい生徒指導〉である。それは、[欠席が 1/10 を超えると、作文
を何枚も書かせるという指導を行い、1/5 を超えると自主退学を促す]という例にあるように、ガイ
ドラインに沿って行われる指導である。この方法は、
「新型スクール」改編後も、一部では「やんち
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表１ 生成された概念とカテゴリー（つづき）
⑧『生徒への熱い関心』
【カテゴリー】

生徒の役に
立ちたい

生徒の成長
が嬉しい

指導へ の 熱
意

〈概念名〉：「発言例」・説明
生徒の力になりたい：「この子が困らないように生きていくにはどうすればいいかなあっていうのは、ちょっと考えた
りしますよね。…それはちょっと身につけさせてやんなくちゃなんないな…」、「…おうちの人がしてたような役割をし
てあげて、ちょっとはこれから生きていく上で、何か身につけたり、自分の子どもが生まれた時に、あーこういう風にし
てあげようって…気持ちになれるっていうか、そういうことができたらいいかなーと…」、
生徒と多く接したい：「一番担任は生徒と接する時間がとにかく多いですよね。そうなってくると、やっぱり担任は面
白いと思う…大変ですけどその分…返ってくるっていうか、…何か一個でも上手くいった時には、やっててよかったか
なって思える…」、「（生徒とは）触れ合っていた方がいいですね、絶対」
生徒の境遇に対する同情・慈悲：「部屋の掃除なんて全然してない…(家庭訪問で)…臭いもちょっとあったり…いや
あこんな所で生活して可哀そうになあ…」、「分からないことを分からないっていうことも少ない…小中学校でそんな
の分からないのか、ってわーって言われたのか…言っちゃいけないことになってる可能性もある…」、
生徒に対する深い・温かい洞察：「家庭環境なんかも複雑なので、本当におうちで教わるべきことが、…教わって
なかったりする子も多いので」、「愛情が不足しているんだろうなーっていうところですね。で、そこがあるから自信が
持てないっていうか自分の芯が持てないっていうか。…(家庭以外の)環境要因もあると思うんですよね。今までの学
校でいろんな挫折して引きこもっちゃう原因がどこかにあると思うんですけど、そういう場面・場面で、やっぱり自分が
否定され続けてしまって、自己肯定感が持てない…ところがすんごくあると思う」
生徒の成長をみる：「落ちこぼれた子たちを…救える学校がここなんです…部活動も…今まで運動の苦手だった子
でも…定時制の学校で大会があって活躍できてるんですよ」、「親が送り迎えしてた子も…交通機関を利用して行ける
っていう風になった子もいる」、「年間に 30 日、40 日休んでたら、なんだ休みすぎじゃないかと思うんですが、保護者
の方からすると、うちの子 30 日しか休んでいない、中学校 1 日も行ってないんです…これが進歩ですって…言ってく
ださいます」、「（欠席が多かった生徒が同好会に入り友人できた話）…それ以降はもう皆勤で…卒業していったって
いう生徒がいたり…(学校や友人と)マッチしてくれればすごくこっちも嬉しい…」
卒業後に社会で良く生きていけるように指導するべき：「社会に出るために指導が必要だと思います。…うちの
高校ってギリギリ、ボーダーラインのところだと思うんですよ。働いて世の中の役に立つか、あるいは、…ヤンキーに
なったりフリーターになったりかの。役に立って税金を納めてもらえるように、教師が指導するべき…」、「ソーシャル
スキル…そういうのをみっちりやって、…社会に適応できるようになったらいいなあって…」
教員として、ダメなことはダメと言う：「楽しくやろうっていうアレもあるんだけども、でも、基本的にはダメなことはダ
メってちゃんと言える私でいたいなあと」、「（生徒と接する上で大事にしていることは）教員としてダメなものはダメと
いうとこですかね。指導しなくてはならないところは指導しなくてはと思います」

ゃ（狼）系」への対応として行われていたこともあった。一方、
〈
「新型スクール」式の指導方法は、
個に合わせた緩い指導〉と言い表すことができる。この 2 つの相反する指導方法について、多くの
教員たちは、
〈指導方法を調整したりと、試行錯誤〉している。例えば、ある「新型スクール」では、
当初は非常に緩い指導であったのを、必要な時はきちんとしようと調整してきた。以上のように、
教員たちは、
【職務の煩雑さ】
、
【従来の指導方法との違い】という視点から、それ以前の勤務先で経
験してきた『②従来との差異を受け止め』ている。
(2) 大変さや困り感（分析テーマ ii）に関するストーリーライン
『②従来との差異を受け止めた』教員たちが、
【実情・煩雑さに対する驚きと嘆き】や【指導方法
の違いから来る戸惑い】といった『③従来との差異より生ずる違和感』を覚えるようになることが
ある。
【実情・煩雑さに対する驚きと嘆き】とは、
〈生徒・保護者対応が大変すぎる〉とか、
〈NS の
制度を運営するのは大変だ〉と感じたり、
〈生徒・保護者の実情に対する驚き・嘆き〉を吐露したり
することを意味する。
【指導方法の違いから来る戸惑い】については、まず、
「新型スクール」にお
いて〈教員の判断に委ねられる指導法の大変さ〉を感じる教員と、制度・同僚から方法を押し付け
られることなく〈自分の考えに基づいて指導したい〉教員がおり、総じて、指導における判断の主
体性は、争点の一つとなっている。また、
〈自分たちがやっていることは意味があるのか〉
、
〈生徒の
進路を考慮した指導になっているのか〉
、
〈NS の指導法は緩すぎるのでは〉といったように、
「新型
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表１ 生成された概念とカテゴリー（つづき）
⑨『（教員）自身の成長と発展』
【カテゴリー】

〈概念名〉：「発言例」・説明

生徒の多様

NS の存在・方法について納得した：「こういう指導がなされているのはそれなりの理由があるんだなって、よく分
かりましたね、…ちょっと大きな声を出しただけでも、びくってしちゃうような子もいるんですよ」、「…そういう社会の網
からこう漏れちゃうような子たち…を救い上げるようなシステムがちゃんとあって、手厚く少人数のクラスがちゃんとう
ちの学校で用意されていて、…教え導いていくことがちゃんとできているんだなっていうことをここに来て実感しまし
た」「ほんとに発達障害の子たちが救われると思います、うちの学校だと」
生徒の言動の背景にあるものを想像する：「…結構外国の子たちは、…授業来る前に朝からバイトに行ってきた
りとか、…爆睡している子もいますけど授業中に。だから本当に家計を支える一員だったりとか」、「何かあるかな？
…何か抱えてるものあるのかなあ、みたいな風には見れるようになった…ここでの経験はあるんでしょうよね…今ま
で、あいつ変な奴だなあ、で済ませてたぐらいの、いっぱいありますもんね」、「突っ伏して寝てた時に、…この子、何
か今日あったな、っていう視点なので、…声かけの仕方も変わってくると思うんですよね」
今思えば、あの生徒の言動には、こんな背景があったのか：「 [前勤務校]にいた子でも、ああこの子、NS だっ
たらうまくいったかもなあみたいな子もいたり」、「今だったらこういう風にやるんだけどなあ、みたいなところがあっ
て。…もしかしたら…こういう生徒だったのかもしれないな、って今になって気づくんですけど」
怒らなくなった・優しくなった：「怒らなくはなった…うんそうかって、でもなダメだよーって言えるようになりました…
優しくなったかもしれない」、「怒らないように努めるようになりました…(欠席していた生徒が)気が向いたら学校に行
きますって言って…ここ分かんない教えてーって言っても、今まで…ちょっとはねつけていた…その子が分かるよう
に教えてあげられるようになってきた」、「生徒だけではなくて、先生にも寛容になった…」
生徒一人一人の実情に合わせて対応するようになった：「少しずつ、生徒…の様子とかに合わせていけるように
なった…」、「一律にやろうみたいな考えではあんまりなくなってきましたかね。…普通高校を卒業させるんだから、…
普通に普通にみたいな感覚でいましたけど、今はなんかまあ、個性を大事にって言ったら聞こえがいいですけど…」
生徒への対応方法の幅が広がった：「…以前よりはスムーズになったかと思います。…指示に従えない生徒たち
を、何回注意してても、当時どうしようもなかった生徒たちが、同じような生徒が来ても、違うアプローチができるよう
になった…」、「（不登校について）…対応の仕方は変えたというか、ちょっと引き出しが変わった…」
視野が広がった：「…勉強にはなってますね、…こんな子もいるんだとか、こんなに…生活に困っている子がいるん
だとか、今までは普通の高校にいたんでは考えてもみなかったようなこと」、「改めてまた違うタイプの学校に来れ
て、色んな見方ができるようになった。…生徒の持っている背景とかが、やっぱりすごく大変だなとか」、
待てるようになった：「（欠席連絡について）ずっと中学校からとか小学校から不登校で、やっぱり負い目っていうか
プレッシャーみたいのはあるので、また学校から電話かっていうのでお家の人も嫌になっちゃうし、…だからあんまり
せっつくのも善し悪しなんだな…」、「生徒を待つ、待ったりとか、…関わり方とかは変わったかな」
見返りを求めなくなった：「…卒業して行った後、前までは跳ね返ってこなくちゃダメだと思ってたんですけど…振り
返らなくていいよ、みたいな見方になってきた…見返り全然求めなくなってきました。…若い時は自分のことを生徒が
向いてくれなかったら嫌だった…今は…他の先生のとこに行ってたら微笑ましい気持ちになる」
NS での学びを、今後、他校でも活かせるだろう：「（今後、他校に異動したら）…どんな子も多分、いろんな…友人
関係とか、おうちのこととか、…何か抱えてて、それを言うか言わないの差で、何か悩んでいることはあると思うの
で、…そういうのは気づいて声を掛けてあげられるようにできたらな…」、「（今後、[前勤務校]のようなところに赴任し
たとしたら）違うと思いますね。…ただイライラしちゃってたのがそうじゃなくなるかも」、「…今ここの学校でやってるこ
とが、他の学校でも当たり前になっていくのかな、っていう感覚」、「今までだったら（授業中に）起きろよってやってた
と思うんですけど、…どうした、今日は何か疲れてんの？何かあった？…っていう感じで全然接し方変わる…これか
ら下から目線というかそういう接し方ができるかなあって…」

性を理解

自身の態度
が変容

学びの発展

スクール」の従来とは異なる指導方法に懐疑的な気持ちを持つ教員もいる。
上述の『③従来との差異より生ずる違和感』は、必要な『④支援が不足』することで『⑤無力感』
へと発展する。支援が不足し、
【助けが欲しい】と思うのは、
〈教員同士で協力・相談できていない〉
ことや、
〈福祉・他業種のサポートが必要だ〉と感じていることを意味する。
『⑤無力感』とは、具体的には、第１に〈生徒に対して、充分な対応ができていない〉
、
〈自分に
は充分なスキルがない〉というように、
【もっと対応しなくては】と、自身の不十分さに焦点が当た
り自身を責めるような気持ちである。第 2 に〈生徒からの反応が乏しいことによる寂しさ〉
、
〈教員
としての達成感を覚えにくい〉
、
〈これまでの頑張りは過去のものになってしまうのか〉といったよ
うに、仕事を通じての手ごたえを感じることができずに現状を嘆くような【むなしい気持ち】であ
る。第 3 に、日々の職務の一部が〈高校教員の仕事と思えない〉とか、
〈
（より手厚いケアが期待で
きる）特別支援学校に一部の生徒を勧めたい〉といったように、職務に責任意識を感じられず、本
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当にこれは【自分の仕事なのか】という気持ちが『⑤無力感』を構成する。
そして、
『⑤無力感』が高じると、
『⑥逃げたい気持ち』に発展してしまうことがある。
【投げやり
な気持ち】
、つまり、何をしても状況は〈どうせ変わらない〉と諦めたり、
〈人事異動システムから
来る受け身感〉から「現在の勤務校は不本意に来させられた」ことを思い起こしたり、
〈早く他校へ
異動したい〉と思ったりすることが、その一つである。もう一つは、
【自身の将来への不安】感であ
り、具体的には、
「新型スクール」の特異性から、次の異動について案じて〈今後、教員として他の
高校でやっていけるか〉と不安に感じたり、
「新型スクール」に適応したら元に戻れないと案じ〈自
身が変わることへの抵抗感〉を覚えたりすることを指す。
(3) 前向きな気持ち（分析テーマ iii）に関するストーリーライン
『②従来との差異を受け止めた』教員は、
『⑧生徒への熱い関心』を持つようになったり維持した
りする。具体的には、
〈生徒の力になりたい〉
、
〈生徒と多く接したい〉といった【生徒の役に立ちた
い】という気持ちであり、その根底には、
〈生徒の境遇に対する同情・慈悲〉や、
〈生徒に対する深
い・温かい洞察〉がある。日々生徒と関わる中で、
〈生徒の成長をみる〉ことがあり、それは教員に
とって非常に嬉しい瞬間である（
【生徒の成長が嬉しい】
）
。教員には、
【指導への熱意】があり、
〈卒
業後に社会で良く生きていけるように指導するべき〉と確信していたり、受容的態度の中にも〈教
員として、ダメなことはダメと言う〉ことを大事にしたりしている。
『⑧生徒への熱い関心』は『⑦納得して前向きに勤務する下地』によって支えられている。第 1
に、
「新型スクール」に異動する前から【心の準備ができていた】ことが挙げられる。具体的には、
〈NS の事前情報があり、心構えができていた〉という場合と、
〈以前から受容的だった〉
、
〈向上心
がある〉のように新しい体制に適するような自身の性質の場合がある。第 2 に、
【同僚のお蔭】で前
向きに頑張れるというもので、
〈同僚・関係者と連携して対応している〉
、
〈同僚の頑張り〉
、
〈同僚と
いい関係を築く〉など、同僚の存在を高評価で捉えている教員は多い。第 3 に、
「新型スクール」で
働くことの実際的な【生活へのメリット】があり、
〈土日が休みで自分の時間ができた〉ことや、
〈家
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から近い〉ことは、生活に余裕をもたらし、勤務にも好影響があると考えられる。第 4 に、
【自身の
あきらめない性格】で、新しい環境において必ずしも一度で良い結果が出ない時に〈試行錯誤〉す
る場合と、
〈諦めないで再度挑戦する〉という場合とがある。
『⑧生徒への熱い関心』は、
『⑦納得して前向きに勤務する下地』に支えられて、
『⑨（教員）自
身の成長と発展』へと導かれる。それは、
【生徒の多様性を理解】することから始まる。生徒の言動
の表面だけを見るのでなく、
〈生徒の言動の背景にあるものを想像する〉ことで対応が変わり、さら
に〈今思えば、あの生徒の言動にはこんな背景があったのか〉と、自身の新しい理解を、過去に出
会った生徒に及ばせて考えるようになる。生徒を理解することで、
〈NS の存在・方法についても納
得〉するようになり、総じて自身の勤務に肯定的な意味づけがされると推察される。生徒を理解し
ようと努めて接することで、教員【自身の態度が変容】する。例えば、
〈怒らなくなった・優しくな
った〉
、
〈生徒一人一人の実情に合わせて対応するようになった〉など、
〈生徒への対応方法の幅が広
がり〉
、その質も変わる。さらに、
〈視野が広がった〉
、
〈待てるようになった〉
、
〈見返りを求めなく
なった〉など、自身の能力・資質向上という観点でも変容が確認されるようになる。そして最終的
に、
【生徒の多様性を理解】し、
【自身の態度が変容】する形で現れた〈NS での学びを、今後、他校
でも活かせるだろう〉と考えるようになる（
【学びの発展】
）
。

考察
1. 教員がとらえた「新型スクール」の状況と、自身の変容プロセス
本研究の結果より、新しいタイプの高校の一つである「新型スクール」
（NS）での仕事を経験した
教員たちがとらえた状況と体験したプロセスについてモデルを作成した。
教員は、生徒や保護者の実情と新しい体制を見聞きし体験し、まず、従来の高校における状況と
の差異を受け止める。教員が従来の一般的な高校で行ってきた教育・指導は〈従来式：ルールに則
り厳しい生徒指導〉であり、これに対して「新型スクール」で展開されている「心理教育的援助サ
ービス」は〈NS 式：個に合わせた緩い指導〉ととらえられている。その差異に違和感を覚えた教員
が、必要な支援を得られない場合、無力感を覚え、その気持ちが高まると逃げたい気持ちが生ずる。
一方で、差異を受け止めた後に、高い準備性や同僚の存在など、納得して前向きに勤務する下地に
支えられた教員は、熱い関心を持って目の前の生徒と接する。それは最終的に、教員自身の成長と
発展につながっていく。
2. 従来の指導方式と「新型スクール」の指導方式の差異に関する、受け止めと気持ち
今回の研究における【従来との指導方法との違い】に関して、1.で記載したとおり、
〈従来式〉に
対応する形で〈NS 式〉があり、
〈従来式〉に慣れた教員が〈NS 式〉を受け入れられなかったり、あ
るいは、
〈NS 式〉は緩すぎるから少し〈従来式〉を取り入れるなど〈指導方法の調整・試行錯誤〉
がなされたり、それらが必要なのではと考えたりすることがあることが明らかになった。
そこから派生して【指導方法の違いからくる戸惑い】を覚える中には、
〈NS の指導法は緩すぎる
のでは〉
、
〈生徒の進路を考慮した指導になっているのか〉というものがあった。前者は正に〈NS 式〉
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に対する疑念を表したもので、
「もっとちゃんとやらなくていいの？」
、
「なんでこの学校はこんなに
生徒指導を最初しないんだろうって思ってました」などと率直に語られた。後者の〈生徒の進路を
考慮…〉については、職業訓練の可能性などを想定した発言に加えて、
「欠席・遅刻が多いまんまだ
と、…就職する時に、結局アウト」
、
「社会につながった時に、上から結構ガンと言われたときに耐
えうる、…こっちの学校だと温室育ちなので、社会出た時にちょっと折られるとポキって折れちゃ
う」というように、生徒の将来を案じて、生徒を叱らずに待って支援する方式に懐疑的になる気持
ちが語られた。ほかに、
〈自分の考えに基づいて指導したい〉では、教員が同僚から〈NS 式〉を押
し付けられることに抵抗感を覚えての発言が見られた。
また、
〈NS 式〉において〈教員の判断に委ねられる指導法の大変さ〉が挙がる理由として、
〈従来
式〉だと「4 回生徒指導に入ったら、…もうその子は無理かもしれないから、辞めさせる方向で親
とも相談する」に見られるような、ルールや集団で共有された目安に従った指導が、
〈NS 式〉では
できないことが考えられる。そこで「NS（方式）ってやっぱ難しいですよ、その意味合いが」
、
「生
徒指導するにしても、ラインはどこなんだとか…（後輩の）先生方が、多分、大変だったりするの
かな」といった発言があり、その背景には、従来型の高校において、
「生徒指導が問題行動等への対
応に」留まっていた傾向（文部科学省, 2011a）
、あるいは、取り締まりや実務執行を通じた指導の
管理化（城丸, 1985）が、教員たちのそれまでの指導の規範として定着してきたことが窺える。
総じて、教員が覚える【指導方法の違いからくる戸惑い】は、
〈従来式〉におけるルールや一定の
目安に従った指導と、
〈NS 式〉において「心理教育的援助サービス」が目指す「一人ひとりの子ど
もが発達し学校で生活するうえで出会う問題状況の解決を援助するサービス」
（石隈, 1999）との乖
離から生ずるところが大きいと推察される。
さらに、山本ら（2007）が指摘した、従来からの教員文化や教員の考え方が、新システムの展開
において制約条件として働く可能性について、指導法における従来式が新式に影響を及ぼすという
本研究の結果と、広義には一致した。しかし、山本ら（2007）の研究は、組織の全体的な構造から
生み出される問題を調査したものであり、教員一人ひとりが組織の理念を心的にどうとらえたかを
検討した本研究とは視点が異なる。
さて、教員が、上述した【従来との指導方法との違い】や「新型スクール」
（NS）での【職務の煩
雑さ】を受け止めた後に、
〈NS 式〉に納得感を得て、自身の指導に取り入れて生徒と接するにあた
っては、異動前の準備性や同僚の存在が積極的な意味を持つ。とりわけ、同僚の存在や言動が、教
員の前向きな態度に影響する側面は大きく、それについては 4.で考察する。
反対に、
〈NS 式〉にうまく適応せず、かつ『支援が不足』し、
【指導方法の違いからくる戸惑い】
が解消できないままでいると、
『無力感』や『逃げたい気持ち』に発展してしまうと推察される。
〈NS
式〉に納得感を得ないままの状態が顕在化した際の気持ちの一つが、
〈高校教員の仕事と思えない〉
（
【自分の仕事なのか】
）である。この職業アイデンティティの揺らぎについては、石隈（1999）が
指摘した、日本の学校教育における「
『教育の領域』における二分法」の限界における 3 点目の内容
である「生活面に焦点をあてる援助を自分の役割と認知しにくい場合」と符合する。また、
〈NS 式〉
に納得感を持てずに勤務していた教員には、共通して、
「新型スクール」に異動した経緯や今後の自
身のキャリアに対して、消極的な気持ちが見られた。これについては、5.で検討する。
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3. 教員の生徒観・教育観の変容
生徒への対応が好転する、視野が広がるなど、前向きな形での生徒観・教育観の変容は、10 名中
9 名の教員において示された（主に【自身の態度が変容】に分類）
。インタビュー当時の自身の勤務
に対する総合的な評価が『逃げたい気持ち』で表された複数の教員全員についても、生徒観・教育
観の好転・広がりは表現された。なお、
【自身の態度が変容】に該当しなかった 1 名は、もとより前
任校での「厳しい」指導に疑問を持ち、個に合わせた対応を常日頃から試行錯誤しており、
「新型ス
クール」での勤務に総じて満足感を得ていた。
【自身の態度が変容】のうち、まず、生徒の対応の仕方に関しては、
〈怒らなくなった・優しくな
った〉
、
〈生徒一人一人の実情に合わせて対応するようになった〉という変容があり、後者の一例で
は、
「一律にやろうみたいな考えではあんまりなくなってきましたかね。…前は…普通高校を卒業さ
せるんだから、…普通に普通にみたいな感覚でいましたけど、今はなんかまあ、個性を大事にって
言ったら聞こえがいいですけど…」と、考え方と対応の変化について語られた。
次いで、教員の能力・資質の向上に関しては、まず、
「…指示に従えない生徒たちを、何回注意し
てても当時どうしようもなかった生徒たちが、同じような生徒が来ても違うアプローチができるよ
うになった」という発言例のように〈生徒への対応方法の幅が広がった〉ことが示された。さらに、
「勉強にはなってますね、…こんな子もいるんだとか、こんなに…生活に困っている子がいるんだ
とか、今までは普通の高校にいたんでは考えてもみなかったようなこと」
、
「改めてまた違うタイプ
の学校に来れて、色んな見方ができるようになった」というように教員の〈視野が広がった〉こと
が示された。また、不登校の生徒の心情を理解し、せっつかずに〈待てるようになった〉
、生徒から
の反応がなくてもいいと思えるような
〈見返りを求めなくなった〉
気持ちについても言及があった。
以上のように、新しいタイプの高校で新しい経験をした教員が、生徒に対する理解を深め、対応
を改善していく過程で、自身の生徒観・教育観が豊かに変容していく様子が示された。
4. 同僚の存在・協働、及び、教員に対する人的支援の有無
【同僚のお蔭】に関するに言及は多く見られ、教員同士、あるいは、関係者と協力して対応する
ことで解決に近づいたり、同僚の存在が教員に安心感を与え、前向きに勤務するための下地になっ
ている様子が窺えた。
〈同僚・関係者と連携して対応している〉の発言例では、
「廊下で生徒に会っ
て、ちょっと何か話したり」した内容を、興味を持った数名の教員と共有した後に、教員が各々に、
当該生徒に対するアクションを宣言するという事例が挙げられ、そういう雰囲気が職員間にあるこ
とが前向きな様子で語られた。ほかに、両親からの虐待が疑われた生徒に関して、地元自治体の相
談員が対応してくれありがたかった、
という学校以外の関係者との連携についての発言例もあった。
〈同僚といい関係を築く〉では「こういう学校はそういう先生たちが仲良くないと、なかなかうま
くいかないんですよ。進学校では先生たちが仲良くなくても、生徒たちがいいので勝手にやってる
けども。こういうところではチームワークけっこう大事なので」という発言があった。
〈生徒一人一
人に手間がかかる〉
（
【職務の煩雑さ】
）という状況下では、ことさら同僚の存在が重要と認識される
ことが推察された。
〈同僚の頑張り〉では、
「先生たちが、けっこう頑張ってくれ…それで、少しず
つ改善されてっていうか、
（生徒たちが）いろんなことが、きちんとできるようになって…」と同僚
の頑張りようを労う発言や、
「新型スクール」に赴任した当時はあまりやる気がなかったものの「
（先
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輩の教員や同僚について）みんな一生懸命さがあって、これやんない訳にはいかないなあ」と、同
僚の頑張りに背中を押されるような気持ちが語られた。
反対に、
〈教員同士で協力・相談できていない〉
（
【助けが欲しい】
）において「
（過去の勤務校との
違いに悩んでいた時に）どうしたらいいんだろうって、誰に助けを求めていいか分からないような
状況で」と過去の辛い気持ちが吐露されたように、人的な支援が得られない状態では、孤独感が高
まり、前向きな勤務に悪影響を及ぼすことが推察された。
神崎・サトウ（2014）は新しいタイプの高校において、豊かな人材に支えられて、教師と生徒の
関係性が維持されたことを示したが、本研究の結果もそれと一致すると言える。本研究により、同
僚の重要性がより多面的に明示され、
同僚の存在自体が、
教員の前向きさを支えることが示された。
5. 教員の異動とキャリアに関する納得感の有無
本研究では、
「新型スクール」への異動自体に納得感を得られずに勤務をしている教員の気持ちも
明かされた（
【投げやりな気持ち】参照）
。それは、
〈人事異動システムから来る受け身感〉にある、
「新型スクール」への異動は「X 年強制異動…（によるもので）断れない」といった発言と、
〈早く
他校へ異動したい〉内の「[現勤務校に]居たくない」といった発言に現れている。
また、教員としてのキャリアを思い描いた際に、
「新型スクール」での勤務を消極的にとらえる発
言もみられた（
【自身の将来への不安】
）
。第 1 に、
「ここに慣れてしまったら自分働けないんじゃな
いかと思って。やり方が全く違うので」
、という〈今後、教員として他の高校でやっていけるか〉を
不安視する内容がある。第 2 に、
〈自身が変わることへの抵抗感〉で見られた「[現勤務校]に来てか
ら変わらないでいようって思ってしまったんですよね。とにかくこの X 年を過ぎたら、また戻って
いかなきゃいけないイメージがあったので」というものである。キャリアに関する悩みについては、
〈これまでの頑張りは過去のものになってしまうのか〉
（
【むなしい気持ち】
）においてもみられた。
新しいタイプの高校に教員が異動する際には、赴任先の教育方針の他、そこで勤務することの意
義や当人に対して求められている役割や期待などについてのオリエンテーションを行い、さらに異
動後もフォローアップの機会を設けることが望ましいと言えよう。
6. 今後の課題
本研究では 3 校の教員を対象としたが、各校は同じ P 県内でも地域が異なり、教育の状況はそれ
ぞれに異なっていた。また、
「新型スクール」改編後の期間も異なり、加えて校務分掌の在り方など
も細部において異なっていた。今後は、地域の特性や学校の状況の差異などを考慮に入れた上でさ
らに検討を行う必要があると言える。
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マグヌス飛行体を使用した多様な対象への教育
―― ものづくりを通じての物理教育の実践 ――
伊多波正徳＊
(2021 年 10 月 22 日受理)

Education of diverse students using magnus flying object:
Practice of physics instruction through manufacturing
Masanori ITABA

キーワード： ものづくり，物理教育，マグヌス効果，計算機実験

マグヌス飛行体を使った二つの教育実践について報告する。一つは小・中学生向けの科学教室での授業で、講義、
マグヌス飛行体の製作、飛行コンテストをとおして、受講者の科学への興味を喚起する試みを行った。もう一つは大
学院 1 年次向けの授業で、マグヌス効果について理論、実験および計算機実験の三つの方法を関係付けた教育方法を
試みた。その教育方法は受講者のアンケートから有効であることが分かった。

はじめに
ものづくりを通じての物理教育は学習指導要領

1-3)

で繰り返し示されている「主体的・対話的で

深い学びの実現」に寄与する。そのような実践についての報告は幾つかあるが、一つの工作物を多
角的に活用できる可能性を示した報告 4) がある。一つの工作物に関係する多数の教材開発ができれ
ば、教材開発の一部の労力が省け、また材料の管理もしやすい。
そこで既に報告のあった内容と類似の実践と新たに試みた実践について報告する。前者は実践 1、
後者は実践 2 である。実践 1 では、マグヌス飛行体を使用して小・中学生向けの科学教室の授業の
実施について述べた。また実践 2 では、マグヌス飛行体を使用して修士課程の授業の実施について
述べた。

――――――――
*茨城大学工学部
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教育の実践
１．実践 1（小・中学生向けの科学教室）
将来、理工系へ進学を希望する者にとって「様々な物理現象が技術的に活用されることで、社会
がより便利でより豊かになっていること」を認識することは学習のモチベーションの維持、増進に
つながるという意義がある。そこで、その様な児

L

童・生徒が所属している科学クラブ 5)向けの科学

空気の流れが
速く、その密度
が小さい。

教室でマグヌス飛行体を使用した授業を実施し
た。

U

平成 30 年 10 月 21 日に日立理科クラブの児童

円筒

と生徒を対象とした特別授業が茨城大学工学部

空気の流れが
遅く、その密度
が大きい。

で実施された 6)。小学校 6 年生、中学校 1、2 年生

図 1 マグヌス効果。回転する円筒が左へ速さ U で進む

の 32 名が 2 班に分かれ、各班について 90 分の授

とき、円筒には力 L が働く。

業が実施された。授業の内容を下の表に示す。
表 1 時間割
順 番

内

容

時間（分）

①

マグヌス効果とその工学的利用についての説明

15

②

工作

40

③

試験飛行

20

④

飛行コンテスト

15

順番①ではマグヌス効果、つまり移動しながら回転する円筒に働く力について図 1 で極簡単に説
明した。
次にマグヌス効果の利用について次の具体例を解説した。
(1) ローター船。これは回転する円筒を帆船の帆の代わりに使用するものである。例としてロー
ターが備わっているヨットや輸送船 E-Ship 1 の写真を示し、マグヌス効果を利用すると、船
を推進させられること、また船の燃費を良くできることを説明した。
(2) ローター飛行機。これは回転する円筒を飛行機の翼の代わりに使用したものである。模型飛行
機が実際に飛行する動画を示し、マグヌス効果を利用すると、従来にない飛行機の実現の可能
性があることを説明した。
(3) マグヌス風力発電。これは回転する円筒を風車の羽の代わりに使用したものである。この風力
発電機は従来の水平軸プロペラ式では低効率あるいは発電が困難だった風速、風向が頻繁に変
わる状況においても安定して発電できる。この風力発電機が実際に稼働する様子の動画を示し、
マグヌス効果を利用した新しい発電方式について説明した。
これらの説明の最後に「様々な物理現象が技術的に活用されることで、社会がより便利でより豊か
になっていること」を受講生に示して、その認識を促した。

- 256 -

伊多波：マグヌス飛行体を使用した多様な対象への教育

順番②では受講者が工作手順の説明を聞きながらマグヌス飛行体の工作を行った（図 2、表 2）
。
個々の受講生の進度の違いを配慮して、工作手順の資料を予め配布した。
順番③ではまずマグヌス飛行体にかかる 4 つの力について極簡単に説明した（図 4）
。また実際の
飛行特性について説明した（図 5）
。次にマグヌス飛行体の飛ばし方を受講者に説明した（図 3）
。
その後、受講者がマグヌス飛行体を実際に飛ばし、その飛行距離を最大にするための条件を試行錯
誤しながら探求した。
順番④では飛距離を競うコンテストを行った。上手く飛ばせる者やそうでない者、様々な表情が
見られ、歓声が時折場内に響くなど大変好評であった。
本実践では受講者にマグヌス効果についての基礎的な知識を与え、その現象の社会での利用を具
体例で示した。更にその現象の理解を深めるために飛行体の工作とその試験飛行を実施した。これ
ら一連の教育により、将来理工系への進学を希望する者へ、物理現象の社会利用への認識を促す教
育を実施した。

C

H

(1)

C

S

D

C

D
(2)

図 2 マグヌス飛行体。 上はその構造で、

図 3 飛ばし方。(1) ゴムをフックに

下は工作したもの。

引っ掛ける。(2)数回まいて飛ばす。

表 2 材料
記 号

部 品

備 考

C

円柱

発泡スチロール製。直径は 25mm、厚さは 10mm。

D

円盤

厚紙製。直径は 50 mm。

H

ゴムかけフック

S

円筒

つまようじを中央の C に 10 から 20mm さし、外は約 3mm 残す。

ラミネートフィルム製。80×180mm を丸める。
L

D

回転
方向

R

推進力 D：ゴムパチンコで与えられる力。
揚力 L ：飛行体を持ち上げる力（マグヌス効果）
。
抵抗力 R：空気抵抗による抵抗力。

G

重力 G ：飛行体を下げる力．これは常に一定。
※ 力は物体の速さと向きを変える。

図 4 左方向へ飛ぶマグヌス飛行体に働く力。
D：推進力 、L：揚力、R：抵抗力、G：重力。
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(a)

(b)

(C)

順番③では飛行コンテストを行った。
図 5 マグヌス飛行体の軌跡。 0→1→2→…の順番で飛ぶ。(a)ゴムをゆるく巻き付けたとき（円筒の回転が遅
い）
。(b)ゴムをきつく巻き付けたとき（円筒の回転が速い）
。 (c)はゴムをきつく巻き付け飛行体の上下を反対
向きに射出したとき。
（文献 4 を参考とした。
）

２．実践 2（博士前期課程の授業）
対象とする現象を正しく理解する方法は理論や実験があるが、
第 3 の方法として計算科学がある。
これら三つはそれぞれ長所と短所があり、現代科学はそれぞれが相互に補うことで発展し続けてい
る。一方、学部教育に目を向けると、三つの方法が科目ごとに分断されて教育が行われることが殆
どであり、また扱う内容も統一性や接続性が必ずしも考慮されているとは限らない。更には計算科
学の重要な手法、数値解析（これ以後は計算機実験と表すことにする）を扱わないこともある。三
つの方法を駆使して対象を多面的に理解する教育を受けることは次世代を担う学生にとって大変意
義のあることであろう。
そこで一つの対象として、物理現象であるマグヌス効果を取り上げて、それを理解するための授
業を三つの方法を使って実施した。またそれが学生に与えた影響をアンケートで調査した。
2.1 実施の内容
令和 3 年前期・第 2 クォーターに理工学研究科博士前期課程の科目、計算機応用特論 B において
5 名を対象として授業を実施した。授業の内容を下の表に示す。
表 3 授業の進行
順 番

内

容

授業 / 回目

①

マグヌス効果とその工学的利用についての説明

1

②

飛行体の計算機実験

1

③

工作

2

④

試験飛行

2

⑤

飛距離を最大にするための検討

2

順番①では実践 1 の(1)から(3)および理論（付録 1 に示すマグヌス飛行体の運動方程式の導出）に
ついて説明した。
順番②では常微分方程式の数値的解法（オイラー法、かえる跳び法、ルンゲ・クッタ法）および
計算機実験（付録 2）の内容について説明した。なお、本工学部ではプログラミングの教育で C 言語
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が使われており、計算機実験においてもその言語を使用した。学生には付録 2、表 2 に示すパラメ
ータ Γ について計算機実験を実施させた。
その後、
現象への理解を深めるために次の課題を課した。
【1】計算機実験の結果である各グラフ（付録 2、図 1）の意味することを考察する。
【2】マグヌス効果の工学的応用について調査して、得られた知識をまとめる。
順番③では工作手順の資料と材料を配布し、手順を簡単に説明した。一方、遠隔授業で受講する
学生については自宅にある材料、紙コップで作れるマグヌス飛行体の工作手順について説明した。
ただしこの場合では先の計算機実験の結果と整合性が良くないことを説明した。
順番④ではマグヌス飛行体にかかるそれぞれの力（図 4）について説明した。推進力はゴムパチ
ンコを引いた時のゴムの長さで決まる。また抵抗力は飛ぶ速さに応じて決まる。
（向きは推進力の反
対で大きさは速さの 2 乗に比例する。
）また揚力はマグヌス効果で生じる。また重力は飛行体の重さ
で決まる。これらの力がマグヌス飛行体に働くことをイメージして試験飛行に臨ませた。また先の
計算機実験の内容とマグヌス飛行体の実際の運動との対応を確認させた。
順番⑤ではマグヌス飛行体の飛距離を最大にするための条件について検討させた。これは自身の
アイデアを計算機実験に反映させることで考えの妥当性を確認し、その後その妥当性を飛行実験で
実際に検証する過程を経験するためである。そのために次の課題を課した。
【3】マグヌス飛行体をより遠くへ飛ばすための条件を計算機実験の内容も考慮して検討する。
2.2 授業アンケートによる調査
教育の影響を調べるため、授業の実施後にアンケート調査を行った。質問（Q1 から Q5）を表 4、
回答を表 5 から 7 に示す。
表 4 質問の内容。
番号

内

容

Q1

工作は楽しかったですか。

Q2

計算機実験のプログラムを理解することは簡単ですか。

Q3
Q4
Q5

理論、実験および計算機実験のつながりを通して学習することは教育効果が高いと思い
ますか。
Q3 の理由を述べてください。
もしあなたが大学の教員で本教材（マグヌス効果による飛行体の理論・実験・計算機実
験）による授業を行ったと仮定して、あなたはどの様なレポートの問題を出題しますか。

表 5 Q1 から Q3 の回答。
そう思う

ややそう思う

どちらとも言えない

それほど思わない

そう思わない

(重み 5 点)

(重み 4 点)

(重み 3 点)

(重み 2 点)

(重み 1 点)

Q1

3

2

0

0

0

4.6

Q2

1

2

1

1

0

3.6

Q3

4

1

0

0

0

4.8

荷重平均
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表 6 Q4 の回答。
番号
1
2

内

容

計算機実験と実験を通して、マグヌス効果について知識としてだけでなく多角的に理解
を深められると考える。
理論、計算機実験と実験の結果をそれぞれ比較することで、マグヌス効果についての理
解を深められると思った。
計算機実験の最大の目的は実際の現象を推測することにある。
「計算機実験と実験を行

3

い、それらの結果を比較・評価する」という計算機実験を学ぶ上で最も重要なプロセス
を学べたから。

4
5

机上で理論を学習しただけで 100%を理解することは難しく、実際に工作、計算機実験、
実験を行うことで理解が深まったから。
記憶に定着しやすいから。

表 7 Q5 の回答。
番号
1

理論、計算機実験と実験を行うことで、何が得られたかを記述でまとめる問題を出題す
ると思う。
計算機実験と実際の実験を比較し、異なった点あるいは一致した点について論じる。ま

2

た実際の実験結果をより精度良く推測するためのプログラムの改善方法について論じ
る。

3

計算機実験において、パラメータを変えることで起きるグラフの変化についての考察。

Q1 について。受講者は工学部出身のため、授業で物づくりを取り入れることは好意的に受け止め
られているようである。
（加重平均 4.6）
Q2 について。本授業で扱った常微分方程式の数値的解法のアルゴリズムの難易度がやや高かっ
たことが考えられる。
（加重平均 3.6）
Q3 について。受講者の多くは「一つの題目について、理論、実験および計算機実験のつながりを
通して学習すること」は教育効果が高いと感じたようである。
（加重平均 4.8）
Q4 について。座学で学んだことを実験で確認し、更に実験を計算機上で再現できることの重要性
が認識されていること、また一連の行為が現象の本質を深く知ることになると認識されたことが示
されている。
Q5 について。注目されるのは表 7 の番号 2 であり、これは現象と計算機実験の差異が生じたと
きの対処法について言及しており、これは現象を表現しているモデル式やアルゴリズムの改善に配
慮した内容である。受講者は研究・開発者の問題解決の視点で述べている。
本実践では、マグヌス飛行体の教材を使用して、理論、実験および計算機実験の三つの方法使っ
た授業を実施した。アンケートの調査より、三つの方法のつながりを通して学習することは受講者
に深い学習を促す効果があることが分かった。
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まとめ
実践 1 では小・中学生向けの科学教室において、受講者にマグヌス効果についての基礎的な知識
を与え、またその現象の社会での利用を具体例で示した。更にその現象の理解を深めるためにマグ
ヌス飛行体の工作とその試験飛行を実施した。これら一連の教育により、将来，理工系への進学を
希望する受講者へ、物理現象の社会利用への認識を促す教育を行った。
次に実践 2 では博士前期課程の授業において、理論、実験および計算機実験の三つの方法を使っ
たマグヌス効果についての授業を実施した。アンケートの調査より、この方法は受講者の深い学習
を促す効果があることが分かった。
ここでマグヌス飛行体を使用した教育の展開を考えてみる。例えば小学校 5，6 年生であれば、マ
グヌス飛行体の飛距離と飛行時間を複数回計測し、そのデータを用いて、小学校学習指導要領 1) の
算数で示されている割合、数量の関係を表す式についての理解（p. 80）
、平均値、速さなど単位量当
たりの大きさの意味及び表し方についての理解（p. 86）に関係付けた教材への展開が考えられる。
（その他にも関係付けられる内容が複数認められる。
）中学校学習指導要領 2) や高等学校学習指導
要領 3) の数学、物理についても、展開の可能性が同様に認められる。従って、マグヌス飛行体を児
童、生徒や学生など多様な層を対象とした教材の開発の展開が期待できる。

注
1) 文 部 科 学 省 「 小 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成

29

年 度 告 示 ） 」

（https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf，2021 年 9 月 3 日 9 時 3 分閲覧）
2) 文 部 科 学 省 「 中 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成

29

年 度 告 示 ） 」

（https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf，2021 年 9 月 3 日 9 時 3 分閲覧）
3) 文 部 科 学 省 「 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 30

年 度 告 示 ） 」

（https://www.mext.go.jp/content/1384661_6_1_3.pdf， 2021 年 9 月 3 日 9 時 3 分閲覧）
4) 藤岡正実ほか「自転するパイプの飛行におけるマグヌス効果」『物理教育』，第60巻, 第3号 (2012),
173-178.
5) NPO 法人日立理科クラブホームページ
（http://hitachi-rika.sakura.ne.jp/，2021 年 8 月 20 日 9 時 20 分閲覧）
6) 日立理科クラブ「日立理科クラブ通信、No. 122」
(http://hitachi-rika.sakura.ne.jp/shiryo/rikatsushin/rikatsushin122.pdf ，2021 年 9 月 8 日 10
時 1 分閲覧)
7)

戸田隼人 『UNIX ワークステーションによる科学技術計算ハンドブック』 （サイエンス社，1998），
486．
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付録 1 運動方程式
クッタ・ジュコーフスキの定理によると、回転する円筒が密度 ρ の流体中で回転軸に対して垂直
な向きに速度 U で進むとき、回転軸と U に対して垂直方向に力 L が働く。これは上部と下部に圧
力の差が生じて円筒が上に引き付けられるためであり、この現象をマグヌス効果という。L の単位
長さ当たりの力は 4)
ρUΓ

(1)

ここで Γ は周囲の流体の循環という量であり
(2)

𝛤 = ∮ 𝜈 𝑑𝑠

上の式は回転軸に垂直な面内で円筒を囲む閉曲線 C に沿って流体の速度の接線成分 vs を線積分し
たものである。円筒の半径を R、角速度を ω、円筒の長さ l が無限に長いとすると、
𝛤

(3)

= 2𝜋𝑅 𝜔

今、直行座標の x とｙを L と U に対応させると z は回転軸の方向である。L は l が有限のとき
𝐿 = 𝜌𝑈𝛤𝑙 = 𝜌𝑈

𝛤(𝑧)𝑑𝑧
(4)

ここで𝛤は Γ の軸に沿った平均値であり、𝛤 < 𝛤

である。

一方、空気による抵抗力の大きさ Ra は抵抗係数 CD、U の方向から見た円筒（長方形に見える）
の断面積 A とすると、
(5)

𝑅 = 𝐶 𝜌𝐴𝑈
ただし CD の値はレイノルズ数 Re で変化する。

次に運動方程式について。水平右向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとる。角速度 ω は反時計回り
を正とし、その向きに自転しているとする。飛行体には垂直方向の力 L、空気抵抗 Ra および重力が
働く。重心の運動方程式は質量を m、速度の水平成分と鉛直成分を Ux、Uy、それらの合成した速さ
を U、時間を t、重力加速度を𝑔とるすと次式となる。
𝑚

= −𝜌𝛤𝑙𝑈 − 𝐶 𝜌𝐴𝑈𝑈

(6)

𝑚

= −𝜌𝛤𝑙𝑈 − 𝐶 𝜌𝐴𝑈𝑈 − 𝑚𝑔

(7)
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付録 2 計算機実験
式(6)と(7) の時間発展をルンゲ・クッタ法 7)で計算する。使用するパラメータを表 1 に示す。円筒
の自転の角速度 ω は実際には時間経過を経て空気摩擦のため少しずつ減少するが、簡略化してこれ
を常に一定とする。また計算機実験を行うパラメータ Γ の範囲を表 2 に示す。また計算機実験によ
る飛行の軌跡を図 1 に示す。
表 1 計算機実験に使用する数値。
物理量

値

A / m2

4.32×10-3

備 考
進行方向から見た円筒部分の断面積。A = 2Rl。
速度 U は 1 から 10 m/s の間とすると、レイノルズ数 Re は 1600 から

CD / 1

0.8

16000 の間となる。 l / 2R = 5 のときの CD は 0.6 から 0.8 となる。ここ
では Re によらず CD を一定とする。

g / m s-2

9.8

重力加速度

l/m

180×10-3

円筒の長さ

m / kg

3.35×10-3

円筒の重さ

/ m s-1

6.0

x 方向の初速度

Uy0 / m s-1

0.0

y 方向の初速度

U / m s-1

右式

R/m

12×10-3

dt / s

0.01

μ / Pa s

18.2×10-6

ρ / kg m-3

1.18

空気の密度

ω / rad s-1

100π

文献 4)の実験より

Ux0

速度 U =

𝑈 +𝑈

円筒の半径
刻み時間
粘度

表 2 パラメータ Γ の範囲。
記号

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Γ / m2 s-1

0.00

0.04

0.08

0.12

0.28

N / 回 s-1

≒0

≒7

≒14

≒21

≒49

N: 単位時間当たりの回転数の見積値。
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図 1 マグヌス飛行体の軌跡の計算機実験。Γ = 0.28 m2/s は計算時間の打ち切りのため距離が 6m に達
していない。
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