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博物学研究

その２

～置き薬のいろいろ～
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

１．ケロリン

製の箱に入った配置薬を常備している家庭や会社も

「ケロリン」と聞いて，銭湯の黄色い湯桶やテレ

あるようです．

ビ CM を思い浮かべる人は多いと思いますが，ケロ

ところで，この配置薬の歴史は元禄時代までさか

リンとは，中外薬品株式会社の頭痛・歯痛・生理痛・

のぼります．1690 年に江戸城で，三春藩主の秋田河

神経痛薬，つまり解熱鎮痛剤のことです．解熱鎮痛

内守が腹痛を起こし，そこに居合わせた富山藩二代

剤は，脳の中枢神経に働きかけて痛みの伝わる回路

目藩主の前田正甫が，常備薬の反魂丹を与えたとこ

を抑えたり，熱を下げたりします．これにより風邪

ろたちまち痛みが治まりました．これをきっかけに

にともなう発熱，頭痛，関節痛，筋肉痛のほか，生

諸国の藩主たちは，反魂丹を売り広めるように前田

理痛，腰痛，歯痛など，痛みの場所や原因にかかわ

正甫に頼み，これが配置薬販売業の発祥とされてい

らず効果を発揮します．ケロリンは今日でも風邪薬

ます．

として薬局などで売られていますが，その歴史は，

今日では配置薬のケースは，プラスチック製や金

大正 14 年までさかのぼります．

属製が主流のようですが，昭和時代に用いられた配

ところで，ケロリンという呼び名は，親しみ深い

置薬を保管しておいた預け箱は，木製や紙製でした

ような，可愛いような，面白いような印象を受けま

（図２）．更に大正時代や明治時代には，預け箱ではな

すが，名前の通り風邪や痛みがケロッとなおるとい

く，預け袋と呼ばれる紙袋が使われていました（図３）．

うところか付けられました．他にも古い時代の配置

預け袋のサイズは縦が 30～40 ㎝，横が 25～30 ㎝程度

薬のネーミングは興味深いものがたくさんありま

です．特に大きさの規格はなく，袋毎に少しずつサイズ

す．トンプク，六神丸，セメンエン，救命丸，健通

が異なるのが特徴的です．裏面には，中に入れられて

丸，ヘブリン丸，仁丹，千金丹，ホルトス，熱病丸，

いる配置薬の種類と金額および使用個数を記入する表

實母散，一角丸，中将湯，百毒消し，ナオル丸，胃

が印刷されています．

腸散，鯉膽丸，鎮痛散，風頓，セキトール，セキト

これらの預け袋や預け箱には，配置薬業者の名称と

ルミン，子供散，イタミチール，ピタリ，ワンツー，

その所在地が明記されています．無作為に選んだ預け

トレル散など，ネーミングに技有りと言ったところ

箱や袋の会社所在地を見ると，富山県に劣らず奈良県

でしょうか．今でも使われている名称も少なくあり

が数多くあります．「くすり」と言えば，「富山の薬売り」は

ません．似たような薬が出回れば，ネーミングだけ

全国的に有名です．配置薬販売の発祥は 1690 年の富

でなく，パッケージのデザインも多様化します（図

山ですが，それに続いて 1730 年に奈良，滋賀，佐賀で

１）．図１には，おもに昭和時代の配置薬の様々な

も配置薬販売が始まり，有名な配置薬を数多く生み出し

デザインを紹介しました．

ています．

２．配置薬のはじまり

３．ダルマのパッケージ

「配置薬」は「置き薬」とも呼ばれ，300 年以上

図１に示したように，配置薬のパッケージデザイ

も前から現在でも便利に使われている「先用後利」

ンには実に多様な絵が描かれています．ランダムに

とよばれていたものです．今日のクレジットとリー

デザインを見わたすと，様々なパッケージの中でも，

スを合併させたようなものです．つまり，利用者は

ダルマ，乗り物，クマ，布袋，男女，動植物，紳士，

各種の薬をいつも手元に置いておくことが出来，使

美人，鬼などがひときわ目を引きます．ここではデ

った分だけ支払えばよく薬局へ出かけていく面倒も

ザイン別に２つのグループを紹介したいと思いま

ありません．現在では，プラスチック製の箱や金属

す．１つ目はダルマ(だるま)のパッケージです．実
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際に服用する１回分の薬が入った小袋を図４に集め

のは，解熱鎮痛作用です．また，総合感冒薬として

てみました．これらの小袋は，預け箱(図２)や預け

作られたものも多いようです．総合感冒薬とは，風

袋に(図３)に直接入っているわけではありません．

邪の三大専門薬とされる「解熱鎮痛剤」「鎮咳去痰

これらの小袋が５包程度まとめて，中袋(図５)に入

剤」「鼻炎剤」の成分をまんべんなく含んだ薬です．

れられ，いろいろな種類の中袋が，預け箱や預け袋

ではこれらの総合感冒薬や解熱鎮痛薬にはどんな

に収められていました．

成分が含まれているのでしょうか．有効成分も裏面

ところで「だるま」とは何でしょうか．縁起物と

に詳細に記されています．アセトアニリド(アンチフ

しての置物や貯金箱のダルマ，だるま落とし，だる

ェブリン)，硫酸キニーネ，カフェイン，フェナセチ

まさんがころんだ，だるまストーブ，だるま弁当な

ン，アセチルサリチル酸(アスピリン)，塩酸エフェ

ど，ダルマから派生したものは数多くあります．ダ

ドリン，ブロムワレリル尿素，ロートエキス，塩酸

ルマは漢字で「達磨」と記し，仏教の一派である禅

キニーネ，アミノピリン，エテンザミド，スルピリ

宗の開祖とされる人物であり，達磨大師や菩提達磨

ン，塩酸ジフェンヒドラミン，リン酸ジヒドロコデ

とも呼ばれています．「ダルマ」はサンスクリット

インなどを成分としています．現在でも主流に使わ

語で「法」を表す言葉だそうです．玩具の１つに「起

れている成分もあれば，あまり使われなくなった成

き上がり小法師(おきあがりこぼうし→おきあがり

分も見られます．例えば，今日の風邪薬にもよく含

こぼし)」というのがありますが，何度でも起き上が

まれている非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のア

る様子を，達磨大師が面壁九年という座禅をした逸

スピリンには，解熱作用，鎮痛作用，抗炎症作用が

話にちなんで，達磨の顔が描かれるようになったと

あります．非ステロイド性抗炎症薬としては，他に

言われています．ダルマの色が赤いのは，達磨大師

インドメタシン，イブプロフェンなどがあります．

が赤い衣を着ていたことに由来するそうですが，赤

鎮咳作用のあるコデイン，抗ヒスタミン薬のジフェ

色には魔除け効果があると信じられていたことや，

ンヒドラミン等いずれも重要な成分ですが，それぞ

天然痘を引き起こす疱瘡神が赤色を嫌うと信じられ

れに作用と副作用が少しずつ異なりますので，薬を

ていたことに由来するという説もあります．つまり，

選ぶときに参考にもなります．

薬のパッケージには持ってこいだったというわけで

レトロな薬袋は，パッケージのデザインやネーミ

す．病気で倒れてもすぐに起き上がるという発想か

ングだけを見ているだけでも充分に楽しめますが，

ら用いられたのでしょう．赤色がひときわ目立ち，

裏面の効能，成分，価格などを詳細に調べていくと，

様々な表情のダルマも親しみやすかったのではない

配置薬の歴史と移り変わり，さらには当時の流行病

でしょうか．

や物価の変動などの時代背景までをも知ることが出

次にダルマの描かれたパッケージのネーミングに

来ます．

注目してみましょう（図４，図５）．ホームラン，
風ケロリ，ピラミン，トンプク，サット，熊膽丸な

４．セメンエン

ど，あなたならどのパッケージを手にするでしょう

もう何年も前に犬を散歩に連れて行き，糞をとろ

か．これらの名称の中でもひときわ目立つのが「ト

うとしたときに，糞の中でたくさんの白い虫が体を

ンプク」です．最近は医療関係者以外にあまりトン

動かしていたのを今でも鮮明に覚えています．ずい

プクという言葉を使わなくなったようです．トンプ

ぶん驚きあわてて帰宅すると，祖母に「むしくだし」

クは「頓服」と記し，分服ではなくその時一回に服

を飲ませたからだよ，と落ち着いて言われました．

用すること，また，その薬剤，という意味がありま

そのとき初めて，蟯虫と呼ばれる虫がこれなのかと

す．つまり必要なときにだけ服用すればすぐに効く

いうことを知りました．さらに驚いたのは，昔は多

解熱鎮痛薬です．実際に，ダルマを図柄とした薬の

くの人の体の中にも回虫などの寄生虫がいたと聞い

大部分は解熱鎮痛薬です．

てゾッとしました．もちろん昔ほどではないものの，
今でも体の中に虫を飼っている人は沢山います．虫

薬のパッケージを裏返すと，そこには，有効成分，
主治効能，用法用量，価格，製造会社とその所在地

と言ったり寄生虫という言い方そのものが，汚いイ

などが明確に記されています．様々なダルマ薬に記

メージや悪いイメージを与えてしまいがちですが，

載された効能は，胃腸カタル，吐き下し，胃腸痛，

人間にとって必要な虫も沢山います．つまりは，人

食あたり，水あたり，流行性感冒・感冒・頭痛・偏

間の体の中で人間と共生し，持ちつ持たれつの関係

頭痛・神経痛の解熱鎮痛，ひきかぜ，熱さまし，ロ

を保っています．しかし，寄生虫であれ，共生虫で

イマチス性疼痛・急性鼻カタルの解熱鎮痛，咳，麻

あれ，極めて衛生条件が良くなった日本では虫を体

疹，のぼせ，たんせき，などです．そして共通する

内に持っている人は激減したと言われています．小
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学校の時に検便の検査をしたことを今でも覚えてい

んどです．成分には，サントニン，ビサチン，タウ

ますが，駆虫薬を飲んだ記憶はありません．しかし

リン，デンプン，ベルタン，カイニン酸と記されて

人の体内から虫が消えたことで，アレルギー体質の

いますが，ほとんどのものにサントニンが使われて

人が増えているという研究もあります．統計的に，

いました．

実際に花粉症にならない人の大部分の人は，体内に
虫を飼っているようです．一方で体内が綺麗すぎて

６．おわりに

虫がいない人ほど花粉症になりやすいと言われてい

以上，配置薬に関するほんの一部分を紹介したに

ます．これが本当なら，この虫は寄生虫ではなくア

過ぎませんが，今では使用期限が切れて服用するこ

レルギーから体を守ってくれる重要な共生生物とい

とが出来なくなった配置薬も，博物学資料としてと

うことになるでしょう．

ても貴重であることがわかります．江戸時代からの

少し話が逸れましたが，一昔前，日本が今ほど衛

売薬業にかかわる様々な資料を展示公開している

生的でなかった時代に人の体内の虫を退散させるの

「くすり博物館」や「くすり資料館」も実在します．

に用いられたのが，駆虫薬のセメンエンなのです．

最近では，レトロなデザインが若い人のあいだで人

おそらく昭和の初期から中期にかけては，セメンエ

気になり，デザイン復刻版の薬が販売されているこ

ンが不可欠であったのでしょう．その証拠に当時の

とがあります．大型のドラッグストアーが建ち並ぶ

配置薬を集めてみると，実に様々なセメンエンやそ

世の中になりましたが，配置薬が今も健在なのはそ

の類似品があります（図６，図７）．パッケージの

の便利性に違いありません．

デザインは，先ほどのダルマの描かれた解熱鎮痛薬

前号で紹介しましたように，ここで紹介した配置

や総合感冒薬に比べると，かわいらしさはなく，む

薬も本学で博物館学芸員資格を取得するカリキュラ

しろ不気味な虫が描かれていたり，虫を観察するた

ムの中での，博物学研究資料の一部として有効利用

めの顕微鏡が描かれているのが特徴的です．パッケ

していきたいと考えています．

ージの虫の絵は，一点一点をみるととてもこの世の
ものと思えないような不思議な虫まで描かれていま
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図１．昭和時代の配置薬．
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図２．昭和時代に用いられた配置薬を保管しておいた木製や紙製の預け箱．
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図３．明治，大正時代に使われていた配置薬の預け袋(昭和期のものも含む)．
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図４．服用１回分の薬が入った小袋（長径約 9 ㎝×短径約 6 ㎝）
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図５．小袋を５包程度まとめて入れてある中袋（長径約 14 ㎝×短径約 10 ㎝）
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図６．虫下しの薬が入った小袋（長径約 9 ㎝×短径約 6 ㎝）
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図７．虫下し薬の小袋を５包程度まとめて入れてある中袋（長径約 14 ㎝×短径約 10 ㎝）
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オートポイエーシスとアフォーダンス
安念 保昌
愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Autopoiesis and Affordance
Yasumasa ANNEN
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
Two types of methodology for life, studies based on evolution and autopoiesis, are discussed. In the former
studies, there are four types of problem setting method: mechanism, development, function, and evolution (Tinbergen,
1963). The latter methodology, concepts on autopoiesis, leads biology and psychology to the new style of studies:
artificial life, which has no constraint on the history of life on the earth. On the other hand, theory of affordance
(ecological psychology) , which is the study belonging to functional type of problem setting method, is liberated from
Descartesian mind-body dualism and is deeply linked to the concept of autopoiesis.
Key words: evolution; ecological psychology; theory of life; scala naturae; instinct and intelligence.

１．一つの生命の樹

の隆盛とともに、この階梯が神に繋がっているという神

我々が、心を含めた生命のあらゆる現象を、冷徹に普

学理論となり、多様な生命存在は、造物主によって個別

遍的で科学的に捉えようとするとき、そこには２つの仕方

に作られたとする創造説を形成し、何世紀にもわたって、

がある。先ず、１つは、そういう問いかけを始めた自分を

生命の捉え方を支配していった。

起点に考えようとする。もう一つは、生命とは何ぞ哉、と

この宗教的な流れにあって、「方法論的懐疑」をもって
神の存在を証明しようとしたデカルト(Rene Descartes,

考える仕方である。
まず、最初の自分を起点とする仕方に従うと、自分を

1596-1650)は、ヒトは他の動物とは異なって、理性（精神

育ててくれた親を考え、さらにその親というふうに先祖を

的な経験ができる能力）を持っており、動物の行動は、

辿っていく。そしてさらに、自分が属する民族の起源に

機械的な説明が可能であるが、ヒトのそうした精神過程

辿り着き、さらに大陸から渡ってきた人類の辿った道に、

は身体機械論で解き明かすことができないという、心身

そして、人類を生み出した霊長類の起源に辿り着き、さ

二元論を唱えたのである。人は特別なのだという考え方

らに、霊長類を生み出した哺乳類の歴史、脊椎動物門、

の起源は、自然の階梯にある。

動物界、真核生物、原核生物、生命の起源と、地球上

しかし、デカルトの、絶対的な存在を求めようとして、悪

のおよそ 38 億年の時間を遡ることになる。

魔に騙されているかもしれないと疑ってかかることが、

こうした生命進化の歴史は、最初から分かっていたこと

徐々に創造説に向けられてゆくことになる。ラマルク

ではなく、人は、先ず、生物の分類を行おうとした。それ

(Jean B. Lamarck, 1744-1829)は、獲得形質の遺伝を提

は、アリストテレス(Aristotle, 384-322 B.C.)に始まり、リン

唱し(1801)、身体の特定の部位の用・不用（行動的変

ネ(Carolus Linnaeus, 1707-1778)によって、体系化され、

化）が世代にわたって受け継がれ、身体の形態的変化

ヘッケル(Ernst Haeckel, 1834-1919)によって洗練化され

（形質転換）が起こると考えたのである。また、ヒト以外の

た 。 し か し 、 ア リ ス ト テ レ ス は 、 「 自 然 の 階 梯 scala

動物の行動を機械として捉えることは、生理学を誕生さ

naturae」という考え方を示し、無生物から、植物、動物を

せ、この時点で、創造説は、完全に否定され、科学的な

経て、ヒトに至る、段階を小刻み連続的に経ながらの移

事象として因果関係の中で取り扱われ始める。

行を唱えている。しかし、それ以降、聖書的宗教的世界

ラマルクの言う「形質転換」が進化であると見なされる
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には、もう半世紀ほど必要であった。ダーウィン(Charles

について研究している。我々が行ってきた筑波情動系

Darwin, 1802-1882)は、よい形質を系統として保存して

ラットの一連の研究(Fujita, Annen & Kitaoka, 1989; 安

きた家畜化の歴史で行われている育種の原理(人為選

念, 2001)も、ダーウィンの人為選択圧下で共通祖先か

択)が、そのまま自然界においてもなされていて、それを

ら分離してきた 2 種類の系統の行動を生理学も含めて

自然選択という言葉 で呼んだ(『種 の起源 』 Darwin,

比較している意味で、ここに位置づけられると考えられ

1859/1993)。この自然選択が、悠久の時間を掛けて、生

る。
こ う し た 流 れ は 、 ロ ー レ ン ツ (Konrad Lorenz,

物の多様性を説明できるとしたのである。
しかし、この自然選択によって漸進的に進化するという

1901-1989)によって、エソロジーとして確立されていった。

ことは、自然の階梯においてヒトだけが特別な存在と考

そこにおいて総合的に説明された本能行動の全体像は、

えられてきたことを切り崩すことに繋がった。というのは、

動物の内的状態としていくつか存在する衝動が葛藤を

漸進的に変化してきているのであれば、現在のヒトの持

起こして、一部は転移行動によってその緊張を解こうと

つ能力は、その先祖の種とかなりの部分共有されている

するが、ある衝動は、リリーサーを求める欲求行動をとり、

ことになり、ひいては心の連続性が仮定されることになり、

出会えると遺伝的に固定された生得的解発機構により、

ここに、比較心理学が誕生する源があったのである。

特定の行動が解き放たれ、衝動が収まるまで、一連の

当初、動物の逸話的証拠によってヒトと動物の心的状

プログラムによって行動が進行する(完了行動)が、リリー

態 の 比 較 が な さ れ た が 、 モ ー ガ ン の 公 準 (C.Lloyd

サーに出会えないと真空行動を起こしたり、極端な刺激

Morgan ,1894)によって、より低次の能力で解釈できるな

を偏好する超正常刺激も存在するという図式である。こ

ら、高次の心的能力の結果と解釈してはならないとして、

れこそが、デカルトが求めていた、動物の機械としての

証拠によって推し進める科学の強い方向性が示され

姿であり、遺伝子から、生理発生過程を経て行動への

た。

姿が、nurogenetic-ethology において追い求められてい

デカルトの心身二元論によって生じた流れは、動物は

る。

機械であり、その機械の成り立ちを生理学的手法で解

こうした生命に関わる研究の問題設定のあり方につ

き明かし、当時心理学の世界ではやっていた内観法へ

いて、ティンバーゲン(Niko Tinbergen, 1907-1988)は、

の反発もあって、動物の行動解釈に依存しない数量

因果性のレベルの違いを区別した(Tinbergen, 1963)。そ

的・統計学的方法が重視されることこそが、証拠による

れは、生物個体内の問題なのか、個体間の問題なのか

科学であると考えられるようになっていき、ワトソン(John

とも関わる。前者の場合、行動を引き起こす構造につい

B. Watson, 1878-1958)の行動科学全盛の時代へと入っ

て調べ、行動のスケジュール等の操作、生理的な操作

てゆくのである(Watson, 1913)。

最終的には、生理学的構造として説明される、機構

生命の振る舞い＝行動によって、次の世代に命をつ

(mechanism)の問題と、行動が発達してゆく姿を捉える

ないでゆく、その仕方には、二通りの区別が存在する。

そこに至るには、どのような過程を経てゆくのか。そのよ

アリストテレスの自然の階梯において、最高位に位置づ

うな変化を起こすには、どんな、構造的な問題があるの

けられ、デカルトによって人には自由な精神、つまり知

かを問う、発達(development)の問題があり、生物に働く

能が備わっているとされる。一方、動物は、自由の利か

近接要因からの因果関係である（図１参照）。

ない機械的な本能によって支配されているとする、心身

後者の生物個体間の場合、その行動が生態系の中

二元論的世界観である。行動主義は、人を含めた動物

で、どの様な意味、機能を持っているのか、それが起

の中に、本能ではないどれだけ自由な精神つまり学習

こってくる背景の構造は何があるのか、なぜその様な機

があるのか、その仕組みに関心を持ったので
あるが、ダーウィンを起源として、この本能の
方に関心を向けていった流れがあった。ダー
ウィンは複雑に見える動物の本能行動も、近
縁種には共通に見られる行動的要素があり、
それを比較することで本能の進化を追えると
考えていた。これを最初に受け継いだのが、
ホイットマン(Charles Whitman, 1842-1910)で
ある。彼は、ハトの近縁種において比較解剖
学的な違いと対応で、ハトの飛び方を比較し
て い る 。 同 じ よ う に 、 ハ イ ン ロ ー ト (Oskar
Heinroth, 1871-1945)も、カモ・アヒル類の行動

図１ 生命科学における４つの問題設定
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能が必要かを問う、機能(function)の、問題と、なぜ、そ

これは、地球上に起きた唯一の歴史的事例を、確証し

のような行動が必要だったのかそのような行動が起こる

ているにすぎない。まさに、ノックアウトマウスが、異なる

生態系の背景は何で、その様に振る舞わさせたものは

歴史を持った生物の遺伝子の断片から作られたキメラ

何なのかを問う、進化(evolution)の問題があり、生物の

マウスであるということは、ひいては、この地球上の全て

系統発生史に焦点を当てた究極要因からの説明である。

の生物が、同じＤＮＡで構成された一つの生命であるこ

これまでの多くの研究は、研究のしやすい前者、とりわ

とを確認しているかのようである。

け機構の問題を解明して、納得してきたと言ってもいい
かもしれない。

２．生きているとは

ここまで見てきた流れは、自分を起点とした、生命のと

ここまで見てきたように、生きていることに関するあらゆ

らえ方であるが、それは、自分に至る唯一無二の歴史を

る学問、人文科学、心理学、生理学、生物学など、証拠

辿っていることにすぎないことに気がつかなければなら

に基づいた実証的な研究の殆どが、地球上の唯一の生

ない。命の流れがどこでとぎれても、今の自分にはたど

物のあり方を探ってきただけだ、とするなら、もう一つの

り着けない、壮大な一つの事例だと言える。こうした中で、

やり方で、生物を探るしかないであろう。

科学的であり得る、つまり、再現可能な事象を扱うと言う
ことは、時間的スパンを限りなく相対的に零に近づけて、

「生きている」とはどういうことなのだろうか。まず、常識

多くの事象を統計に掛けると言うことをやっていることに

的にはどう考えられているのかを知るために、近くの１

なる。非常に長いひもを、できるだけ小刻みに九十九折

９ー２０歳の学生６７人に「生きているとはどういうことか」

りにして、それぞれを一事象と見なしているようなもので

と尋ねてみた(複数回答可)。その回答を生理、生物、心

あると言っても良い。それでも、近接要因である構造や

理、社会的現象に緩やかにリストにまとめた。

発達の問題は、個体（内）の現象を扱っているので、（あ
生理的現象
呼吸していること。１８
代謝があること。１１
体内の細胞・組織・器官が働いていること。１１
発生、成長、退化などの変化があること。９
心臓が動いていること。８
欲求が起こり、満たすこと。４
眠ること。３
再生できること。２
ホメオスタシスができるもの。２
性欲があり、それを満たすこと。

る意味、疑似）科学的に行いやすいが、究極要因であ
る、機能や進化の問題は、その種を取り巻く環境が絡む
ので、地球上にそう多くのフィールドがあるわけではな
い。その方法としては、そのフィールドにおいて、様々な
操作を加え行動を無理やり変え、生き残りを比較する実
験的方法、その種のフィールド内での様々な生き様を
観察し、最終的な生き残りを比較する種内相関関係に
よる方法、近縁種や、環境との関わりの似た種同士の行
動の比較を行う適応的相関関係による方法、そして、行

生物的現象
死んでいないこと。枯れないでいること（植物）。５
死があること。４
自然の営みの一つ。生かされている。３
食物連鎖のような、何かが何かの対象になっていること。２
子孫が残せること。２
突然変異、遺伝子の広がりがあること。
大地に根をはること。

動遺伝学的手法がある。この最後の分野は、ワトソン
(James D. Watson, 1928- )とクリック(Francis H.C. Crick,
1916-2004)によって、遺伝子が二重螺旋構造をしてい
ることが、発見されて以降、急速に技術が開発されてき
た。ダーウィンに進化論を導かせたのも、育種という古
典的な遺伝学の手法であったが、最近では、永い進化
史において作り出された遺伝子そのものを操作したり、

心理的現象
思考すること。１３
能動的に動くこと。自分の意志で行動すること。１２
目標・目的・希望・中心的な核を持っていて、達成させようと
すること。１１
感情を持っていること。９
自分が生きていると実感すること。６
自分のアイデンテティを探し求めること。３
ここに存在していることを感じとること。３
感覚があること。２
活力・気力が漲っている状態。２
「死ぬこと」を考えること。２
趣味とか生き甲斐を持つこと。１
存在があること。１
存在の感じを別の形で再構成できること。１
悩み考えること。１

特定の遺伝子を欠損させたりして、生理発生過程だけ
でなく、高次認知行動・機能への影響までもが調べられ
始 め て い る 。 ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス は 、 カ ペ ッ キ (Mario
Capecchi)、エバンス(Martin Evans)、スミシーズ(Oliver
Smithies)によって開発された。それは、相同組み替えに
よって目標の内在ＤＮＡを入れ替えたマウスの胚性幹
細胞（ＥＳ細胞）をつくり、そのＥＳ細胞を発生させ、特定
のＤＮＡセグメントの機能を消失したマウスが誕生させら
れる。この技術の広範な可能性により、その三氏は、
2007 年ノーベル医学生理学賞を受賞している。
ＤＮＡを改変し、発生成長させられるようになり、遺伝
子の意味がいずれ分かっていくだろうとしても、やはり、
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意識していること。１
複雑なものを持っているもの。１
自分の人生を全うすること。１
自分の意志ではできないこと。１
環境に対応できるもの。１
活動していること。１

だが、その境界は誰が与えてくれるのだろうか。もし、
誰かが屋外の地面にが何らかの囲いを作って、囲いの
中にある汚泥を外に出すポンプと、外のきれいな空気を
吹き込むファンを設置したとしよう。その囲われた全体が
生きているというイメージを持てるだろうか。日曜大工で
作ったポンプと換気扇のついた小屋を誰も生物だとは

社会的現象
周りと何らかの社会的関係を持つこと。１０
自分の考えを持ち、思うように伝えることができること。４
周囲が自分の存在を認めること。３
他者に自分というものを知らせることができること。１
周りの情報が入ってくる。１

考えないはずである。ところが、その囲いが、それ自身
によって創り出されたものだとしたらどうであろうか。その
小屋みたいな存在自体が、ポンプやファンなどの助けを
借りながら、囲いが壊れればまた直したり、核延縮小を
繰り返す。そうなれば、かならず生きているように見える

生理的現象としてまとめられた回答を一言で言えば、

はずである。一方、コンピュータを生産する完全自働機

体を維持するための代謝があることが生きているというこ

械が稼働しているとしよう。それだけでは、生きていると

とになり、生物的現象としてまとめられたものは、種とし

イメージは出てこない。しかし、その機械が作り出すもの

ての生態系の中で維持されてゆく仕組みということにな

の中に、自分自身である完全自働機械が含まれている

る。心理的現象としての分類においては、「自分で考え

としたら、あるいは、壊れた場合、その部分を自らが作り

ること」にまとめられるが、特に目的、自己存在、死と生

出した部品で置き換えてゆくとしたら、その機械は生き

き甲斐、悩みなどを考え意識しながら、自分の意志で行

ているというイメージを与えられてもよいだろう。

動することが、生きていることととらえられる。社会的現象

我々の持つ生へのリストの心理的現象の中には、自

の分類においては、周囲との関係を持って自分の存在

律に関することが多くみられる。自分の意志で、能動的

を認めてもらうことが生きていることだという回答であった。

に、思考するなどがそれに当たるが、自分の目標、目的

すなわち、代謝する存在を個体の時間レベルと、個体

など、存在などということばも、自律に関わった言葉であ

を超えた時間レベルで維持する活動を自ら行い、その

る。上記のいくつかの例でも、自律という問題が境界を

結果として、社会的、生態的環境のなかで存在をも認め

自ら作り出すということと裏腹に関わっている。

てもらうし、自らも確認する。これが、常識として考えられ

さらに、我々の生へのイメージとして、アイデンテティ、

る総てとはいえないだろう。質問をした相手が二十歳前

自分、存在などと言うことばが並んでいる。これは、一つ

後の若いに人たちである偏りは確かにある。が、一般常

の個体として自分自身を自分で同一に保つことである。

識的に理解されている、「生きている」という姿の一部で

環境がどのように変化しようが、その存在が同一であると

あることは確かである。

認識できることが生きているということにとって、重要なこ

だが、これに正解はあるのだろうか、あるとしたら、誰が

とであろう。"同じ"であるということが自分自身によって

どういう基準で決めたのか、その基準はどうやって誰が

成り立たせられているということは、どういうことなのであ

決めたのか、、、、と永遠に後退してゆく。

ろうか。記憶は"同じ"が時間を経て実現することである

この生きているということを表す一部でも、いざ自らの

(安念・藤田, 1988)が、風雪に耐えられる、強固な無機

手で創り出そうとすると、なにをどうしていいのか見当も

物が、空間の中に長い年月存在していれば、それは、

つかない。その根元的なものをまず見いだす必要があ

時間に対して"同じ"であるということが成り立ち、何らか

るだろう。

の記憶を持つと言えるかもしれない。しかし、誰がそれを

我々の持つ「生きている」というイメージのリストの中に、

同じと認めるのか、その存在がなければ、記憶は成り立

「生き」＝「息」がどうしてもつながっているようだ。呼吸に

たない。"同じ"が、自分でしか、あるいは、時間に抗して

限らず、心臓が動き、食べ、排泄し、眠るということによる

続いてきた存在でしか認めることができないとするなら、

細胞、組織、器官の働きがあると言うことが、生きている

その時間に抗して続いてゆく中に、"同じ"が、"自己撞

ことの根元的イメージであるかもしれない。そのイメージ

着的"に組み込まれている厄介な問題なのである。

の大本にあるのは、何なのであろうか。そのひとつは、

ある結晶が、部分的に欠けたときに、そこを補うように

外と内を分けている境界が明確にあるということではな

結晶が成長したとすれば、"同じ"であることが、自分自

いだろうか。境界があることで、外にあるものをうちへ取り

身によって成り立たせられているといえるかもしれない。

込んで、中のものを外へ出すことができる。境界がなけ

そこらに落ちている石ころも、地球の歴史と同じくらい古

れば、心臓による循環という概念も存在できない。という

いはずである。しかし、その石ころは、風雪に耐えられ

のは、囲われている限界がなければ、巡り戻ってくること

ずに削られて砂になり、海へと流れ、また固められ岩に

はできないからである。

なって隆起するか、溶岩に熔けてなって地表に出れば、
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また削られ丸くなってゆく同じことの繰り返しである。"同

上であげたようなリストをあげてゆくことはできるが、その

じ"を自分自身で実現できない。

リストはどれくらいの長さで、いつになれば完成するのか、

細胞、器官、肉体といった、生きている組織も、環境の

適応、進化、発生、分化についてかたり、自然選択に

中に一定の空間を占めていることだけでは、同じを実現

よってどのように結びついているかを示すことはできた

できないであろう。なぜなら、炭水化物でできたものが、

が、生命システムの固有の特徴は何かという問いはその

それだけでは、数日たりとも同じを実現することは不可

ままにもとに戻るだけであったのである。そこで、マトゥ

能だからである。ミイラを作り出そうとした古代エジプトや

ラーナは、不十分なものを除外してゆくと、この困難は、

中国の技術は、同じを肉体に対して実現するための技

認識論的なものであると同時に、言語的なものであるこ

術であったのだろう。しかし、劣化したミイラは自ら修復

とが分かったという。そして生命システムを環境によって

することはできない。そうであれば、いかに、"同じ"を自

規定される開放系と見なすことを止め、生命システムを

分自身で実現させるかということが、生きていることの本

自律的実体として特徴づけ、そのために目的や機能と

質であるかが、分かるであろう。

いった概念を相関概念として除外し、生命システムのよ

肉体に宿る心の場合はどうであろうか。たいていの人

うに自らに言及する以外に特徴づけることのできないシ

は、自分が小さい頃から同じ自分であることが、自分に

ステムと、コンテキストに言及することでしか特徴づける

よって実現している。しかし、多重人格者の場合のように、

ことのできないシステムを分離することにした。生命シス

いくつもの人格を持ちながらそれを、絶えず入れ替えて

テムで生じることはすべて、それ自身との関係から必然

いるとしたらどうであろうか。ある人格の時の自己が、途

的、構成的に規定されて生じるのであり、自己言及に

中何人もの人格で入れ替わったとしても、同じ人格とし

よって単位体として規定されることこそ、その自律性のあ

て続いていると自分で思えるのなら、このことに関しては

り方だとした。一方、他のシステムで生じることはすべて

生きているといえるだろう。しかし、くるくると人格が入れ

コンテキストとの関係から構成的に規定されて生じ、コン

替わりながら、同じ人格が出てきても、前の人格からつ

テキストとの関連からそれらのシステムは単位体として規

ながっているという実感が自分でなければ、このことに

定される。

関して生きているということには当てはまらなくなるだろう。

マトゥラーナは、生命システムの固有の特徴として定義

自分は、環境がどのように変わろうがいつも同じ自分で

している本質を、その自律性からさらに「絶えず自己を

あるという実感が、自分によって実現されている限り、生

産出し続けるということ」ととらえた。元々彼らの中にあっ

きている実感は得られているといえる。去年の自分、昨

たのは「もしかりに円環的な有機構成が、生命のシステ

日の自分、数時間前の自分、数秒前の自分が現在の

ムを単位体として特徴づけるのに十分ならば、それをよ

自分とは違う（肉体的にはもちろん、代謝されて同じ物

り形式的な語を用いて表現できるだろう」ということで、そ

質ではあり得ないが）と感じられてしまい、連続性が無く

の語に合う言葉を探していた。あるとき、ドンキホーテの

なってしまうと、そこには高等な精神活動など存在でき

ジレンマで、武器の途（プラクシス、行為）か、言葉の途

なくなるだろう。同じであるからこそ、発達、学習、記憶、

（ポイエーシス、創造、生産）のいずれをとるかという問

認知が成り立つのである。さらにいえば、社会が成り立

題について話していて、プラクシスをとるとポイエーシス

つのも同じが成り立つからである。

のあらゆる試みが延期させられてしまうという。そのとき
に、ポイエーシスの語の威力に感じて、その言葉を作り

３．オートポイエーシス（自己創出組織）

出した。こうして、自己言及によって単位体として規定さ

このような、生きていることに対する本質概念を考えて

れるシステムをオートポイエーシス、コンテキストとの関

いる研究者がいた。マトゥラーナとヴァレラ(1987,1991)で

連から単位体として規定されるシステムをアロポイエー

ある。マトゥラーナが、神経生理学と神経解剖学の研究

シスと呼ぶことにしたのである。

を行うかたわら、医学部の学生に生物学を教えていた。

彼らは、このオートポイエーシスを例えば細胞レベル

そのとき、学生の質問が集中したのは、「生命システム

において見いだしている。単細胞を構成している諸分

が起源以来、世代交代を経ながら保持している固有性

子は、ダイナミックなネットワークを相互に持っていて、

とは何か」ということに気がついたという。そして、同時に

今日それは生化学的に解明されて細胞のメタボリズム

研究の過程でも、色視の中心課題は色彩世界を神経シ

（代謝）と呼ばれているが、この細胞のメタボリズムのもっ

ステムにおいて作成することではなく、むしろ観察者が

とも特徴的なことは、それが作り出す構成要素は、それ

色彩空間を作り出すに際して、網膜（ないし神経システ

らの構成要素自身を作り出した変換ネットワークをも作り

ム）がどのように参加しているかを解明することであること

上げていて、これらの構成要素のうちのあるものが、境

が分かったという。

界つまりこの変換ネットワークの限界を形成している点

第一の生命の有機構成とは何かという問いに対して、

にある。これが細胞膜と呼ばれるものである。
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これを、膜のようなものを機械的に作り出す織機と比べ

存在ではあるが。

てみると、織機の布が織機を構成しないのに対して（ア

(4)オートポイエーシスには、入力も出力もない。オート

ロポイエーシス）、細胞がその働きで作り出すのが膜で

ポイエーシスとは無関係な出来事によって撹乱が生じる

あるのだが、その膜は細胞を構成する点が明確に異

ことがあるが、この様な撹乱を補う構造的変化が内的に

なっていて、こうした点に我々は敏感に気がつくのであ

働く。もし撹乱が繰り返し生じれば、機械も内的な変化

る。それはすなわち、境界＜＝＞メタボリズムで示される

を繰り返す。この変化は同じこともあれば違う場合もある。

が、これらがひとつづきのプロセスなのではなく、一つの

だがどのような変化が連続しようとも、これらの変化は、

現象の二つの局面なのである。

オートポイエーシスを規定する条件である有機構成の
維持に常に従属している。従ってこれらの変化と撹乱と

オートポイエーシスをマトゥラーナとヴァレラ(1987)は、

の関係は、どれをとっても観察の領域に属しているので

自らの動作で、環境から独立した境界を産出している様

あって、有機構成に属しているのではない。この様に

子を示すために、下記の様な模式図で表している。

オートポイエーシスはアロポイエーシスとしても扱うことが
できるが、それによってオートポイエーシスの有機構成
が解明されることはない。
実際には、オートポイエーシスである有機体は、環境
から、多くのエネルギーを取り込んでいる様に見える。し
かし、それは、直接ではなく、オートポイエーシス内での

図２ オートポイエーシスの模式図

多様な生成過程があって、多様な自己の構成要素が産
出されてゆく。その全てが、元のオートポイエーシスにな

マトゥラーナ と ヴァレラ (1991)は、オートポイエー

るのではなく、取り込まれるものと、廃棄されるものがあり、

ティックな有機構成から導かれた特徴を次のように述べ

取り込まれるもので次の瞬間のオートポイエーシスが構

ている。

成されてゆくのである。自分で動くこと（行為）によって、
その都度自分自身（内と外）を決めてゆくので、動きに

(1)オートポイエーシスは自律的である。それがプロセ

先立って、内部も外部もないので、入力も、出力もない

スの中でどのように形態を変えようとも、オートポイエー

と言えるのである。動きの中で、オートポイエーシス要素

シスはあらゆる変化をその有機構成の維持へと統御す

の集合が決まっているが、動きのために完全に閉じてい

る。

るわけではない(河本,1995)。この特徴を最もよく示して

(2)オートポイエーシスは個体性を持つ。すなわち絶え

いるのは、ヒトなどの免疫の働きであろう。

ず産出を行い有機構成を不変に保つことによって、観

(5)マトゥラーナとヴァレラ (1991)は、以上の構成から

察者との相互作用とは無関係に、オートポイエーシスは

導かれるオートポイエーシスには、テレオノミー（目的

同一性を保持する。

論）は不要となると述べている。我々の生命に対する常

(3)オートポイエーシスは特定のオートポイエーシスな

識のリストの中にも目的を持つ存在であるというのは出

有機構成を持っているので、そしてまさにそのことによっ

てきていたが、マトゥラーナによれば、それは生きている

て、単位体を成している。オートポイエーシスの作動が

システムを構成するものではなく、観察者が、そのシス

自己産出のプロセスの中でみずからの境界を決定す

テムへの入力と出力の関係をそのコンテキストに関係づ

る。

けるための記述の領域に属するものであるという。それ

以上の３項目は、我々の生きていることに対するイメー

は、機能の概念も同じであって、ある状態から別の状態

ジのリストのほとんどを取り込んでしまう。そして、一方ア

へと変化した際の関係状態を指し示す記述にすぎない

ロポイエーシスはすべて逆の特性を有している。アロポ

のである。それ故、どちらも、システムの作動を説明する

イエーシスは、生産されるものは、それ自身とは異なっ

際に用いてはならないのだと言う。

た生産物に付属し従属するため、自律的ではなく、また

こうして、個体発生は不完全な状態からより完全な最

その同一性は、観察者に依拠していて、個体性を持た

終形態へと至る推移過程を意味するのではなく、生命

ず、その境界は観察者が定めるのであり、観察者は外

システムの生成の表現であると同時味、個体が実現さ

的な入力と出力を見定め、対象の作動に関係があるの

れるプロセスをも示しているのである。それゆえに、発展

は何かを特定する。しかし、次の項目は、オートポイ

という概念も、観察のコンテキストから生じているにすぎ

エーシスがアロポイエーシスの反対であるとはいえ、

ないのである。
もし我々が、ある生きている組織やシステムを見ていて、

我々の持つ生へのイメージとはかけ離れたものである。

これはこういう目的に向かって突き進んでいるのだと確

我々の常識は、入力を受けてそれに反応して出力する
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信を持って、それから起こる出来事をその目的から次々

通項が「生きているということ」であるだけなのかもしれな

と予測が的中していったとしても、それは、単に記述の

い。そういう点では、認知科学をも含んださらに大きな大

レベルのことにすぎず、その生きていることを説明するこ

風呂敷であるといえる。

とには何ら関係のないことなのである。歴史家は、過去

しかし、ラングトン(1989)が掲げた人工生命研究は、こ

の人物の不可解な行動を、その隠された意図なり、目

れまでの人工知能研究を基盤とした認知科学や、従来

的を暴くことで、多くの人を納得させようとする。しかし、

の生物学と決定的に異なっていた。人工生命の研究の

それは、過去生きていた人物の行動を解釈しているに

方向性は、以下の５つである。

過ぎず、その過去の生きている有機構成の説明には何
ら関係のないことなのである。なぜなら、オートポイエー

(1)先ず中心には、現在知られている生命(life as we

シスとしての、人物の世界は、入力もなく出力もない閉

know it)は、あり得たかもしれない生命(life as it could

ざされたものだからである。

be)の極一部でしかないと言う、視点である。我々は、生
命を「この地球上に生じたたった一つの偶然の生命の

４．人工生命

実例でしか知らない」。

この 生 き てい る 姿 、 オ ー ト ポ イ エ ー シ ス の 姿 を コ ン

(2)そのために、我々は、従来の還元・分析手法では

ピュータの世界に見出そうとしたのが、クリス・ラングトン

なく、合成手法によって、生命を研究すべきだとしてい

(Chris Langton)である。彼は、セルオートマトンを簡略化

る。
(3)さらにその合成によって、予測できない新たな性質

したコンウェーの「ライフゲーム」(1970)に夢中になる内

が創発(emergent)してくるだろう。

に、啓示を受ける。「ライフゲームの画面にふと目をやる
と、とんでもなくおもしろいパタンが展開していた。その

(4)また、その創発の過程として合成された要素間に生

瞬間だった。急に、部屋に誰かがいるような、強い感覚

態系が出来上がり、個々の要素がそのダイナミズムの影

にとらわれた。それは私の頭で判断したものではなくて、

響を受け始めるフィードバックが起こるであろう。

突然、誰かにつかまえられて、神経系がそのまま反射的

(5)前二者のうち、(3)はボトムアップ的アプローチであ

に反応したような何か強い衝撃だった」と、彼はその夜

り、(4)はトップダウン的アプローチであるが、どちらかだ

の体験を語っている。その衝撃から、機械が生命を表現

けではダメで、両方のアプローチを総合的に適用しなく

でき、それが生命を表現しているばかりでなく、それ自

てはダメであり、これを「コレクショニズム」と呼んだので

身も生命なのだという考えにいたるようになった。1987

ある。

年、そうした一連の研究を「人工生命」というアドバルー
人工生命の典型例としてあげられているのは、

ンをあげて新たな一歩にしようと、ロスアラモスにおいて、
コンピュータ関係者だけでなく、生物学、物理学、人類

Ray(1992)がコンピュータの中に作ったティエラと呼ばれ

学、社会学、経済学、芸術家を含めた約１６０人の研究

る人工生態系である。ティエラとはスペイン語で大地を

者を集めて会議が行われ、それ以降２年に１度開催さ

意味する。これは、パソコンの中で、プログラムが自己増

れている(服部,1994)。

殖を起こし行くもので、増殖するプログラムは、CPU 時

その前後、F.ヴァレラを中心とした、ヨーロッパにおける

間と、メモリ空間を奪い合うことになる。メモリ空間には限

人工生命会議が 1985 年より、また 1990 年には、人工動

りがあるので、タイムスタンプの古いものから消されて行

物 (animat) の 適 応 行 動 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム

く。そこにばらまかれたプログラムは、頭に 1111 がきて、

（Simulation on Adaptive Behavior)が開かれ始めてい

最後が 1110 で終わるようになっており、これが個体とし

る。

ての膜に相当するものである。プログラムが実行されると、

これらの他、人工生命にまつわる哲学思想上の展開も

(1)自分の大きさがどこからどこまでかを検証し（1111 で

見逃せない。イリヤ・プリゴジンの散逸構造理論(1971)、

始まり、1110 で終わるところが一個体とみなす）、(2)その

ルーマンの自己組織化の社会学、ローレンツによるカオ

大きさを記録する（最初の大きさは８０であった）。(3)次

スの発見(1963)、マンデルブロートのフラクタル集合、リ

に、自己増殖の過程が起き、自分のプログラムをコピー

ンデンマイヤーの L-システム、ミンスキーの「心の社会」

する。しかし、これだけでは、多様性が生じないので、

(1986)、それに、マトゥラーナ、ヴァレラのオートポイエー

(4)コピーの際に、突然変異の意味として、ビットが反転

シス(1991)などが、人工生命を醸し出す基盤でもあっ

する過程を僅かに入れてある。それには２種類あって、

た。

メモリ全体で一定の割合で変化してしまう背景ノイズとし

以上あげた領域は、人工生命を生み出す方向で存在

て１万回に１回の割合での、もう一つは、コピーエラーと

していたと言うよりは、それぞれの領域で展開がなされ

して、100-2500 回に１回の割合での、ビットの反転であ

ており、また互いに絡み合っていて、もっとも緩やかな共

る。
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ここで重要なのは、上記の突然変異によって、原型の

るものではなく、環境と反応して実行される要素行動

大きさ８０の途中で突然変異を起こしてしまい、1110 の

(competence)に分解され、それによる階層構造を持ちな

個体の尾部の符号が出てしまうことが当然あり得て、そ

がら各階層がある程度独立して働くようになっているの

の場合にも自分の境界を検証する過程が、1111 で始ま

ではないかと考えたのである。サブサンプションアーキ

り、1110 で終わるところを一個体とみなしてしまうために、

テクチャは、最初から開かれた空間で、何が起こるかし

プログラムとしての個体が、分裂したままコピーされて行

らされないままに、自律ロボットが放たれて、はじめは不

くことである。そうこうしているうちに、長さの短い個体が

十分な働きしか示さないが、その機能を繰り返し改良し

たくさん棲息するようになっていった。長さ４５の個体は、

て、その空間に適応してゆくという技術である。完成され

自己増殖過程を持たないプログラムであるが、他のプロ

た行動を細分化された反射的な要素行動に分割し、制

グラムの自己増殖過程に寄生して、自分を増やして

御プログラムはその要素行動の集まりとして書かれ、逐

いった。ところが、それに対抗するかのように、長さ７９の

次その集合を変えながら作られて行く。また、新たな要

個体は、その寄生体を増殖することを許さなかった。し

素行動も並列的に付け加わることによって、複雑な環境

かし、さらに長さ５１の個体は長さ７９の個体に寄生でき

に適応させて行くものである。最初のうちは、旧来の領

るようになった。さらに、寄生体に寄生する個体や、それ

域から強い反発にあったが、人工知能的なプログラムの

らの寄生体同士の情報のやり取りを横取りしてしまうと言

探索を行わず、簡単な回路に組み込めるため、サブサ

うものまで現れていったのである。

ンプションアーキテクチャによる応用技術が開発されて

最初の環境とプログラムの設定は、非常に単純である

きている。

ので、この様に多様な生き物が生まれてくることを、誰も

これまでの心理学は、表象された意識の象徴や記号

予想はしていなかったのである。これは、まさに、人工生

表現、あるいは、外に現れた行動だけを扱ってきた。し

命研究が目指す「創発(emergency)」である。だが、マ

かし、心理学の対象としている意識、心がどの様にボト

トゥラーナのオートポイエーシスの基準からするとどうな

ムアップ的に発生してくるのか、心の本質的なシステム

のであろうか。プログラムが勝手に自分の大きさを判断

的動きを理解しようとはしてこなかった。「意識は、脳細

してコピーを行っているので、自律性、入出力がない、

胞のセルオートマトン上に発生した人工生命である」とし

目的性がないという特性については、当てはまるであろ

たら、人工生命の明かりは、これまでのそのような心理

う。しかし、個体性、境界の自己決定に関しては、「1111

学のあり方を根本から変える可能性を持っている。重要

で始まり、1110 で終わる」という決定が T.Ray によって与

な点は、このような研究が、完成すれば、それは、モデ

えられたという点が気になるところだ。「1111 で始まり、

ルとしての心理学ではなく、心そのものを扱った研究が

1110 で終わる」という決定が、メモリ空間での駆け引きの

可能となるのである。

中で成り立ってきたものであるなら、オートポイエーシス

Wolfram(1994)は、１次元のオートマトンの行動が、上

に近づくであろう。例えば、メモリの奪い合いが起こった

記のアトラクタと似た分類がなされることを見出した。１次

ときに、「1111 で始まり、1110 で終わる」の基準だけは常

元状に並んだ３個のセルの 1/0 状態（2^3=8 通り）で次の

に侵されなかったなどの歴史性が必要になってくるかも

世代のセルの on/off が決まるという、単純なルールが存

しれない。しかし、個体性がないところで、奪い合いはど

在するだけであるが、その組み合わせは、８通りに対し

うして起こるのかという、問題が出てくるであろう。

てそれぞれ on/off あるから、2^8=256 通りあり、そのすべ
ての行動を実験してみたところ、以下の４種類のクラス

従来のロボットの研究は、閉じられた空間で、あらゆる

に分類された。

起こりうる場合を虱潰しに調べ上げ、それぞれへの対応

クラス I のセルオートマトンは、固定化した、均質な状

の一覧表を人工知能の形で持たされたものであった。

態に進化する。

それに対して、Brooks(1986)は、そのような手法ではい

クラス II のセルオートマトンは、限定した周期構造に進

つまで経っても複雑な環境で対応できるロボットの開発

化する。

はできないか、膨大な費用がかかりすぎるかであるとし

クラス III のセルオートマトンは、カオスの周期性の無

て、サブサンプションアーキテクチャを提唱した。それは、
認知科学の中で最近重視されている状況意味論とも通

いパタンを産み出し、ストレンジアトラクタに連合したカ

じる、状況性(situatedness)「実際に動かしてみないと何

オス行動に進化する。

も分からない」と具現性(embodiment)「知能はそもそも肉

クラス IV のセルオートマトンは、局所構造の複雑なパ

体を経て得た主観的な経験から分離することができな

タンを産み出し、非常に長い転移を持ち、しかも、持続

い」(ブルックス・シュタイン, 1994)という考え方に基底が

するダイナミックシステムの中でそれと似た方向を持つも

ある。そして、知能は、認識、モデル化、プランニング、

のが認められない。
アトラクタが 1 点である場合が、クラス I、リミットサイクル

課題実行、駆動系制御と言ったモジュールに分解され
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を描く場合がクラス II、ストレンジアトラクタを描く場合が

もとの I か II の状態に戻そうとするか、解体させてしまう

クラス III に相当するが、さらに複雑ではあるが、無秩序

であろうから、人間に気づかれてしまううちは、クラス IV

に見えないパタンを生み出すクラスがオートマトンの中

の状態は長続きしない。しかし、我々の意識は、その寿

に生まれうることを示したのである。

命と同じだけ続きうるほど、長生きである。しかし、それ

Langton(1991)は、この論文に影響を受け、あらゆるセ

は見せかけだけのものであるかもしれない。というのは、

ルオートマトンの行動を統一的に理解する枠組みを示

意識もクラス IV の状態はそう長くは続かず、もとの安定

した。

した概念的固定点か、周期的ルーチンワークや堂々め

各セルがＫ個の状態をもって、Ｎ個の隣接体をともなう

ぐりに戻ってしまう。しかし、意識空間の中において、働

とすると、そのＮ個のセル全体が取りうる可能な状態は、

いている意識は幾つもコピーを作っており、それが重な

ＫのＮ乗である。λパラメータは、静止状態に至らな

り合って束となって、意識の流れ＝自我が形成されてい

かった状態数の可能な状態数（ＫのＮ乗）に対する割合

るのかもしれない。そこでは、分身を作った意識は、さら

で、これが、０であるなら、すべて、静止状態クラス I とな

に上位へ、自己展開して行くと考えられないだろうか。

るし、１であれば、クラス III になる。こうして調べてみると、
５．アフォーダンス論

λ値が増大すると、だんだんと周期的状態が増えて行
き、0.45 のあたりで、複雑さが最高となり、それを越える

生きていることの本質が、動的に動き回り、環境と相互

と、複雑さは減ってカオス状態となることが分かったとい

作用しながら、自律的な境界を造っていくオートポイ

う。

エーシスにあるとするなら、この言葉が生まれる二十年

Langton(1991)は、決定論的世界を下のような図に表

以上前に、ギブソン(James J. Gibson, 1904-1979)は、そ

し、カオスの縁”edge of chaos”に複雑なシステムが出現

の姿に気がついていたのかもしれない。ギブソンは、ナ

し、おそらく生命のような複雑なものはここにいるのだと

チスドイツに追われアメリカに亡命して、スミスカレッジに

考えたのである。これについて電車を例にあげて考えて

奉職したコフカ(Kurt Koffka, 1886-1941)に、同じ大学で

みよう。電車の運行は決定論的世界である。クラス I の

影響を受ける。コフカはゲシュタルト心理学の創始者の

制止状態とは、電車が終電で停まっている状態である。

一人であるが、「行動的環境」という概念をギブソンに伝

クラス II の周期的状態とは、電車が定期的運転をしてい

えたのである。そして、ギブソンは、独自の知覚論を展

る状態で、日常生活はほとんどこの２つの状態に納まっ

開しはじめ(Gibson, 1966)、生態学的知覚論を確立して

ている。また、クラス III のカオス状態とは、電車や線路

いった(Gibson, 1979/85)のである。

が解体されてばらばらになっている廃虚の状態である。

この行動的環境の中で、ヒトを含めた動物が生かされ

しかし、クラス IV の複雑なシステムが発生する状態は、

ていることを考えたのである。生き残るために、環境を切

日常的に電車に乗っている我々には想像がつかない。

り開いて、新たなニッチ（生態学的地位）を得たとして、

例えば、電車が動くことの意味を知り始め、それまでの

その環境が与えてくれる、生きてゆくための情報がア

線路を逸脱して独自運行し出した場合であろうか。我々

フォーダンスである。このアフォーダンスを与えてくれる

の身の回りの道具、乗り物、機械は殆どクラス I,II の間で

のは、ただの環境そのものではなく、動物の身体的動き

動いていて、壊れればクラス III に移行するだけであり、

が行動的環境と切り結んだところから、与えられるわけ

クラス IV については殆ど想像もできないであろう。シー

で、オートポイエーシスが動的に環境の中を動き回りな

ソーで考えてみても、クラス IV に至るには、複雑さが足

がら、多様な構成要素を産出してそのうち自己に合うも

りないのである。だが、シーソーに子供達が乗っていると、

のだけを取り込む部分と見なすこともできる。

時折、実に複雑な動きを楽しんでいる光景にぶち当た

例えば、ユリカモメは、平らな場所に、同心円状に密

る。それは、単純に、ギッタンバッコンしていることに飽き

集して営巣地を構えるが、一方ミツユビカモメは、断崖

てきた子供達が、複雑で微妙なバランスをとり始める時

絶壁の小さな岩棚に営巣地を構える。密集しているユリ

である。人間が乗ることで、複雑な要素（自由度）が加

カモメは、親鳥が自分の卵や雛を模様や姿形、匂いで

わったのである。しかし、誰も乗らない、シーソーが自律

個体識別できるが、個別の岩棚に営巣しているミツユビ

してバランスを取り出すことなど、我々は考えたくもない

カモメは、自分の巣やひな鳥を岩の形状や場所で識別

ことであるが、生命のようなものは、かくして発生してきた

するが、雛の個体識別は遅い。また、ミツユビカモメの幼

のではないだろうか。

鳥は、攻撃されても、巣から落ちてしまうため走らないと
言われている。ユリカモメにとって、飛翔中に断崖を通

そうした機械の中の幽霊にも似た、我々の意識もまた、
上記のセルオートマトンのクラス I から IV までの状態変

過したとしても、営巣可能だというアフォーダンスは与え

化を示すはずである。しかし、機械やシステムにおいて

られない。また、ミツユビカモメにしても逆が成り立つ。生

は、クラス IV が出現すると、人間は、必ずそれを止めて

物にとって、環境は、生きていることと切り離せることが
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できず、生態系と生命が一環となった動的に閉じた閉

この TLE 系は、なかなか穴を掘らずに、枯れ枝を集めて

鎖系をなしている。どちらのカモメも、それぞれの環境で、

きて、地上に鳥の巣のような窪みを作って、そこをねぐら

育ってきていて、その生育環境が生き残ってきたことと

にしていた。しかし、２週間後には、どちらの系統も、本

切り離せない、即ち、環境の意味や価値（＝アフォーダ

来の野生の生活の仕方に戻って、地下に穴を掘って暮

ンス）を、生きている円環として直接知覚しているのであ

らし始め、石膏による型取りでは、どちらも、同じ様な複

る。

雑な地下経路を構築し、餌の貯蔵所や、子供の飼育室、

筑波情動系ラットの営巣地に関しても同様なことが見

寝室といった構造化された地下空間を持っていたことが

出されている(安念, 1986)。狭くて暗い箱に閉じこめられ

確認されたのである（図６、７）。

た後、ドアが開かれても外に出ようとしない方向に人為

筑波情動系ラットは、１０年程度の人為選択兄妹交配

的に選択交配されてきた THE 系のラットがいる。THE 系

によって、近交系化したとは言え、ユリカモメとミツユビカ

ラットは、新奇な場面では全く動けずに、恐怖のあまり、

モメほどの遺伝的な開きは無いため、最終的には、同じ

糞尿を漏らしてしまう。それは、屋外の 3.6m 四方の広い

様な地下道を造って営巣したといえよう。しかし、屋内の

空間でも同じで、暗くなるまで、数時間、THE 系は全く

実験室で、１５０年以上繁殖させられてきたラットが、初

動けなかった（図３）が、夜間の内に隅に穴を掘りはじめ、

めて出会った土のフィールドという環境は、その系統の

翌朝には、その窪みに身を潜めてしまった（図４）。

持っている遺伝的な行動特性と、明確に異なった切り結
びをして、全く異なるアフォーダンスを与えていたことに
なる。
こうしたことから、アフォーダンスは、ヒトの性格特性に
も同じことが言える上、生き物の様々なレベルで環境か
ら与えられ、個体毎に異なったり、種で共通していたり、
あるいは、さらに近縁種や、それ以上の属、綱、門、界

図３ フィールド投入後、数時

図４ 翌朝、THE 系ラットは、地

レベルで共通しているといったことや、もっと、下位のレ

間全く動けなかった THE 系。

下に潜った。

ベル、つまり個体を構成している機関、組織、細胞単位
で、アフォーダンスが共有されているといったことが成り

一方、狭くて暗い箱に閉じこめられた後、ドアが開か

立つ。このこと自体、オートポイエーシス単体が、カップ

れるとすぐ外に出ようとする方向に人為的に選択交配さ

リングや内包を繰り返して、複雑化していく姿と重なって

れてきた TＬE 系のラットの場合、同じく、3.6m 四方の広

いると言えるだろう。さらには、個体を超えた社会的な

い空間に同時刻に放たれた瞬間、動き回り始め、雄雌

カップリングでもオートポイエーシスが成り立つわけで、

で放たれたため、すぐに性行動を始めた（図５）。

特にヒトの世界においては、社会的アフォーダンスが問
題となってくる。
ティンバーゲンが述べた４つの問題設定の枠組み
(Tinbergen, 1963)を考えた３年後、ギブソンは、『知覚系
として捉えられる諸感官』において独創的な感覚器官の
システム論を世に出し、生態学的心理学への流れをつ
かんだのである。ティンバーゲンの枠組みからすると、ギ

図５ フィールド投入後、直ぐに
性行動を始めた TLE 系。

図６ TLE 系の掘った地下道の ブソンは、当時も、現在も主流となっている機構の問題
石膏取り像のイラスト。
を扱っているわけではなくて、生態学という個体間、個

体と環境との関係性という機能の問題を扱っていること
になる。機構の問題は、デカルト由来の心身二元論によ
る身体の構造に基づいていて、外界の情報が、感覚器
官で神経インパルスに変換され、神経系を伝って、脳で
処理され知覚が起こるという間接知覚論に繋がる。知覚
を担う身体の機械的構造を明らかにすることに主眼が
おかれ、それを意識する主体の心は、デカルトによれば
それとは全く相容れないものとしておかれ、脳によって、
騙されているかもしれないと説かれるのである。あるいは、
環境世界の内的表象を、神経系を介して、脳内に形成

図７ THE 系の掘った地下道の石膏取り像。

することが知覚であると考えられ、表象を構成する脳の
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ネットワーク構造が問題となる。

ローチ. 伊藤正男・佐伯胖編「認識し行動する脳」,

しかし、ギブソンは、情報は、はじめから最後まで、環
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境にあり、それを生き物が動き回りながら直接知覚する

安念保昌 2001
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の知覚が分節化してゆくのである。『探りを入れる』、『当
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The formation of vegetable mould,

through the action of worms, with observations of their
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立っていると考えるのは容易であるが、自由意志、知能

ギブソン, J.J.

を持った生き物が直接知覚するという枠組みが受け入

1985

古崎敬・古崎愛子・辻敬一郎・村瀬(訳)

『生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る』サイエンス社.

れがたいのも確かである。しかし、むしろ本能と考えられ

服部桂, 「人工生命の世界」, オーム社, 1994

ている行動において、環境の知覚が、不変項を見出す

河本英 夫 ,「オートポイエーシス第３世代システム」 , 青土

ごく一般的な知覚過程を経ていることに、ダーウィン

社,1995.

(Darwin, 1881/1982)は、ミミズ類が地面の巣穴の入り口

Langton,C.G.(ed.)

1989

"Artificial Life (The proceedings

を詰め物で塞ぐ行動の観察で気がつき、ミミズが知能を

of an Interdiciplinary Workshop on The Synthesis and

有していると述べている。詰め物、多くは葉や葉柄部で

Simulation of Living System held September 1987 in Los

あるが、のタイプや、どの様な方法で穴まで引っ張って

Alamos, New Mexico)", Addison-Wesley Publishing Co..

ゆくかを記録した結果、物体の尖頭部の形状が何であ

Langton,C.G.

るかによって、引っ張り込むかどうかを判断していること

1991

Life at the Edge of Chaos. in

C.G.Langton, C.Taylor, J.D.Farmer and S.Rasmussen (eds.),

が分かったという。そこで、ダーウィンは、ミミズが、物体

Artificial Life II., Addison-Wesley Publishing Co., pp.41-91.

の大まかな形状という、ある種の概念のようなものを獲得

マトゥラーナ, H.R.・ヴァレラ, F.J.

している可能性を指摘している。

1987

菅啓次郎(訳) 『知恵

1991

河本英夫(訳) 『オー

の樹』 朝日出版.

遺伝的に固定されているかに見える行動ですら、行動

マトゥラーナ, H.R.・ヴァレラ, F.J.

的環境のなかで知的にアフォーダンスを得ているとする

トポイエーシス』 国土社.

なら、自由意志を持った知能のとらえ方自体が、デカル

Morgan, C. L.

トの心身二元論、ひいては、アリストテレスの自然の階

1894

An introduction to comparative

psychology. London: Scott.

梯によるヒトの思い上がりからくる、間違ったとらえ方な

Ray,T.S.

1992

An approach to the synthesis of life. in

のかもしれない。あらゆる生き物は、行動的環境の中で、

C.G.Langton, C.Taylor, J.D.Farmer and S.Rasmussen (eds.),

知的にアフォーダンスを直接知覚しているだけで、生態

Artificial

学的地位をまだ見つけられていない場合に、我々は、

pp.371-408.

自由意志による知能的行動を振る舞っていると考えて

Tinbergen, N.

いただけなのかもしれない。
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A Reconsideration of How to Teach Tense and Aspect
from the Viewpoint of Cognitive Grammar

Takao IMAI
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

The current study tests the author’s hypothesis that EFL students may profit from learning about the cognitive
process which native speakers of English subconsciously possess. This may be particularly true of grammar,
vocabulary, and idiomatic expressions. This study focuses on grammar; especially the concept of tense and aspect.
When we consider how “educational grammar” is traditionally taught in Japanese junior or senior high schools, ideas
from cognitive linguistics may shed light on the learning process. The present study is one research project based on
this concept. It is also possible to speculate that not all, but most, grammatical features can be explained from the
following two standpoints: (1) Words or structures share the same core meaning if they share the same form (cf.
Bolinger:1977); or (2) Category membership is a gradient phenomenon (the prototype-based model of categorization).
Helping learners become aware of the cognitive processes of native speakers may enhance their learning efficiency.
An experiment to test this hypothesis was conducted to investigate the effects of cognitive awareness of the concept of
tense and aspect in English. One-hundred-and-twenty-five Japanese-speaking learners of English from four different
classes participated in the experiment as part of a class activity. The result of the experiment did not sufficiently
prove that the author’s new model of grammar is effective in improving learners’ ability, but nevertheless, it led the
author to conclude that teaching or learning about the cognitive awareness of grammar will provide motivation for
language learning.

Keyword: cognitive linguistics; tense and aspect; teaching English as a foreign language
1. Background

As might be expected, many students cannot answer
this question correctly. Of course, the students who

For the past few years, the author has been

gave the wrong answer differed according to their

presenting the sentence shown in (1) at the first

achievement level. The reason for their inability to

class meeting of each semester and has asked the

answer correctly is most likely rooted in the fact

students whether the bus is moving or not.

that most English textbooks explain that “be + -ing”
is called the continuous form and can be translated
into “shi-te-i-ru” in Japanese. If students simply

(1) The bus is stopping.

apply this translation rule to such an example as (1),
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the translation should be “Basu ga to-ma-tsu-te iru”.

categories: reading, listening, writing, speaking, and

That is why, even if the students cannot answer the

translation. The author strongly believes that the

author’s question given in the first class correctly,

fifth skill, translation, is the most difficult one and

they are not to blame. The English teachers,

learners can acquire it only after they have acquired

textbooks, or reference books that have given such

the other four skills. In addition, most learners of

explanations based on translation are responsible for

English do not need to master translation skills

the students’ error. The author does not necessarily

unless they want to be translators or interpreters.

think that the traditional way of explanation is the

In the context of English language teaching in

way to learn grammar. The progressive aspect is

Japan, however, most learners are forced to learn

thought to be an expression of tense, like a facial

this translation skill from the apprentice level. This

expression, and the core image is that “something is

is a very undesirable situation, but very few have

on the way.” That is why the meaning of example

questioned it. Furthermore, the kind of translation

(1) is as follows: the bus is in the process of

which has been imposed on senior high school

stopping, or, in other words, it has not yet stopped.

students is quite different from the translation that is

However, the most important factor in language

done by translators and interpreters. The former

learning is understanding what the sentence really

type of translation is called yakudoku, while the

means, and grammatical explanations should serve

latter form is called honyaku. The difference

that purpose. The traditional type of grammatical

between those two manners of translation is finely

rules most students have been taught do not always

discussed by Fujikake (1980: 3-13). Let us review

help learners unless the objective of learning

the explanation by Fujikake. As shown in Figure 1,

English is to be able to translate English into

the main difference is that translation in yakudoku is

Japanese, or, in other words, grammar for

a process to understand the meaning of English

yaku-doku. This sort of grammar may have been

sentences, while translation in honyaku is the goal.

beneficial in the Meiji Era, when the main objective

The manner of translation used in yakudoku is what

of learning English was to introduce Western ideas

is used in the Grammar-Translation Method. In this

and culture into Japan. Since the objective of

method, the English-Japanese dictionary and the

learning English gradually changed during the
twentieth century from “translation from L2 to L1”
to “being able to communicate in English,” the
teaching style of grammar should also now be
modified accordingly.
In learning a foreign language, it is important
to bear in mind that English cannot necessarily be
translated into Japanese. In fact, direct translation
can even prevent learners from understanding the

yakudoku

real meaning expressed in English sentences.

honnyaku

Related to this claim, it is a traditional Chinese

Figure 1: The difference between

practice to divide foreign language skills into five

yakudoku and honyaku.)
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traditional grammar rules which have been taught at

be appropriate for Japanese learners of English. For

school are used as the tools for translation. This

this reason, the author thinks that it would be

practice confirms that the English grammar which

desirable for the present teaching of school

has been taught in Japanese junior or senior high

grammar to be modified as soon as possible. It

schools is a grammar for translation. It is not a

should be clearly understood that any grammar rule

grammar for understanding the meaning of English

is just a working definition. The older ones should

sentences. Understanding what English sentences

always be replaced by better ones. This is the

mean is one thing, but translating English into

destiny of grammar. A new kind of educational

Japanese is quite another. This is a truism,

English grammar should be developed as soon as

considering the fact that native speakers of English

possible.

cannot translate English into Japanese unless they

Imai (2002) presented a new model for

are fluent in Japanese. Those who have acquired

understanding the concept of tense in relation to

English as a foreign language also know that they

aspect and modality. This paper presents a revised

can understand what English sentences mean before

version of my earlier model.

they can translate the English sentences into
2. A New Model for Tense and Aspect

Japanese or give grammatical explanations for them.
These facts demonstrate that the English grammar
which is taught in Japanese junior or senior high

Language ability reflects the way people

schools, what is called “school grammar,” might not

construe things or situations. Cognitive linguistics

progressive aspect
(be) + doing

Non-fact

Fact

A.

base form

A present form

B.

to do

B past form: distance

C.

modal(will/ must/should
/may/might) + do

from the …

perfective aspect

① present

(have) + done

---------------------② reality
③ listener

Figure 2: Tense in Relation to Aspect and Modality:
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states that humans have several cognitive abilities

Depending on the context, the core image of “being

and these abilities are embodied in fashion, cooking,

distant from something” can be interpreted in

sports, language, etc. Language is one vehicle for

roughly three different ways. One is distance from

realizing

of

the present. (c.f. (4)) Another is psychological

cognitive abilities are figure-ground separation,

distance from the reality. (c.f. (5a), (5b)) The other

figure-ground alternation, scanning, image schema

is psychological distance from the person you are

formation, and metonymy ability. The author

talking with. (c.f. (6)) The latter two cases are what

considers that grammatical ability is especially

is called subjunctive mood. Keeping a distance

based

away from the present situation or the fact makes

those

on

one

abilities.

of

these

figure-ground alternation.

Some

examples

cognitive

abilities:

Proceeding from this

the expression less direct, or more polite.

idea, Imai (2002) presented a new model for
learning tense in relation to aspect and modality.

(4) I went to Tokyo Disneyland last summer.

This paper presents an improved version of the

(5) a. If I knew more about computers, I

model, which is shown in Figure 2.

could fix this trouble.

This model considers that English has two

b. “We’ll be having a party this Saturday.

tenses: present tense and past tense. These two

Would you like to join us?” “I wish I

tenses represent events or situation; The present

could, but I have to study for the test next

tense indicates that a situation is construed as

Monday.

factual in the present as shown in the example

(6) What did you have in mind, madam?

sentences (1)-(3). Example (1) indicates that
“waking up at seven” happens everyday. Example

The next item to be considered by this paper is

(2) refers to the moment in which the act of

aspect.

someone coming back is realized. Since example

progressive and perfective. Each is treated as if it

(3) is a schedule on a calendar, it cannot be changed.

were one expression of tense. Progressive aspect

It is construed that “my birthday falling on Sunday”

indicates that something is on the way, while

is a fact at the time of the utterance, even though

perfective aspect means that some situation

“my birthday” hasn’t come yet. All these events are

happened in the past. In addition, this model

construed as factual in the present.

categorizes both present perfect and present

There

are

two

aspects

in

English:

continuous into the present tense, and also past
(1) I usually wake up at seven.

continuous and past perfect into the past tense. As

(2) I’ll tell him that you called as soon as he

was discussed in the background of this paper,
example (7) shows that the bus is still moving.

comes back.

Example (8) means that I injured my ankle and it is

(3) My birthday falls on Saturday this year.

not cured yet. The act of injuring my ankle occurred
By contrast. the past tense, in the author’s

in the past, but I still have the state of being injured.

view, should more appropriately be called “distance

Next, compare example (9) to example (10). In

form.” This name is more appropriate when

(9), the dog was still alive when the vet arrived,

considering the core image of the past form.

while in (10) it was dead, since progressive aspect
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indicates that something is on the way, while

usually been memorized as idiomatic expressions,

perfective aspect means that some situation

but I do not approve of such practices. These

happened in the past.

expressions can also be explained from the
viewpoint of the core image of tense and aspect

(7) The bus is stopping.

which the author has discussed so far. They are also

(8) I have injured my ankle.

motivated

(9) The dog was dying when the vet arrived.

conceptualizers construe a situation.

by

the

way

in

which

human

Consider examples (16) and (17). In (16), the

(10) The dog had died when the vet arrived.

speaker encourages something to happen, so that we
Next, consider items being categorized into

can feel the force of something being pushed. The

“non-fact.” All three items belonging to this

basic image of the preposition “to” is direction and

category have a “base form.” Base forms have no

goal. The act of studying abroad has not yet

tense, or have zero tense, which basically means

occurred, and so the base form is used. In (17), on

that the act indicated by the verb has not been

the other hand, the speaker discourages something,

completed yet. This is the core image of the “base

and consequently, someone can feel the force of

form.” In examples (11) and (12), the act shown by

something being pulled back. Unless something is

these sentences has not occurred yet. In other words,

happening or going to happen, it cannot be

what is ordered or suggested is not done at the time

discouraged. In this example, someone’s girlfriend

of the utterance. That is why the base form is used

is thinking of studying abroad. This implies that

in those examples. The same idea is true of the base

“studying abroad” has already started in her mind or

form which follows the modals as shown in (13).

imagination. That is why “doing” (studying) is used

This is also the case with “to + base form.” (c.f. (14)

here. The basic image of the preposition “from” is a

- (15)) The act shown by the verb following “will”

starting point. From this position, the speaker tries

or “to” has not been completed yet.

to pull something back, and so the expression “from
studying” is appropriate. The speaker wants his

(11) Calm down!

girlfriend to move back from the idea of studying

(12) I suggested to Jess that he buy a new car.

abroad. The core image of “V + to do construction”

(13) “There’s someone at the door. Can you

and “V + from doing construction” is shown in
Figure 3.

answer it?” “I’ll get it.”
(14) “Any plans for the weekend?” “I’m
going to study for the test.”
(15) The doctor advised my father to quit

to

smoking.

from
do

V

doing

V

Moreover, this idea can be applied to the difference
in meaning between the “to do” form and the

V + to do

V + from doing

“doing” form. As Imai (2002) discussed, such

Figure 3: The core image of “V + to do construction” and “V + from doing

expressions as those in examples (16)-(24) have

construction
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copy machine into the house by myself.

(16) I encouraged my girlfriend to study
abroad.
(17) I

discouraged

my

girlfriend

from

Moving on to some
more peripheral examples,

studying abroad.

the

author

thinks

the

Examples (18)-(20) can be understood in the same

figure-ground

way. In examples (18) and (19), the act following

ability explains why “doing”

“to” has not yet occurred, while in (20) the act

is chosen in these examples.

which follows the verb (finish) has already been

Consider, for the sake of

started and is on the way.

illustration, the phenomenon of the “figure-ground

alternation

Figure 4

segregation rule” as shown in Figure (4). This is
(18) I’ll tell him to attend the meeting.

one of the most significant cognitive abilities to

(19) Why did you decide not to talk to the

bear in mind. In such expressions as “suggest” or
“look forward to,” two pictures can be construed.

press about the incident?

One is the aspect that “something is not done yet,”

(20) Have you finished writing the term

while the other is that “we see something happening

paper?

or existing in our mind or imagination.” When we
Next, let us consider some peripheral cases.

“suggest” or “look forward to” something, the latter

When people “avoid” something, they are not going

image, that is, “something is happening” in the

toward it mentally, but most people feel that an

conceptualizer’s mind, is construed as the figure.

unwanted situation is coming towards them. That

That might be the reason why “doing” is chosen in

construal should be a reason why “doing” is chosen

these two cases, as shown in examples (23) and (24),

instead of “to do.” (c.f. (21)) In the case of

respectively.

“manage,” on the other hand, we are going toward
the destination mentally. (c.f. (22)) In order to

(23) I’m looking forward to skiing in Canada

succeed in doing something difficult, someone is

(24) I suggest talking to a lawyer before you
do anything.

trying hard to reach the goal. The author thinks that
the core meaning of “manage” might consist of two
parts: process and goal. What is foregrounded in the

Consider (23) more thoroughly. The meaning of

manage-frame is the process, not the goal. While

“look” is “turn your eyes.” The core image of

trying hard to complete something, the goal has not

“toward” is “moving, looking, or pointing in a

been reached, though. This aspect is backgrounding

particular direction.” In this example, the speaker is

in the manage-frame. That is why “to do” is

thinking about the future. Here the speaker uses the

appropriate here.

verb “look,” so something happening in the future
has to be seen or pictured in the speaker’s mind. If
the base form is used, we cannot see the action. If

(21) We want to avoid disappointing our

“-ing” is used, we can see it happening in our mind.

customers.

It is the reason why “doing,” instead of the base

(22) I finally managed to carry the heavy
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form, follows “to.”

speaker’s mind. If the base-form of verb is chosen,

Next, consider (24) more thoroughly. In order

no image exists in the speaker’s mind. That might

to understand the meaning of “suggest,” let us

be the reason why “doing” is chosen.

compare “suggest” with “advise,” both of whose

What, then, motivates the speaker to use one

meanings are similar.

of the constructions which were given in examples
(25) and (26)? The author thinks that, when we
suggest an idea or a plan, two aspects seems to be

(25) Stephanie suggested that I apply to this
university.

connoted in the suggest-frame: (a) an idea or a plan
is in the speaker’s mind, and (b) an idea or a plan

(26) Stephanie suggested my applying to this
university.

has not been realized yet. According to whichever
aspect of the suggest-frame the speaker wants to

(27) Stephanie advised me to apply to this
university.

foreground, the structure following “suggest”
should be chosen. If the speaker wants to

Oxford Advanced Learners’ Dictionary (OALD)

foreground (visualize) (a), the “suggest + doing”

defines the meanings of these verbs as follow:

construction, as in example (26), is chosen. If the
speaker wants to foreground (b), the “suggest +

suggest: to put forward an idea or a plan for other

that” construction, as in example (25), is chosen.

people;

This observation is compatible with Bolinger’s

advise: to tell somebody what you think they

(1977) claim that even if two expressions seem to

should do in a particular situation.

share the same meaning, there is some difference in
meaning between these two expressions as in (25)

According to the definitions given by OALD, the

and (26) unless they share the same form.

meaning of “advise” seems to be stronger than that

In (27), on the other hand, the “to + base

of “suggest.” These dictionary definitions are

form” follows “advise.” In this form, as was

compatible with the form each verb takes in

discussed regarding example (16), we feel the force

examples (25), (26), and (27).

of something being pushed. The basic image of the

In (25), the base form of verb is chosen inside

preposition “to” is direction and goal. That is, the

a “that-clause.” The core image of “that” is

meaning of the “verb + person + to do” structure is

attracting someone’s attention. The content the

that someone is being pushed in the direction of a

speaker suggests has not been realized yet. That is

certain act. Since the act has not occurred at the

the reason why the base form of verb is chosen.

time of the utterance, the “base- form” follows “to.”

In (26), “doing” is chosen. The core image of

These observations led the author to conclude that

“doing” is “something is happening” or “something

the meaning of “advise” is stronger than that of

is on the way.” When “doing” is used with

“suggest,” and the difference in meaning is

“suggest,” the meaning of “doing” is interpreted as

embodied in the form of construction.

“something is happening” in the speaker’s mind.

Whenever discussing cognitive motivation,

When people put forward an idea or a plan for other

however, particular attention should be given to

people, the idea or the plan must exist in the

Kawakami (1996: 50). He contends that cognitive
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3. 3. Materials

motivation is not what can be predicted–that is, the
relationship

between

the

prototype

and

the

The test questions used in the pre-test and the

extensions generally cannot be foreseen. Instead,

post-test were multiple choice, the same format as

some effort should be made to understand the

the grammar and vocabulary section of the Daigaku

reasons why such extensions occur in native speech

Nyushi Center Test. The testing points reflected the

and why the expressions have come to be used

items which were given in the author’s model

habitually.

presented in Figure 2. A total of twenty questions,
3. Survey

ten for the pre-test and ten for the post-test, were

3. 1. Purpose

given. In addition to the grammar questions, a

The present survey was designed based on the

questionnaire was also conducted in the post-test.

new model for learning tense and aspect in English

The questionnaire asked the subjects about the

introduced in section 2, for the purpose of

following four items: a) how long the subjects

investigating whether the author’s model is helpful

studied for the post-test; b) how well the subjects

for learners to acquire the concept of tense and

thought they did the test; c) whether the subjects

aspect in relation to modality.

thought they are good at English or not; d) what the
subjects thought about the learning material given

3. 2. Participants and Procedure

as an assignment.

A total of 125 university students participated
3. 4. Results

in this survey. About half of the subjects were
students at a public university, the other half were

The deviation value of both the pre-test and

students at a private university. They were divided

the post-test was calculated, and the score was

into two groups: Group A (G-A) and Group B

defined as “learning effect.” The differences in

(G-B); however, both public and private university

scores between the subjects who were given the

students are included in both groups. All the

traditional grammar model (S-Level Learning) and

subjects were asked to answer 10 questions about

those given the author’s new model (D-Level

tense, aspect, and modals in the pre-test. Then the

Learning) were compared. “One-way” Analysis of

subjects in G-A were given an assignment to learn

Variance (ANOVA) was employed where D/S-Level

about tense, aspect, and modals by using the model

Learning was the subject factor. The results of the

presented in section 2. The subjects in G-B, on the

ANOVA indicated that the main effect of G-A was

other hand, were directed to learn tense, aspect, and

not significant (F<1).

modals in the same way as high school grammar

As for whether the learning materials given

books explain these matters. The post-test was

were easy to understand, “One-way” Analysis of

given to both G-A and G-B one week after the

Variance (ANOVA) was also employed where

pretest. The testing points of the post-test were the

D/S-Level Learning was the subject factor. The

same as those of the pre-test, but different contexts

main effect of G-A was significant (F=7.43,

were given. The author designated the former style

df=1/124, P<.01).

1

as D-Level Learning and the latter as S-Level

As for how well the subjects thought they had

1

Learning .

performed in the post-test, a “Two-way” Analysis of
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Variance (ANOVA) was employed where D/S-Level

the effectiveness of the author’s approach. Instead,

Learning and pre/post tests were the subject factors.

to prove the effect of cognitive awareness of the

Only the main effect of S-Level Learning was

concept of tense and aspect, a new type of test

significant (F=10.59, df=1/125, p<.01).

method which could measure D-Level Learning
ability should be developed.

4. Discussion
Notes

1.

While the present study did not prove

D-Level Learning and S-Level Learning are

statistically that D-Level Learning was more

terms invented by the author. D and S here

effective than S-Level Learning, the study proved

indicate “deep” and “surface,” respectively. In

that D-Level Learning was effective because it is

D-Level Learning, learners are more likely to

easier for the subjects to understand the concept of

understand the image of tense and aspect in

tense and aspect.

relation to the cognitive process. In S-Level
Learning,

Although the post-test happened to be more

by

contrast,

learners

simply

difficult than the pre-test, the subjects who learned

remember the Japanese equivalents for tense

the concept of tense and aspect through the author’s

and aspect.

new model did not lose confidence during the post
test. The subjects who learned the concept of tense

References:

and aspect through the traditional method, on the

・

other hand, lost confidence during the post-test.

・

The author tried to prove the impact of

Bolinger, D. (1977). Meaning and Form. London
and New York: Longman.
藤掛庄市 (1980).『変革の英語教育』東京：学文
社

cognitive awareness on the concept of tense and

・

aspect, but the main effect of learning about

Imai, Takao (2002). “A Suggestion on How to Teach
English Grammar (Ⅰ) － Tense in subordinate

cognitive motivation was not significant. The

clauses of time or condition” －『中部地区英語教

learners stated, however, it was very helpful to

育学会紀要』第 31 号 pp.201-208

know the cognitive motivation of grammar rules.

・

One reason for this result is that almost all

-------------- (2003). “A Suggestion on How to Teach
English Grammar (Ⅱ)－ How to Teach Tense in

motivated learners at university level already have

Relation to Aspect and Modality” －『中部地区英

enough knowledge of vocabulary, syntactic rules,

語教育学会紀要』第 32 号 pp.79-86

and more transparent idioms. Another reason is that

・

current test methods are not necessarily suitable for

河上誓作 (1996).『認知言語学の基礎』東京：研
究社出版

measuring D-Level Learning ability. Regardless of
whether they understand the concept of tense and

※この論文は、2004.8 に全国英語教育学会（長野研

aspect in D-Level or in S-Level, learners can answer

究大会）の自由研究発表にて口頭発表したものに加

the questions on such tests. That is why the effect of

筆・修正を加えたものである。

D-Level Learning cannot be reflected in raw scores.
That is also why grammar, vocabulary, and more
transparent idioms do not necessarily help to prove
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◇風景の会
代表：松井

和弘（創画会）

1986 年に結成された風景の会は、多様な風景画の世界でそれぞれが独自の境地
を追及している作家たちの集まり。本会は、ひとりひとりが拠って立つ表現形式や
技法、芸術論の違いを認め、尊重しあいながら、来るべき新しい世紀にむかって風
景画のあるべき姿を切り開いてゆくことを目的として、東海地方の日本画作家、洋
画作家が会派を越えて結集し、活動を開始。
平成 12 年には 15 周年を記念し、初めて中部地方を飛び出し、画題を北方四島に
求めた展覧会を全国４会場で開催。現地の島民と交流するとともに、これまであま
り知られることのなかった北方四島の現在の姿を取材し、各地で大きな反響を呼ん
だ。平成５年度愛知県芸術文化選奨文化賞受賞。

1986 ◇

第１回 創立記念風景の会絵画展

～中部画廊に新しい風を

松坂屋美術画廊
1987 ◇

第２回 風景の会絵画展

～木曽三川を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館
1988 ◇

第３回 風景の会絵画展

～街道を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館
1989 ◇

第４回 風景の会絵画展

～現代尾張百景を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館
1990 ◇

第５回 風景の会絵画展

～白川郷を描く

松坂屋美術画廊・白川郷小学校体育館・刈谷美術館
1991 ◇

第６回 風景の会絵画展

～私と風景

松坂屋美術画廊・刈谷美術館
1992 ◇

第７回 風景の会絵画展

～三河を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館
1993 ◇

第８回 風景の会絵画展

～木曽路を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館・木曽文化公園産業文化センター
1994 ◇

第９回 風景の会絵画展

～伊勢・島を描く

松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム
四日市松坂屋催事場
1995 ◇

第 10 回 10 周年記念風景の会絵画展

～平成の富嶽百景

松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム
浜松松菱百貨店催事場
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1996 ◇

第 11 回 風景の会絵画展

～風

松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
1997 ◇

第 12 回 風景の会絵画展

～奥飛騨を描く

松坂屋美術画廊・神岡町中央公民館
古川町総合会館・豊川桜ヶ丘ミュージアム
1998 ◇

第 13 回 風景の会絵画展

～びわ湖－近江路を行く

松坂屋美術画廊・長浜文化芸術会館
豊川桜ヶ丘ミュージアム
1999 ◇

第 14 回 風景の会絵画展

～とよかわを描く

松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
2000 ◇

第 15 回 風景の会絵画展

～北方四島を描く”北の島はいま”

根室市総合文化会館・松坂屋美術画廊
上野松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
2001 ◇

第 16 回 風景の会絵画展

～21 世紀に残したい風景

松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
2002 ◇

第 17 回 風景の会絵画展

～加賀百万石を描く

松坂屋美術画廊・石川七尾美術館・金沢文化ホール
豊川桜ヶ丘ミュージアム
2003 ◇

第 18 回 風景の会絵画展

～まつりを描く

松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
2004 ◇

第 19 回 風景の会絵画展

～ぎふ三十六景を描く

ぎふシネックスホール・松坂屋美術画廊
豊川桜ヶ丘ミュージアム
2005 ◇

2005 年日本国際博覧会「愛・地球博」記念万博百景展
愛知県美術館ギャラリー・豊川桜ヶ丘ミュージアム
愛・地球博会場内 EXPO ギャラリー・松坂屋南館ホール

2006 ◇

第 21 回 風景の会絵画展

～藤前干潟から海上の森へ

松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム
2007 ◇

第 22 回 風景の会絵画展

～伊那谷・南信州を描く

松坂屋美術画廊・長野県伊那文化会館
豊川桜ヶ丘ミュージアム

松井 和弘
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「黄山湧雲」 90.9×116.7

第１回風景の会絵画展

1986 年

「寂」 65.2×90.9

第２回風景の会絵画展
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1987 年

原著

「御油の松」 116.7×90.9

第３回風景の会絵画展

1988 年

「神宮」 90.9×116.7

第４回風景の会絵画展
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1989 年

原著

「白水の滝」 116.7×90.9

第５回風景の会絵画展

1990 年

「春宵」 72.7×90.9

第６回風景の会絵画展
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1991 年

原著

「三河路にて」 72.7×90.9

第７回風景の会絵画展

1992 年

「五倍子の頃（志摩半島）」 65.2×90.9

第８回風景の会絵画展
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1993 年

原著

「芽ぶきの頃」 60.6×72.7

第９回風景の会絵画展

1994 年

「精進湖の春」 90.9×116.7

１０周年記念風景の会絵画展

39

1995 年

原著

「いずみ･映」 72.7×90.9

第１１回風景の会絵画展

1996 年

「春おぼろ（神岡町山吹峠）」 90.9×116.7

第１２回風景の会絵画展

40

1997 年

原著

「ハナウドの咲く」 72.7×90.7

第１３回風景の会絵画展

1998 年

「駒場の池（駒場調整池）」 90.9×116.7

第１４回風景の会絵画展
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1999 年

原著

「残された轍（ルイバキ択堤島）」 90.9×116.7

第１５回風景の会絵画展

2000 年

「立山連峰を望む（富山雨晴海岸）」 62.9×90.9

第１６回風景の会絵画展
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2001 年

原著

「根上松（金沢兼六園）」 62.9×90.9

第１７回風景の会絵画展

2002 年

「水の宴（岐阜白川村）」 62.9×90.9

第１８回風景の会絵画展
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1986 年

原著

「梅旬（岐阜梅林公園）」 62.9×90.9

第１９回風景の会絵画展

2004 年

「踊るサテュロス（グローバル・コモンイタリア館）」90.9×62.9

第２０回万博百景展

44

2005 年

原著

「楽園（藤前干潟）」 62.9×90.9

第２１回風景の会絵画展

2006 年

「紅葉・光前寺」 62.9×90.9

第２２回風景の会絵画展
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2007 年

原著
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酸処理澱粉の脂質導入に関する研究
～肥満予防の観点から～
Studies on Introduction of Lipid into Acid Treatment Starch Granule
- In terms of Fatness Prevention -

伊藤友美・松井秀親*・安達卓生*・山田哲也*
愛知みずほ大学人間科学部（兼短期大学部），*名城大学農学部

Tomomi ITO, Hidechika MATSUI*, Takuo ADACHI* and Tetsuya YAMADA*
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College(Aichi Mizuho Junior College), *Faculty of Agriculture, Meijo University

Abstract
Eight species starch granules (normal-maize, amylo-maize, waxy-maize, wheat, potato, sweet-potato, cassava and
sago) were treated in the three different acidic n-butanol solutions { one ml of aqueous hydrochloric acid solutions (1N,
2N and 4N, respectively) were added to n-butanol (20ml) } for 3 days at 50℃.
After acid treatment, these granules were thoroughly washed with ethanol and suspended in water under gentle
shaking for extraction of soluble portion in these granules for 5h at 50℃. SEM image of the dried acid-water treatment
starches ( AWTS ) showed that they have slots and cracks at their surface.
The hydrolysis ratios of AWTS were 23% – 70%. Hydrolysis ratios of amylose in AWTS were estimated by Iodine
color method. Amylose in Amylo-maize was more hydrolyzed than that of Normal-maize. In spite of high degradation
of granule, amylose in wheat was the most resistant. The above results suggest that situation of amylose in starch
granule might be different among starch species, and it might affect on resistance against acid attack. Introduction of
two kinds of lipid { 1) fatty acid mixture ( methyl oleate : methyl palmitate = 3 : 1 ), and 2) rape seed oil } into AWTS
was done under ultra high pressure ( 600Mpa ) for 30min at 30℃. The results of incorporated lipid volume were
various among starch species, acid conditions and lipid species. The best was 115% in the case of waxy-maize ( 2N
acid ) in rape seed oil.
Keyword: starch granule ; acid treatment and water extract ; starch with incorporated lipid by ultra high pressure

１．緒言

そこで我々は澱粉粒内に脂質を導入した食品素材

肥満は糖尿病や高血圧，高脂血症などの生活習慣

の開発を試みた．そなわち，澱粉に孔を空け，そこ

病につながり，これらをメタボリックシンドローム

へ脂質を導入することにより，単に脂質を 10g 摂取

と称して注目されている．肥満の原因の１つに脂質

すると 90kcal のエネルギーになるのが，半分を澱粉

の摂取量増加があり，エネルギー摂取量に占める脂

に置き換えると 65kcal になり，摂取エネルギーを抑

質からのエネルギー割合である脂質エネルギー比率

えることができるので，ダイエット食品に利用でき

は年々増加している．そのため近年，食品素材の開

るものと考えた．

発が進み，特にダイエット食品が注目を集めている．

脂質包摂澱粉については，すでにサンエイ糖化㈱
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で開発されている

1),2)

が，孔を空けるために高価な

酸処理澱粉を水抽出後遠心分離した上澄み液の全
3)

酵素を用い，それを除去するために時間がかかると

糖量測定を，フェノール-硫酸法

いう欠点がある．そこで本研究では酸処理により孔

すなわち，希釈した上澄み液（1.0ml）に 5％フェノ

を空けることを試みた．酸処理方法は「Nägeli デキ

ール（1.0ml）を加えて混合し，さらに濃硫酸（5.0ml）

ストリン」の調製法と呼ばれているが，我々は酸濃

を速やかに入れてよく混合した．放冷後，分光光度

度を変化させて処理することにより澱粉が分解され，

計（日本分光製）を用いて 490nm の吸光度を測定し，

微細な孔が生じることをすでに報告

3)

している．し

により測定した．

検量線から全糖量を求めた．
(7)ヨウ素澱粉反応測定 4)

かし酸処理だけでは孔が微細で分解した糖が澱粉粒
内に残っているため，脂質が入り難いと思われる．

水抽出澱粉（50mg）を 20％水酸化ナトリウム
（5ml）

そこで，酸処理後に水抽出を行うことで有孔澱粉を

に溶解し，蒸留水（45ml）で希釈後，塩酸で中和，

調製し，その性状を調べるとともに，超高圧処理に

さらに 10 倍希釈した．その溶液（3ml）に 0.01N ヨ

より脂質を導入して脂質導入澱粉を調製し，新規食

ウ素溶液 (0.1ml)を添加し，分光光度計（日本分光

品素材として利用可能かどうか検討した．

製）を用いて吸収スペクトルを測定した．測定波長
は 450nm～750nm で行った．各スペクトルから最大

２．試料および実験方法

吸収波長（λmax）を求めた．また 680nm の吸光度

(1)実験材料

とフェノール-硫酸法

3)

で求めた試料溶液の全糖量

から，青価（Blue value）を計算した．

実験に用いた澱粉は，トウモロコシ澱粉（ノーマル，ワ

(8)走査型電子顕微鏡観察

キシー，アミロの３種類，いずれも日本食品化工㈱製），

酸処理澱粉と水抽出澱粉を日立イオンスパッター

小麦澱粉（グリコ栄養食品㈱製）、馬鈴薯澱粉（黒柳製

日立製）で Au-Pt 蒸着処理後，走査型電

粉製），サツマイモ澱粉（サンエイ糖化㈱製），キャッサ

（E-1010

バ澱粉（サンエイ糖化㈱提供），サゴ澱粉（サンエイ糖化

子顕微鏡（S-3000H 型

㈱提供）の８種類を用いた．脂質にはオレイン酸メチル

観察した．

日立製）を用いて 3000 倍で

（和光純薬工業㈱製）とパルミチン酸メチル（和光純薬
工業㈱製）の３対１混合物と市販のキャノーラ油（日清キ

３．結果および考察

ャノーラ製）を用いた．

(1)水抽出による分解割合

(2)酸処理法 4)

各試料澱粉を各濃度で酸処理および水抽出した抽

各試料澱粉（5g）にブタノール（20ml）と 1N, 2N, 4N の

出液の糖量から澱粉の分解度（％）を算出した．そ

各 濃 度 に 調 製 し た 塩 酸 （ 1ml ） を 加 え ， 軽 く 振 盪 し て

の結果を Fig. 1 に示した．

50 ℃ ， 72 時 間 反 応 さ せ た ． 反 応 後 ， 遠 心 分 離
（3000rpm,15min）し，沈澱部をエタノールで十分洗浄

120
1N

後，エーテルで洗浄，乾燥したものを酸処理澱粉（Acid

2N

4N

100
Hydrolysis ratio(%)

treatment starch）とした．
(3)水抽出法
酸処理澱粉（1g）に蒸留水（15ml）加え，50℃で 5 時間
振盪抽出後，遠心分離（3000rpm,15min）し，沈澱部を

80
60
40
20

十分エタノールで洗浄後，エーテルで洗浄，乾燥したも
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水抽出澱粉（0.3g）に脂質（3ml）を加え，ポリエチレン

M

ai

ze

(n
o

(4)脂質導入（高圧処理法）

ax
y)

0

のを水抽出澱粉（Water extract starch）とした．

の袋に密閉し，超高圧処理機 MFP7000（MITUBISHI
製）で超高圧処理（600MPa, 30℃, 30min）した．処理後，
Fig. 1 Hydrolysis ratio of acid-water treatment starch

全量をエッペンドルフチューブに移し，遠心分離
（12000rpm, 0℃, 10min）して上清を除去後，倒置して
付着している脂質を取り除き、脂質導入澱粉とした．

どの澱粉も 25～70％分解されていることから澱粉

(5)吸着脂質量

が酸処理により分解され，水抽出により溶け出した

導入前の水抽出澱粉の重量を脂質導入澱粉の重量

ことが示唆される．また，ワキシートウモロコシ澱

から差し引いた値を澱粉に吸着した吸着脂質量とした．

粉と小麦澱粉は 1N でも分解が進み過ぎて細分化し

(6)全糖量測定

て見かけの値が逆転しているが、それ以外の澱粉粒
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は，酸濃度が高くなる程分解が進んでいることがわ

した．ワキシートウモロコシ澱粉とキャッサバ澱粉

かる．

においては，1N の酸で 70～80％まで分解されている

(2)ヨウ素澱粉反応

ので酸の濃度がそれ以上高くなっても値は低下しな

各種澱粉を各濃度で酸分解および水抽出処理した

かった．しかし、その他の澱粉においては酸濃度が

澱粉のヨウ素澱粉反応の結果を Table 1-1 および

高い程，低下していた．また，アミロース含量を高

Table1-2 に示した．一般に最大吸収波長（λmax）

めたアミロトウモロコシ澱粉は，一般に糊化し難い

は澱粉粒に存在するアミロースの長さを，青価（Blue

と言われているが，2N，4N の酸で 80％近く値が低下

value）はアミロースの量を表す．

していることから，むしろノーマルよりアミロのア

その結果，どの澱粉においても最大吸収波長（λmax）
，

ミロースが酸に切れ易いことがわかり，酸処理によ

青価（Blue value）ともにコントロールである生澱

り非結晶領域のアミロースが選択的に切れることが

粉に比べ，酸処理および水抽出澱粉の方が値が低く，

示唆される．このことは前報告 2)と一致する．

また酸濃度が高くなる程，その値が低くなることか

(3)走査型電子顕微鏡観察
各澱粉を酸処理した後と水抽出した後の澱粉粒を

ら，酸によって鎖が切れ，短鎖が増加したことが示

走査型電子顕微鏡で 3000 倍で観察した．その結果を

唆される．

Fig. 2-1 から Fig. 2-8 に示した．
Table 1-1 Iodine color reaction (λmax) of acid-water
treatment starch
λmax (nm)
Control

1N

2N

4N

Maize(normal)

603

578

578

577

Maize(amylo)

603

572

558

557

Maize(waxy)

540

-

-

-

Wheat

611

582

577

571

Potato

603

566

558

561

Sweet potato

604

564

564

565

Cassava

604

570

563

564

Sago

619

574

562

565

Table 1-2 Iodine color reaction (Blue value) of

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Fig. 2-1 Scanning electron micrographs of acid-water

acid-water treatment starch

treatment maize (nomal) starch (×3000)

Blue value*(Abs./100mg of starch)
Control

1N

2N

4N

Maize(normal)

0.256 (100)

0.137 (54)

0.116 (45)

0.110 (43)

Maize(amylo)

0.445 (100)

0.226 (51)

0.097 (22)

0.087 (20)

Maize(waxy)

0.036 (100)

0.007 (19)

0.007 (19)

0.008 (22)

Wheat

0.280 (100)

0.203 (73)

0.139 (50)

0.129 (46)

Potato

0.265 (100)

0.087 (33)

0.066 (25)

0.044 (17)

Sweet potato

0.258 (100)

0.080 (31)

0.073 (28)

0.046 (18)

Cassava

0.223 (100)

0.061 (27)

0.062 (28)

0.062 (28)

Sago

0.304 (100)

0.093 (31)

0.046 (15)

0.067 (22)

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

* Blue value is coefficient of absorbance at 680nm.
( ), Rate for blue value of control

Table1-2 の（

）内はコントロールである生澱粉の

Fig. 2-2 Scanning electron micrographs of acid-water

Blue value 値に対する水抽出処理澱粉の値を％で示

treatment maize (amylo) starch (×3000)
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1N HCl treatment

2N HCl treatment

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Fig. 2-3 Scanning electron micrographs of acid-water

Fig. 2-6 Scanning electron micrographs of acid-water

treatment maize (waxy) starch (×3000)

treatment sweet potato starch (×3000)

1N HCl treatment

2N HCl treatment

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Fig. 2-4 Scanning electron micrographs of acid-water

Fig. 2-7 Scanning electron micrographs of acid-water

treatment wheat starch (×3000)

treatment cassava starch (×3000)

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

1N HCl treatment

2N HCl treatment

Water extraction treatment

Water extraction treatment

Fig. 2-5 Scanning electron micrographs of acid-water

Fig. 2-8 Scanning electron micrographs of acid-water

treatment potato starch (×3000)

treatment sago starch (×3000)
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どの澱粉粒においても上の酸処理後の澱粉粒では表

着割合（Fig. 3-2）では，酸処理澱粉の方が多く脂

面にシワや孔が確認できる程度であるが，下の水抽

質を吸着している傾向がみられた．このことから，

出後ではくぼみや亀裂になり，孔から出てきた破片

酸処理によって澱粉粒の表面構造が変化したことが

のようなものがまわりに確認された．このことから

示唆される．また，1N と 2N を比較すると，オレイ

澱粉粒内部で分解が起こっていることがわかる．し

ン酸とパルミチン酸を 3:1 で混合した脂肪酸では，

かし，澱粉粒の外観に比べて水抽出による分解割合

ほとんどの澱粉において 2N で酸処理した澱粉の方

（Fig. 1）の分解が著しいことから抵抗性のある粒

が，吸着脂質量が高い値を示したのに対し，キャノ

とない粒が分布していて均一に分解されるのではな

ーラ油では，1N で酸処理した澱粉の方が吸着脂質量

いことが示唆される．

が高く，ワキシートウモロコシ澱粉が最も高い値を

水抽出により，孔がはっきりと確認できるものと推

示した．このことから，脂質の種類の違い（脂肪酸

測していたが，予想以上にくぼみや亀裂が多くみら

メチルとトリグリセリド）で異なる挙動を示すこと

れた．なお，4N の澱粉粒は損傷が大きかったため，

が示唆された．

脂質導入は 1N と 2N で行った．

(5)脂質導入澱粉のエネルギー量

(4)脂質導入澱粉の吸着脂質量

脂質導入澱粉 10g 当たりのエネルギーを算出し，

酸処理および水抽出澱粉に対する吸着した脂質量

Table 2-1 および Table 2-2 に示した．その結果，

の割合（％）を Fig. 3-1 および Fig.3-2 に示した．

最もカロリーが低かったのは，2N で酸処理した馬鈴
薯澱粉で，脂肪酸（Table 2-1）では 56kcal，キャ
ノーラ油（Table 2-2）では 59kcal であった．脂質
10g 摂取すると 90kcal になることから，それぞれ

120
Ratio of incoporatef lipid(%)

38％，34％エネルギーを抑制できる．このことから，

Methyl oleate and Methyl palmitate

100

低カロリー油脂として利用できると思われる．

80
60

Table 2-1 Energy of starch with incorporated lipid

40

Methyl oleate and methyl palmitate

20

Control

1N

Sa
go

Ca
ss
av
a

ot
at
o
Sw
ee
tp

Po
ta
to

he
at
W

ai
ze
(w

yl
o)
M

al
)

ai
ze
(a
m

rm

M

ai
ze
(n
o
M

ax
y)

0

Maize(normal)

2N

Control

1N

2N

61kcal

60kcal

59kcal

Maize(amylo)

64kcal

59kcal

61kcal

Maize(waxy)

63kcal

61kcal

60kcal

Fig. 3-1 Rate of incorporated lipid (Methyl oleate-

Wheat

62kcal

58kcal

58kcal

methyl palmitate mixture ) to starch

Potato

60kcal

55kcal

56kcal

120
Ratio of incorporated lipid(%)

Rape seed oil
100
80

Sweet potato

63kcal

58kcal

60kcal

Cassava

60kcal

58kcal

58kcal

Sago

59kcal

56kcal

57kcal

kcal/10g starch incorporated lipid

60
40

Table 2-2 Energy of starch with incorporated lipid

20

Rape seed oil

0

62kcal

Maize(waxy)

65kcal

66kcal

62kcal

Wheat

62kcal

64kcal

61kcal

Potato

61kcal

61kcal

59kcal

その結果，オレイン酸とパルミチン酸を 3:1 で混合

Sweet potato

64kcal

62kcal

61kcal

した脂肪酸メチルの吸着割合（Fig. 3-1）では，コン

Cassava

61kcal

63kcal

60kcal

トロールである生澱粉の方が多く脂質を吸着してい

Sago

61kcal

62kcal

60kcal

るが，市販のキャノーラ油（トリグリセリド）の吸

kcal/10g starch incorporated lipid

Sa
g

po
ta
to
ee
t
Sw

ax
y
M
ai
ze
(w

(a
m
ai
ze
M

(n
or
m
ai
ze
M

o

61kcal

60kcal

Ca
ss
av
a

61kcal

66kcal

Po
ta
to

64kcal

Maize(amylo)

W
he
at

Maize(normal)

)

2N

yl
o)

1N

al
)

Control

Control

1N

2N

Fig. 3-2 Rate of incorporated lipid (Rape seed oil) to
starch
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6) Takeda,

C.,

Takeda,

Y.

and

Hizukuri,

S.,

Physicochemical Properties of Lily Starch. Cereal
Chem., 60, 212-216(1983).

４．要約
8 種類の澱粉を 1N-4N で酸処理し，さらに水抽出
することで有孔澱粉を調製した．この酸処理および
水抽出澱粉の性状を調べるとともに，2 種類の脂質
を高圧処理により導入し，脂質導入澱粉を調製した．
この脂質導入澱粉が新規食品素材として利用できる
か検討した，
・ 酸処理および水抽出処理により，どの澱粉粒も予
想に反して空孔が見られず外部から削られている
ものが多かった．また，外見的な変化は少なくて
も，青価や分解割合からみると分解が著しく起こ
っていることから，抵抗性のある粒とない粒が分
布していて均一に分解されるのではないことが示
唆される．
・ 酸処理および水抽出澱粉を超高圧処理により 2
種類の脂質（脂肪酸メチルとトリグリセリド）を
導入したところ，脂質の種類により吸着（導入）
脂質量は異なる挙動を示した，また脂肪酸メチル
を導入した澱粉においては，酸処理および水抽出
した澱粉粒よりも生澱粉粒の方がよく脂質を吸着
（導入）したことから，酸処理により，澱粉粒の
表面構造が変化したと思われた．
・ 脂質導入澱粉のエネルギーを比較した結果，馬鈴
薯澱粉に脂質を導入したものが最もエネルギーが
低く，
脂質のみ摂取した場合に比べて 34 から 38％
エネルギーを抑制できることから，低カロリー油
脂として利用が期待できるものと思われる．
５．参考文献
1) 小石眞純，本田宏隆，鈴木一正，伊藤房直，多孔
性担体及びこれを用いた製剤，並びにそれらの製
造方法，特開平 5-112469 号(1993.5.7).
2) 石井孝典，長谷川信弘，勝呂公明，鈴木一正，粉
末製剤及びその製造方法，特開平 8-277230 号
(1996.10.22).
3) 山田哲也，玉置真司，加藤俊次，安達卓生，澱粉
粒の酸処理で生成する分解物とその分子構造の検
討，名城大学農学部学術報告，39, 47-56 (2003).
4) Robyt, J. F., Choe, J. Y., Hahn, R. S. and Fuchs, E. B.,
Acid modification of starch granules in alcohols :
effects of temperature, acid concentration, and starch
concentration, Carbohydr. Res. 281, 203-218 (1996).
5) Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P.
A.

and

Smith,

F.,

Colorimetric

Method

for

Determination of Sugars and Related Substances.
Analytical Chemistry, 28, 350-356 (1956).
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愛知みずほ大学と周辺地域に生息するカタツムリ
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

柄眼目キセルガイ科[図版 A]

１．はじめに
カタツムリとは陸に生息する貝の仲間で，「でん

殻はやや中形で次体層から上部へ規則的に細くな

でんむしむしかたつむり～・・・」の歌にもあるよ

り，螺塔は鈍い．やや光沢がある褐色．殻表には弱い

うに，デンデンムシやマイマイと呼ばれることもあ

成長線条がある．殻口は小さく斜位でやや正方形～洋

ります．正しくは，海に棲むアサリ，ハマグリ，サ

梨形．本州(静岡県，愛知県，三重県)に分布する．三

ザエやアワビに対して，陸棲貝類または陸産貝類，

重県では準絶滅危惧種(NT)に指定され，既知の生息

略して陸貝といいます．私はカタツムリという呼び

地点数は 12 か所程度であり減少している．豊田市内の

方に慣れているので，本文中では以下もカタツムリ

分布は比較的広く，東広瀬町，山中町，国附町，藤岡

と記すことにします．カタツムリと言えば６月の梅

町，旭町，足助町などの雑木林や山林に生息してい

雨のシーズンの雨上がりにアジサイの葉の上を這っ

る．ただし各生息地の生息個体数は少ない．矢作川河

ている姿を見たことがある人も多いのではないでし

畔林で生息を確認することが出来た．

ょうか．アジサイに限らず，いろいろな植物，地面
やコンクリート壁を移動する姿を思い出した人もい

●ウスベニギセル

るかもしれません．

Tyrannophaedusa aurantiaca (Boettger, 1877)
柄眼目キセルガイ科[図版 L]

しかし残念なことに，カタツムリたちは近年の長
期的な乾燥化や開発などに伴う生息地破壊などによ

殻は小形で薄紅色～赤褐色のやや腹太い紡錘形．

り個体数・種類数ともに激減しているようです．こ

落葉広葉樹林のやや乾いた落葉下に生息している．

の 10 年くらいにわたり，日本各地の絶滅の危機にあ

本州(中部～近畿～中国地方，淡路島)に分布する．

るカタツムリが調査され，県別のレッドデータブッ

愛媛県では，絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている．

クなども多数出版されました．旧豊田市(平成 17 年

個体数は非常に少ないが矢作川沿い道路際の腐植土

4 月 1 日以前)の生物調査報告書の中でもカタツムリ

中に生息していた．

の仲間が多数記録されています．これらの県や市の
調査は，広い範囲が網羅されている一方で，特定地

●オオギセル

域の情報量にかなりの偏りがあります．本学の位置

Megalophaedusa martensi (Martens, 1860)
柄眼目キセルガイ科[図版 K]

する平戸橋町やその周辺地域もまだまだ充分に調査

日本で最大のキセルガイ．殻は淡黄褐色から赤褐

が進んでいるとは言えません．
私の担当する「自然観察実習」という実習授業の

色の左巻で老成すると殻皮は白化する．関東，山梨

１テーマ(全 15 テーマ)でカタツムリの調査・観察を

県，北陸以西，近畿，中国東部後山に分布する．大

しています．これに関連して，学内や周辺地域の調

阪府では，標高の高い山地の湿潤な落葉の堆積下や

査を行っています．まだまだ不充分なデータですが，

腐食の進んだ倒木に群がって棲息するが，生息地は

大学内やその周辺地域のカタツムリ相の代表的な種

限られており絶滅危惧Ⅰ類に指定されている．今回

類を把握することが出来ました．2007 年 12 月まで

の調査では猿投山山麓で比較的大きな個体群を確認

に確認できた亜種を含む全 18 種類を紹介します．

することができたが，分布域自体は特定地域に限ら
れるようである．

２．結果
●ナミコギセル

生息を確認することができた 18 種の形態，分布，

Euphaedusa tau (Boettger, 1877)

生息状況などを種類毎に記しました．

柄眼目キセルガイ科[図版 M]
殻は黄褐色の紡錘形で小型．光沢があり半透明．

●ホソヤカギセル
Mundiphaedusa hosoyaka (Pilsbry, 1905)

本州(関東～近畿～中国)，四国に分布する．平野部
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から低山の乾燥気味な落葉下に生息する．埼玉県で

で半透明．光沢を有する．本州，四国，九州，種子

は地域的に孤立している個体群で，絶滅のおそれが

島，沖永良部島,対馬に分布する．ナミヒメベッコウ

高いものとされ，準絶滅危惧種に指定されている．

に似るが，本種は周縁角がなく円いので区別できる．

市街地のような環境の悪い場所では，乾燥によく耐

埼玉県では，絶滅危惧ⅠB 類に指定されている．矢

えると考えられている．愛知みずほ大学の敷地内や

作川河畔林に生息しているが確認された個体数は少

周辺地域の民家の庭などに生息している．

ない．

●オカチョウジガイ

●ニッポンマイマイ

Allopeas clavulinum kyotoense

Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847)

(Pilsbry & Hirase, 1904)

柄眼目ナンバンマイマイ科[図版 F]

柄眼目オカクチキレガイ科[図版 B]

殻は薄く半透明で黄褐色～濃褐色の山形に尖った

殻は小さい塔状．半透明でろう状．ホソオカチョ

円錐形．本州地域に広く分布している．カドバリニ

ウジガイ，シリブトオカチョウジガイなどの亜種が

ッポンマイマイ，ヌノメニッポンマイマイ，マルニ

存在するが，本種の特徴は太く短く螺頂が円いこと

ッポマイマイ，コニッポンマイマイなど亜種が多い．

である．北海道，本州，四国，九州に分布．腐植土

雑木林周辺の草むらなどで見られる．ニッポンマイ

中に多数生息していることがある．従来の分布地で

マイ類は滋賀県において，評価するだけの情報が不

はない場所に移動させられ，移動先で定着または繁

足しているため，要注目種に指定されている．今回

殖しており，今後ますます分布を拡大する可能性が

の調査では矢作川河畔林，大学周辺の耕作地や豊田

高い．矢作川沿い道路際の腐植土中で多くの個体を

市自然観察の森などで生息を確認した．

確認することができた．本学周辺にも多くの個体群
が生息している．

●カドバリニッポンマイマイ
Satsuma japonica carinata (Pilsbry & Gulick, 1902)
柄眼目ナンバンマイマイ科[図版 G]

●ホソオカチョウジガイ
Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger, 1891)

ニッポンマイマイ Satsuma japonica に比べて，周

柄眼目オカクチキレガイ科[図版 C]

縁角が著しく発達し，臍孔はより大きく開き，殻皮

オカチョウジガイ Allopeas clavulinum kyotoense に

は黄褐色である．岐阜県，滋賀県，福井県，静岡県

比べると本種は著しく細長い．北海道，本州，四国，

に分布する．ニッポンマイマイ類は滋賀県において，

九州，小笠原，奄美，沖縄，宮古島，多良間島，与

評価するだけの情報が不足しているため，要注目種

那国島に分布．腐植土の堆積した所に生息する．従

に指定されている．矢作川河畔林に生息している．

来の分布地ではない場所に移動させられ，移動先で

自然観察の森の個体，及び豊田市内の個体はカドバリ

定着または繁殖しており，今後ますます分布を拡大

ニッポンマイマイ型のものが多い．

する可能性が高い．今回の調査では，前種に混在し
ているのを確認したが個体数は非常に少ない．

●ヒメビロウドマイマイ
Nipponochloritis perpunctatus (Pilsbry, 1902)
柄眼目ナンバンマイマイ科[図版 N]

●コハクガイ
Zonitoides(Zonitoides)arboreus (Say, 1816)

殻は薄く，もろく，殻表には毛状の付属物が密に

柄眼目コハクガイ科[図版 E]

ある．本州(中部・近畿)に分布する．福井県では貴

殻は小さくつやのある黄褐色で臍孔が大きい．丘

重種に指定されている．ビロウドマイマイ類は滋賀

陵地から平野部の樹木の根元の腐葉土の堆積した所

県において，評価するだけの情報が不足しているた

に生息する．また，温室や庭園内の植木鉢の下など

め，要注目種に指定されている．矢作川河畔林や豊

にも生息している．北アメリカ原産．北海道から台

田市自然観察の森に生息しているが生息個体数は極

湾に分布する．矢作川沿い道路際の腐植土中で多く

めて少ないと考えられる．

の個体を確認することができた．
●オオケマイマイ
Aegista vulgivaga (Schmacker et Boettger)

●オオクラヒメベッコウ
Yamatochlamys lampra (Pilsbry & Hirase, 1904)

柄眼目オナジマイマイ科[図版 I]

柄眼目ベッコウマイマイ科[図版 O]

殻は低く扁平なレンズ形をした螺塔．殻色は黄褐

殻は小形で扁平した輪状．殻表は滑らかで淡褐色

色から鈍い褐色．周縁角は鋭くとがり，殻表に鱗片
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状の剛毛を放射状にもち，臍孔は広く深い．本州，

などにわたり，主に平野部に広がっている．螺塔が

四国に分布するが，例えば山口県では近年の生貝の

ヒラマイマイより高くなることから容易に区別でき

報告はなく絶滅危惧ＩＢ類に指定されている．矢作

る．東海地方で普通に見られるカタツムリの代表種

川河畔林で時々発見することができた．

である．豊田市内では，民家の庭や雑木林などに広
く分布している．本学の敷地内，周辺地域の民家の

●マメマイマイ

庭，耕作地や雑木林などに広く分布していた．

Trishoplita commoda (A. Adams, 1868)
柄眼目オナジマイマイ科[図版 P]

●タワラガイ
Sinoennea iwakawa (Pilsbry, 1900)

殻はうすく，小さく，球状の円錐形．赤味のある
黄褐色．螺塔は高く円錐形で先端は鈍い．本州に分

柄眼目タワラガイ(ネジレガイ)科[図版 D]

布する．本学の敷地内や大学周辺の耕作地などで生

殻は昔の米俵に似た白色蛹形で微小．山地，丘陵
地の腐葉土の堆積した所に生息する．本州，四国，

息を確認することができた．

九州に分布する．地域により，ヤクシマダワラガイ，
●エンドウマイマイ

オオシマダワラガイなどの亜種が存在する．タワラ

Trishoplita commoda endo (Pilsbry & Hirase, 1904)

ガイは滋賀県において，分布域そのものは広いが，

柄眼目オナジマイマイ科[図版 H]

実際の生息確認地点は局所的であり，要注目種に指

マ メ マ イ マ イ Trishoplita commoda (A. Adams,

定されている．今回の調査では矢作川河畔林でわず

18684)の亜種で，本種はマメマイマイよりも螺塔が

かな個体数を確認したに過ぎない．

低いのが特徴である．エンドウマメマイマイとも呼
３．まとめ

ばれる．本州，主に近畿，北陸に分布する．矢作川

この報告は大学周辺のカタツムリの断片的な記録

河畔林に生息する．

ですが，これまでに報告例の少ない種を発見できた
り，大学周辺の詳細な分布・生息状況を把握するこ

●オナジマイマイ
Bradybaena similaris (Ferussac, 1831)

とができた種もあります．一方で従来の調査報告書

柄眼目オナジマイマイ科[図版 Q]

等に記録があるにもかかわらず今回の調査でその生

殻はうすく半透明で広い円錐形．江戸時代に東南

息を確認できなかった種もあります．今後も継続的

アジアから来た外来種．現在では，ほぼ日本全国に

に調査を行いデータを集積して大学周辺の分布・生

分布している．都市環境に良く適応しており，畑の

息状況を詳しく解明するとともに，カタツムリ相の

作物やスーパーの野菜などに付着していることが多

変遷も記録していく予定です．これらのカタツムリ

い．本学の敷地内や周辺地域の民家の庭や耕作地に

の記録は環境の変化と密接に結びついており，自然

広く分布している．

環境の現状やその変化を知る上でも重要な資料とな
ることは間違いありません．

●ウスカワマイマイ
Acusta despecta sieboldiana (Pfeiffer, 1850)
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●ヒメビロウドマイマイ

●カドバリニッポンマイマイ

Nipponochloritis perpunctatus (Pilsbry, 1902)

Satsuma japonica carinata (Pilsbry & Gulick, 1902)

採集地：豊田市自然観察の森

採集地：豊田市平戸橋町

●ニッポンマイマイ

●オオギセル

Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847)

Megalophaedusa martensi (Martens, 1860)

採集地：豊田市自然観察の森

採集地：猿投山山麓

●ホソヤカギセル

●イセノナミマイマイ

Mundiphaedusa hosoyaka (Pilsbry, 1905)

Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940

採集地：矢作川河畔林

採集地：愛知みずほ大学 クラブハウス裏
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模擬授業の効果を上げるための試行
－工業科教育法における実験的試みから－

伊藤

彰茂

愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

大学の教室内で行う「模擬授業」の生徒役は、ほとんどが大学生である。模擬授業がより実践的且つ効果的で
あるためには、現役高校生を対象としての授業であることが望ましい。教育実習は、その意味で重要な実践的学
習といえる。しかし「工業」
（教員免許）に関しては、教育実習が義務付けられていない。したがって、模擬授業
における体験学習はより重みを増すものと考えられる。本稿では、教育実習を経験しない学生のために、教育実
習と模擬授業との中間的な授業形態の試行に対して、学生の模擬授業自己評価を基にその効果について考察する。
キーワード： 工業科教育法、模擬授業、教員職員免許法、教育実習．

心としている場合が多い。さらに、高等学校教諭普通

はじめに
本稿は、高等学校教諭普通免許状の授与を受けるに

免許状の授与を受けるためにはいわゆる教育実習が課

当たり、教育実習が必ずしも必要とされていない「工

せられているのが通常である。しかし、工業の教科に

業の教科」において、受講生がより実践的な経験を積

ついての普通免許状の授与を受ける場合には、教育職

むことができるためには、どのような授業設計が有効

員免許法附則第 13 項により教育実習が義務付けられ

であるかについて実験的に試行した授業「工業科教育

ているわけではない４）。

法」に関する学生評価を検証することを第一義的な目

したがって、工業の教科に関しては、教育実習を経

的とする。さらに、その結果から教育実習に期待され

験することなく普通免許状を受ける学生が多く存在す

る効果は、それ以外の手段・方法によってもある程度

ることになる。もちろん特例法（附則第 11 条）による

担保可能であることを示そうとするものである。

措置であることから、授与に関して法的な問題点があ

さて、高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合、 るわけではないことはいうまでもない。しかしながら、
教育職員免許法施行規則第 6 条に定められた教職に関

絶えず変化が起こり続けている高校教育の現場に一度

する科目の単位の修得方法によらなければならないこ

も触れることなく普通免許状が授与されることは、そ

とは周知のことである。工業科教育法は、そこに定め

の後に様々な影響を及ぼすものと考えられる。近年の

られた「教職課程及び指導法に関する科目の教育課程

高等教育機関における資格取得優先主義的傾向の下に

の意義及び編成方法、各教科の指導法、教育の方法お

あっても、教員養成という常に国の将来を左右する可

よび技術の工業科教育に関する内容」１）にしたがって

能性のある資格授与に関しては、より慎重であるべき

設計されている。一般的に工業科教育法では、概ね教

ことはいうまでもないことであろう。それゆえ、後期

授すべき内容をその目的に応じて２つに分けており、

部分に当たる授業内容としての指導法や指導案作成を

仮にそれを前期および後期部分とするならば、前期部

踏まえた模擬授業のあり方が問われることになる。

分においては、
「教職課程及び指導法に関する科目の教

本稿における試みは、大学施設内の教室における授

育課程の意義及び編成方法」２）の理解を主たる目的と

業でありながらより現実的で且つ実践的な内容とする

しており、後期部分では主に「各教科の指導法、教育

ために数年前から改良を加えてきた授業方法について

３）

の方法および技術の工業科教育に関する内容」

を中

学生からの評価を基に検証することにより、課題を浮
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き彫りにすることでもある。

とになる。評価の手順は、まず現役の高校生から口頭
で行ってもらい、他の受講生（大学生）へとバトンを

１．試行の経緯

渡していくというものである。授業担当者の役割は、

一般的に教科教育法に関する授業内容は、個々の科

評価のまとめとして客観的な視点から出された意見に

目に関連する事項を中心としながらも、日本における

対して補足するだけとした。高校生による評価として

後期中等教育に関する歴史的背景や文部科学省による

は、口頭によるものの他に、評価シートに記載したも

指導要領の改定に関する様々な歴史的背景や改定の目

のを模擬授業担当学生に渡す方法をとることとした。

的というような教育全般に関する理解を促すものと、

このような方法と手順で臨んだ授業に関する学生の意

教員として必要な科目指導力を醸成するための「指導

見については、以下に示すこととする。

案作成」と「模擬授業」という実践的な体験学習によ
って構成されている。特に「指導案作成」と「模擬授

３．試行に関する学生評価

業」は、多くの場合「教育実習」のための事前準備と

平成 19 年度の受講生は 13 名（内、3 名は科目等履

いう意味合いも強く、教職を希望する学生を前にして

修生：社会人）であったが、今回の試行に関して積極

一人ひとりが実際に授業を行うことで、スムーズな教

的に意見を述べてくれた 8 名の感想文の中から、特に

育実習に繋げることに貢献するものでもある。科目や

関連する箇所のみを原文のまま下記に転載した。

担当教員によって模擬授業としての授業時間は様々で

（A）今回、工業科授業研究の講義を受けて、先生の授

あり、20 分程度から 50 分間に亘るフルの授業を体験

業をする技術の難しさ、技術の必要性が分かりま

するものまで幅広いのが実状である。本論が対象とす

した。年間計画表、学習指導案を作成する事で、

る、工業科教育法や数学、理科といった理工系に関し

予定をたてる大変さが分かりました。年間計画表、

ては、模擬授業時間を 20 分程度とする場合が多いよう

学習指導案はすぐには作成出来ませんでした。作

である。当然のことであるが、模擬授業における生徒

成するためには、教科書を知る必要があると思い、

役としては、履修している学生がほとんどであり、生

大まかに読みました。年間計画表、学習指導案を

徒役としての意見を述べることになる。しかしながら、

作成して、授業は、言葉を教える事だけを考える

そのような状況では模擬授業としての限界もある。生

のではなく、授業に対しての態度、考え方、意見、

徒役が大学生である以上、現役の高校生の代わりには

行動も考えなくてはいけないと思いました。面倒

なりえないからである。その意味からすると教育実習

に思ったけれど、授業を成立するために予定をた

がいかに重要であるかということはいうまでもない。

てる事は大切だと分かりました。

しかし、先に述べたように工業に関する教員免許は、

そして、現役の高校生を前にして授業を行う事、

特例としてそれを免除している。そこに本論で取上げ

生の意見をもらう事は大変有り難かったです。今

る「試行」の意味が出てくるのである。

回、「流体の圧力」について、授業をしました。

したがって、教育実習経験により近い効果を狙うた

圧力はすでに習っていて理解しているものだと

めに、一般的に行われている模擬授業に新たな形態を

思い、授業をしました。しかし、実際に授業をす

加えることを試みた。教育実習と模擬授業の大きな違

ると、つまずいてしまいました。もっと生徒がど

いは、当然のことながら受講生の違いである。現役の

こまで理解しているのかを、知っておかなければ

高校生が対象か否かという決定的な差である。そこで

いけなかったです。学習指導案でたてた予定では、

少なからず同様の環境を模擬授業において創出するこ

時間が足りなくなってしまい予定外でした。高校

とを試みた。

生を知るには、高校生の意見を聞き、気持ちをも
っと理解しないといけないと思いました。今の生

２．試行の具体的内容

徒の考えている事を知らないといけないと思い

実際には、現役の工業高校生 2 名（女子生徒）を受
講生として参加させることにした。今回の試みは、
「工

ました。
（B）生徒と対話が出来る教師

業科授業研究」という授業科目において、大学生であ

・模擬授業を行って、授業中であっても生徒と教

る受講生と同席する形式で模擬授業に参加してもらう

師との対話が必要だと言う事がわかった。

形式をとった。具体的には、ひとり持ち時間 30 分とし

・教師は、黒板や生徒に向かって…生徒は、ノー

て 1 回の授業で大学生 2 人が模擬授業を行い、個々の

トと先生に向かって…の授業形式では、一方通

授業評価を高校生を含めた形で実施するというもので

行の授業となり教師の勝手な授業になったり、

ある。模擬授業ではあるが、教師役の学生は現役の高

生徒は睡魔に襲われたり、生徒が中途半端な理

校生（2 人ではあるが）に対して授業を進めていくこ

解で勉強を学ぶ可能性もある。
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・生徒と対話をすることにより、生徒とのコミュ

うのは教育実習前の良いリハーサルになると思

ニケーションを増やすことにより生徒は、質問

うので是非続けていってもらいたい。

を行いやすくなるし楽しくて明るい授業とな

（E）授業の感想ですが、生徒役できてもらった高校生

る。

の方が非常に授業に真剣に取り組まれていて、質

・楽しく明るい授業を行うためにも『生徒と対話

問も積極にしていて、感想で良かったとこ、悪か

の出来る教師』を目指したい。

ったとこを適確に言ってもらって非常によかっ

（C）この授業で初めて模擬授業をやってみての一番の

たんですが、授業中にあのこそこそ話す感じが自

感想は、とにかく緊張しました。授業をするのが

分はすごく気になっていて、私が工業高校生のと

大学生の前だけではなく、実際の高校生を前にし

きの先生も、そういう雰囲気が嫌いでなるべく女

て行うのでリアル感がありました。授業内容は、

子高生がいない工業高校を選んで私の母校の工

緊張したせいか自分が作った指導案通りにいか

業高校に来たといっていました。しかし、そうい

なくてかなり早い時間で終わってしまいました。

うのは慣れのような気がしたので教師になった

内容も「あっこれ言ってない…」ということがた

ら他にも大変な面がたくさんあると思うので、そ

びたびあり、授業の内容が飛び飛びになってしま

ういうのを覚悟して教師という職業を目指した

いました。
また、自分では理解していることをまったく知

いとこの講義を受けて感じました。
（F）初めての模擬授業で慣れない事の連続であったが、

らない人に教えるということはとても難しかっ

現役の生徒さんに授業を聞いてもらえるといっ

たです。説明がうまくできなかったり、伝えたい

た試みは、今の高校生は何を考えているのか、ど

ことがうまく言葉で表現できませんでした。今回

ういった授業をしたらいいのかといったコメン

の授業を通じて、人に教えるということはとても

トが聞ける事は、これから教師になる上で参考に

大変なことなのだと実感させられました。特に工

なる意見が聞け、とても良いことだと思うと同時

業になると専門の知識が必要なので生徒に教え

に、これからも継続していただきたいと思う。ま

るのも大変だと思いました。

た、工業高校は男子が多いため、男子の生徒さん

先生という仕事は授業一つをとっても今まで

を連れて来てもらえばよかったのではないかと

自分が考えていたよりもずっと奥が深いものな

思い、その点が私にとっては残念であった。

んだと思いました。自分が理想としている先生に

（G）授業に関しては、まず時間配分が思っていた以上

は自分はまだまだ遠くて、勉強していかなければ

に難しかった。内容を理解してもらうように説明

いけないことがたくさんあることがわかりまし

しようとすると、「これを説明するにはこれも理

た。

解してもらわなくては」「ここを説明したらつい

また、最後の授業で高校生からの質問で「授業

でにこれも付け加えておくといいだろう」などと

中にお菓子を食べたり、携帯をさわっていたらど

考えていると、なかなか先に進まず、限られた時

うしますか？」というのがありましたが、私は「あ

間で決められた範囲をやり終えなくてはいけな

まり注意しない」と答えました。それは、まだ自

い授業の計画を立てるのはとても難しいことだ

分が大学生であり、教師という仕事をちゃんと理

と思った。さらに、黒板に字を書くのに予想以上

解していないから注意ができないのだと思いま

に時間がかかった。理科の授業研究では、大学生

す。しかし、実際に教師になるとその考えも変わ

が生徒役になるため、皆勉強したことがある部分

るのではないかと思いました。それは実際に教師

なので、すぐに理解してしまうので授業も比較的

になってみないとわからないことですが、自分が

スムーズに進む。これに対し、本授業で現役の高

目標としている教師像に少しでも近づけれるよ

校生を相手にした授業をして、一から教えること

うになりたいと思います。

の大変さがよりわかった。全員が、一人一人理解

（D）今回の講義では、現役の高校生に授業を聞いても

することができるような授業ができるように、工

らうということで、今までの模擬授業では体験す

夫することが必要で、もちろん、人に教えるため

ることのできなかった緊張感を味わうことがで

には自分がしっかりと理解しておくことが重要

きた。高校生の視点から感想を聞くことができた

だということを改めて感じた。

ので授業のペース、黒板の使い方、自分では気付

実際の授業をしている中で最も大変だったの

かなかった癖など改善するべきところがしっか

が、「無言の時間を減らすこと」だった。板書し

りと把握することができた。

ている間に、どうしても“沈黙”ができてしまう

今回の講義のように高校生に来てもらうとい

のだ。まず、板書すること自体に時間がかかる。
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説明しながら板書をするのも試みてみたが、書い

・字を書くのがちょっと遅い。

ている間に別のことを話していると書く手が止

・黒板を書いている時になんかしゃべってくれた方

まってしまうし、書きながら説明すると説明に板

がいいかも。

書が追いつかなかった。

・授業の最初から「字が汚い」といってしまうのは

また、何も見ないで授業をする、というのも結

どうでしょうか。

局はできなかった。自分が良く知っていることや、

・いいたいことは分かるんですが、まとめが無いと

自身を持っていることというのは何も見なくて
も話せると思う。このことから、何も見ないで授

思います。
問い：「授業全体の感想を教えてください」

業をすることができないというのは、結局自信が

・教科書に書いてあるといったけど何処かわかんな

ない、つまり勉強不足なんだな、と感じた。

い。

（H）工業科授業研究で行った模擬授業では、実際に高

・もっと体で表現してほしい。

校生が授業を受けてくれたということもあり、非

・生徒のことを考えていることが良く分かりました。

常にやりやすかった。特にこちらが投げかけた生

・先生の伝えたいことはとても良くわかったんです

徒への質問をしっかりと返してくれる人がすで

が、今日の私たちは少人数です。

に決まっているということが大きな要因だと感

大人数を教えるのには「リズム」が必要だと思い

じた。おそらく生徒役が大学生だけではこうはい

ます。テンポ良くした方がもっと分かりやすいと

かなかっただろう。また最後に授業の感想を言っ

思いました。

てくれるということもなかなかない機会なので
とても参考になった。

５．おわりに
本稿で述べたように、教育実習が必ずしも義務付け

４．評価結果について

られていないことから、教科教育科目における模擬授

授業に関する 8 人の感想（評価）から分かることは、

業の役割の大きさは明らかである。特に、現役高校生

現役高校生の役割の大きさである。模擬授業における

を対象とした模擬授業は、教育実習とは異なり評価す

生徒役が、大学生だけであったなら気づくことのでき

る立場にある高校生自身にも大きな影響を及ぼす可能

なかったことがいかに多いかについて何人かが指摘し

性が高い。高等学校で行われる教育実習が、定められ

ている。これは、模擬授業担当学生だけでなく全員に

た枠内での体験学習であるのに対し、模擬授業におけ

とって有用なことである。また、模擬授業時間内にお

る経験は高校生との相互作用がより大きなものになる

ける現役高校生とのやり取りだけでなく、終了後に渡

可能性がある。いずれかのメリットの高低という見方

す評価シートも重要な役割を担っていた。

ではなく、それぞれの役割を十分に生かした上で関連

『模擬授業評価表』に記されたコメントの一部を下記

付けることが望ましいのではないだろうか。いうまで

に紹介したい。

もなく、高校生の模擬授業への協力には様々な壁があ

問い：「この授業でよかったと思うところは何ですか」 るが、高校と大学の接続という観点や高大連携という
・パワーポイントを使っていて、とても見やすくわ

視点から積極的な協力関係の構築が望まれる。

かりやすかった。
・図 7－4 に関しては、とても分かりやすかったで
す。
・例の挙げ方がわかりやすい。

【引用・参考文献】
1),2)http//web.fuk.kindai.ac.jp/08/0071/080104/8
006.pdf

・やさしそう、生徒を思いやる気持ちはありそう。 3)http//web.fuk.kindai.ac.jp/08/0072/080105/8007
・質問の答え方はわかりやすかった。

.pdf

・生徒のためを思って直ぐ反応してくれたのが嬉し

4)教員養成・免許制度研究会

かったです。

編集『教員免許ハンド

ブック』 教育職員免許法附則第 11 条「別表第一の規

・質問をちゃんと答えてくれたことです。

程により高等学校教諭の工業の教科についての普通免

・まとめられていてわかりやすい。

許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免

・問題を出してくれるのがいい。

許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数

問い：「この授業の問題点は何だと思いますか」
・あんまり声が通らない。もうちょっと分かりやす
い声で。
・応力のところが分かりにくかった。

の全部または一部の数の単位の修得は、当分の間、同
表の規程にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教
科に関する科目についての同数の単位の修得をもって、
これに替えることができる。」
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A Study on the Effectiveness of New Trial Teaching Practice in
Methodology of Industrial Education

Akishige

ITO

Division of Human Environmental Informatics, Department of Human Sciences,
Aichi Mizuho College

Evaluation of "Teaching Practice" in the university is evaluated by the university student. It is
preferable to teach it naturally for the high school student of the active service so that "Teaching
Practice" is practicing more. It can be said that the teaching practicum is in that sense important
experience study. However, the teaching practice is not obligated in "Industry" license. Therefore,
it is very important that the experience study in "Teaching Practice". I will explain analyzing the
results of the evaluation in new trial teaching practice in Methodology of Industrial Education.
Keyword: Methodology of Industrial Education; Teaching Practice; Teaching License; Teaching
Practicum.
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愛知みずほ大学短期大学部の教養演習としての科目の
「仕事と人生」の取り組みの報告
福江昭子

神戸美枝子

教養演習「仕事と人生」の取り組み

第 11 回

本講では「女性のための女性についての学問」

横山洋子

自己表現（2）
担当教員

から「女性の視点を意識的に重視しつつ人間につ

神戸美枝子

横山洋子

伊藤彰茂

いての学問」として発展してきた。女性学的な意

第 12 回

識をもって授業を進めると同時に、2005 年度より

就職の現状
担当教員

仕事に就く実務的な事柄も学ぶようになった。従

第 13 回

働く先輩の話を聞く

第 14 回

男の脳、女の脳

来は 2 回生前期に時間割に組み込んでいたが、昨

担当教員

今の社会情勢として年々就職活動も早まり、2006
年からは 1 回生後期に移動し今日に至っている。

担当教員

また、就職に関わる内容が盛られるようになっ

第 15 回

てから受講登録をするときに「受講するのが望ま

伊藤彰茂

神戸美枝子

横山洋子

西山明徳

東洋、西洋の女性
担当教員

しい」と指導している。ちなみに本年度は 91％の

横山洋子

まとめ

福江昭子

荒井迅子

以上のように、本年度の講義内容を組んだが、

受講率である。

原則として前半は女性学的なもの、後半は就職に
関わる講義を行うよう心がけているが、担当教員
の仕事の関係で多少調節を行っている。しかし就

2007 年度の講義内容（タイトル）

職に関わる講義の途中で、女性学的なものを差し

第１回

込むことは避けている。講義はオムニバス形式で

仕事と人生と就職について
担当教員

第2回

また、評価の方法は B5 版で表紙、講義タイト

第5回

進路決定と活動のありかた

担当教員
担当教員

ル（目次的なもの）、各回 1 ページ毎に月日、時

小長谷紀子

仕事で活躍する女性

限、その時のタイトル、担当教員名、講義の概略
や感想を記させる冊子を用意し、毎年全員に配布

水野早苗
神戸美枝子

している。それを講義最終日に提出させ、理解度
を見ることと、規程以上の出席があるかどうかで
横山洋子

評価している。

就職情報とその活動
担当教員

神戸美枝子

第7回

仕事の適性とその検査

第8回

企業の求める人材

担当教員
担当教員

横山洋子
「仕事と人生」の本年度に至るまで
2000 年から 2004 年までの講義は、1～2 名の教

横山洋子

員で 15 回の講義をこなしていいた（2 回生前期）。

神戸美枝子

横山洋子

神戸美枝子

横山洋子

ちなみに 2004 年の講義内容の概略は「女性と
仕事と人生」「女性学の視点の新鮮さ」「ジェンダ

自己表現（1）
担当教員

第 10 回

れ受講生の授業評価は良好である。

福江昭子

第4回

第 9回

あるため担当教員専門の凝縮されたものが語ら

生物学から見た人間社会、家族
担当教員

第6回

神戸美枝子

社会を変えた女性
担当教員

第3回

福江昭子

ーフリー」｢仕事で活躍する女性｣「話題になって
いる女性」社会を変えた女性」などである。

対人作法と敬語について
担当教員

神戸美枝子

2003 年にはいり、学生の出口の重要性の議論も

横山洋子

67

ノート

高まり、就職に関することも必要と各種の会議で
もちあがり、「仕事と人生」の中に就職の事項を
いれることが決定した。その時、先にも述べたよ
うに受講登録するときには「就職に関することが
述べられるので受講が望ましい」と指導したので、
今迄より多数の者が受講するようになった。当時
は受講時が 2 回生前期のため次のような講義内容
で始め、数人の教員で担当した。内容は「進路決
定と活動のありかた」｢就職情報とその活用｣「仕
事の適性と検査方法」「敬語の基礎知識｣｢対人作
法と敬語｣「文書表現」
「就職の現状｣「愛と性」
「男
の脳、女の脳｣「結婚と子育てと仕事」「仕事と人
生（男の生き方）｣ ｢仕事で活躍する女性」「西洋
の女性と洋の女性」「話題になっている女性｣ ｢仕
事と人生デスカッション｣などであり、この頃か
ら現在の方向の基礎作りをした。またそれに基づ
いて、毎年修正も加えている。
日々、刻々変化し進歩する時代であるので、そ
れらのことを質問してくる多くの学生の要請に
応えられるよう担当者は日々努力を重ねなくて
はならないと考えている。
(愛知みずほ大学短期大学部
仕事と人生担当者一同)
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学生アンケート調査結果の報告
2007 年４月実施新入生編

平野 緑・高橋 徹*
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科
*愛知みずほ大学情報教育センター

本学では過去に３回の学生の意識調査を行っている。初回は 2000 年 4 月、２回目は 2005 年４月に、全学生を対象に調査
した。3 回目は 2006 年 4 月に、新入生だけを対象にしたアンケートを実施し、結果を紀要第 1 号に報告した。今回は、前年
同様 2007 年 4 月に新入生を対象に実施したアンケートをまとめたものである。
アンケート回答者数は以下のとおりで、入学者のほぼ全員である。
表１ アンケート回答者数
1 回生

編入生

計

健康

46

34

80

心理・心理カウンセリング

39

2

41

7

1

8

人間福祉
人間環境情報
計

3

0

3

95

37

132

Ｑ1．本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。(複数回答可）

本学の情報の入手先

ａ 先生から
ｂ 先輩・友人から

73

ｃ 説明会会場
ｄｱ 学校パンフ
ｄｲ その他パンフ

45

ｅ 情報誌

28

ｆ ホームページ

28

ｇ 広告（新聞・駅）

16
4
a

b

c

9

4
dア

dイ

ｈ 以前から知っていた

3
ｅ

ｆ

ｇ

h

図１ 本学の情報の入手先
全体としては、昨年と同じ傾向が見られた。本学（愛知みずほ大学）の名前を知った情報源は、在学している学校の「先
生からの情報」と答えた学生が最も多く、つづいて「学校でみたパンフレット」
、
「先輩・友人の進め」
、
「ホームページを見て」
という回答が多かった。また、学外での情報源としては「ホームページを見て」が最も多く、次は「情報雑誌の大学案内資料
を見て」
、
「新聞広告や駅での広告を見て」と続く。ホームページは昨年と同様５人に１人が見ている。徐々に割合は増えてい
る。
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Ｑ2．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)
ａ 勉強したい分野

本学を選んだ理由

ｂ 学力に合っている

111

ｃ ｶﾘｷｭﾗﾑ適切
ｄ 指導が良い
ｅ 少人数教育
ｆ チューター制

57

ｇ 資格取得
ｈ 就職率
ｉ 学費安い

27

20
10

6

8

6

ｊ 先生の薦め

16

8

8

6

klm 知人の薦め
ｎ 通学に便利

a

b

c

d

ｅ

ｆ

ｇ

ｈ

ｉ

ｊ

ｋｌｍ

ｎ

図２ 本学を選んだ理由
ここでも全体としては、前年度と同様の傾向が見られた。学生が本学を選んだ理由としては、
「自分が勉強したい分野であ
る」と答えた学生が最も多く、続いて「目指す資格を取得するため」
、
「自分の学力に合っている」
「少入数教育に関心を持っ
たので」
、
「先生の薦め」という回答が多かった。アンケートの結果では「自分が勉強したい分野である」
、
「目指す資格を取得
するため」と回答した学生が突出して多く（昨年度も同様）
、自分の将来に向け目的意識を持って入学している学生が大半で
あるといえる。一方、
「カリキュラムの内容が適切」と回答した学生は６名しか居なかった。まだ入学以前（アンケートは入
学前に記入してもらった）の学生にとってはカリキュラムの内容まではよくわからないのも当然かもしれない。しかし、昨年
より人数が増えたのは（4 名→6 名）パンフレットなどの説明や、募集活動が功を奏したのかもしれない。
ｇ「資格取得のため」本学を選んだ学生たちが目指す資格は以下の通りである。
表２
教員免許
健康

保健体育
5

養護
9

コースごと目指す資格

スポーツ関係

12

心理

医療関係

社会福祉士

心理士

精神保健

合計

2

28

8

6

福祉

1

14
1

1

1

43

環境
合計

5

9

20

2

0

1

6

取得したい資格の内容は、教員免許では①養護教諭２０名②保健体育９名③教員免許（種類の記載なし）５名。教員資格
は健康コースでは２６名（コース内 33％昨年 49％より減少）が希望している。全体としても何らかの資格を取得したくて入
学（編入も含む）した学生の割合は 33％で、昨年の 49％より少なくなっている。
Ｑ３．あなたは、入学したら参加したい部、サークルがありますか。
表３ 参加したい部、サークルの内訳
学内
バスケットボール部

学外
10

サッカー部

7

テニス部

3
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女子サッカーチーム

1

吹奏楽部

1
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野球部

2

バドミントン

2

バレーボール部

2

軽音楽部

2

フットサル部

1

ダンス部

1

スポーツサークル

1

水泳部

1

計

32

計

2

部活への参加意欲は昨年５６名が３２名になったが、割合から見ると少しの減少である。
（昨年 27％、今年 24％）
Ｑ４．現在、あなたが不安に思うことはありますか。

不安の有無

（あるに○をつけた学生は複数
の不安をもっているので

96

“ある”+“ない”はデータ総数
より多い）
62

ある

ない

図３ 不安の有無
次にあると答えた内容を新入生・編入生で分析した。
ａ あ る （ ア 学 習

イ 心 身

ウ 友 人 づ く り

エ 経 済

１年生

オ そ の 他 ） ｂ な い

（ 下 図 ）

編入生
イ
5%

ａ
63%

ｂ
35%

ウ
24%

ウ
19%

ア
27%

イ
0%
ｂ
49%

ａ
49%
ア
16%

オ
6%

エ
8%

オ
0%

図４ １年生の不安

エ
11%

図５ 編入生の不安

現在抱えている不安の割合は、新入生の方が多い結果になった。１年生は学習面に一番不安を感じており、編入生は友人づ
くりに不安を感じている。
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男性

女性
ウ
15%

イ
7%

イ
0%

ア
30%

ａ
42%

ｂ
58%

ア
16%

ａ
76%

ｂ
23%

エ
7%

ウ
25%
オ
5%

オ
4%

図６ 男性の不安

エ
10%

図７ 女性の不安

男女別では、女性が男性より不安を抱えていることがうかがえる。その内容はどちらも学習面の不安が一番大きいが友人づ
くりの不安も大きいようだ。
不安の内容の具体的記述は 73 件（１人あたり 0.6 件）で、ア「学習関係」22.7%、ウ「友人づくり」17.4%、エ「経済的問題」
6.8%、イ「心身の健康」2.3%、オ「その他」55.3%である。
表４ 不安項目ごとのコース内の割合
学習

心身

健康

14

30.4%

心理

15

38.5%

福祉

2

28.6%

友人
4

経済

その他

8.7%

11

23.9%

3

6.5%

3

6.5%

2

5.1%

11

28.2%

5

0

0.0%

0

0.0%

1

12.8%

4

10.3%

14.3%

0

0.0%

環境

1

33.3%

0

0.0%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

編入

6

16.2%

0

0.0%

9

24.3%

4

10.8%

0

0.0%

*網掛け部分は項目内で一番高いコース内の割合。
悩みごとをコースごとに分析してみると、学習面では心理コースが、心身の面では健康コースがそれぞれ高い値を示してい
る。ただし福祉、環境は全体数が少ないので統計の意味はない。前年現われていた心理の学生の精神的弱さ、編入生の経済的
困難さは、今回は現れていない。学生たちが一番悩んでいるのは学習面で 3 割の学生が不安に思っている。
次が友人づくりで詳細は表７のようである。
経済に関しては 3 番目に多い悩みであるが、これは件数は少なくても深刻な悩みであるようだ。
全般をとおして目立つ不安要素は、
“一人暮らし”と“遠距離通学”である。下宿をする学生にとって初めての一人暮らし
を不安に思っていることが心身面、経済面、その他の不安に現われており、これがかなり学生たちにとっては負担であるよう
だ。もう一つの遠距離通学は、通学に時間がかかるため、アルバイト時間、学習時間を持てないことを心配しており、さらに
交通費の不安が経済面に表れている。下宿生、通学生それぞれ悩みがある。
表５ 「学習関係の不安」の内訳
勉強についていけるか

14

2 年で資格が取れるか

3

履修の仕方

3

英語が苦手

2

パソコンが使えない

2

遠距離通学

1

科目が多い

1

科目の内容

1
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単位取得できるか

1

ノートの取り方

1

レポートが多いらしいので不安

1

計

30

昨年は、
“英語についていけるか”が 11 名と 2 番目に多かった。一昨年度も２番目だったが今回は２名と減っている。新
たに、パソコンが使えないという不安を抱えた学生が２名いた。
“２年で資格が取得できるか”は編入生からで２年間で必要
単位が取れるか心配している。これは昨年と同じである。
表６ 「心身の不安」の内訳
1 人で全てのことができるかどうか

1

冬の寒さの過ごし方

1

初めての一人暮らし

1

計

3

悩みの件数は３件と他項目よりは少ない。ここでは、心配の内容は、初めての一人暮らしでやっていけるか心配している。
しかし、この回答は氷山の一角と思われる。現に心理コースの学生から悩み事を相談されるが、多くの学生が深刻な悩みを抱
えており、このアンケートには書くのをためらうほど（例、過呼吸症候群、うつ病、不安神経症など）悩んでいる学生が居る
のが実情である。この悩みのため休学したり、退学していく学生が予想以上に多く存在する。大きな問題である。
表７ 「友人づくり」の不安の内訳
編入なのでなじめるか

6

人見知りなので

5

知り合いがいないので少し不安

4

友達ができるか

3

人付き合いが苦手だから友人が出来るか不安

1

良い仲間に出会えるか

1

根暗なので

1

溶け込めるか

1

今まで友人ができなかったので

1

計

17

人見知りなので良い友人ができるかどうか心配している。過去に友人ができなかった、根暗であると自分の性格を客観的に
みて不安を感じているようだ。似たような心配をしている学生同士が良い友人となっている様子が垣間見られる場面もある。
昨年同様、編入生がなじめるか心配しているが、やはり年齢の壁があるのか、編入生同士で固まっているように見受けられ
る。入学生の方でも一緒に授業を受けていても、年齢が上なので、遠慮をしているようだ。
表８ 「経済的問題」の不安の内訳
学費を払えるか

4

自炊していけるか

1

奨学金をもらえるか

1

交通費

1

計

7

昨年よりコメント数は減った（２１件→７件）が、経済面の不安は減少したとは思えない。学費が払えるか、奨学金をもら
えるか不安に思っている。ここでも一人暮らしができるか心配している。
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表９ 「その他」の不安の内訳
1 人暮らし

3

通学時間が長いことが不安

2

全てに不安

1

留年しないか

1

計

7

遠距離通学については昨年が４件だった。今年は２件と減っているが、改善された訳ではない。ここでも一人暮らしが不安
が３件もあり、初めての下宿生活は想像以上の重圧のようだ。下宿生にはその点、気を配ってやらなければならないし、一方
通学生には遠距離通学を心配してやらなければならない。
Ｑ5. あなたは現時点で、卒業後の方向についてどう考えていますか
「何らかの方向を考えている」が 82％である。
ａｱ 一般企業
ａｲ 公務員

卒業後の進路

ａｳ 教員
ａｴ 福祉関係

61

ａｵ 病院
ａｶ その他
ｂｱ 大学院
ｂｲ 専門学校

24
16

aア

11

aイ

aウ

aエ

3

2

aオ

aカ

ｂア

ｂｴ その他
ｃその他

10

6

ｂｳ 留学

ｄまだ未定

1

1

0

1

ｂイ

ｂウ

ｂエ

ｃ

ｄ

図８ 卒業後の進路
卒業後の進路で「就職する」と答えた学生で、就職したい先を「教職」としている学生が最も多く（６１名）
、つづいて「一
般企業」
、
「公務員」という結果となった。この順位は昨年と同じである。表２の目指す資格のところでは教員資格は３４名が
目指していたが、ここでは６１名が卒業後の進路を教師としている。昨年も目指しているのは８２名で、１０９名が卒業後の
進路を教師と記入している。矛盾しているようだが、希望は教師だが資格を目指すのは容易ではないという気持ちがこの数字
に表れているのかもしれない。
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ａ就職する（ア～カは上のグラフに対応）ｂ進学するｃその他ｄまだ考えていない（下図）

１年生
イ
8%

ｄ
20%
ｃ
0%

編入生

ａ
68%

ウ
37%

ｄ
10%
ｃ
3%

ア
15%

ｂ
11%
カ
1%

ａ
84%

オ
2%

ｂ
3%

エ
6%

図９ 卒業後の進路１年生

イ
8%

ウ
67%

ア
3%
カ
3%
オ
3%

エ
0%

図１０ 卒業後の進路編入生

卒業後の進路に対しては、編入生は「就職する」と答えた学生の割合が１年生より１６％高くなっている。教員志望も３０％
多く、教員になるつもりで編入してきたことがわかる。一方、まだ考えていないという学生は１年生の方に多い。
Ｑ６その他何かあったら書いてください。
表 10 その他
野球ガンバリます。
これから 2 年間よろしくお願いします
プロボクサーとしていけるところまでやりたい
大学院へ行き臨床心理士資格を取りたい
親に大変負担をかけたので、学生生活を充実させ首席で卒業したい

2007 年度新入生の学生アンケート調査は、全体的に昨年度と傾向は同じであるが全体の学生数が減少したので、統計処理
できない場合もあった。本学に入学した目的は、自分にあった分野、自分にあった学力で資格取得ができるからである。入学
の動機は先生（高校、専門学校）に勧められたが一番多く、大学のパンフレット、大学のホームページと続く。ホームページ
の重要性はますます増してきており、その内容が注目されてきてる。
約半数の学生が教師を目指しているが、免許取得の勉強についていけるか不安を抱えている。心身の不安、特に心理面の
不安は直接アンケートには書かれていないが、実情は大変な悩みを抱えていることが察せられることが多いので、我々教師側
は、きめこまかな観察と支援、指導をしなければならないと思う。
参考：2005 年 4 月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第 1 号―2007

75

資料

76

資料

セントレア(中部国際空港)建設による周辺海域の環境変化
― 貝類相の変遷 ―
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

１．はじめに
愛知県常滑沖の伊勢湾海上に位置し，セントレア
の愛称で親しまれる中部国際空港（Chubu Centrair
International Airport）が開港して 3 年が経過した．著
者の属する中部空港調査グループは，空港島建設が
環境に及ぼす影響を調査してきた．空港島埋立工事
の着工は 2001 年であり，調査グループは 2002 から
調査を開始して現在も調査を続けている．調査項目
は，水質，底質，ベントスなど多岐にわたる．ここ
では中間報告資料として，ベントスの中から貝類の
みを抽出し，調査会社の行った 1996-1998 年までの
結果と併せて紹介する．
２．調査地点と調査方法
調査地点は右図に示す 7 地点である．ここでは，
空港島建設前後で比較可能な地点である A2，A3，
B3 の 3 地点のデータを公開する．ベントスの試料
は，潜水漁民が潜水して採取した．1 回の採取量が
スミス・マッキンタイヤ型採泥器と等量になるよう
に，30 cm 四方の方形枠を設置して深さ 15 cm まで
の底泥を採取した．採取した砂泥塊を網の目 1 mm
四方の篩にかけて篩上に残ったベントスの種数と個
体数を記録した．
３．結果
次頁以降に示すとおり貝類の種数・個体数は減少
しており，水質汚濁指標種が増加しているのが特徴
である．考察などは，今回資料として示さなかった
地点を含めて全部の調査が終わった段階でまとめる
予定である．
４．参考・引用文献
中部国際空港株式会社・愛知県(1999)中部国際空港
建設事業及び空港島地域開発用地埋立て造成事業
に関する環境影響評価書．
川瀬基弘(2006)貝類を中心とした底生生物からみた
中部国際空港島周辺の海域底泥環境変化．日本海
洋学会 2006 年度春季大会講演要旨集, p. 350.
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愛知みずほ大学短期大学部平成 19 年度秋の公開講座報告
福江

昭子

愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会

公開講座主題

「健康を考える

愛知みずほ大学短期大学部の公開講座について

－栄養・健康食

本学の専門性を生かして、昭和４０年代ころよ

品・薬－」

り｢食品加工｣の公開講座を開いてきた。また、時
開催月日及び講義題名と講義者（定員

25～ 30

代の流れに沿い平成６年から平成１０年まで

名）

「Mac を使ったパソコン入門・Macintosh 入門講

第１回

平成 19 年 10 月 27 日（土）

13 時

座・市民パソコン講座」や「親子でふれるパソコ
ン講座」（1 講座 3～6 回）を開いた。その結果、

00 分～14 時 30 分

多くの広い年代層の参加者があった。また、本学

「地域で伝えられた食べ物」柳瀬柳子
第2回

平成 19 年 11 月 10 日（土）

13 時

近隣の母親と子供のペアでコンピュータを楽し
く学ぶ講座開き好評であった。他には、平成１０

00 分～14 時 30 分

年より「赤十字救急法講習会」も毎年開いている。

「パクパク食べて、いきいき生きよう」小山純子
第3回

平成 19 年 11 月 17 日（土）

講座担当者は、本学教員や本学に関係ある者を中

13 時

心にして行っている。

00 分～14 時 30 分

また、昨今は大学も地域社会への貢献が求めら

「やさしい薬の知識その 2」稲垣聡子

れるようになり、本学の所在地の地域社会の代表
各講義内容

や高田コミュニティセンターと接触し、数年前よ

第１回

り本学がもつ専門性のある公開講座を｢高田学区

「地域で伝えられた食べ物」

1、 わが家の伝承料理

女性会｣と共催で行っている。これは高田学区女

2、 食生活のポイント

性会のみならず男性や高田学区外の人々にも呼

3、 露地栽培

びかけて継続中であり、本年もその一環として行

4、 ハウス栽培

った。

5、 外国産

この高田学区女性会共催の講座は、一昨年まで

6、 伝えていきたい行事食（春夏秋冬）

は春季・秋季に分けて行い、春季は｢加工食品を

7、 旬の食べ物

作ろう｣、秋季は｢高齢者の衣、食、介護｣で３年
間のシリーズで行った。シリーズであったため初

第2回

「パクパク食べて、いきいき生きよう」

年度参加者が次年度にと定着した。

1、 良い食べ物！悪い食べ物？

その流れをふみ、昨年度より「健康を考える

2、 若返る！？

－栄養・健康食品・薬－」のシリーズが始まり本

3、 あなたの食習慣は？

年度も昨年同様の参加者及びそれらの人が声を

4、 食事バランスガイドの考え方

かけた人達も参加受講した。また本年度は 8 月 21

5、 少しだけ変えてみる

日(金)の中部日本新聞朝刊の 19 ページ（市民版）
の募集欄に掲載した結果、昨年より広い範囲から

第3回

「やさしい薬の知識

1、薬って何？

その 2」

市民の方々の受講があり、好評裏に終了した。

ぜひ知っておきたい基礎知識

また、毎年参加者全員に、講座内容などについ

2、薬物の体内運命（薬物動態）

て簡単なアンケートを求めている（講座の理解度、

3、適用の方法

講座の役立度、今後の希望講座、講座受講で気づ
いた点など）。本年度の結果をみると、受講者の
募集方法や、あったらよい思う講座など具体的な
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ことが分り主催した本学公開講座委員会側のよ
い糧ともなった。これらのことは、今後の公開講
座催資料として生かしていきたい。
(愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会)
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特別な教育的支援の必要な子どもへの養護教諭としてのかかわりに関する研究

金子

紘子*1

横田

雅史*2

*1 愛知みずほ大学人間科学研究科健康福祉専攻
*2 愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

本研究は、小学校と中学校における特別な教育的支援を必要とする子どもへの、養護教諭としての関わりを
明らかにすることを目的とした。
小学校と中学校の養護教諭と担任 750 人を対象に郵送によるアンケート調査、保護者 16 名と発達障害者 13
名を対象にインタビュー調査、発達障害の子どもの行動観察を行った。アンケートの回収率は、養護教諭は
32.1％、担任は 25.9%であった。
近年、発達障害の子どもが増加傾向にあると言われている。本研究の結果では、養護教諭と担任の発達障害
の子どもの在籍の認識には差があり、発達障害のある子どもの保健室利用も増加傾向が見られた。養護教諭と
保護者の連携は、小学校では 36.9％、中学校では 25.3％であった。保護者と養護教諭の連携では、小学校では
44.4％、中学校では、57.1％であった。
保護者は、子どもに対して今後どのようにかかわっていけば良いか不安であることが分かった。担任にはな
かなか相談できないが養護教諭には相談できるという傾向が見られた。発達障害の子どもは、子どもが学校で
何らかの困り感を抱いていた。
以上のことから、養護教諭の方が、子ども一人一人の実態を把握しやすいことが考えられる。そのため、養
護教諭には、一般的な発達障害の特徴をしっかり理解し、その理解を基にそれぞれの子どもによって異なる問
題となる点を見極めて、かかわっていくことが求められる。具体的には、子どものサインに気づくことや担任
や保護者とは異なる視点を持つことが大切である。連携については、話をよく聞いたり、互いの立場をよく理
解することが必要であるが、互いに互いを尊重し、支え合うという思いも連携を図る上では大切なことである。
発達障害のある子どもが増えており、現場でも早急に対応が求められており、それに伴い、障害についての
理解もしていかなければならない。特別な教育的支援を必要としている子どもへの養護教諭としてのかかわり
は、障害の診断名が優先されていることではなく、目の前にいる一人一人の子どもの実態に応じた対応である
ことが望ましいと考える。
はじめに
私は大学で福祉を学び、卒業後８ヶ月間知的障害児

と親、専門家や発達支援に実際にかかわるスタッフの

を対象とする養護学校に養護教諭として勤務した。そ

養成をしている会に参加してきた。そこでは、専門の

の学校には高機能広汎性発達障害を伴う子どもが在籍

先生から障害についてのレクチャーを受けながら、子

していたが、コミュニケーションがとれないために、

どもに直接かかわるスタッフとして養成されたが、実

具体的にどのようなかかわりをするといいのか、分か

際に勉強や遊びを通して高機能広汎性発達障害の子ど

らないまま日々奮闘していた。

もとかかわっていくことは難しかった。

保健室では、絵を使ってけがの処置の仕方を説明し

「子どものそのときの状態をよく把握し、
毎澤 1）は、

たり、どうして保健室に来たのかを言えるように促す

保健室で過ごす目的、目標をきちんとたてることが必

手段として図等を使っていた。しかし、それぞれの障

要であるまったく意欲をなくし、自尊感情が低くなっ

害の特徴を十分に理解していなかったため、発達段階

たまま保健室でいる子であったら、短期目標を『養護

や障害の状態に合わせた対応ができていなかったと思

教諭との信頼関係を築く』
、『何をして過ごすか自分で

う。

決め実践する』ことが大切」と述べている。
また、杉山ら２）は、「問題行動を頻発する子どもた

学生のころから、高機能広汎性発達障害の子ども
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ちは学習の場面で辛い経験を重ねている。無理な指示

障害だけでなく、その対象でなかったＬＤ、ＡＤＨ

を出す他者に対して、強い不信感をいだいている。う

Ｄ、高機能自閉症も含めて障害のある児童生徒に対

まくできない自分自身に対して自信をなくしている。」

してその一人一人の教育的ニーズを把握し、当該児

と述べている。

童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改

堀川

3）

は「その子どものことをどれだけ理解しよう

善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて

とするのか。その子どもの丸ごとをどんなふうにとら

必要な支援を行うものである。

えようとするのか。どんな姿勢で、どんなまなざしを

本研究で対象とした障害の種類、定義については、

その子どもに向けるのか。私たち自身の感性が、これ

以下の通りである。

ほど厳しく問われることはないのではないか…そう感

(1) ＬＤ(学習障害)

じている。そして、その感性を裏付けるのが、障害特

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞

性をしっかり理解するという学びなのである」と述べ

く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能

ている。

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示

これらの先行研究から得られた知見や私の体験から

す様々な状態を指すものである。その原因として、

養護教諭の専門性を生かしながら、子どもの障害の特

中枢神経系に何らかの機能障害があると推定される

徴を理解し、かかわっていくことが望ましいこと、自

が、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害など

信を失った子どもやクラスになじめない子どもへのフ

の障害や、環境的な要因が直接の原因となるもので

ォローも養護教諭が担っていくべきであること、養護

はない５)。

教諭と担任が子どもの障害についての共通理解を図り、

(2) ＡＤＨＤ(注意欠陥多動性障害)

保健室での様子やそれ以外の様子も知っておくなど、

年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、及び/又は

情報を共有することが必要であることが分かってきて

衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的

いる。

な活動や学業の機能に支障をきたすものである。ま

これらの知見を基に本研究では、養護教諭として特

た、7 歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経

別な教育的支援の必要な子どもにどのようにかかわっ

系に何らかの要因による機能不全があると推定され

ていけばよいのかを明らかにしたいと考えた。

る５）。
(3) 高機能広汎性発達障害

Ⅰ

本研究では、高機能広汎性発達障害には、高機能

研究の目的

自閉症・アスペルガー症候群を含むこととする。

近年、ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群、高機

ア

能自閉症と診断されている子どもや、その傾向にある

高機能自閉症

子どもが増えてきている。平成14年に文部科学省が調

3 歳くらいまでに現れ、①他人との社会的関係の

査研究会に委嘱して実施した調査によると、小学校や

形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心

中学校の通常の学級には知的発達に遅れはないものの

が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動

学習面や行動面で著しい困難を示す児童生徒の割合は

の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わ

約6.3％（約68万人）であり、これらの子ども達の指導

ないものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因

については、特別支援教育において、通常の学級の担

による機能不全があると推定される５)。

任はもとより、全校体制で取り組んでいかなければな

イ

4)

らないと報告 されている。

アスペルガー症候群
知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴の

そうした中で、特に養護教諭は心身の発達を考える

うち言葉の発達の遅れを伴わないものである。

立場になければならないが、平成17年12月8日の中央教

知的障害を伴わない自閉症は、慣例的に高機能自

育審議会から出された「特別支援教育を推進するため

閉症と呼ばれてきたので、知的障害を伴わない広汎

の制度の在り方について」（答申）には特に養護教諭

性発達障害を、高機能広汎性発達障害とする 6)。
なお、平成 19 年４月より学校教育法の一部改正に

の職務内容としての表記は見られなかった。
こうしたことから、本研究では、小・中学校におけ

伴い、従来の特殊学級は、特別支援学級となってい

る特別な教育的支援を必要とする子どもへの養護教諭

るが、本研究では、従来使われていた特殊学級と記

としての関わりを明らかにすることを目的とした。

す。
2 ＬＤ等の歴史
近年では、1990（平成２)年にＬＤ児の親達による

Ⅱ 研究の背景
1

「全国学習障害児・者親の会連絡会（現・全国ＬＤ親

特別支援教育

の会）」が創設され、これをきっかけに文部科学省に

特別支援教育とは、これまでの特殊教育の対象の
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よって正式な「ＬＤ」についての検討・調査が行われ

(2) 方法：質問紙を用いた半構造化面接法により、

るようになった。

調査者本人が直接聞き取りを行った

これを受けて 1995（平成 7）年 3 月 27 日に「学習障

(3) 時期：平成 19 年 10 月～11 月

害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒

(4) 調査内容：①お子様の障害について

の指導方法に関する調査研究協力者会議」が中間報告

無について

を出し、1999（平成 11)年 7 月に「学習障害児に対す

ったこと

る指導について（報告）
」により、その定義、判断基準

と

②診断の有

③養護教諭との連携、連携をとって良か
④担任との連携、連携をとって良かったこ

（支援）、指導方法等が示された。注意欠陥/多動性障
害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症については、2003（平成

３

15）年３月の文部科学省の「特別支援教育の在り方に

(1) 対象：ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能広汎性発達障害の

関する調査研究者会議」の最終報告「今後の特別支援

診断を受けている者及びその疑いのある者 13 名

教育のあり方について」により、これらの障害の定義、

(2) 方法：質問紙を用いた半構造化面接法により、調

判断基準（試案）、指導方法等が示された。

査者本人が直接聞き取りを行った

2002（平成 14）年には、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自

本人へのインタビュー調査

(3) 時期：平成 19 年 10 月～11 月

閉症を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒は、

(4) 調査内容：①学校生活について

約 6.3％の割合で通常の学級に在籍している可能性が

③担任について

②勉強について

④養護教諭について

あることが示された 4)。
また、文部科学省から、2004（平成 16）年 1 月には、

４

観察記録

「小・中学校におけるＬＤ （学習障害），ＡＤＨＤ（注

(1) 対象：ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能広汎性発達障害の

意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児童生徒への教

診断を受けている者及びその疑いのある者

育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」が発

(2) 方法：遊び、勉強を通しての観察

表された。

(3) 時期：平成 19 年４月～12 月

２名

21 世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力

(4) 調査内容：遊び、勉強を通しての子どもの様子の

者会議が 2001（平成 13）年１月にまとめた最終報告に

変化や、どのようにかかわっていくことが望ましいか

おいて、障害のある児童生徒の視点に立った一人一人

について

のニーズに応じた教育的支援の在り方が提言された。

※

一方、2004（平成 16)年 12 月には「発達障害者支援

倫理的配慮：アンケートは、愛知みずほ大学大学

院の指導教員において検討し、対象者の自由意志に基

法」が成立し、2005（平成 17）年４月から施行された。

づいた回答をもって同意されたものとした。

同年 12 月に「特別支援教育を推進するための制度のあ
り方について（答申）」が出され、2007（平成 19）年 4

５

月から学校教育法の一部改正に伴い、障害の程度に応

特別な教育的支援を必要としている子ども達への関わ

じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある

り方についての先行研究をまとめた。

児童生徒一人ひとりの教育的支援を行う「特別支援教

結果

育」へ変わった。

(1) 回収率

方法

１

養護教諭と担任へのアンケート調査

表１

(1) 対象：Ａ・Ｂ２県の小学校、中学校、各 750 校
(養護教諭 511 校、担任 239 校)
(2) 方法：郵送によるアンケート法
(3) 時期：平成 19 年２月７日～２月 23 日
(4) 調査内容：①保健室でのかかわり

２

回収率は表１に示したとおりであり、

養護教諭の方が担任よりも回収率が高かった。

Ⅲ

困っていること

文献研究

回収率

校(％)
小学校

中学校

養護教諭

160(31.3)

81 校(33.9)

担任

132(25.8)

62 校(25.9)

(2) 養護教諭と担任の勤務年数(平均)

②かかわりで

勤務年数については、小学校の養護教諭は、小規模校

③他機関との連携・研修について等

では 20.5 年、中規模校で 20.2 年、大規模校は 23.2
年であった。中学校の養護教諭は、小規模校では 12.5

保護者へのインタビュー調査

年、中規模校で 21.2 年、大規模校 21.5 年であった。

(1) 対象：ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能広汎性発達障害の

小学校の担任は、小規模校では 17.9 年、中規模校で

診断を受けている者及びその疑いのある者の保護者

18.8 年、大規模校は 20.3 年であった。中学校の担任

16 名

85

修士論文

は、小規模校では 11.8 年、中規模校で 13.3 年、大規

(7) とりたくても連携がとれない機関

模校は 13.6 年であった。

養護教諭が連携をとりたいが、とることができてい

(3) ＬＤ等の子どもの在籍

ない機関について、どの規模においても、病院等医療

養護教諭の方が担任よりも、ＬＤ等の子どもが在籍

関係機関があげられていた。次いで、小規模校のみ保

していると回答した者が多かった。
表２

護者をあげており、中規模校、大規模校においては、

ＬＤ等の子どもの在籍

校(％)

養護教諭

児童相談所等福祉関係機関であった。
中規模校、大規模校においては、病院等医療関係機

担任

小学校

関であった。小規模校のみ保護者が最も多かった。

中学校

小

n=17

12(70.6)

n=19

8(42.1)

中

n=102

91(89.2)

n=77

48(62.3)

大

n=41

41(100)

n=36

24(66.7)

小

n=6

5(83.3)

n=8

4(50.0)

小学校の担任では、小規模校 18 名中 17 名(94.4％)、

中

n=50

42(84)

n=35

15(42.9)

中規模校 66 名中 62 名(93.9％)、大規模校 36 名中 30

大

n=25

25(100)

n=19

13(68.4)

名(83.3％)であった。

(8) 担任が必要としている養護教諭の連携

中学校の担任では、小規模校６名中５名(83.3％)、
中規模校 31 名中 31 名(100％)、大規模校 18 名中 17

(4) ＬＤ等の子どもへのかかわり

名(94.4％)であった。

ＬＤ児への子どものかかわりについて、表３に示す。
小学校では、担任の方が養護教諭よりもかかわりを

(9) 担任と養護教諭の連携の実際

しており、中学校では、養護教諭の方が担任よりもか

小学校の担任では、小規模校では 10 名 中９名

かわりをしていた。
表３

ＬＤ等の子どもへのかかわり
小学校

(90.0％)、中規模校では 58 名中 38 名(65.5％)、大規模

校(％)

校では 33 名中 16 名(48.5％)であった。

中学校

中学校の担任では、小規模校では５名中３名

小 n=12

9(75.0)

小 n=5

5(100)

中 n=91

62(68.1)

中 n=41

29(70.7)

大 n=41

33(80.5)

大 n=25

18(72.0)

(60.0％)、中規模校では 24 名中 20 名(83.3％)、大規模
校では 17 名中 12 名(70.6％)であった。
小学校では小規模校において担任が養護教諭と連携
を「とっている」人が多く、中学校では中規模校で「と
っている」人が多かった。

(5) 保健室利用について
ＬＤ児の保健室の利用について表４に示す。

(10) ＬＤ等の研修について

中学生になると来室が少なくなっていた。
表４

保健室利用

小規模校では、研修を受けた事があるのは、15 名

人(％)

養護教諭

93.8％、中規模校では 91 名 91.0％、大規模校では 37

担任

小学校
中学校

小

n=8

6（75.0）

n=8

7（87.5）

中

n=60

50
（83.3）

n=48

43（89.6）

大

n=32

21
（60.0）

n=24

21（87.5）

小

n=5

3（60.0）

n=4

2（50.0）

中

n=29

25
（86.2）

n=15

12（80.0）

大

n=18

13
（76.7）

n=13

9（69.2）

名 92.0％であった。
小規模校では、研修を受けた事があるのは、５名
83.3％、中規模校では、44 名 88.0％、大規模校では
23 名 92.0％であった。
小規模校で、研修を受けた事があるのは、10 名
55.6％、中規模校では、60 名 81.1％、大規模校では
24 名 66.7％であった。
小規模校で、研修を受けた事があると回答があった

(6) 保健室への来室理由
ＬＤ児の保健室への来室理由について、表５に示す。
小中学校共に、体調不良での来室が多かった。
表５

来室理由

人(％)
小学校

のは、4 名 57.1％、中規模校では、24 名 68.6％、大規
模校では 15 名 83.3％であった。
小中学校共に、養護教諭の方が担任よりも研修を受
けていた。

中学校

小 n=8 中 n=38 大 n=32 小 n=5 中 n=29 大 n=25

(11) 教員養成課程にＬＤ等の子どもへの配慮事項

障害が原因でのパニック等

5(62.5) 23(65.8) 13(39.4) 2(40.0) 12(41.4) 9(36.0)

を取り入れるかについて

体調不良

4(50.0) 35(92.1) 18(54.5) 2(40.0) 19(65.5) 10(40.0)

クラスになじめない
その他

0(0)

17(44.7) 12(36.4)

0(0)

11(37.9) 10(40.0)

1(12.5) 20(50.0) 12(36.4) 3(60)

8(27.6) 5(20.0)
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規模校で、17 名中 16 名(94.1％)、中規模校では、102

多くあるのではないかと考える。

名中 97 名(95.1％)、大規模校では、41 名中 39 名

養護教諭が、気づいたことを、担任や他の教員に伝

(95.1％)であった。

え、子どもの情報を共有することにより、養護教諭と

中学校の養護教諭では、小規模校で、６名中６名

担任の認識の差が縮められるのではないかと考える。

(100％)、中規模校では、50 名中 49 名(98.0％)、大規
模校では、25 名中 24 名(96.0％)であった。

２

ＬＤ等の児童生徒の保健室利用について

小学校よりも中学校のほうが、教員養成課程にＬＤ

本調査では、小学校の養護教諭でＬＤ等の児童生徒

等の子どもへの配慮事項を取り入れていくべきと回答

が「保健室を利用する」と回答した者は、小学校で

した者が多かった。小学校、中学校どの規模において

72.2％であった。規模別の内訳は小規模校で 75.0％、

も、多くの養護教諭が養成課程で取り入れるべきと回

中規模校で 68.1%、大規模校で 80.5%であった。中学校

答していた。

で 73.2％であり、その内訳は小規模校で 100％、中規
模校で 70.7%、大規模校で 72.0％であった。
淡路ら８）が 2005 年に行った、軽度発達障害の特徴

Ⅴ

考察

１

発達障害児の在籍の認識について

を示す児童生徒の保健室利用の調査では、小学校は
63.0%、中学校では 38.0%であり、中学生になると来室

本調査では、養護教諭が自分の学校に発達障害児が
「在籍している」と認識している者は、小学校で

が少なくなっていたが本調査の結果では、小中学校に

87.5％、中学校で 88.9％であった。小学校の担任は

おいても変化は見られなかった。
淡路ら８）の研究よりも本調査の方がＬＤ等の保健室

60.6％で、中学校の担任は 51.6％であった。

利用が、多い傾向が見られた。

規模別の内訳では、小学校の小規模校で 70.6％、中
規模校で 98.2％、大規模校で 100％であった。中学校

また、全体的に小学校においては、9.2％増になって

の養護教諭で「在籍している」と認識している者は、

おり、中学校校では 35.2％増であった。小学校よりも

小規模校は 83.3％、中規模校で 84.0％、大規模校では

中学校の方が急激に増えていることが分かった。
中学校にあがると、提出物や移動教室があり、小学

100％であった。
一方、小学校の担任では、
「在籍している」と認識し

校の頃と環境が変わる。自我も確立し不安や抑うつが

ている者は、小規模校で 42.1％、中規模校で 62.3％、

つのりやすい時期でもあるため、小学校とは違った心

大規模校で 66.7％であった。

理面での悩みを抱えるのではないかと考える。
ＬＤ等の疑いのある子どもや、医療機関で診断受け

中学校の担任では、小規模校で 50.0％、中規模校で

る児童生徒が増えており、養護教諭も子どもが保健室

42.9％、大規模校で 68.4％であった。

へ来室した際、子どもの状況を見極める力が必要にな

小中学校共に規模が大きくなるにつれて、ＬＤ、Ａ

ってくると考える。

ＤＨＤ、高機能広汎性発達障害及びその疑いのある子
どもが在籍していると認識している者が多くなってい

３

た。

かかわりについて

(1) 勤務年数については、小学校の養護教諭は、小

小中学校のＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能広汎性発達障害
及びその疑いのある子どもの在籍の認識については、

規模校では 20.5 年、中規模校で 20.2 年、大規模校は

文部科学省が 2007 年に行った調査では、小学校が

23.2 年であった。中学校の養護教諭は、小規模校では

86.8%、中学校では 76.5%であった。養護教諭において

12.5 年、中規模校で 21.2 年、大規模校 21.5 年であ

は、本調査の方が上回っていたが、担任においては小

った。小学校の担任は、小規模校では 17.9 年、中規模

学校では 26.2％、中学校では 24.9％下回っていた。

校で 18.8 年、大規模校は 20.3 年であった。中学校の
担任は、小規模校では 11.8 年、中規模校で 13.3 年、

また、担任よりも、養護教諭の方が「在籍している」
と認識している者が小学校中学校のどの規模において

大規模校は 13.6 年であった。結果から、小学校の養護

も多かった。これは養護教諭の方が、子ども一人一人

教諭においては、大規模校において最も勤務年数が長

の実態を把握しやすい結果だと考えられる。

く。担任も同じ傾向がみられた。小学校の養護教諭で

飯野ら

７）

は、「担任は、学習指導や生活指導を通し

ＬＤ等の子どもにかかわりをしている者は、小規模校

て子どもと接するが、望ましい方向に導こうとしてい

では 75.0％、中規模校では 83.3％、大規模校では

るだけに、子どものサインを見落としがちである。養

60.0％であった。中学校の養護教諭では、小規模校で

護教諭は、担任が見逃しているサインを捉える職種で

60.0％、中規模校では 86.2％、大規模校では 76.7％で

あり、教員と異なった視点を提供できる。」と述べてい

あった。小学校の担任でＬＤ等の子どもにかかわりを

る。筆者も養護教諭だから気づくことができることが

している者は、小規模校では 87.5％、中規模校では
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89.6％、大規模校では 87.5％であった。中学校の担任

と答えた保護者は、小学校では 44.4％、中学校では

では、小規模校では 50.0％、中規模校では 80.0％、大

57.1％であった。養護教諭のアンケートから、保護者

規模校では 69.2％であった。

との連携内容としては、家庭での様子、生育歴（言語・

一方、かかわりをみると小中学校の養護教諭では中

社会性・運動等）等であった。保護者のアンケートか

規模校が最も多く、担任においても、同じ傾向がみら

らは、養護教諭との連携内容として、学校での様子に

れた。このことから、勤務年数が長いから、かかわり

ついて、家庭での様子が挙げられていた。養護教諭へ

をしているということではないということが考えられ

のアンケートでは、中学校よりも小学校の方が連携を

る。ＬＤ等の子どもが増えてきたのは近年であり、ま

とっていると答えていたが、保護者へのアンケートで

だ理解が浅く、障害理解をするための体制がまだ整っ

は、小学校よりも中学生の方が連携をとっているとの

ていない。

回答が多かった。養護教諭と保護者は、それぞれ異な

本研究においては、発達段階や学校の規模によって

った状況下にありＬＤ等の子どもや、家族、関係者か

対応の方法が異なっているのではないかということを

らの期待感にも差異がある。話をよく聞いたり、互い

前提にアンケートを作成したが、実際に結果を見ると、

の立場をよく理解することが連携には必要であるが、

対応の方法に大きな差異をみることができなかった。

互いに互いを尊重し、支え合うという思いも連携を図

本研究のアンケート結果から、障害名ではなく本人の

る上では大切なことである。
東京都立教育研究所の調査研究９）では、保護者と学

生きにくさ、対応のしにくさについて、どのような対
応をしていくかについてが大切なのであろうと考える。

校の連携のとり方について以下の６点をあげている。
【保護者に接する基本的な姿勢】

４

・保護者の立場を理解し、話をよく聞く(傾聴)

連携について

・児童・生徒のよさに目を向け、事実を具体的に伝え

(1) 養護教諭と担任の連携

る(児童・生徒理解)

養護教諭へのアンケートから、養護教諭がとってい
る連携先として担任が全ての規模において１位であっ

・児童・生徒への働きかけを通して、指導の実際を分

た。小学校では全体で 75.6％であり、内訳は小規模校

かってもらう(自己開示)

では 47.1％、中規模校では 79.0％、大規模校では

・児童・生徒の変容を信じ、その変容を共に喜ぶ(信頼

78.0％であった。中学校では、全体で 74.7％であり、

と共感)

内訳は、小規模校では 100％、中規模校では 70.0％、

・「これならやれる」「やってみよう」という手立てを

大規模校では 80.0％であった。

一緒の考える(具体的な手立て)
・児童・生徒の成長を一緒に見守り、援助する体制を

小学校では、中規模校が一番多く、中学校では、小

とる(協力体制)

規模校で一番多く連携をとっていた。規模が小さい方

互いが、違う思いを抱いているということから考え

が連携をとりやすいと考えるが、小学校の小規模校で

ると、一番大切なのは、上記にも挙げているが、保護

は少なかった。
子どもの普段の様子を知っているのは、担任なの

者の立場をよく理解することと考える。上記６点を考

で普段から連携をとっていく必要があるのではない

慮しながら、互いに互いを尊重し、支えあうという思

かと考える。

いも連携を図る上で大切なことだと考える。

(2) 養護教諭と保護者の連携

(3) 養護教諭と特別支援教育コーディネーターの連携

養護教諭へのアンケートから、養護教諭と保護者と

養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携

の連携の実施状況は、小学校全体では 36.9％連携をと

があったのは、小学校では全体で 26.9％、中学校では

っており、内訳は、小学校の小規模校では 41.2％、中

全体で 25.3％であった。内訳は、小学校の小規模校で

規模校では 36.3％、大規模校では 36.6％であった。連

は 17.6％、中規模校では 29.4％、大規模校では 41 名

携内容は、どの規模においても、１位は授業中の様子

中 24.4％であった。連携内容は、小規模校においては、

であった。２位は小規模校と大規模校においては授業

１位は授業以外の活動の様子についてであった。中規

以外の様子であった。

模校では、１位は指導方法であった。大規模校では、

中学校全体では 25.3％、養護教諭と保護者は連携を

１位は授業中の様子についてであった。中学校の小規

とっており、内訳は、小規模校では該当はなく、中規

模校では該当が無く、中規模校では 22.0％、大規模校

模校では、28.0％、大規模校では 20.0％であった。連

では 32.0％であった。連携内容は、小規模校において

携内容は、中規模校、大規模校共に、家庭での様子が

は、該当がなかった。中規模校では指導方法について、

１位であった。

大規模校では、授業中の様子についてが１位であった。
平成 18 年度に文部科学省が行った調査１０）では、特

保護者へのアンケートで、養護教諭との連携がある
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部科学省の資料 12）によると、

別支援教育コーディネーターは、小学校では 93.3％、
中学校では 90.9％で指名済みである。しかし、アンケ

ア

児童生徒へのカウンセリング

ートの結果から見ると、連携はとれていないことがわ

イ

教職員に対する

かる。指名はされていても、養護教諭と連携をとるこ

ウ

保護者に対する助言・援助

助言・援助

とができていないことが考えられる。まだ、特別支援

しかし、学校側がこの制度について十分理解できて

教育コーディネーターがどのような役割を持ち、どの

いないと同時にスクールカウンセラー側も十分理解で

ようなことを行うのかが、理解が不十分であることも

きていない 12）ために、連携もはかれないのではないか

原因の一つと考える。

と考える。

平成 15 年に出された「今後の特別支援教育のあり方

子どもにいろいろな障害があればなおのこと、コミ

について(最終報告)」では、特別支援教育を支える仕

ュニケーション手段一つとっても大変で教師も保護者

組みとして、教育的支援を行う人や関係機関との連絡

も苦労する。その部分を専門のカウンセラーが支援す

調整するキーパーソンである「特別支援教育コーディ

べきであり、今後、スクールカウンセラーが小学校、

ネーター」を置くことを提言している。

中学校において果たす役目は大きいと考える。養護教

柳本 11)は、特別支援教育コーディネーターの役割と

諭もスクールカウンセラーと連携を図ることができれ

して以下の６点をあげている。

ば、子どもや保護者、教員の情報を共有したり、情報

①

校内の関係者や関係機関との連絡調整、

②

担任への支援

③

保護者に対する相談窓口

かかわりを通しての子どもの変化を受け止めることも

④

校内委員会での推進役

大切である。その変化について、カウンセラーや、コ

⑤

巡回相談や専門家チームとの連携

ーディネーターと連携をとっていくことが望まれる。

⑥

校内での連携調整の例である。

交換することができるのではないであろうか。
子どもの困り感に対する、気づきも大切であるが、

学校に、ＬＤ等の子どもがいる時、担任と養護教諭

5 保護者、本人の願い

の連携も必要であるが、相談する特別支援教育コーデ

(1) 保護者の、子どもへのかかわりのついては、

ィネーターとも連携を密にとる必要があるのではない

①

どうしたら良いか分からない

かと考える。

②

普通の子だと信じて接している。

③

今はまだ大丈夫だが、今後どうしていったら良い

(4) 養護教諭とスクールカウンセラーとの連携

のか悩んでいる。

養護教諭とスクールカウンセラーとの連携が中学

④

校で多くみられた。小学校では全体で 21.3％、中学校

まだ何が苦手なのかよくわからないので、いろい

ろなことをやらせるようにしている。
田中１３）は「診断の有無にかかわらず、保護者は我

では 59．5％であり、内訳は、小学校では、小規模校
大規模 12.2％であっ

が子の特別性に不安と焦りを抱いているものである。

た。連携内容は、全ての規模において指導方法につい

分け隔てなくという思いと、配慮ある対応の両方を願

てが１位であった。

っているものである。ある母親の意見として「最近、

で 23.5％、中規模校で 24.5％

中学校では、小規模校で 75.0％、中規模校で、60.0％、

子どものことで『あきらめる』という心境になること

大規模校で 56.0％であった。

が増えてきた。正直、これでよいのかと迷いつつ、で

連携内容は、小規模校と大規模校において、指導方法

もひょっとしたら我が子のできること以上のことを求

について、中規模校では、家庭での様子についてが１

めてしまい、親のエゴでわが子を苦しめていたのでは

位であった。小学校よりも、中学校では全ての規模に

という思いが、いつも錯綜していた。あきらめる？い

おいて養護教諭の連携先としてスクールカウンセラー

や、もう少し。でもあきらめよう。ある時、
『あきらめ

があげられていた。

る』ということばは、所在を明らかにして極めること

スクールカウンセラーは、平成 13 年より本格的に

であるということを学んだ。それまで我が子の育ちに

公立の中学校を優先に配置が行われているため 12）、本

寄り添い、多くの期待をし、時に激しく焦り、時に厳

調査では、小学校よりも中学校の方がスクールカウン

しくしかりつけ、一人になって後悔していた自分の肩

セラーと連携をとっていた。小学校よりも中学校の方

から重しが取れた。
『あきらめる』というのは、成長・

が、問題行動や不登校の問題が多いため中学校から配

変化を断念し、将来に夢も希望ももたないことではな

置になったことが考えられる。今後は、小学校にもよ

く、この子すべてを明らかに極めたことである、とい

り多くのスクールカウンセラーが配置されることが望

うことに気づいた。それでいいのだ。と。」述べている。

まれるであろう。スクールカウンセラーの職務は、文

保護者は、子どもと接するなかでどうしたら良いか
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わからない不安と、学校生活を楽しく送るために学校

中で、ゆっくり時間を一人にかけるということは実際

がどのようなサポートをしてくれるのであろうかとい

には難しいのかもしれない。今回の追跡調査では、か

う不安を抱いていると感じた。他の子どもと同じよう

かわりとしては特別なことはしていないが、ゆっくり

に接してほしいが、なかなか学校に理解をしてもらえ

時間をかけて、子どもが何に対して困っていて、どう

ないというあきらめもあるのではないかと考える。

すれば過ごしやすいかを考えたかかわりである。この

全国親のＬＤ親の会１４）では「子どもを育てる中で

ことは、養護教諭にも同じことが言えるのではないか

不安なことは山のようにあり、かくしておきたい失敗

と考える。

も数えきれません。でも、くよくよしていても始まり
ません。自分自身が親として修業していくんだという

７

くらいの気持ちで、毎日悩みながら子どもと一緒に頑

(1) 保護者への養護教諭に話しをして良かったことに

張ってみようかな、と思えばいいのではないでしょう

ついては、

か。そして、不安なとき、困った時には一人で思い悩

① 担任の先生になかなか相談できないことも養護教

まず、誰かに相談してみましょう」と述べている。

諭の先生なら安心して話せるし、子どもの体のことも

悩みながらも、自分の子どもが学校生活や日常生活

養護教諭に求められていること

わかってもらえる

を楽しく過ごしてほしいというのが親の願いなのでは

② ちゃんと聞いてもらえる。親が養護教諭と話しをす

ないかと考える。

ることで、保健室に子どもが行きやすくなった。等の
意見があり、養護教諭に対して担任よりも話やすいと

(2) 本人の学校生活での困り感について

いう印象を持っているのではないかと考える。

本人の学校生活での困り感については、
① 忘れ物をした時どうしたらいいか分からなくなる。

(2) 本人への養護教諭とのかかわりについては、

② 授業の意味がわからないのに当てられた時。

低学年の子どもには具体的なことはまだ、理解できて

③ 本を読むとき、どこを読んでいいのかわからない。

おらず回答は得られなかったが、中学年以上の子ども

④ 周りがうるさい。皆、何言ってるか分からないし静

からは、以下のような回答があった。

にしてほしい。

① 何でも話を聞いてくれる。話したことを担任の先生

⑤ 自分の意見を言わなくてはならない時、自分が何を

に言わない。保健室で休ませてくれる。お母さんとも

言いたいか分からないから、どうしたらいいか分から

仲良しである。

なくなる。等があった。

② 怖い顔をしないし、たくさん話をしてくれる。

結果からもわかるように、子ども達は学校生活を送
る上で何らかの困り感を抱いている。杉山ら

③ 泣いている時に、背中をトントンとしてくれた。

37)

は「一

④ にこにこしている。

つ一つの出来事は、その時点ではさほど大きな反応を

⑤ 保健室の先生って安心する。

引き起こさない場合も、それが重なり、また、子ども
自身の発達により、他者の悪意が理解出来るようにな

(3) 担任に対してのかかわりでは、優しいという意見

ると、大きな心の傷になって出てくる場合がある」と

もあったが、一方で、

指摘している。

① すぐに怖い顔をするから嫌い。

子どもがわからないと思っていたり不安でいるのだ

② 普通

ということを、気づく必要がある。なぜ周りは自分の

③ たまに恐い。授業とかうるさいと怒る。

ことを理解してくれないのかという不信感や不安を、

という意見もあった。子どもにとっても、担任より養

学校生活の中で植えつけないように、あまりにも特別

護教諭の方が話しやすいという印象を持っている。養

扱いをする必要はないが、配慮が必要であると考える。

護教諭は担任とは違い、クラスを持つことは無く子ど
もへの評価もしない。その点からも、子どもは安心感

６

追跡調査

を抱いているのかもしれないと考える。

追跡調査から、子どもの困り感に気づき、そこか

白川 15）は、「一般的な発達障害の特徴をしっかり理

らかかわりをとおして信頼関係を築くまでに約半年か

解しておくこと、その理解をベースにその子どもによ

かった。周りに理解をされないことから、言葉遣いが

ってちがう“問題となる点”を見極めることである。

乱暴になってしまったり、自分の殻に閉じこもってし

問題となる点が本人の生活しにくい点で、パニックを

まったりと、子どもの思いをどう受け止めるかで子ど

起こす原因の部分だと思うので、まずその部分を理解

もが変わっていく。しかし、学校現場においては、困

し、本人がその部分の負担を軽く感じ、生活しやすく

り感に担任や養護教諭が気づいても、人数が沢山いる

なる手立てをまわりでつくってあげることである。」と
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述べている。

の積み重ねと教科やクラス枠を越えた横のつながりを

担任が見逃していることを感じ取ることができるの

見通せること、健康管理と健康教育を関連づけた働き

も、養護教諭であり、その特性を活かしながら、一般

かけができること、養護教諭の特質を生かして、子ど

的な発達障害の特徴をしっかり理解し、その理解を基

もの課題とその背景を見極め、それぞれの状況に応じ

にそれぞれの子どもによってちがう問題となる点を見

て関係者との連携や組織づくりをしていくことが大切

極めて、かかわっていくことが養護教諭に求められる

である。養護教諭だから見えることが沢山あると考え

のではないであろうか。そして、子どものサインに気

る。その見えたことをどうしていくかで養護教諭の専

づくことが大切である。担任や保護者がまずは気づく

門性が問われるのではないだろうか。

ことが求められるが、担任とは異なる視点を持ち、多
くの子どもに接するからこそ、保護者からの期待も大

おわりに

きいのではないだろうか。

近年、ＬＤ等の子どもが増えており、現場でも早急
に対応が求められていることに伴い、障害についての

８

養護教諭の専門性について

理解もしていかなければならない。しかし、ＬＤには

(1) ＬＤ等の研修については、小学校の養護教諭小規

こういうかかわりをしなければならない、ＡＤＨＤに

模校では、研修を受けた事があるのは、93.8％、中規

は、こういうかかわりをしなければならないというこ

模校では 91.0％、大規模校では 92.0％であった。中学

とではない。障害の特性を理解することは、大前提で

校の養護教諭小規模校では、83.3％、中規模校では、

あり、一般的なかかわりとして有効なものは知ってお

88.0％、大規模校では 92.0％であった。小学校の養護

く必要であるが、子ども全てにあてはまるものではな

教諭の方が研修を受けている割合が高かった。

い。発達段階によって対応の方法が異なっているので

三木ら

16)

は、「養護教諭は、専門的立場からすべて

はないかということを前提にアンケートを作成したが、

の児童生徒の保健及び環境衛生の実態を的確に把握し

実際に結果を見ると、対応の方法に大きな差異をみる

て、疾病や情緒障害、体力、栄養に関する問題等心身

ことができなかった。

の健康に

問題を持つ児童生徒の個別の指導にあた

発達障害のある子どもへのかかわりについては、先

り、また、健康な児童生徒についても健康の増進に関

行研究からその対応としてまとめ、また、発達段階等

する指導にあたるのみならず、一般教員の行う日常の

をふまえて障害別にまとめた。このまとめを通して考

教育活動にも積極的に協力する役割を持つものであ

えられることは、障害の診断名が優先されていること

る」と述べている。

ではなく、一人一人の子どもの実態に応じた対応であ

子どもたちの健康問題・発達課題は時代とともに、

ることが望ましい。

そして社会とともに変化しており、養護教諭は、その

文献研究から得られた対応の方法については、障害

変化する子どもたちのニーズを受け止めながら自らの

名とその具体的な対応の方法は、実際の学校教育にお

仕事を創り出してきた。新たな問題が表面化したりす

いては、それが必ずしも障害名や症状にあったもので

ると、仕事の役割の重点が変わったり、新たな役割が

はなかった。

加わったりしてきている。つまり、養護教諭の専門性

以上のことから、特別な教育的支援の必要な子ども

の曖昧さは、自由裁量の大きさを意味し、子どもを中

への養護教諭としてのかかわりは、障害の診断名が優

心として、一人一人の子どものニーズに添った支援こ

先されていることではなく、一人一人の子どもの実態

そが養護教諭の専門性といえる。時代によって変化し

に応じた対応であることが望ましいと考えられる。

ていく子どもの変化を知るためにも、研修等を受ける

今回の調査では結果の内容について質的な面に重点

機会が多くあるべきである。

をおいて調査等を行ったために、有意差検定で証明す

養護教諭は、医学的な診断をするわけではない。目

ることは難しかった。養護教諭は、子ども一人一人に

の前にいる一人一人の子どもの実態に応じた対応であ

合ったかかわりをしなければならず、判断しなければ

ることが望ましいと考えられる。

ならない時に因子が多い仕事である。今後、アンケー

養護教諭は、担任と違った立場で子どもと接するこ

ト内容をより焦点化して実施することができれば、鮮

とができるということがわかる。そして、養護教諭は

明にできるであろうと考える。

健康面で学校全体を見渡す「学校保健経営」的視点を
本稿は平成 19 年度の愛知みずほ大学大学院の修士

持ち、子どもと保護者、教師、地域の人々及び専門家
等とをつなぐ役割を担うのである。具体的には、養護

論文の一部である。
なお、本研究の一部については、第 46 回

教諭の特質として、子どもたちに個別に関わると同時

殊教育学会(平成 20 年９月米子会場)

に全体にも目配りができること、発達段階を迫った縦
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療学会(平成 20 年８月仙台会場)

において発表予定

からの解説．農山漁村文化協会

である。
参考文献
１）毎澤典子：それぞれの立場で必要な理解と配慮
養護教諭
15 号

児童心理 10 月号 臨時増刊

p105

第 60 巻

2006

２）杉山登志郎，大河内修，海野千畝子：教師のための
高機能広汎性発達障害教育マニュアル
社

p131

少年写真新聞

2005

３）白川緑，堀川いづみ：ぼくのこともっとわかって！
アスペルガー症候群
解説

小・中学校の事例と医師からの

農山漁村文化協会

p197 2003

４）小・中学校におけるＬＤ(学習障害)，ＡＤＨＤ(注
意欠陥/多動性障害)，高機能自閉症の児童生徒への教
育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)．文部
科学省

p6

2004

５）特別支援教育を推進するための制度の在り方につい
て(答申)

中央教育審議会

p46

2005

６）杉山登志郎，大河内修，海野千畝子：教師のための
高機能広汎性発達障害教育マニュアル．少年写真新
聞社

p21

2005

７）飯野順子，岡田加奈子：養護教諭のための特別支援
教育
ハンドブック．大修館書店

p184

2007

８）淡路はるか，郷間英世：軽度発達障害児の保健室利
用に関する調査研究．日本特殊教育学会第４３回大会発
表論文集

p178

2005

９）注意欠陥/多動性障害(ＡＤＨＤ)等の児童・生徒の
指導の在り方に関する研究

東京都立教育研究所

p62

2000
10) 平成 18 年度幼稚園、小学校、中学校、高等学校等
におけるＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能閉症等のある幼児児童
生徒への教育支援体制整備状況調査結果について
2006 http:/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/0703
0213/001.htm

文部科学省

11) 柳本雄次

前川久男監修：子どもと家族を支える

特別支援教育へのナビゲーション
12)

明治図書

2006

教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者

会議(第３回)配付資料〔参考資料 12〕文部科学省 2004
http:/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/
029/shiryo/0507501/s012.htm
13)

p94 2003

16) 三木とみ子： 養護概説．ぎょうせい

田中康雄：軽度発達障害のある子のライフサイク

ルに合わせた理解と対応
14) 全 国 Ｌ Ｄ親 の 会

学研 p78 2007

Ｌ Ｄ っ て な ん だ ろ う？ p10

2001
15) 白川

緑，堀川：いづみ：ぼくのこともっとわか

って！アスペルガー症候群

小・中学校の事例と医師

92

p１4 2002

修士論文

Study on involvement of school nurse
with children requiring special needs education
Hiroko KANEKO and Masashi YOKOTA*
Aichi Mizuho Graduate School of Human Sciences ,*Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

Purpose of this study is to present the involvement of school nurse with children requiring special
needs education at elementary and junior high schools.
Methods:
1) Questionnaires were sent by mail to 750 of school nurse and homeroom teachers of elementary
and junior high schools.
2) Interviews were conducted to 16 of parents and 13 of students with developmental disorder.
3) Behaviors of children with developmental disorder were observed.
Results:
1) The collection rate was 32.1% from school nurse and 25.9% from homeroom teachers.
2) The number of children with developmental disorder was on the increase, while there was a
gap in perception among school nurse and homeroom teachers, regarding the enrollment of
children with developmental disorder.
3) Children with developmental disorder had a tendency to use nurse’s office more frequently.
4) Cooperation of nursing teachers to parents was achieved by 36.9% in elementary schools and
25.3% in junior high schools.
5) Cooperation of parents to school nurse was achieved by 44.4% in elementary schools and 57.1%
in junior high schools.
6) The survey showed that parents were worried about how they should treat their children.
7) There was a tendency that parents felt more comfortable to ask a school nurse for advice than a
homeroom teacher.
8) Children with developmental disorder had some kind of troubles at school.
Considerations:
1) School nurse can have a better grasp of the actual situation of each child.
2 School nurse are required to fully understand the general characteristics of developmental
disorder identify any particular problem to each child and make contact with them based on the
understandings.
Therefore, it is essential for school nurse to be aware of signs from children and to have
different view points from homeroom teachers and parents.
3) To achieve collaboration, teachers and parents should understand each other’s positions well,
but they also need to respect each other and have a sense of mutual support.
Summary:
As the number of children with developmental disorder has been increasing, schools are seeking
to take prompt action while deepening the understanding of disorders. It is advisable for school
nurse to respond to children requiring special needs education according to the actual situation
which is particular to each child in front of them not by the diagnosis of disorder.
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病弱児に対する養護教諭の役割に関する研究
～小学校及び中学校における養護教諭の望ましい対応を探るために～
工藤 綾乃＊１ 横田 雅史＊２
＊１ 愛知みずほ大学大学院人間科学研究科健康福祉専攻
＊２ 愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

本研究は、小学校と中学校に在籍している病気の子どもの、健康管理のための配慮事項と、養護教諭の役割について明らかに
することを目的とし、腎疾患、循環器疾患、内分泌疾患、呼吸器疾患、行動の障害、皮膚疾患の６種類を対象とした。
小学校と中学校合わせて 750 校及び全国の病弱養護学校 80 校の養護教諭を対象にしたアンケート調査、６種類の病種の子ど
もの保護者 20 名と学齢期に病気体験をしたことがある者６名を対象にしたインタビュー調査及び病院に通院中の子どもと、入
院中の子どもの行動観察を行った。
アンケートの全体の回収率は 21.9%であった。アンケート結果より、小学校と中学校に病気の子どもが在籍している割合は高
く、病気の子どもへの特別な対応を「している」という意見が多かったが、内容としては一般的な配慮事項が多く、病気の特徴
を捉えた適切な対応は少なかった。また、病気体験は年齢が進むことに伴って肯定的に捉えられるようになり、また、病気理解
も年齢に伴って進むことが明らかになった。
インタビュー調査より、保護者は養護教諭に、医療的知識を身につける事、担任及び教科担任との連携を強化する事を望んで
いることが分かり、本人は、病気であるということは知ってほしいが、特別扱いされることは嫌だと感じている事が分かった。
以上のような結果より、病弱児への養護教諭の基本的な役割は、病気の子ども本人の思いに寄り添った対応を通して、子ども
達が自らの病気を自分の力で乗り越えていけるような支援を行うことである。そのためには、いつでも子どもの身近な存在とし
て、子どもの病気について高い専門性をもった養護教諭が存在する事が必要なのではないかと考える。
はじめに

Ⅱ 対象と方法

近年、医学等の進歩により、これまで長期療養を必要と

１ 本研究で対象としている病種と一般的な配慮事項

していた児童生徒が、在宅療養や外来通院しながら、通常

本研究においては、学校保健統計調査により、近年増

の学校で教育を受けることが多くなってきた。また、病弱

えてきている６種類の病気を対象とした（図１）
。

教育対象の病気の種類は、小児がん、筋ジストロフィー、

いずれも、学校で配慮する必要性が高いものであり、適

重症心身障害等が多くなり、呼吸器疾患や腎疾患等は、療

切な対応方法及び配慮事項を理解しておく必要があるもの

養しながら通常の学級に在籍する者が増加してきた。

である。

そのため、小中学校ではそれぞれの病種に合わせた適切

栄養状態

な配慮や対応が必要になると考えられる。特に養護教諭は、

結核

腎疾患

Ｓ37

Ｓ42

循環器疾患

呼吸器疾患

内分泌疾患

皮膚疾患

（％）
30

職務の専門性を生かして、病気の子どもに関わっていくこ

25

とが望まれる。
20

15

Ⅰ 研究の目的
本研究は、病気でありながら通常の学校で教育を受ける

10

子どもが増えてきていることから、小中学校に在籍してい

5

る病気のある子どもの健康管理のための配慮事項と、養護

0
Ｓ27

教諭の役割について明らかにすることを目的とした。

Ｓ32

Ｓ47

Ｓ52
年度

図１ 病種の変化１）
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２ ６種類の病種の一般的な配慮事項

④ 内容：①現在の治療状況や通院状況 ②養護教諭に病

先行研究より、６種類の病気について、病種別の一般的

名または病状を伝えている方法・内容 ③養護教諭に望ん

な配慮事項を調べ、同時に保健室の設置基準や保健室の機

でいること等

能などを考え、現在の保健室の実態に適していると思われ

イ 病気体験のある本人へのインタビュー調査

る配慮事項を挙げた。その結果、病気の種類の変化等に対

① 対象：学齢期に病気体験をしたことがある者

応するため必要な機器や、それぞれの疾患に適した環境条

② 時期：平成 19 年 10 月～12 月

件などを整備していく必要があると考える。

③ 方法：半構造的インタビュー法を用いて、調査者本人

また、児童生徒の心や体の健康問題等の変化とともに保

が直接面接を行った

健室への期待も高まり、機能も変化してきている。そのた

④ 内容：①学校生活 ②養護教諭との関わり ③家庭で

め、保健室が情報収集や休養の場としてだけではなく、生

のこと ④病気体験

徒への積極的な関わりが持てる場になっていくことが望ま

(4) 病気の子どもの観察記録

れる。

① 対象：病気通院中の子ども及び病気療養中の子ども
② 期間：平成 19 年６月～平成 19 年 12 月

３ アンケート調査

③ 場所：Ａ県の子ども病院

(1) 養護教諭へのアンケート調査

④ 活動場所：病院内及び病棟内プレールーム

ア 対象：Ａ・Ｂ２県の小中学校 750 校及び、病弱養護学
校(分校除く)80 校の養護教諭

Ⅲ 結果

イ 方法：郵送によるアンケート法

１ 回収率

ウ 調査時期：平成１９年２月

アンケート調査の全体の回収率は、21.9％であった。そ

エ 調査内容：本研究は、病気のある子どもの健康管理の

れぞれの回収率は表１の通りである。

ための配慮事項と養護教諭の役割を明らかにすることを目

表１ 回収率

的としたため、調査内容は、健康状態の把握方法や、把握

返信数（校） 発送数（校） 回収率（％）

するために必要な連携、現在の養護教諭が行っている関わ
りを中心に、以下のような内容で調査を行った。
①病気の子どもの人数

②疑いのある子どもの人数

③スクールカウンセラー（以下ＳＣと略）について
④関係機関との連携

⑤健康状態の把握

全体

182

830

21.9

小学校

90

508

17.7

中学校

49

242

20.2

病弱養護学校

43

80

53.8

⑥保健室来室時の関わり ⑦個別対応の工夫等
オ 対象疾患：腎疾患・循環器疾患・呼吸器疾患・内分泌

２ 平均人数と勤務年数平均

疾患・行動の障害・皮膚疾患

(1) 小学校の各規模別の児童の平均人数、病気のある子ど

カ 倫理的配慮としては、愛知みずほ大学大学院の指導

もの在籍率では、学校規模が大きくなっていくほど、病気

教員によって内容の検討を行い、回答は対象者の自由意志

の子どもの在籍率は減っていた。

に基づくものとし、その回答をもって同意されたものとし

(2) 中学校の各規模別の児童の平均人数、病気のある子ど

た。

もの在籍率では、病気の子どもの在籍率は中規模校が最も

(2) アンケート調査対象校

高く、大規模校がもっとも少なかった。
(3) 病弱養護学校の平均人数は 56.97 人であった。

アンケート調査の対象校は、学校の規模による対応の違
いと各規模での病気の子どもの在籍率を知るために、対象

(4) 教職員の平均人数は、小学校・中学校共に、規模が大

校の児童生徒数を基準とし、小規模校、中規模校、大規模

きくなると増加する傾向にあった。また病弱養護学校には、

校の３つに分類した。

児童生徒の平均人数とほぼ同じ数の教職員が勤務していた。

(3) インタビュー調査

(5) 養護教諭の平均人数は、小学校では規模が大きくなる

ア 保護者へのインタビュー調査

と増加する傾向にあったが、中学校では小規模校と中規模

① 対象：６種類の病種の子どもの保護者

校の生徒の平均人数は大きく変化してたが、養護教諭の平

② 時期：平成 19 年 10 月～11 月

均人数での変化は見られなかった。

③ 方法：半構造的インタビュー法を用いて、調査者が聞
き取り調査を行った。
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３ 在籍している病気のある子ども（図２）

７ 保健室の執務上で困っていること

養護教諭が、自校に病気の子どもがいるとの回答
は、小学校では、学校規模が大きくなると在籍率は
増加し、中学校では、学校規模が大きくなると減少
していた。
（ ％）

の家庭の問題など、背後に複雑な問題が潜んでいる」であ
り、次いで「事務量が多いため、子どもとの関わりが十分
にできない」であった。

87 .5 96 .3 10 0 9 7 .2 8 3 .3

100
80

養護教諭が保健室の執務上で困っていることを学校種
別に見ると、最も多かったのは、小、中学校では「子ども

病弱養護学校では「養護教諭の研修の機会が十分ではない」
5 6 .0

が最も多く、次いで「学校内連携、特に担任との連携がと

60

りにくい」であった。

40
20
0

８ 進学時の個人情報の伝達方法と内容
小

中

大

小

小学校

中

大

(1) 小学校から中学校へ、中学校から高等学校への児童生

中学校

徒の個人情報を伝達する方法としては、打ち合わせの機会

学校種

が持たれることが多い。まず初めに文書または口頭で伝達
を行い、補足する形で話し合いの機会が持たれていること

図２ 病気の子どもの在籍率

が多かった。
４ スクールカウンセラーの配置

(2) 伝達内容としては、健康状態、家庭環境、友人関係、

小学校では、50％以上の学校にＳＣが配置されておらず、

学校での対応・様子、疾病について等を伝えていた。また、

約 30％は要請に応じて来校していた。

伝達時には、特に気になる児童生徒または配慮を必要とし

中学校では、全ての学校規模においてＳＣが配置されて

ている児童生徒を中心に伝達していた。

いた。

(3) 伝達時には、保護者の了承を得るように心がけ、文書

病弱養護学校では、ＳＣが配置されている割合は 7.0%の

や伝達内容は関係者以外にはみられないようにし、その後

みであったが、病院が隣接している事等から対応できると

の文書保存や処理においても細心の注意を払っていた。

考えられていた。
９ 健康状態の実態把握
５ 現在と今後の連携先

小中学校の養護教諭が、病気の情報を知る時期は、保護

(1) 小中学校の養護教諭が、現在最も連携をとっているの

者から入学前に得ることが多く、病弱養護学校では、全て

は担任であり、今後より連携を深めていきたいのも担任で

医療機関から入学前に情報を得ていた。

あった。担任の次に保護者との連携をとっていた。

実態把握については、小中学校、病弱養護学校共に十分

(2) 対象の６疾患のうち、ＳＣを必要と考えているのは、

できているとの回答が多かったが、呼吸器疾患の小規模小

行動の障害が多く、他の疾患に比べ、特に心理的配慮が必

学校、皮膚疾患の小規模中学校のみ、十分にできていなか

要だと思われる疾患であった。

った。

(3) 小中学校では、学校医との連携は少なく、今後連携を
深めていきたい機関としても少なかった。

10 保健室への来室

(4) 病弱養護学校では、連携先に主治医があげられている

各疾患・各規模別に、病気の子どもの１日の来室回数に

ことが圧倒的に多く、次いで担任、保護者となっていた。

ついて、アンケート記入日前日の来室延べ回数を調べた。

(5) 養護教諭の勤務年数と連携に、相関は見られなかった。

疾患別に見ると、保健室に来室していない割合が高かった。
また、来室理由は、病気の特徴を持ったものではなく、

６ 養護教諭として大切にしていること

一般的な来室理由が多かった。

養護教諭として大切にしていることを学校種別に見ると、
もっとも多かったのは「校内連携、特に担任との連携を大

11 病気の子どもへの特別な対応

切にする」であり、次いで小学校では「子どもの心の安定

小中学校の養護教諭ともに、
「できている」
が多かったが、

をはかること」であり、中学校と病弱養護学校では「保健

内容としては、一般的な配慮事項が多く、病気の特徴を捉

室を安心できる場所にする」であった。

えた適切な対応は見られなかった。
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12 病気の子どもへの対応で困っていること

を受けている子ども達は15％程度にとどまっていると報告

疾患・各規模別に、病気の子どもへの対応で困っている

している。

ことはあるかを聞いた。疾患別に全体を見ると、行動の障

本調査でも、通常の小中学校での、病気の子どもの在籍

害以外の疾患では、子どもへの対応で困っていることはな

も増えていく傾向が見られ、行動の障害以外では、平成 19

いと回答した養護教諭が多かった。

年度５月現在の学校保健統計調査４）で報告された人数の割
合を上回っていた。

13

小学校では、全ての疾患において、学校保健統計調査４）

病気の子どもが学校生活を送る上で不安に思ってい

を上回っていたが、特に呼吸器疾患は 2.6 倍、皮膚疾患は

ること
学校種別に関係なく、どの疾患においても、病気の子ど

3.5 倍と、高い在籍率であり、中学校でも同様に、呼吸器

もに適切な健康管理ができているかということを不安に思

疾患は 3.5 倍、皮膚疾患は 9.4 倍と、高い在籍率であった。

っている養護教諭が多かった。

これは、横田ら５）の報告にもあるとおり、病弱児の病気の
種類が確実に多様化しており、従来病弱教育の対象ではな
かった病種が対象となってきていること、その中には、呼

14 今後、病気の子どもと関わる上で必要だと思うこと
どの疾患においても、小学校・中学校では、今後は保護

吸器疾患や皮膚疾患などが含まれ、通常の学級で生活して

者との連携の強化を望む回答が多く、病弱養護学校では、

いる可能性が高い病気も含まれるようになったためではな

学校医・主治医との連携の強化がもっとも望まれていた。

いかと考えられる。
佐藤６)は、呼吸器疾患、特に小児喘息については、年々

15 病気体験と病気理解

増加しており、小児の慢性疾患の中で最も多く、５～８％

(1) 自分の病気について、６名全員が、肯定的に捉えてい

の子どもに見られる。つまり学校の各クラスに１人か２人

た。

は喘息の子どもがいる計算になるといっている。大矢７)は、

(2) 病気理解は、年齢に伴って進むことが分かった。

皮膚疾患、特にアトピー性皮膚炎について、近年わが国の

※なお、病気体験者のインタビュー結果及び行動観察の詳

小児の有病率は北欧に次いで多いとし、地域による差はあ

しい内容についての記述は、省略する。

るものの、就学時前では約 20％、学童では約 10％の子ども
たちが、この疾患を持っていると報告されている。
以上のようなことから、近年は、病気であるために、外

16 保護者・本人が養護教諭に望むこと
ア 保護者は、医療的知識を身に付ける事、担任及び教科

来通院をしながら通常の学校に通学し、生活している子ど

担任との連携を強化する事を望んでいた。

もが多くなってきている事が明らかになったため、養護教

イ 本人は、病気であることは知ってほしいが、特別扱い

諭としては、より正確な病気理解と、適切な配慮事項及び

されるのは嫌だと思っていた。

対応方法を身に付け、病気の子どもが安心して授業や学校
行事に参加できるようにするため、緊急時対応マニュアル
の普及、養護教諭のための現職研修の充実、養成課程での

Ⅳ 考察

実習や見学の機会の増加等時宣に合った体制を整えなけれ

１．疾患の変遷
２）

横田らのまとめた全病連病類調査 によると、病弱教育

ばならないと考える。

の対象の子どもの病気の種類は、時代背景等とともに大き
く変ってきている。特に現在では、呼吸器疾患や皮膚疾患

２．スクールカウンセラー（SC）について

といった、アレルギー性の病気が増加し、その子どもたち

各学校では 1960 年頃から児童生徒のさまざまな問題行

は通院しながら、自宅から通常の学校に通学している。本

動に悩んできた８）。特に、児童生徒の不登校や問題行動等

調査でも、行動の障害を除いた５疾患すべてにおいて、病

の対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等の機

弱養護学校と同様に、小中学校にも多く在籍していた。こ

能の充実を図ることが重要な課題となった。このため、各

れは、近年病弱養護学校に、行動の障害のある子どもが在

都道府県・指定都市において、児童生徒の臨床心理に関し

籍するようになり、筋ジストロフィーや重症心身障害を含

て高度に専門的な知識・経験を有する SC が中学校を中心に

む従前の慢性疾患と同様に個別の対応を必要とする子ども

配置された。配置に至るまでには、平成７年度から 12 年度

が通うようになったためだと考えられる。

まで、文部科学省のスクールカウンセラー活用調査研究委

武田３）は、学齢児の調査から、小児慢性特定疾患の 85.5%

託事業により、SC の効果が検討され、平成 13 年から都道

が、小学校、中学校の通常の学級で学んでおり、病弱教育

府県・指定都市に対する補助金が下りるようになり、本格
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的に SC の配置が行われるようになった９）。
SC の職務内容は、

今後はより問題が深刻化し、それに伴い SC の必要性も高

児童生徒へのカウンセリング、教職員に対する助言・援助、

まり、常時配置される学校が増えていくべきである。その

保護者に対する助言・援助９）である。

ため、SC と養護教諭は、互いの仕事を理解し、尊重してい

中学校から SC の配置が始まったのは、小学校よりも不登

くことが必要であると考える。

校や問題行動などの問題が、より顕在化しているためだと
考えられる。

３．連携について

本調査でも、小学校では、50％以上の学校に SC が配置さ

本調査の結果、養護教諭は、病気の子どもを中心に、様々

れておらず、
約30％は要請に応じて来校してもらっていた。

な機関との連携が図っていた。回答の中にはわずかではあ

また、必要性についても、小規模校・中規模校においては、

るが、小学校、中学校の養護教諭の中には、連携・相談は

要請した時の来校、大規模校においては、常時いてほしい

していないという意見もみられた。

との意見が多く見られた。その理由として、対応が必要と

大谷ら 10)は、養護教諭は保健室で子どもと関わっていく

思われる児童の人数が多く、養護教諭一人では対応しきれ

際に、
「連携」を念頭において子どもの話に耳を傾けると述

ないという理由が挙がっていた。また、中学校では、全て

べている。

の学校規模において SC が配置されており、必要性について

また、采女 11)は、最近の学校にはさまざまな疾病をもっ

も、常時いてほしいと考えられていた。しかし、現在は勤

た子どもがいる。学校では、これらの子どもに対して疾病

務状態が非常勤のため、もっと定期的に来校し、生徒の相

の内容を十分に理解しないままに、あるいは過度の疾病の

談に応じ、情報交換やケース検討を行いたいという意見が

悪化を恐れて運動やさまざまな活動を制限しがちである。

挙がっていた。その他にも、月に１度の来校程度では、生

このような状況を回避するために、疾病の理解や学校にお

徒の意識にも SC が定着していかず、なかなか心を開いて相

ける望ましい生活指導管理が必要であり、保護者、主治医、

談しにくい状況にある、養護教諭としても、日々の生徒の

学校医、学級担任、養護教諭他全教職員の緊密な連携が不

様子を観察してもらいながら、生徒の相談にのってもらっ

可欠であると言っている。
こうした意見にもあるように、問題の解決・改善のため

た方が安心してお願いできるという意見があった。
病弱養護学校では、SC が配置されている割合は 7.0%のみ

には、関係機関との連携が大切である。特に養護教諭は、

であり、約 90％は配置されていなかった。今後の必要性に

校内はもちろん、校外の専門機関との連携の際にも、中心

ついても、病院が隣接しており、精神科医等との連携もと

となって積極的に情報の交換や収集に努め、新しい知識や

られているため、53％は要請した時のみに来校していただ

情報をもとに、判断しなければならないと考える。

けることで対応できると考えている事が分かった。

（１）学級担任との連携

８）

安福 によると、SC は、児童生徒の理解についてや対

本調査の結果、小学校・中学校の養護教諭が、現在最も

応の仕方についての多くの質問があり、助言を期待される。

連携をとっているのは担任であり、今後より連携を深めて

そのような期待に対して、応えねばならないと述べている

いきたいのも担任であった。この結果だけでは、養護教諭

が、筆者は、養護教諭も他の教員から児童生徒に対しての

と担任のより密な連携が望まれているのか現在の連携では

助言を期待され、それに応えていかなくてはならないと考

不十分だと考えられているのかは不明であった。しかし、

える。それは、互いに生徒からすると利害関係に関係なく

養護教諭には学校と保護者との橋渡しというよりも、学級

相談ができる立場にいるためである。特に SC は客観的に組

担任と情報交換を行って支えていく役割が望まれている 10）。

織の問題が考えられる、組織よりも個を中心にした観点を

そして、
「学級担任と連携をとるための養護教諭の心構え」

９）

持ちうる とも言われているように、養護教諭よりもより

としては「症状の意味を専門的な立場から正確に伝える」

専門的な知識で、生徒への対応が行われることが期待でき

ことが第一のポイントである 11)と言われているように、保

るからである。

健室での様子や話した内容などを、養護教諭だけで判断す

そのためにも、今後は養護教諭と SC の連携が密に図られ、

ることなく、担任にも伝え、共に観察をしたり、指導計画

生徒の様々な問題にも適切に、より迅速に対応できるよう

を立てていくなどの姿勢が必要であると考える。また、中

になっていくことが望ましいと考える。また、養護教諭は、

学生以上であれば、子ども自身が担任とコミュニケーショ

SC の専門的指導を受けることで、生徒の問題が早期解決に

ンをとれるように指導・援助して連携をはかっていく 10)こ

つながるように努めるべきである。そして、SC と連携する

とが必要である。

ことで、養護教諭の負担が少し軽くなり、より児童生徒一

また、保護者へのインタビューの結果から、保護者が望

人一人と向き合う時間が確保できるようになればと思う。

む、担任と養護教諭の連携は、情報の共有・共通の理解と
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統一した指導であり、担任に伝えた情報を確実に養護教諭

または、児童生徒との会話の中から、保護者の様子を知る

に伝えて欲しい、もっと養護教諭が積極的に関われるよう

心がけも必要であろう。

に、担任にお願いしたい、担任だけで抱えるのではなく、

子どものことで悩んでいる親の気持ちははかりしれない

分からないことは養護教諭に聞いて欲しいなど、学校の中

ものである 10）。特に特別支援教育が展開されている昨今の

で最も児童生徒との距離が近く、変化に気が付きやすい担

状況からは、障害の有無とは関係なく特別な教育的支援を

任と、児童生徒の本音を聞くことができ、疾病に対して、

必要とする児童生徒全体のことも考慮しなければならない。
そのような親の気持ちに立ったサポート体制について、

専門的な知識を持っている養護教諭が連携することであっ

今後はもっと充実させていくべきであり、養護教諭にどの

た。

ように相談したらよいかわからない保護者のためにも、保

特に、病気のある子どもの保護者は、より安心して学校

健だより等を使って、保護者と養護教諭との連携を呼びか

に送り出すことを望んでいるのではないかと感じた。

けていくことも大切である。

筆者の経験からも、担任と養護教諭が共通した病気理解

（３）スクールカウンセラーとの連携

と、一貫した指導をすることで、病気のある子ども自身も
安心して学校に登校することができ、学校で気分が悪くな

本調査で対象とした６疾患のうち、それぞれの病種別に

ったとき等も、保健室に行きやすい環境を作ることが大切

見ていくと、連携機関に SC を必要と考えているのは、行動

であると考える。

の障害が多く、他の疾患に比べ、特に心理的配慮が必要だ

（２）保護者との連携

と思われる疾患であった。
時代の変化に伴い、子どもの問題も大きく変化してきた。

本調査の結果、養護教諭は、担任の次に保護者との連携
をとっていた。また、担任とは今後も連携を深めていきた

しかし多くは社会のありようを反映するものであるため、

いという結果になっていたが、保護者へのインタビューで、

SC を導入したからといって問題が解決するわけではない８)。

健康上の配慮の必要性を感じたとき、養護教諭に相談がで

だが、それぞれの立場を尊重し、協力の仕方を今後検討し

きているかについては、相談はできていて、相談の結果も

ていくことにより、問題の早期発見・早期解決には繋がっ

子どもの学校生活にいかされていると答えている保護者も

ていくのではないかと考える。

いた。一方、相談した時のみ学校生活にいかされていると

また、学校場面において関係者の協力なしに SC の活動の

いう厳しい意見も聞かれた。また、養護教諭に相談する必

みで成果が上げられるわけではない８）。その意味でも、特

要性を感じていない保護者もいた。

に養護教諭と SC は密に連携をとる必要がある。
具体的には、定期的な相談の時間を持ったり、校内研修

保護者の意見に最も多かったものは、養護教諭に相談す
る必要性は感じているが、相談することができていない。

の講師、校内の連携組織の整理などが考えられる。

相談できない理由としては、どうやって相談したらよいか

（４）学校医との連携

わからないというものであった。また、養護教諭とどのよ

現在、小学校・中学校においての学校医との連携は少な

うな連絡体制をはかっていきたいと考えているかについて

く、今後連携を深めていきたい機関としてあげている学校

は、常に連絡がとれるようにしたいという保護者が最も多

も少なかった。
学校保健の実施にあたって、学校医と最も関係が深いの

かった。

は養護教諭である 13)と言われているが、本研究では、その

これらの結果より、養護教諭が考える連携と、保護者が

ような結果は見られなかった。

考える連携には、情報交換の内容や状況において違いが生
じていることが分かった。それぞれの思いや置かれている

特に難病の場合などは、主治医のところに通院している

状況の違いから、多少の違いが生じることは仕方ないので

ことが多いと考えられるが、学校医がより専門性の高い主

はないかと思うが、その間にいる児童生徒が混乱すること

治医と連携をとり、包括指示をすることによって、学校で

なく、また保護者も信頼して情報を提供するためには、互

の急な対応も可能になるのではないかと考える。
学校医の職務については、学校保健法施行規則 14)に「職

いの思いが一致した連携体制を整えていく必要があるので

務執行の準則」
（第 23 条）が規定されており、内容は多岐

はないかと考える。
一般に、保護者との連携は、第一に担任が行い、担任と

にわたるが、このことを養護教諭が理解し、常日頃、子ど

の連絡、相互交流のもとで養護教諭が保護者と連携する。

もの健康管理に関する指導・助言を得る等の積極的な連携

養護教諭は担任を支える役割を担う 10)と述べられているこ

を図っておく必要がある 15)と言われている。今後は、疾病

とからもわかるように、養護教諭は、保健室での母親のち

の多様化などで、学校医との連携が求められる。

12)

ょっとした態度や言葉からの情報を集めておくとよい 。

そのため、学校医に対して積極的に働きかけ、よきアド
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バイザーとして、児童生徒の健康上の問題や気になる子ど

に気づくとき、人は背負った病気をみずからに引き受け、

もについて、相談できる体制を整えていく必要があると考

病気である自分が自分に責任をとる、応えるということが

える。

始まる。そこでは人は病気を自己の一部として、自分に欠

（５）病弱養護学校における連携

くわけにはいかない、かけがえのない部分として体験する。

病弱養護学校においては、連携先に主治医があげられて

いいかえれば、病気を背負った自分をそれ以外のありよう

いることが圧倒的に多く、次いで担任、保護者となってい

がない自己自身として引き受け、受容するのである。これ

た。これらのことは、隣接する病院との連携が深くもたれ

こそまさに病気とともにある人自身のありようであり、異

ている実態として考えられる。

物であった自分の病気との真の和解的ありようでもある。

病弱養護学校の 95％は病院に隣接、併設しており、医療

というように、自分が病気だと知った時から、それを受容

機関に入院している子どもを対象としている関係上当然の

するまでには、時間がかかる。しかし、その間のさまざま

ことではあるが、近年は、病弱養護学校に自宅から通学し

な体験から、病気である自分を自然に受容し、病気と共に

ている子どもも多く見られるようになってきていることを

生きていく方法を学んでいく。

考えると、通学している子どもが緊急の場合には、隣接す

Ｂさんに、病気体験について聞いた回答の中にも、
「今

る病院で診てもらう必要があることから、名簿の交換など

は半年に一度の通院と服薬だけだし、昔に比べれば、薬を

十分な連絡を取り合っておくことも必要である。

飲むことも日常の一部みたいになってきた。
」と答えていた

（６）養護教諭の総勤務年数と連携を必要とする機関

り、Ｄさんの「
「できないこと」を「できること」に変えて

養護教諭の勤務年数と連携については、相関関係が見ら

いく体験みたいなものをたくさんできたから今は達成感で

れると考え調査項目に入れたが、職務内容が決まっている

いっぱいで良かった」という意見からも分かるように、今

養護教諭にとって、個人の経験と力量よりも、職務内容が

回調査に協力してくれた６名は、自分の病気を悲観的に捉

中心であると推察され、その関係は分からなかった。

えることなく病気と向き合いながら、上手に付き合ってい
た。

４．病気体験について

本調査で、病気の子どもが通常の学級に多く在籍し始め

本調査では、学齢期に病気体験をしており、現在は完治

ていることがわかったため、今後は養護教諭として、病気

はしていないものの、成人して、自分の体験を客観的に見

の子どもが、将来自分の病気体験を「よかった」と少しで

ることができるようになっている者に対し、インタビュー

も思えるように指導や助言を心がけていくべきだと思う。

調査を行った。Ａさんの「思い出もできました」という言

特に、病気の子どもは制限や決まりのある生活に慣れ、

葉や、Ｂさんの「病気に感謝」という言葉からも分かるよ

自分を主張することができなくなることがある。そのよう

うに、協力者６名とも、自分の病気体験について今では肯

な状況も考慮に入れ、さらに、成功体験の積み重ねをもっ

定的に捉えられていることがわかった。しかし、筆者の経

て、病気の子どもの自己管理能力が向上し、ひいては、自

験からも、学齢期、特に小学生くらいでは、周りの友達と

分の病気を客観的に捉えることができるよう、養護教諭と

の違いに悩んだり、自分だけできないことがあるというこ

して、正しい情報の提供と、児童生徒に寄り添った対応が

とが嫌だったりと病気に対して否定的に考えていたという

必要であると考える。

意見も聞かれ、中学生になると、より周りの目が気になり、
友人関係で悩んだ経験がある、または、
「自分でもできるこ

５．子どもの病気理解

と」を探し始めたなどという意見が会話より聞かれた。

本調査では、遊びを中心に、病気の子ども本人や、その

16)

これは、中内 の病弱児の著した文集および面接を分析

きょうだい児に関わりながら、子どもが、
「病気である」と

した研究でも、子どもの「患う」体験には発達段階が関わ

いうことをどのようにとらえているのか、また、自分の病

っており、小学校低学年では病気は家族からの分離や苦痛

気をいつ頃理解しているのかの観察を行った。

体験として否定的に捉えている。高学年から中学部にかけ

小学校１年生のＤくんは、
「今まで牛乳を飲んでも平気だ

ては病気の捉え方、態度は様々であり、疾患種や発病時期

ったので、なぜ突然気分が悪

も含めて個人差が大きいが、肯定的な捉え方も可能である

くなったのか、これからは牛乳を飲むことができないのか

という考えと一致していた。

を知りたい」と言ってはいるが、両親が観察している姿を

また、上野 17)は、Van den Berg の病床の心理学 18)から、

見て、
「何でずっと見ているの？」と、医師からの説明や自

病気の和解とは、病気とともにあるありよう、病気をみず

分の状況までは理解できていない様子であった。

からに背負わざるをえない人間存在のあるがままのすがた

小学校３年生のＡくんは、
「初めは自分の状況が受け入れ
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られず、学校に行きたくないと思い、悩んだこともあった

あり、きょうだい児に母親が付き添い、自分は構ってもら

が、元気な母親の姿を見て、自分も頑張ろうと決めた。そ

えないという状況が続くと、きょうだい児の存在を負担に

のため、自分から、自分の状態について友達に話をした。
」

感じたり、病気に対するイメージが悪くなるということも

と言っており、自分の病気についての理解が進んでいた。

考えられる。

の研究でも、病気理解の進み方について、回復

伊藤ら 20)の研究でも、病気という言葉から即座にイメー

意欲は学年に左右されることなくほぼ一定であり、自分の

ジする病名は健康な子どもと病弱の子どもとでは異なり、

病気の原因の理解は、小学校５年生段階までは増加するが、

小学校段階では、病弱な子どもと健康の子どもとでは、脅

それ以降は一定であり、病気の症状理解、病気回復のため

威としての病気の位置づけに大きな差がなく、むしろその

の制限の理解等は、小学校３～５年生段階を境目にして５

位置づけは病弱の子どもの方が低い。中学校段階では、病

年生段階で中学生とほぼ同じ程度の理解ができるようにな

気は、健康な子ども、病弱の子どもを問わず第一位の脅威

ると述べているように、病気理解には、発達段階が大きく

となると述べているように、病気によって、それを負担に

関わっていることが分かった。しかし、発達段階だけでは

感じているのは病気の子ども本人だけではなく、きょうだ

なく、病気の子ども本人を取り巻く環境も、自分の病気理

い児も同じであるのではないかと感じた。特に、自ら体験

解を進めていくためには欠かせない要因になるのではない

することのできない、きょうだい児の方が、過剰な不安や

かと考える。

病気に対する脅威を抱きやすいのではないだろうか。

横田ら

19）

筆者の経験から考えると、年齢の増加に伴って、
「病気で

そのため、養護教諭としては、そのようなきょうだい児

ある」という自分を受け入れることはできるようになるが、

の思いも考慮に入れた対応が必要であると考える。

病気についての知識の乏しさや、今後の自分の姿を考える
と不安が増し、一度は理解し、受容しかけた自分の病気に

６．保護者の望みと本人の望み

ついても、理解できていないかのように振舞ってしまう事

（１）保護者が養護教諭に望んでいること

もあった。また、周りの環境の変化に敏感になり、特に家

全疾患で共通していたのは、養護教諭に医療的知識を見

族や医療関係者の言葉には、過敏に反応を示していた。具

につけて欲しい、担任及び強化担任との連携を強化して欲

体的には、検査時の説明や、診察後の両親の表情等は特に

しいであった。また、皮膚疾患以外の疾患では、緊急時の

気になることが多かった。

連絡体制を整えて欲しいという意見も多かった。

このような経験から、病気の子どもにとっても正しい病

疾患別に見ていくと、腎疾患では、保護者との連絡を取

気理解・正しい情報の提供というのは、とても大切なもの

れるようにして欲しい、循環器疾患では、主治医との連絡

だと考えている。

を強化して欲しい、内分泌疾患では、心の問題への対応を

そのため、養護教諭として、病気の子ども本人、または

して欲しい、皮膚疾患では、症状の理解と、適切な対応の

周りの児童生徒に正しい病気理解を促せるような指導を行

方法を知って欲しいという意見が挙げられていた。

っていかなければならない。
指導時には、小学校１～２年性の段階には具体的な病気

（２）保護者が、今後養護教諭に望むこと

についての理解が得られておらず、
「病気の理解」は小学校

小学生の子どもの保護者から、今後養護教諭に望むこと

３～５年生段階で特に深められ、小学校５年生以上では、

の結果から、子ども自身では伝えられないこともあるため、

ほぼ中学生と同様の理解をしているものと考えられる 20)と

保護者自身が養護教諭に病状の説明や対応の方法、注意し

いうことを念頭に置き、いずれの学年においても回復意欲

て見て欲しい事などを直接伝え、配慮を依頼したいと考え

を手がかりにし、自己の疾病の状態や健康の維持・改善に

ているようであった。

必要な生活様式を理解し、自己の生活を管理する能力の育

また、中学生の子どもの保護者の意見では、保護者本人

成を図る必要があると考える。

が養護教諭に伝えていくのではなく、子どもが自分で伝え、

また、
「病気理解」に関する取り組みは、他人に対する思

それに合った対応、または子どもが困ったときの相談相手

いやりの心や生命の尊さの自覚を有している内容にも関連

になってほしいと望んでいた。これは、子どもの成長によ

20)

づけながら、発達段階に合わせて指導 していくことで、

り、子どもが嫌がるという意見もあったが、年齢的にも、

病気ではない子どもも、病気のことが理解でき、共に自己

自分の病気と向き合い、理解できるようになってきたため

管理能力や互いを尊重する心を育てる事に繋がっていけば

ではないかと考えられる。

よいのではないかと考えている。

これらのことから、親としては、学校での様子が全く分

これは、病気の子どものきょうだい児にも言えることで

からないのも不安であるため、学校で気分が悪くなったと
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きなどは、対応した養護教諭から、直接連絡が欲しいと考

中学校も小学校同様に、健康状態の把握は、保護者から

えているようであった。

の報告が多く、実態把握は十分に行われていた。これは、
発達段階に応じた病気理解が進み、病気のある子ども自身

（３）本人の望み

が、生活に対しての配慮事項や、注意事項を把握している

本人へのインタビューより、多く聞かれた望みは、病気

ため、養護教諭としても、対応しやすくなっているという

だからといって特別扱いするのではなく、普通の子どもと

結果ではないかと考えられる。

同じように接してほしいという思いであった。しかし、す

病弱養護学校では、医療機関からの報告により、病気の

べてのことが、同じようにできるわけではないので、病気

子どもの健康状態の把握を行っていることが多く、実態把

であるということだけは、知っていて欲しいと考えている

握も十分に行われていた。その理由として、病院が隣接し

ようであった。

ているため、医療との連携体制も強化され、情報の共有・

これらの事より、保護者と本人の思いは、
「病気である」

伝達が行われているからではないかと考えられる。

ということは知っていて欲しいが、それによって、過度の
制限や、特別な扱いはされたくないということで、一致し

８．病気の子どもへの対応

ているようであった。

病気の子どもへの特別な関わりについては、小学校、中

これは、桑田らが、Ⅰ型糖尿病の子どもの母親の意識を

学校の養護教諭ともに、
「できている」との回答が多かった

調べた研究でも、どの母親も、養護教諭や担任に協力を求

が、対応の内容としては、一般的な対応内容や配慮事項が

めるために病気の説明を行っているが、それは、学校に病

多く、病気の特徴を捉えた積極的な関わりが行われている

気を理解して欲しいからであり、それによって特別扱いは

とは言い切れないものであった。また、それが対象となる

しないでほしいと望んでいたという意見とも同じであった。

児童にとって本当に良い対応であるのかは、今後も検討し

筆者自身も、現在追跡調査などで、病気の子どもや保護

ていく必要があるのではないかと考える。

者と関わる時は、
「病気なのだ」という思いから、構えて接

本調査の結果では、小学校と中学校の対応に、違いは見

しがちであり、それによって、子どもや保護者が話しにく

られなかったが、中学生には、自分の病気理解をさらに深

いという状況を作り出してしまうこともあったため、それ

め、病気と長く付き合っていけるような指導、または、分

を反省点とし、今後、養護教諭として病気の子どもや保護

かりやすい情報の提供や、不安に思っている事の軽減など

者と関わる時には、背景に病気ということがあることを理

をとおして、自己肯定感の向上にもつながっていくような

解しながら、それに甘えることなく、子ども自身が成長し

指導が必要なのではないかと考える。

ていけるような対応を心がけていきたいと考えている。

また、子どものニーズに合わせた対応も望まれているの

また、保護者にとっても、良い理解者となれるよう、常

ではないかと考える。

に最新の情報の提供や共有、連携体制の強化、研修等をと
おして、知識と技術の向上に努め、安心して任せることが

９．養護教諭の役割

できる養護教諭を目指していきたいと思う。

歴史的に養護教諭は、学校内に看護婦が出張していると
いうところからスタートしたため、まずは医学的治療の専
門家としての位置づけから始まっている 21)。それが、時代

７．病気の子どもについての実態把握

の変化に伴って、身体的健康管理へと関心が移り、次いで

病気の子どもについての情報を知る時期については、疾

精神的健康へ広がっていった。

患によって若干の違いはあるが、行動の障害以外は、入学
前に情報を得ていることが多いことがわかった。また、病

近年では、少年犯罪の低年齢化や、虐待の問題などから、

弱養護学校では、全ての疾患において、入学前に情報を得

養護教諭は、心の問題に取り組むことが重要と考えられ、

ていた。

カウンセリング技術も要求されるようになり、養護教諭の

また、健康状態の把握は、小学校では保護者からの報告

専門性としては、身体的健康を促すことではなく、精神的

が多く、実態把握も十分に行われているようであったが、

健康を支えることのほうに重点が置かれているように感じ

呼吸器疾患の小規模小学校、皮膚疾患の小規模中学校のみ、

ている。
また、特別支援教育が始まり、障害がある子どもの教育

実態把握ができていないと回答していた。
その原因の一つとしては、地域的な背景があり、専門医

が注目されているが、従来の特殊教育で対象とされていた

が近くにいない等といった、学校所在地の環境もあると考

病弱児の教育も、もう一度見直される必要があるのではな

えられる。

いか。
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本調査のアンケートの結果から、養護教諭の職務が多忙

おわりに

であり、なかなか一人の子どもにゆっくり接する事は難し

本調査より、通常の学級に、病気の子どもの在籍は増え

いという意見や、保護者と本人の考えが一致していないた

ていることが分かり、それぞれの疾患に合わせた配慮事項

め、対応は難しい、学校としても対応の限界はあるなどと

及び対応方法の確立が必要であると考えられる。

いう意見が見られたが、通常の学校に病気の子どもが増加

特に健康管理を職務の中心とする養護教諭は、病気の子

傾向にあるのは事実であり、その子ども本人や、保護者も、

どもに対し、病気の自己管理能力を育成させていくために

養護教諭に、理解と適切な対応を望んでいた。

も、養護教諭自身が正しい病気理解と、それに対する対応

しかし、子どもの慢性的疾患は多種多様であり、養護教

を明確に知っておくことが重要であると考え本調査を行い、

諭として、これら全てを熟知することは大変である。だが、

それに伴い、文献研究から、各疾患に合わせた対応内容や

実際に小中学校に在籍している慢性的疾患はごく限られる

配慮事項をまとめたが、実態把握や特別な対応はできてい

ため、一人一人をしっかり把握する事もできるのではない

ると回答しているものの、対応内容としては具体的なもの

だろうか。

がなく、病気と特徴を捉えた積極的な対応も少なかった。

子どもが病気になると、病気そのものに関する悩みに加

しかし、今後も通常の学校に、病気の子どもが増えてい

え、検査や治療のために学校を休まなくてはならないとい

くことが考えられるため、子ども本人が、生活しやすい学

う悩みもある 21)。

校環境を整えていく必要があるのではないだろうか。

また、慢性的疾病を持つ子どもは、食事療法・薬物療法・

以上のことより、病弱児に対する養護教諭の役割は、正

運動制限などを受けながら、長期にわたり自己管理をして

しい病気理解はもちろん、病弱児をとりまくさまざまな関

いかなければならない。このセルフケアは成長に伴って確

係機関と情報の交換や共有を行いながら、子ども一人ひと

21)

周囲の理解とあたたかい援助が必要である。
立される が、

りの発達段階を踏まえ、病気理解の状況を把握しながら対

養護教諭は、病気のある子どもの病気が悪化したり、再

応していく事ではないかと考えられる。

発したりすることのないよう、また安心してセルフケアが

今回の調査では、内容的なことに重点をおいて調査等を

できるよう見守り、よりよい学校生活を送ることができる

行ったために、有意差検定などにおいて統計を行うことは

よう、全教職員の共通理解を図りながら、よい環境を整え

できなかった。また、養護教諭という職種を考えると、す

ていくための推進役となる必要がある。

べて同じ対応を行うわけにはいかず、子ども一人ひとりに

22)

また、長谷川 は、病弱児の運動面を含めた校内の健康

おいて対応していかなければならないため、統計というも

管理については、養護教諭が関心をもつべき重要な課題の

のは向かないのかもしれないと考える。

ひとつ。養護教諭は、それぞれの病弱児の健康条件を把握

しかし、今後はアンケート項目の絞込みを行い、より正

し、その健康管理を指導するとともに、その子どもにとっ

確な情報となるよう検定にもかけていきたいと思う。

て適切な教育の過程にのせていくように援助しなければな
らない。そのため、教科担任の教師が病弱の子どもの理解

本稿は、平成 19 年度の愛知みずほ大学大学院の修士論文

にかけていたり、病弱の子どもに無理な注文をしている場

の一部である。

合には、養護教諭は、医療の臨床専門家として、教師たち

なお、本研究の一部については、第 46 回日本特殊教育学

に適切な援助法を示唆しなければならない。と述べている

会（平成 20 年９月米子会場）
、第 12 回日本育療学会（平成

ように、病弱児に限っての事ではないが、養護教諭は、正

20 年８月仙台会場）において発表予定である。

しい知識に基づいて専門性のさらなる向上に努め、子ども
の健康作りを前進させる責務がある。その際、医療機関を
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６) 佐藤一樹：小児喘息について 健康教室 第 57 巻 第

22)長谷川浩：ぎょうせいヘルス・ライブラリー15 病弱児

14 号(通巻 843 号)．Ｐ９ 2006

の理解と心理的援助

７) 大矢幸弘：アトピー性皮膚炎 健康教室 第 57 巻 第

－保健関係者の心理学－ 株式会社ぎょうせい 1983

14 号(通巻 843 号)．Ｐ14 2006
８）安福純子：今なぜスクールカウンセラーなのか
第６章 養護教諭とスクールカウンセラー ミネルヴ
ァ書房 P112、118、119、123、124 1998
９）教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議（第
３回）配付資料〔参考資料 12〕文部科学省 2004
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/02
9/shiryo/05070501/s012.htm
10）大谷尚子 中桐佐智子 盛昭子：養護学概論 東山書
房 P153､P155 2004
11) 釆女智津江：新養護概説 第 12 章 保健管理 少年写
真新聞社 P99 2007
12) 杉浦守邦：ヘルスカウンセリングの進め方２ 健康教
室 40 巻 ３号 P16-26 1989
13) 吉田瑩一郎：小児科臨床 学校保健 第 49 巻 増刊号
日本小児医事出版社
学校保健 ［Ⅱ］学校保健と学校医 ２．学校医・養護
教諭・保健主事 P87 1996
14) 学校保健施行規則 第 23 条 学校医の職務執行の準
則
15) 釆女智津江：新養護概説 第７章 学校医・学校歯科
医・学校薬剤師の役割と職務内容 少年写真新聞社
P55 2007
16) 中内みさ：子どもの「患う」体験に関する一考察．日
本特殊教育学会第 37 回大会発表論文集 Ｐ135
1999
17) 上野 矗：
「病気像」
（Disease Image）発達（変容）
の研究（第２報）
－病気とのかかわり方に関する検討－ 大阪教育大学
紀要 第 25 巻 第Ⅳ部門 第１号 P32 昭和 51 年
1976
18) Van den Berg（早坂・上野訳） 病床の心理学
現代社 1973
19) 伊藤 勇 横田雅史 増井勝美 三浦力弥：肢体不自
由、病弱・身体虚弱教育における養護・訓練に関する
研究 ＜病弱・身体虚弱教育編＞ 研究紀要 第４号
北海道立特殊教育センター P69-70 1991
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修士論文

Study on the Role of School nurse for the health impaired
~In Search of Desirable Cares at Elementary and Junior High School~
Ayano KUDO and Masashi YOKOTA*
Aichi Mizuho Graduate School of Human Sciences, *Department of Human Science,Aichi Mizuho College

This study is conducted in the purpose of showing the health management considerations and the role
of school nurse for sick children who study at elementary and junior high schools.
Targets: 6 kinds of disorders; kidney disorder, cardiovascular disorder, endocrine disorder, respiratory
disorder, behavioral disorder, cutaneous disorder
Methods:
1) We conducted survey from school nurse of 750 of both elementary and junior high schools and 80
of care schools nationwide.
2) We conducted survey interviews from 20 guardians of children with 6 kinds of disorders and 6
people with disorder experiences in their school age.
3) We observed outpatient and hospitalized children.
Results:
1) Response to the survey was 21.9%.
2) The ratio of children with disorders who study at elementary and junior high schools increased in
elementary schools when school size is larger while it decreased in junior high schools in the same
case.
3) There were many opinions that they had special treatments for the health impaired, nonetheless,
as content, many of them were general considerations and we could not see appropriate
treatments which suited their disorders.
4) We found out that the experiences of disorders are taken more positively as they grow older, and
the understandings of disorders also advance according to their ages.
5) The guardians expected school nurse to have medial knowledge and to have strong cooperation
with home and subject teachers.
6) The health impaired themselves wanted other students to know about their disorders, but they
did not like to be treated distinctly.
Review:
1) These years, we have more outpatient children who go to elementary and junior high schools.
School nurse must have more accurate understanding for disorders and appropriate
considerations and treatments and create systems where children with disorders can happily
participate in school life and events.
2) For the health impaired, we need instructions which are suitable for their ages and which can
lead improvement of their self estimation. It also seems to be expected to treat children along their
needs.
3) It is necessary to help children’s understanding for their own disorders, but moreover, it is also
necessary to treat them with concerns of other children around them and of their siblings.
Conclusion; The basic role of school nurse for the health impaired is, through treatments and actions
along their feelings, to support them overcome their disorders by themselves. We think we need the
presence school nurse with high expertise for children’s disorders as intimate existences for children at
all time.
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著書
著者
大西範和

題目

組織

発表年月

肺の働き・反応を量（測）る、体温を測る、 加藤象二郎、大久保暁夫編
環境を測る、

2006 年

「初学者のための生体機能
の測り方

第 2 版」2006、日

本出版サービス
大西範和

健康づくりのための水分補給

湯浅影元、福永哲夫編「体力

2001 年

づくりのためのスポーツ科
学」、朝倉書店
大西範和

運動と適応

朝山正巳、彼末一之、三木健

1995 年

寿編「イラスト運動生理学」
東京教学社
K Natsume, T Ogawa, J

Preferred ambient temperature for old

Sugenoya, N Ohnishi,

and young men in summer and winter.

Int. J. Biometeor．

1992 年

K Imai

原著論文
著者

題目
about

the

組織

Yasumasa Annen,

Guesses

Noriko Shibata

conversational partner from the voice and the

social

context

of

a

Perception

listener’s autism quotient.

Action IX,

発表年月

Studies

Lawrence

in

2007 年 07 月

And
Erlbaum

Associates
伊藤

彰茂

再就職支援事業によるホームレスの「職業意識」 日本産業科学学会

2006 年 03 月

変化の効果について
伊藤友美、水野早苗、

機能性野菜添加パンの開発

横山洋子、山田哲也

-加熱によるパンの嗜好に及ぼす影響-

土田廣信、伊藤友美、

新品種を含む小豆の一般成分および機能性ガラ

上島脩志、水野雅史、

クトオリゴ糖含有量

瀬木学園紀要

2007 年 03 月

瀬木学園紀要

2007 年 03 月

瀬木学園紀要

2007 年 03 月

日本食品科学工学会

2008 年 03 月

木村忠彦
伊藤友美、土田廣信、

数種の野菜抽出物がマクロファージのサイトカ

水野雅史

イン産生に及ぼす影響

伊藤友美、安達卓生、

クッキー様菓子中の澱粉特性に及ぼす各種油脂

山田哲也

の影響
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原著論文
著者
Takao IMAI

題目

組織

発表年月
2008 年 02 月

A Reconsideration of How to Teach Count Nouns

中部地区英語教育学

and Mass Nouns

会

from the Viewpoint of Cognitive Linguistics

紀要 37 号（現在印刷
中）

Takao IMAI

A Reconsideration of How to Teach Tense and
Aspect

from

the

Viewpoint

of

瀬木学園紀要第 2 号

2008 年 03 月

産業保健人間工学研

2006 年 12 月

Cognitive

Grammar.
斎藤

真、今田葉子、

VDT 作業時の適切なディスプレイの高さについて

三林洋介、大西範和、

究

加藤象二郎、池浦良
淳、水谷一樹
斎藤

真、大西範和、

加藤象二郎、宮尾

ノートパソコンの液晶ディズプレイの高さに関

日本経営工学会論文

する人間工学的一考察

誌

2007 年

克、長江拓子、池浦良
淳、水谷一樹
金子

紘子

特別な教育的支援の必要な子どもへの養護教諭

愛知みずほ大学大学

としてのかかわりに関する研究

院・修士論文

2008 年

伊奈治行・齊藤毅・川

（2007）岐阜県南部の下部中新統中村層から産し

地質学雑誌

2007 年

瀬基弘・王偉銘

た Liquidamber(フウ属，マンサク科)の葉，果実

病弱児に対する養護教諭の役割に関する研究

愛知みずほ大学大学

2008 年

～小中学校における望ましい対応を探るために

院・修士論文

および花粉化石
工藤

綾乃

～
土田満

アメリカ型菜食の生活習慣病予防効果

Noriko

Up-regulation

of

25-hydroxyvitamin

D3

Nishimura,Chie

1a-hydroxylase and distruption of calcium

Miyata,

metabolism

by

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

in

Ito,

Tomohiro

Keiko

Hidekazu

Izumi,

Fujimaki,

Vegetarian Research

2008 年 03 月

Organohalogen

2007 年

Compounds

developing mouse kidney.

Hisao Nishimura
室井

祐美

森際眞知子

児童養護施設の職場環境と研修のあり方につい

愛知みずほ大学大学

て

院・修士論文

2008 年

「第十八王朝の正統性とトトメス三世のアジア

『西洋史論叢』

1996 年 12 月

「アメンヘテプ３世の統治における宗教の意義」 『西洋史論叢』

2004 年 12 月

遠征」
森際眞知子
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原著論文
著者

題目

森際眞知子

組織

「アクエンアテンの都～王都アケトアテンに見

『瀬木学園紀要』

発表年月
2007 年 03 月

るその政治と神学～」
『瀬木学園紀要』２００７年

1 号、３５－４５．

３月

研究報告
著者
伊藤

彰茂、伊藤

文

人、岡本

祥浩、武本

勲、笛木

俊一

藤田

博仁、山田

題目

組織

発表年月

次期「名古屋市ホームレスの自立の支援等に関す

基礎生活保障問題研

2007 年 09 月

る実施計画」の策定に関する調査報告

究会

燕子花牡蠣

Vicarya

壮

志郎
川瀬基弘

2007 年

資料
著者
平野

緑、高橋

題目
徹

組織

学生アンケート調査結果の報告

瀬木学園紀要第２号

発表年月
2008 年 03 月

2007 年 4 月実施新入生編

ノート
著者
伊藤

由美子

題目

組織

大学における消費者教育の必要性

109

日本消費者教育学会

発表年月
2006 年 09 月

大学教員の教育研究活動

学会発表
著者

題目

組織

発表年月

安念 保昌

囚人のジレンマゲームにおける AQ と報酬の要因

日本社会心理学会

2007 年 09 月

安念保昌・佐藤菜甫子

フォントの組み合わせによるプライミング効果

日本認知科学会

2007 年 09 月

日本教育心理学会

2007 年 09 月

「大学生の職業観の構造と形成要因」

日本キャリア教育学

2006 年 10 月

－主に性別・文理別に注目して－

会

への影響
安念保昌、松葉毅

男女養護教諭に対する意識の性差
－

伊藤

彰茂

伊藤

彰茂

中学生と大学生の比較

－

就業自立支援とキャリア形成

日本キャリア教育学

2007 年 10 月

会
伊藤

由美子

大学における「生きる力」を育むキャリア教育の

日本キャリア教育学

実践-株式シュミレーションを通じた実践事例か

会「第 27 回研究大会」

2005 年 11 月

らー」
伊藤

由美子

消費者教育の現代的役割‐キャリア形成の視点

日本消費者教育学会

2007 年 10 月

中部地区英語教育学

2007 年 06 月

からー
今井隆夫

認知言語学の英語教育への応用の可能性（１）
---可算・不可算名詞の概念---

会第 37 回大会
（於

三

重大学）
今井隆夫

認知言語学の英語教育への応用の可能性（２）---

全国英語教育学会大

動詞の perfective と imperfective の概念を中心

分研究大会（於

に---

大学）

平野緑、阪美里、大久

情報処理教育の実践的研究(7)－大学入学以前の

日本教育心理学会第

保義美

パソコン経験が大学新入生のパソコン苦手意識

49 回総会

2007 年 08 月

大分

2007 年 09 月

に及ぼす影響－
阪

美里、平野

情報処理教育の実践的研究（6） -パソコン苦手

日本教育心理学会第

意識と性格との関わり②-

４８回総会

藤前干潟の底質とベントスの分布

応用生態工学会

2007 年 09 月

村上洋子、橋本賢、高

呼気ガス分析からみた大学生の寒天の生活習慣

第 59 回日本家政学会

2007 年 05 月

田和夫、土田満

病予防の検討

村上洋子、橋本賢、高

呼気ガス分析からみた大学生の寒天による生活

第 54 回日本栄養改善

2007 年 09 月

田和夫、土田満

習慣病予防効果の検討

学会

大久保

緑、

義美

川瀬基弘・梅村麻希・

2006 年 9 月

八木明彦
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学会発表
著者

題目

組織

発表年月

猪飼弘子、土田満、富

青年期女性における月経前症候群と食生活の関

第 66 回日本公衆衛生

2007 年 10 月

永國比古、小松文子

係～その２

学会

西村典子、宮田千恵、

マウス腎臓のビタミン D 代謝およびカルシウム輸

第 34 回日本トキシコ

伊藤智彦、泉恵子、藤

送

ロジー学会

巻秀和、西村久雄

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin の撹乱作

に

及

ぼ

す

2007 年

用
Noriko

Changes of gene expression involved in vitamon

International

Nishimura,Chie

D metabolism and transcellular Ca2+transport

Congress

Miyata,

by

Txicology

Ito,

Tomohiro

Keiko

Hidekazu

Izumi,

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

in

2007 年
of

developing mouse kidney

Fujimaki,

Hisao Nishimura
西村典子、伊藤智彦、

発育期マウスにおけるダイオキシンのビタミン D

日本内分泌撹乱化学

宮田千恵、泉恵子、藤

代謝撹乱と骨毒性

物質

巻秀和、西村久雄

2007 年

第 10 回研究発

表会

Boriko

Effects

Nishimura,Tomohiro

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin on bone

Ito,Keiko

mineralization in the growing mouse

of

American Society of

2008 年 03 月

Toxicology

Izumi,Hidekazu
Fujimaki,

Hisao

Nishimura
西村典子、宮田千恵、

授乳期ダイオキシン曝露によるマウス腎臓ビタ

第 78 回本衛生学会

2008 年 03 月

泉恵子、藤巻秀和、西

ミン D 代謝およびカルシウム輸送の撹乱作用

日本教育心理学会

2007 年 09 月

情報処理教育の実践的研究（７）

日本教育心理学会

2007 年 09 月

大学入学以前のパソコン経験が大学新入生のパ

第４９回総会

村久雄
平野
大久保

緑、阪

美里、

義美

情報処理教育の実践的研究(7)－大学入学以前の
パソコン経験が大学新入生のパソコン苦手意識
に及ぼす影響－

平野
大久保

緑、阪
義美

美里、

ソコン苦手意識に及ぼす影響
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講演
著者
伊藤

彰茂

題目
「キャリア・カウンセリングの現代的意味」

組織

発表年月

CCF（キャリア・コン

2007 年 07 月

サルタント・フォーラ
ム）
伊藤

伊藤

伊藤

伊藤

彰茂

彰茂

彰茂

由美子

キャリア・カウンセリングの実践演習

日本キャリア教育学

－高校生，大学生，社会人の事例研究－

会

「デュアルシステム」の概要とキャリア教育との

愛知県中小企業団体

関連

中央会

「高等教育機関におけるキャリア形成支援の現

愛知県中小企業団体

状」

中央会

再出発経験者の生き方体験談

名古屋大学、生涯学

2007 年 10 月

2007 年 11 月

2008 年 02 月

2005 年 09 月

習・キャリア教育研究
センター
キャリア再設計セミ
ナー
伊藤

由美子

「大学における就職活動支援のアウトソーシン

日本キャリア教育学

グと大学生の職業意識の実態-大学担当部署とア

会

ウトソーシング先との関連ー」

会員企画シンポジウ

2005 年 11 月

ム
伊藤

由美子

自己責任を行使するためには....

総合的な学習：ファイ

2007 年 11 月

ナンシャル講座
伊藤

由美子

消費者トラブルの現状を知り対策法を知ろう

総合的な学習「消費者

2008 年 01 月

トラブルの対策を知
ろう」
田中和彦

精神障害のある人の支援のあり方と福祉現場で

あいち障害者福祉ゼ

の支援者のメンタルヘルスを考える

ミナール 2007（NPO 法

2007 年 11 月

人あいち障害者セン
ター他主催）
土田満

アメリカ型菜食の生活習慣病予防効果

第７回日本ベジタリ
アン学会
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2007 年 12 月
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その他
著者
川瀬基弘・梅村麻希・

題目

組織

藤前干潟の底質とベントスの分布

八木明彦
川瀬基弘

応用生態工学会 第 11

発表年月
2007 年

回研究発表会講演集
クロダカワニナ．追いつめられた生きものたち

矢作新報

2007 年 05 月

矢作新報

2007 年 05 月

矢作新報

2007 年 12 月

Vegetarian Reserch

2008 年 03 月

(豊田の希少生物)52
川瀬基弘

マルタニシ．追いつめられた生きものたち(豊田
の希少生物)53

川瀬基弘

200?の水を浄化するドブガイ．里山に住む生きも
のたち(豊田市自然観察の森から)25

土田満

特別講演：アメリカ型菜食の生活習慣病予防効果
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大学教員の教育研究活動
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紀要投稿申込用紙
平成

年

月

日

紀要委員長殿
筆頭著者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印
（連絡先 内線：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
［院生の場合：指導教員氏名
］
下記の通り、瀬木学園紀要
から、受理して下さい。

第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

記
○論文題目
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
○著者の所属と身分
氏
名
筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿

所
属
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身
分
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。）
１．総説

２．原著論文

６．その他(具体的に：

○使用ワープロソフト名
＜注意事項＞

３．ノート

４．資料

５. 情報

)

［

］

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。
・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要
領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。
・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越
える場合は受理されないことがあります。
・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。
・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏
名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。
・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。
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瀬木学園紀要原稿作成要領
本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につ
いて定めてある。

（Ｉ）紀要論文
［１］基本的な書式
１−１．ページ設定
１）用紙サイズ

［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］
Ａ４縦

２）段組
１．標題部（論題，著者名，著者の所属）

１段組

２．抄録部およびキーワード部

１段組

（日本語論文の欧文抄録・外国語論文および
日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録）
３．論文部（論文本文，参考文献リスト）
３）行数

４８行

４）余白
・天地
・左右

天から

３５ｍｍ

地から

３０ｍｍ

左から

２５ｍｍ

右から

２５ｍｍ

・２段組の場合の段間

７ｍｍ

５）仮ページ
（１論文内でのページ付け）
・天の余白部分右肩に、
ページ数／総ページ数
の書式で記載する。
・鉛筆書きが望ましい。
６）各ページのヘッダー部（論文
１ページ目＝紀要名／その他の
奇数ページ＝論題／偶数ページ
＝著者名）は通しページととも
に、業者に印刷を委託する。
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２段組

１−２．原稿の印刷
・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項
１）標題部
１．論題

文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
・論題は１行３０文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題との間に１行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大
きさとする。
（以下の空白行も全て同様）
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシ
ュ（−）を付す。
３．著者名
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
・著者が複数いる場合は、代表著者を先頭に記載し、他の記載順は代
表著者の判断にゆだねる。
・著者が４人までは１行に記載し、これを超える時は、次の行に記載
する。
以下著者の増加には同じ方法で対応する。
・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には
中黒点を付さない。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃えとする。
その他・著者名の姓と名の間は１文字分の空白を置く。著者が複数おり、そ
の所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に
＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増
やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の
項も併せて参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記
述する。
その他・所属名は正式名称を記載する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。
・ 学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。

２）

抄録部
冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）
空白行を置いてから記述する。
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・１行４８文字

３）

論文部
論文部は、著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に
付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
３．本文
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ
配置

＝普通（または標準）
＝９ポイント

＜１段組の場合＞
・１行４８文字、４８行
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注意：特段の理由が無ければ次の２段組を
原則とする。

＜２段組の場合＞
・１行２４文字、４８行
・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・可能であれば禁則処理をすること。
４．使用記号および参考文献
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・一段組または二段組
欧文抄録部

４）

［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］
1.

論題

文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・論題の次の行に副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。英文の場合、著者が２
人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合は“，”で区切り
最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・著者の順序は、標題部にあわせる。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
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先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例；Mizuho

AICHI）

・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が
増えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の
著者の所属の項も参照すること。
４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付
して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。
・所属名の外国語については正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．抄録
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。
６．キーワード（総説・原著論文では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。
表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」
（見出し語は太字で、
コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キー
ワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角ス
ペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記
載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行
わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
120

・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項
［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。］
１）標題部
1.

論題

文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え
・論題の次の行に、副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new Roman

のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合
は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例：Mizuho AICHI）
・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、
＊ を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の項も
参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック（斜体）
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・ 著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文論文の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載
する。
・所属名は正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。
２）抄録部
外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）空白
行を置いてから記述する。
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字（ボールド）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。

３）

キーワード（原著・総説では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・ 抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述す
る。抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記
述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語
は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。
キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペ
ース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が
複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
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４）論文部
論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場
合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１０ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
その他・Summary，Abstract
・Acknowledgement

等の見出しはつけない。
の前には番号をつけない。

３．本文
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・両端揃え（justification）を原則とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。
４．使用記号及び参考文献
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,

Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・１段組または２段組
［２］図および写真の掲載
２−１．図および写真の作成
・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出が
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あれば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当
する部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、
次の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。
なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。
・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。
・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。
・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす
る。
・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者
の負担とする。
２−２．図および写真の番号、説明など
・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用
いた続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。
・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の
例を標準とする。
図 １

瀬木学園の現状

Fig. 1 紀要における図の書き方
Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread

［３］表について
・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照)
・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。
・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。
（例）

Table

２ Composition of the bread samples

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Control

Vegetable added

————————————————————————————————
Vegetable sample(g)

-

50

Water(ml)

180

140

Wheat flour(g)

280

280

3

3

16.6

16.6

Dry yeast(g)
Sugar(g)
------

---

---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ
全面的に倣い、作成されたものである。
参考：所属の英語表記
日本語表記（8pt）

英語表記（9pt / イタリック）

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Division of Human Sciences,

Department of Human Sciences,

Aichi Mizuho College
愛 知 み ず ほ 大 学 人 間 科 学 部 人 間 環 境 情 報 学 科 Division of Human Environmental Informatics,
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
愛知みずほ大学大学院人間科学研究科人間科学専攻
Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College
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