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総論

博物学研究

その３

～重たい頭を支えた陶器のまくら～
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部

１．矢作川に眠る財宝
私は 10 年ほど前から矢作川の生物を調査してい
ます．主な調査の対象は貝類です．河口付近ではア
サリやシジミ，愛知みずほ大学周辺ではカワニナ，
タニシ，ドブガイなどが生息しています．2008 年に
本学より 5 ㎞ほど上流域で，川の中に入り淡水貝を
探していたところ，川底の砂礫に混じり陶器の破片
が転がっているのを見つけました．水は透明で魚や
川底の小石まではっきりと見えます．移動しながら
引き続いて淡水貝を探していると，川底に転々とコ
バルトブルーに輝く陶器の破片が落ちています．最
初は，周辺民家から投棄されたゴミだと思いました
が，点在的に広範囲で見つかるので気になって拾い
上げてみました．茶碗のかけらのようです．でもよ
く見ると，現代の茶碗とは明らかにどこかが異なり
ます．また一つ拾い上げてみると，今度も茶碗のか
けらです．骨董品に興味を持っていた私は，転がっ
ている陶器片が江戸時代に焼かれたものではないか
と思いました．矢作川の至る所で河床遺跡が存在す
ることを知っていましたので，貝類調査を放り投げ
てしばらく陶器片集めに熱中しました．複数の破片
を手にして観察すると，幕末から明治，大正あるい
は昭和初期に焼かれた陶器であることがわかりまし
た．その中に 1 点だけ茶碗の破片とは異なり，平ら
で角のある変な形をした陶器片を見つけました（図
1）．
２．思わぬ発見！
その変な形をした陶器片を研究室に持ち帰り，早
速調べてみました．形に特徴があるため，すぐに「枕
（まくら）」の破片であることがわかりました．ま
くら？陶器の枕？と，違和感をもつ方も多いかもし
れません．矢作川で拾った陶器枕片とほぼ同時期に
焼かれた同類の枕が図 2 に示すものです．同一のも
のに間違いありません．文献資料には「陶枕」と書
かれています．これで「とうちん」と読みます．し
図１．２．（上から順に図１，２ａ，２ｂ）

かし，言われなければ枕とは思えないほど真四角で
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す．仮に枕だとしても頭を載せるには硬くて痛そう

かながら陶枕を製造している会社があることがわか

です．やはり枕とは納得できずにもう少し調べてみ

りました．瀬戸市では，実用品というよりはインテ

ました．すると，日本や中国ではいろいろな陶枕が

リア雑貨として陶枕を販売しているところもありま

使われていたことがわかりました．

す．

「日本陶磁大辞典(角川書店)」によれば，陶枕は
次のように解説されています．「陶磁製の枕．磁器

４．実際に頭をのせたら「イタイ」

のものは瓷枕ともいわれるが，陶器製か磁器製かに

図 3［次のページ写真 8 枚］で紹介しました昭和

かかわらず，広く陶枕と呼ばれる．中国では七世紀

初期の陶枕に，私自身も試しに自分の頭を載せてみ

ごろの唐時代より例があり，実用品として広く使用

ました．ひんやりと夏は気持ちがいいのかもしれま

されていた．唐時代のものは小ぶりで，単純な箱形

せんが，横に寝たら頭の重みで耳が痛いし，上向き

のものが多い．北宋時代になるとしだいに大形化し，

に寝てもやはりゴツゴツして痛くて使いにくいとい

豆形，動物形，如意頭形など，変化に富んだ多種多

うのが正直な感想です．クッション代わりにタオル

様な器形が現れた．日本には奈良時代に唐三彩の陶

でも巻けば良いのかもしれません．

枕がもたらされている．平安時代には，猿投窯にお

インターネットの検索サイトを用いて，枕に関す

いて陶枕がつくられている．
（一部省略して引用）」．

る情報をさらに集めようと考えました．実際に検索
すると，安眠枕，磁気枕，健康枕などといった枕販

３．腕枕・脈枕・足枕・つの枕

売業者のホームページが目立ちます．値段は高いも

抱き枕，足枕，首枕，腕枕，湯婆枕，つの枕，脈

のでは数万円もします．テレビ CM でも様々な高級

枕，腰枕，小枕など，用途によって様々な枕があり

枕が宣伝されています．人間工学や生理学の研究を

ます．例えば腕枕は，肘掛けのようなものであり，

重ねて設計された枕が使われる時代になりました

腕を休めるときに用いる枕のことです．現代では病

が，ちょっと前までは自家製の手作りが当たり前で

院で注射をするときに腕をのせる枕もこう呼ばれて

した．この先，枕はどこまで進化するのでしょうか．

いるそうです．枕に関する書籍としては，白崎繁仁

そんな時代の中で，陶枕は消え去ってしまうので

氏の「枕の博物誌（北海道新聞社）」に詳しいこと

しょうか．矢作川河床に眠る大昔の歴史資料は，金

が記されています．この書では，様々な枕の種類か

銀財宝とは呼べないかもしれませんが，私たち人類

ら，枕の移り変わり，構造と材質，語源など，詳細

の歴史や文化を知る上での貴重な宝物ではないでし

に記されていて，人間がなぜ枕を必要にするように

ょうか．

なったのか，という項では興味深い考察がなされて
います．この書のなかでは，枕の構造と材質別に，

５．参考文献

詰め物枕，箱枕，組み木枕，網目枕，木枕，草枕，

川瀬基弘（2003）猿投古窯の発展と灰釉陶器～“さ

竹枕，土・石類の枕，動物性材料の枕，金属の枕な

なげもの”から“せともの”へ ～．名古屋地学, 65,

どが紹介されています．

6-14.
川瀬基弘（2003）矢作橋付近の矢作川河床遺跡から

陶枕は，せともの枕，茶わん枕などと呼ばれ，江

出土した土器片．矢作川研究, 7, 81-98.

戸末期から明治にかけて多く焼かれるようになった
ようです．したがって，私の拾った陶枕の破片も江

名古屋市博物館（2000）川と遺跡．名古屋市博物館．

戸時代までさかのぼる可能性があり夢は膨らむばか

楢崎彰一（1966）猿投窯 [陶器全集 31]．平凡社，

りです．ただし，昭和の初期に陶枕が一時期大流行

東京都．
岡崎市教育委員会（1983）矢作川河床遺跡出土品展

したので，そのころに焼かれたものかもしれません．

図録．岡崎市教育委員会．

昭和初期に生産された陶枕（図 3［次のページ写

白崎繁仁（1995）枕の博物誌．北海道新聞社，北海

真 8 枚］）は，歴史のある古い民家の蔵や倉庫に今

道．

でも眠っていることがあります．博物館などで展示

豊田市教育委員会（2000）集落遺跡の語る古代矢作

されていることもあります．年配の方に，いくつか

川流域．豊田市教育委員会．

の陶枕（図 3）をお見せしたところ，何人かの方か

矢部良明ほか（2002）角川 日本陶磁大辞典．角川書

ら，「子供の頃に親が使っていたのを覚えている」

店，東京都．

とか「自宅の物置小屋でみたような・・・」という
返事をいただきました．「初めてみた」とか「これ
枕なの？」という回答も多くありました．
インターネットで陶枕を検索すると，今でもわず
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油脂との加熱処理による澱粉の特性変化と
澱粉種、油脂種、加熱温度との相互関係

Effect of Heat Treatment in Oil on Starch Properties and Its Inter-relation
among Starch Species, Oil Species and Heat Temperature
伊藤

友美・松井

秀親 *・大脇 一輝 *・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*, Kazuteru Owaki*, Takuo Adachi*, Tetsuya Yamada*
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College (Aichi Mizuho Junior College), *Faculty of Agriculture, Meijo University.

Abstract
Eleven species starches (normal-maize, waxy-maize, amylo-maize, wet-heat-treatment amylo-maize, wheat,
normal-rice, waxy-rice, potato, sweet-potato, cassava and sago) were heated in two kinds of commercial oil (Canola
(Nissin Oil Co.) (triglyceride) and Econa (Kao Co.) (diglyceride)) at three different temperature (150℃, 130℃ and
20℃) for 1h.
After heat treatment, the excess oil was removed from starch-oil mixture by specially designed centrifugation.
Amount of the absorbed oil on starch granules was calculated upon the reduced weight of the starch sample after
extract treatment with ether. Amount of the incorporated oil (strongly bounded to starch) was calculated upon the oil
amount extracted with chloroform-ethanol mixture, by the method of high temperature gas chromatography (DB-1ht
capillary column).
The results are following:
In any case, starch granules held its original figure after heat treatment. Concerning absorbed oil, rice starch showed
the highest amount among 11 starch species in all cases that were combination of oil species and temperature condition.
On the contrary, potato starch showed the lowest amount under all conditions. In almost cases, treatment temperature
was the lower, the absorbed oil amount was the higher.
Comparing diglyceride oil with triglyceride oil, the former was far more absorbed on any species of starch. This
tendency was more remarkable in the incorporated oil cases. Expect potato (not detected), the amount of diglyceride
was double or more than that of triglyceride in all cases.
The result of Iodine color reaction showed that amylose was more degraded in diglyceride than in triglyceride.
However, the result of GPC showed that amylose of amylo-maize was more degraded in triglyceride. Similar tendency
was observed in the case of amylopectin of waxy-maize and waxy rice.
It is assumed that this degrading behavior difference between triglyceride and diglyceride on starch might be caused
by penetrating ability into starch granule, and this ability might be affected with the hydrophilic/hydrophobic ratio of
the both oils, which might contribute starch-oil interaction.
Keyword: commercial oil, heated treatment, property change of starches, wet heat-treatment amylo-maize
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１．緒言

て算出した値（a－b）を吸着量（Absorbed oil volume）

私達はビスケット，コーンスナック，ポテトチッ

とした．

プスのような澱粉を主体とする加工食品（菓子類）
を好んで食べる．しかし，これら菓子類の栄養成分
1)

は Table 1 に示したように約３割が脂質であり，

澱粉（炭水化物）の次に多い栄養成分である．
Table 1 Nutritional composition
Biscuit
Moisture

3.2%

1)

Corn snack
0.9%

Potato chips
2.0%

Protein

5.7%

5.2%

4.7%

Lipid

27.1%

27.1%

35.2%

Carbohydrate

62.6%

65.3%

54.7%

Mineral

0.9%

1.5%

3.4%

このことから澱粉加工食品をおいしいと感じる理由

Fig. 1 Model of oil separating system

の１つに油脂の食味増強効果があると思われる．つ
まり，この澱粉性食材に混和された油脂が加熱によ

(4)走査型電子顕微鏡観察

り澱粉と相互作用して複合体を形成し，複雑な食味

前記(2)の試料澱粉のうち，150℃で 1 時間加熱処

を呈すると推察した．そこで，本研究では加熱処理

理した澱粉を前報

に及ぼす澱粉の特性と脂質の吸着量について澱粉の

2)

に準じ，走査型電子顕微鏡観察

した．

種類と油脂の種類と処理温度を変えて検討した．

(5)ヨウ素澱粉反応
前記(2)の試料澱粉のうち，150℃で 1 時間加熱処

２．試料および実験方法

理した澱粉を前報

(1)試料

2)

に準じて吸収スペクトルを測定

し，各スペクトルから最大吸収波長（λmax）を求め

試料澱粉は，トウモロコシ澱粉（ノーマル，ワキ

た．また 680nm の吸光度とフェノール－硫酸法 3)で

シー，ハイアミロ，湿熱処理-ハイアミロの 4 種類，

求めた試料溶液の全糖量から，青価（Blue value）

いずれも日本食品化工㈱製），小麦澱粉（グリコ栄養

を算出した．

食品㈱製），米澱粉（ノーマル，ワキシーの 2 種類，

(6)ゲルろ過クロマトグラフィー

いずれも島田化学㈱製）
，ジャガイモ澱粉（黒柳製粉

前記(2)の試料澱粉のうち，150℃で 1 時間加熱処

製），サツマイモ澱粉（サンエイ糖化㈱提供），タピ

理した澱粉を 1N 水酸化ナトリウム溶液に加熱溶解

オカ（グリコ栄養食品㈱製），サゴ（サンエイ糖化㈱提

し，希釈後，Toyopearl HW-75F のゲルを充填したカ

供）の 7 品種 11 種類を用いた．また油脂にはジグリ

ラム（φ2.6×100cm）に全糖量で約 10mg の試料溶液

セリドである市販のエコナ（花王㈱製）とトリグリ

を注入した．展開溶液には 50mM 水酸化ナトリウム溶

セリドである市販のキャノーラ（日清キャノーラ製）

液を用い，流速 100ml／1h で展開した．
溶出液は 10ml

の 2 種類を用いた．

ごとに分画し，全糖量をフェノール－硫酸法

(2)試料調製

3)

で定

量した．

各種澱粉 6g に油脂 15ml 加えて混和し，開放系で

(7)ガスクロマトグラフィー

150℃，130℃，20℃の３つの条件で 1 時間加熱処理

前記(2)の試料澱粉のうち，150℃で 1 時間加熱処

を行った．これをエーテルで脱脂，乾燥し，試料澱粉

理した澱粉をクロロホルム-エタノール混液で抽出

とした．

し，油脂試料をそのまま高温ガスクロマトグラフィ

(3)吸着量

ーで分析した．ガスクロマトグラフィーの測定条件

各種澱粉を加熱処理後，Fig. 1 に示した特製の遠

は ， キ ャ ピ ラ リ ー カ ラ ム DB-1ht(5M × 0.25mm ）

心管に入れて遠心分離し，澱粉に吸着していない油

(Spelco)を用い，オーブン温度 340℃と 320℃，注入

脂を除去した．この澱粉に吸着している油脂量，つ

温度 390℃，検知温度 390℃で行った．標準のキャノ

まり吸着量を求めるために遠心後の重量（a）を測定

ーラ及びエコナと比較した。

し，これをエーテルで脱脂後の重量（b）を差し引い
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Fig. 2 Absorbed oil volume
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Fig. 4 Mean value of absorbed oil on starch
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Fig. 5Effect of treatment temperature on absorbed oil volume
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３．結果及び考察
(1)吸着量
各種加熱処理した澱粉に吸着した油脂量をすべて
Fig. 2 に示した．この結果から大まかな様相を知る
ため，まず油脂の種類と処理温度の６つを平均して
澱粉の種類による影響を Fig. 3 に示した．
その結果，米澱粉が最も多く油脂を吸着し，ジャガ

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

イモ澱粉には殆ど吸着されなかった。これは澱粉粒

Fig. 6-1 Scanning electron micrographs of oil heated

の表面積も原因の一つと考えられる．これらのこと

maize(nomal) starch(150℃,1h)

から，天ぷらなど加熱処理する調理の場合，衣には
米澱粉を使用すると良いことがわかる．
処理温度の３つを平均して油脂の種類による影響
を Fig. 4 に示した．
その結果，米澱粉とサゴ澱粉以外の澱粉でエコナの
方が澱粉に多く吸着する傾向が見られた．澱粉は親
水的な性質だけでなく，疎水的な性質もあることが

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

わかってきている．これが澱粉のどの領域であるの

Fig. 6-2 Scanning electron micrographs of oil heated

かは明らかではないが，トリグリセリドであるキャ

wheat starch(150℃,1h)

ノーラでは主として疎水性の領域と吸着するのに対
し，ジグリセリドであるエコナでは水酸基により親
水性の領域にも吸着しているのではないかと思われ
る．これらのことから，澱粉製食品を調理する場合，
エコナを使うとより食材に油脂がからまって美味し
くなることが期待される．
油脂の種類の２つを平均して処理温度による影響

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

を Fig. 5 に示した．

Fig. 6-3 Scanning electron micrographs of oil heated

その結果，ジャガイモ澱粉以外の澱粉において処理

rice(nomal) starch(150℃,1h)

温度が高くなる程，吸着量が低くなる傾向がみられ，
20℃の室温処理での吸着量が高い値を示した．本来，
我々はクッキーの研究から，焼成すると油を吸着し
易くなる．すなわち加熱により，澱粉粒がクラッキ
ングすることで，油脂が入り易くなる．また澱粉の
水分が蒸発することでさらに澱粉の親油性が増すた
めに加熱処理の方が吸着量が多くなると推測してい

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

た．しかし推測と逆の結果になった．このことから

Fig. 6-4 Scanning electron micrographs of oil heated

加熱処理により，澱粉もしくは油脂に何らかの変化

potato starch(150℃,1h)

が起こったことが示唆される．そこで，澱粉の特性
を検討することとした．
(2)走査型電子顕微鏡観察
150℃で処理した各種試料澱粉粒を走査型電子顕
微鏡で 3000 倍で観察した．
その結果を Fig. 6-1 から Fig. 6-7 に示した．なお

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

トウモロコシ澱粉と米澱粉はノーマルのみ示した．

Fig. 6-5 Scanning electron micrographs of oil heated

その結果，どの澱粉粒においてもエコナとキャノー

sweet potato starch(150℃,1h)

ラでは変化が見られなかった．
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Table 2-2 Iodine color reaction (Blue value) of oil heated
starch
Blue value*(Abs./100mg of starch)

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

Fig. 6-6 Scanning electron micrographs of oil heated
cassava starch(150℃,1h)

Control

econa

canola

Maize(normal)

0.256 (100)

0.168 (66)

0.231 (90)

Maize(waxy)

0.036 (100)

0.035 (99)

0.034 (94)

Maize(amylo)

0.445 (100)

0.101 (23)

0.377 (85)

Maize(wet heated amylo)

0.393(100)

Wheat

0.280 (100)

0.224 (57)

0.231 (59)

0.210 (75)

0.262 (94)

Rice(normal)

0.225(100)

0.075( 33)

0.110( 49)

Rice(waxy)

0.041(100)

0.024( 59)

0.040( 98)

Potato

0.265 (100)

0.213 (80)

0.286 (108)

Sweet potato

0.258 (100)

0.094 (37)

0.220 (85)

Cassava

0.223 (100)

0.126 (57)

0.233 (105)

Fig. 6-7 Scanning electron micrographs of oil heated

Sago

0.304 (100)

0.074 (24)

0.237 (78)

sago starch(150℃,1h)

* Blue value is coefficient of absorbance at 680nm.

Econa(Di-glyceride)

Canola(Tri- glyceride)

( ), Rate for blue value of control

(3)ヨウ素澱粉反応
150℃で処理した各種試料澱粉のヨウ素澱粉反応

また，Table2-2 の（

）内はコントロールである生

の結果を Table 2-1 および Table2-2 に示した．一般

澱粉の Blue value 値に対する試料澱粉の Blue value

に最大吸収波長（λmax）は澱粉粒に存在するアミロ

値を％で示した．その結果，エコナと処理した澱粉

ースの長さを，青価（Blue value）はアミロースの

はワキシー澱粉以外 20～80％分解されているが，キ

量を表す．

ャノーラと処理した澱粉はアミロトウモロコシ澱粉

Table 2-1 Iodine color reaction (λmax) of oil heated

以外ほどんと分解されていない．このことからもト

starch

リグリセリドであるキャノーラに比べてジグリセリ
λmax (nm)

ドであるエコナと処理することでアミロースが切れ
canola

Maize(normal)

603

581

602

Maize(waxy)

540

-

-

Maize(amylo)

603

557

590

Maize(wet heated amylo)

593

572

574

Wheat

611

602

605

Rice(normal)

600

563

579

-

-

-

Potato

603

590

603

Sweet potato

604

563

603

Cassava

604

577

608

Sago

619

573

603

Rice(waxy)

易いことがわかる．
(4)ゲルろ過クロマトグラフィー
150℃で処理した各種試料澱粉のゲルろ過クロマ
トグラフィー分析を行い，分解の様子を詳しく調べ
た．その結果を Fig. 6-1～3 に示した．

20

20

Maize Starch
(Normal)
15

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

econa

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

Control

10
5
0

その結果，どの澱粉においても最大吸収波長（λmax）
，

25

30

35

40

45

Fraction Number

方が低い値を示したことから，ジグリセリドである

Econa

エコナと加熱した澱粉の方が，アミロースが分解さ
ることが示唆される．
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10
5
0

20

青価（Blue value）ともにエコナと処理した澱粉の

Maize Starch
(Waxy)

15

Canoia'

50

20

25

30

35

40

45

Fraction Number
Econa

Canoia
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0
20

25
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35

40

45

10
5
0

50

Cassava Starch
15
10
5

Sago Starch
15
10

0
20

25

30

35

40

45

50

Econa

Canoia

5
0

20

Fraction Number

Fraction Number
Econa

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

5

Maize Starch
(Wet Heated Amylo)
15

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

10

20

20

20

Maize Starch
(Amylo)
15

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

20

25

30

35

40

45

50

20

Fraction Number

Canoia

Econa

25

30

35

40

45

50

Fraction Number

Canoia

Econa

Canoia

Fig. 6-1 Gel permeation chromatography of oil heated

Fig. 6-3 Gel permeation chromatography of oil heated

maize starches

potato, sweet potato, cassava and sago starches
本来，澱粉のゲルろ過パターンは，ボイド容量付近

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

20

にシャープな溶出ピークと低分子側にブロードな溶

Wheat Starch
15

出ピークの２つのピークを示し，始めに溶出するシ
ャープなピークがアミロペクチン，後に溶出される

10

ブロードなピークがアミロースの溶出ピークである
5

といわれている

4)

．しかし，加熱処理した澱粉はど

れも分解されて低分子のピークが増加していた．特

0
20

25

30

35

40

45

50

にアミロトウモロコシ澱粉と湿熱処理したアミロト

Fraction Number
Econa

ウモロコシ澱粉においてはエコナとキャノーラで差

Canoia

がみられ、キャノーラの方がより分解されている．
ヨウ素澱粉反応で，エコナの方がアミロースを分解
20
T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

20

Rice Starch
(Normal)

15
10
5
0

していたが，澱粉全体でみると，キャノーラの方が

Rice Starch
(Waxy)

15

より分解されていることがわかる．なお，130℃で加
熱処理した場合はほとんど分解されてなかった．

10

(5)ガスクロマトグラフィー

5

150℃で処理した各種試料澱粉にエーテルで抽出さ

0

20

25

30

35

40

45

50

20

25

Fraction Number
Econa

30

35

40

45

れず，強固に吸着して残留している油脂量をクロロ

50

Fraction Number

Canoia

Econa

ホルム-エタノール混液で抽出してガスクロマトグ
ラフィーで定量した．
その結果を Table 3 に示した．

Canoia

この結果から，キャノーラで処理した澱粉はほとん
Fig. 6-2 Gel permeation chromatography of oil heated

ど油脂を強固に吸着してなく，エコナで処理した澱

wheat and rice starches

粉の方が強固に吸着しており，特にモチ種の澱粉に
おいて吸着量が多い傾向がみられた．油脂が澱粉に
T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

T o ta l S a c c a r id e R a tio ( % )

吸着することは知られており

20

20

Potato Starch
15
10
5

Sweet Potato Starch

20

25

30

35

40

45

Fraction Number

50

15

ているというのが通説 6,7)で，アミロペクチンには包
摂しないはずであるが，この結果からは強く吸着し

10

ている油脂量の多かった澱粉はアミロースを持たな

5

いアミロペクチンのみのモチ種の澱粉であった．こ
のことから，エコナとモチ種澱粉との強固な結合は
20

25

30

35

40

45

50

アミロースとの包摂以外の結合ではないかと示唆さ

Fraction Number

れる．
Econa

Canoia

，この澱粉と油脂の

強い結合には，アミロースのらせんに油脂が包摂し

0

0

5)

Econa

Canoia
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理澱粉の脂質導入に関する研究～肥満予防の観点

Table 3 Incorporated oil content in oil heated starch

から～，瀬木学園紀要，2, 47-52 (2007).
3) Robyt, J. F., Choe, J. Y., Hahn, R. S. and Fuchs, E. B.,

Oil content(mg/starch1g)
Econa

Canola

Acid modification of starch granules in alcohols :

Maize(normal)

12.0

0.0

effects of temperature, acid concentration, and starch

Maize(waxy)

105.0

0.0

concentration, Carbohydr. Res. 281, 203-218 (1996).
4) 井川佳子，化学構造，「澱粉・関連糖質実験法」，初

Maize(amylo)

40.0

14.5

Maize(wet heated amylo)

13.0

2.5

Wheat

6.0

0.5

Rice(normal)

60.0

34.5

Rice(waxy)

114.0

3.0

Potato

0.0

0.0

Sweet potato

35.0

2.0

Cassava

19.0

0.0

Sago

0.0

0.0

版，中村道徳・貝沼圭二編，（学会出版センター，東
京），pp.110-114(1986).
5) Leo L., The Nature of the Fatty Acids Associated with
Starch. The Adsorption of Palmitic Acid by Potato and
Defatted Corn and Rice Starches. J. Am. Chem. Soc.,
64(9), 2144-2146(1942).
6) Elizabeth M. O., Sandra J. L. and Melita F.,
Complexes of Amylose with Surfactants, Cereal
Chem., 38(9), 449-463(1961).
7) Calson T. L.-G., Larsson K., Dinh-Nguyen N. and
Krog N., A Study of the Amylose-Monoglyceride

４．要約

Complex by Raman Spectroscopy. Starch/Starke, 31(7),

11 種類の澱粉にジグリセリドのエコナとトリグ

222-224(1979).

リセリドのキャノーラを加えて加熱処理し，油脂と
吸着量と澱粉の特性について検討を行った．その結
果，
（１）

油脂の吸着量は，米澱粉が最も高く，ジ

ャガイモ澱粉が低い値であった．また，エコ
ナの方が吸着量が高く，処理温度が高くなる
程吸着量が低くなる傾向がみられ，20℃の室
温処理の吸着量が最も高い値であった．
（２）

加熱処理による澱粉粒の形態変化は見

られなかった．
（３）

ヨウ素澱粉反応から見たアミロースの

分解ではエコナと加熱処理した澱粉の方がア
ミロースが分解されていたが，ゲルろ過クロ
マトグラフィーによる分子構造ではキャノー
ラと加熱した澱粉の方が分解されており，低
分子区分が増加していた．
（４）

ガスクロマトグラフィーによる澱粉と

強固に吸着した油脂の定量を行った結果，澱
粉種ではモチ種澱粉が，また油脂種ではエコ
ナに吸着量が多かったことから，エコナは加
熱により内部に深く浸透し，アミロースを分
解すると共に，強固に吸着されいるのではな
いかと考えられる．
５．参考文献
1) 食品成分研究調査会，五訂増補日本食品成分表，
（医歯薬出版株式会社，東京）(2005).
2) 伊藤友美，松井秀親，安達卓生，山田哲也，酸処
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アズキ餡製造時に生じる副産物‘アズキ渋きり水’の
抗酸化活性
Antioxidative Activity of the Secondary Product ‘Shibukiri Mizu’
Produced During Azuki Paste Manufacturing

伊藤

友美・土田

廣信・小原

章裕 *・水野

雅史 **・木村

忠彦 ***

愛知みずほ大学人間科学部，*名城大学大学院農学研究科，**神戸大学大学院農学研究科，***㈱本高砂屋商品開発部

Tomomi ITO, Hironobu TSUCHIDA, Akihiro OHARA*, Masashi MIZUNO**
and Tadahiko KIMURA***
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College, *Graduate School of Agriculture, Meijo University, **Graduate School of
Agriculture, Kobe University, ***Division of Product Development, Hontakasagoya Co.

Abstract
‘Shibukiri Mizu’ (SM) is the supernatant containing astringency components obtained from azuki beans that have
boiled in water for 6 min and then allowed to stand. Even though this supernatant is expected to contain many
bioactive components, such as polyphenol glycosides, oligosaccharide and saponins, SM is currently disposed as food
processing waste. In this atudy, we examined the antioxidative effects of SM. SM showed high antioxidative activity.
These results indicate that food processing waste SM may be effectively re-utilized as antioxidative material.
Keyword: Shibukiri Mizu, Antioxidative activity

１．緒言

ってスタキオースを高い回収率で回収できること，

アズキは，日本の伝統的な食品素材の１つである

すなわちこの煮熟液という副産物が有効利用できる

ばかりでなく，近年様々な生理活性成分を有する機

ことを明らかにした 11)．さらに，もう一つの副産物

1-8)

．我々は，ア

である‘渋きり水’の食中毒細菌に対する影響につ

ズキ中に機能性ガラクトオリゴ糖であるスタキオー

いて検討したところ，ある種の食中毒細菌に強い抗

スが多量に含有していることを明らかにした 9) ．

菌作用を示し，抗菌成分の材料として再利用される

一方，アズキの大部分（90％）は餡に加工されてい

可能性があることが示唆された 12)．

能性食品素材として注目されている

るが，そのうちの 30～40％は生あん粕や流亡分（渋

本研究では，アズキの製餡製造工程で生じる副産

切水と煮熟液）として廃棄されており，この流亡液

物の有効利用を目的に，
‘渋きり水’の抗酸化活性に

はアズキ 1kg 当たり 14L にもおよぶ 10)．これら流亡

ついて検討した．

液中にはアズキに含まれる有用な成分も一緒に流損
失している可能性がある．そこで我々は煮熟廃液中

２．試料および実験方法

のスタキオース含量を測定し，アズキ中のスタキオ

(1)試料

ース総量の 26～49％におよぶことを明らかにする

試料のアズキは，㈱本高砂屋より提供された祝

と同時に，これを CaO（CO2 飽充）処理することによ

大納言（山形県産，三笠用）を用いた．
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(2)アズキ‘渋きり水’の調製

の測定

生アズキを実際の製餡工程図(図 1)に準じて，

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により，試

小スケール化して‘渋きり水’を調製した．即ち，

料溶液中のリノール酸残存量の経時的変化を測定す

生アズキ（祝大納言）約 500g を水洗し，2 倍容の水

ることにより酸化されたリノール酸量を測定した．

を加えて煮沸した．沸騰 3 分後に約 1/3 容の冷水を

即ち，所定の時間インキュベーションした試料

添加し，さらに 3 分間沸騰させた後に水切りを行っ

溶液を，メンブレンフィルター(0.2μm)を用いて濾

た．このアズキ熱水抽出画分を‘渋きり水’とした．

過後，20μL を HPLC 分析に供した．

なお，この熱水抽出溶液を所定の濃度になるように

HPLC 分析は，GL-PACK Lichrosorb RP18-5（ジ

減圧濃縮処理を行い抗酸化活性用試料溶液とした．

ーエルサイエンス株式会社，東京）を用いて，移動
相溶媒として 0.1%トリフルオロ酢酸を含む水-アセ

アズキ

トニトリル（10:90 v/v），流速 1mL/分，
検出波長 210nm

↓

により行った．

水洗
↓

３．結果及び考察

蒸煮

祝大納言の‘渋きり水’のリノール酸の酸化反応

↓

に対する抑制活性の有無について検討した．

水切り→渋きり水

(1)共役ジエン含量の増減

↓

共役ジエン含量の増減を図２に示した．ハイドロ

水替・蒸煮

パーオキサイドの増加によりリノール酸中に共役二

蒸らし

重結合が生成するが 13)，低濃度添加時においてはコ

↓

ントロール(’渋きり水’無添加)とほぼ同じパター
ンを示したのに対して，祝大納言の‘渋きり水’

水切り→煮熟液
↓

0.67mg/mL 以上の濃度においては共役二重結合の生

粒生餡

成量の増加は殆ど認められなかったことから，
‘渋き

図１

り水’がリノール酸の酸化（ハイドロパーオキサイ

製餡工程

ド生成）を抑制していることが確認された．
(3)抗酸化活性の測定
95%エタノールに 20mM のリノール酸を含む溶液
1 容に対して，0.1M リン酸緩衝液(pH7.0)を用いて祝
大納言‘渋きり水’中の固形分を 0.13mg/mL，0.67
mg/mL，1.33 mg/mL 及び 2.00 mg/mL の濃度に調整し
た抗酸化活性測定試料溶液を 3 容氷水中で混和し，
2mL づつ分注して遮光密栓をして 40℃でインキュ
ベートした(以下，試料溶液)。これら試料を用いて
以下の脂質抗酸化試験を行った．
①

共役ジエンの測定 13)
所定時間の間インキュベーションした試料溶液

100μL に 0.1M リン酸緩衝液(pH7.0)を 3.4mL 混和し，
233nm の吸光度を測定し，コントロールの示した値
と比較した．
②

過酸化物の測定 14)
75%エタノール 10mL に 30%チオシアン酸アンモ

ニウム 200μL ，所定の時間インキュベーションし
た試料溶液 200μL 及び 3.5%塩酸を含む 20mM 塩化鉄

図２

祝大納言由来の‘渋きり水’のリノール酸共

(Ⅱ)200μL を順次添加し攪拌を行い，
3 分後に 500nm

役ジエン生成抑制効果

の吸光度を測定し，コントロールの示した値と比較
(2)過酸化物生成量の増減

した．
③

過酸化物の生成を図３に示した．その結果，祝

リノール酸中のハイドロパーオキサイド生成量
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大納言の‘渋きり水’0.67mg/mL 以上の濃度におい

の濃度において，98%前後を推移し低下が確認されな

ては過酸化物が確認できなかった．また，無添加区

かったことから，リノール酸残存率においても祝大

において 72 時間後に過酸化物量が低下しているの

納言の‘渋きり水’が酸化を抑制していることが確

に対して，濃度 0.67mg/mL 以上においては過酸化物

認された．また，祝大納言の‘渋きり水’0.13mg/mL

生成が抑制されていた．

においてはコントロール区とほぼ並行に推移してい
た．これらの結果から，祝大納言の‘渋きり水’に
は不飽和脂肪酸の酸化及び過酸化を抑制する作用，
すなわち，抗酸化活性成分が含有されていることが
明らかになった．その成分がどんな物質であるかは
今後の課題である．
４．要約
アズキの製餡製造工程で生じる副産物の有効利用
を目的に，祝大納言の‘渋きり水’の抗酸化活性を
リノール酸の酸化反応に対する抑制活性を行って検
討した．その結果，いずれの反応においてもすなわ
ち，共役二重結合の量の上昇及び過酸化物の生成も
殆ど認められず，リノール酸残存率においても 98%
前後を推移していることから，祝大納言の‘渋きり
水’がリノール酸の酸化及び過酸化を抑制している
ことが確認された．

図３

祝大納言由来の‘渋きり水’のリノール酸過

酸化物生成抑制効果
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ピエロ・デラ・フランチェスカのフレスコ画を日本画
の素材（絹本・岩彩・墨・金泥）で表現する

Works by K.Matsui with Japanese Traditional
materials ( iwaenogu, sumi and kindei ) using
motifs of a fresco of Piero della Francesca

松井 和弘
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20
創画展

2007

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

182×364cm

「十字架の発見と検証」アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂

原著

21
182×364cm

創画展

2008

アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂」

東京都美術館・京都市美術館・愛知県美術館８Ｆギャラリー

「聖木の礼拝とソロモン王とシバの女王の会見

原著

原著

「十字架の発見（部分）」アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂
116.7×116.7cm

春季創画展

2007 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー
名古屋松坂屋美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム

「ソロモン王とシバの女王の会見

アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂」
116.7×116.7cm

春季創画展

2008 年

日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館
新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館
22
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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
2008

◇

第 23 回 風景の会絵画展

～中部縦断道の旅

東海北陸自動車道全線開通記念
松坂屋美術画廊・飛騨美術館
北海道鹿追町神田日勝記念美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム
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「渓流と道（飛騨トンネルから）」

90.9×62.9cm

第 23 回 風景の会絵画展 2008 年
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学校文法における可算／不可算名詞及び動作／状態動詞の教え方を
認知文法の考え方を参照して検討する

A Reconsideration of How to Teach Count / Mass Nouns and
Perfective / Imperfective Verbs from the Viewpoint of Cognitive
Grammar

今井

隆夫

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

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

It is frequently considered that grammar and communication are two opposite extremes, and they are less likely to be
compatible with each other. Native speakers of any language, however, can understand or produce their mother tongue
because they know the grammar of the language subconsciously. This fact leads us to realize that learning grammar is
indispensable in acquiring communicative competence. The problem is that the grammar rules which have been employed in
Japanese English education, especially in senior high school, are not necessarily effective in the EFL context. Thus
“traditional school grammar” should be modified as soon as possible. Langacker’s cognitive grammar, the author believes,
will surely fill the need to develop a new learning grammar.
In this paper, as for the grammar of nouns and verbs, Langacker’s theory will be introduced. The author will then go
on to discuss some examples of applying Langacker’s theory in the classroom.
Key words: cognitive grammar, TEFL, bounded / unbounded, count / mass nouns, perfective / imperfective verbs

とされ（動詞の状態と動作についても同様）、１つ１つの

Ⅰ．はじめに

名詞・動詞について、可算か不可算か、状態か動作か、
といった情報を覚えていくことが常識であった。

これまでの英語教育では、名詞には可算名詞と不可
算名詞があり、動詞には状態動詞と動作動詞があるとい

しかし、ここ数年の Langacker の認知文法の研究成果

った分類がされ、時には、そのような分類があるものの、

からは、名詞の可算・不可算というのは、名詞によって決

例外的に可算名詞が不可算名詞として振舞うことがあり、

まっていることではなく、可算・不可算という概念は単に

不可算名詞が可算名詞として振舞うといった現象がある

名詞の用法であり、ほとんどすべての名詞が、コンテクス
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Langacker（2008: 149）では、

トや捉え方次第では、可算にも不可算にも振る舞うことが
できるといったダイナミックな捉え方がされるようになって

(a) Sam {*lies/is lying} on the bench right now.

きた。Langacker（2008: 144）では、

(b) Belgium {lies/*is lying} between Holland and
France.

By mashing a dozen potatoes, you get enough potato
for this recipe.

という例を挙げ、安定性が一時的なものであるか永続的
という例を挙げ、potato という名詞が可算名詞としても不

なものであるかのどちらに捉えられるかによって、同じ動

可算名詞としても振る舞うことが指摘されている。つまり、

詞が、動作動詞として振る舞うか、状態動詞として振る舞

初めの potatoes は丸ごとのジャガイモがいくつかあるの

うかが決まることが述べられている。(a)では、Sam は今の

で可算名詞として捉えられているのに対し、後の potato

時点（right now）ではベンチに横になっているが、人間

は料理するためにつぶされたジャガイモを表すので不可

は、移動するので一時的なことと捉えられているので一

算名詞として捉えられている。

時性をあらわす、be + V-ing 形と相性がよいのに対し、

また、可算用法（count nouns）と質量（不可算）（mass

(b)では、国は、何らかの政治的な理由によって無くなら

nouns）用法を決める動機付けとして、表 1 に示される３つ

ない限り、そこに永続的にあるものと捉えられるのが通例

の要因が挙げられている。（Langacker は count/mass とい

であるから、永続性を表す、単純現在形が用いられてい

う用語を用いているので、本論文では、それに合わせ、

ると述べられている。
本論文の目的は、認知文法の考え方を Langacker を中

以下では可算／質量という用語を用いる）
つまり、可算名詞（count nouns）は、境界があり内部が

心に紹介し、その理論的枠組みを基盤として、名詞の可

不均質で、増大させるには複製する必要があるのに対し、

算・質量と動詞の動作・状態のよりわかりやすい教え方を

質量名詞(mass nouns)は、境界がなく内部は均質であり、

検討することである。

伸縮自在であると捉えられる。
Ⅱ．英文法の基盤にある認知能力
（表１：可算・質量名詞のコア・イメージ）
2.1 英文法の基盤にある認知能力

count（可算）

mass（質量・不可算）

bounded

unbounded

（区切りがある）

（区切りがない）

であり、そこには人間の身体性・感性、事態に対する捉

heterogeneous

homogeneous

え方が反映されていると考える。この考え方を基盤に、

（内部は不均質）

（内部は均質）

教育英文法を考えていく場合、文法現象を統括する抽

replicability

expansibility/contractibility

象レベルの概念として、次の 4 つが根底にあると筆者は

（増加させるには複製する）

（伸縮自在）

暫定的に仮定する。それらの抽象レベルの概念は、

認知言語学では、言語能力も認知能力の反映の 1 つ

① カテゴリー化

さらに、この名詞の可算・質量という区別が並行的に、
動詞の動作・状態にも当てはまるという指摘がされている。

② 図と地の分化・反転

つまり、動作動詞（perfective）は、境界があり内部が不均

③ 参照点能力

質で、増大させるには同じ行為を繰り返す必要があるの

④ granularity（schematicity/specificity）

に対し、状態動詞（imperfective）は、境界がなく内部は

（対象をどの程度の精密度で捉えるか）

均質 であり、 伸 縮自在 である と捉 えられる のである。
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の 4 つである。（なお、この論文の後に執筆され、先に発

と考えられる。「形が同じならば、そこには共通の意味が

行された Imai(2008)では、比喩能力を加え、5 つとして

ある」という田中（2006）の指摘とも関連するが、ある語彙

ある） なお、これら 4 つの基盤となる認知能力は、相互

の多義であると捉えられてきたそれぞれの意味は、1 つ

に排他的にある言語現象の基盤にあるのではなく、同時

の語彙（同じ形）にカテゴリー化されているので、そこに

に 2 つ以上が関与することが多いという性質のものであ

は共通性や関連性があると考えることができる。具体例と

る。換言すれば、事態をどのように捉えるか次第で、1 つ

して、前置詞 over の場合をみてみたい。

ではなく、複数の認知的基盤からある言語表現の説明
が可能ということである。以下、１つずつ詳しくみていきた

a)

The dog jumped over the fence.

い。

b)

There are some clouds over the mountains.

2.2 カテゴリー化

c)

John’s house is just over the hill.

英文法の基盤になる認知能力の 1 つ目は、カテゴリー

d)

Jack has been seeing Maria over the years.

化の能力である。人が事態をどのようにカテゴリー化する

e)

School is over.

かの仕組みが言語にも反映されているので、プロトタイプ

f)

Let’s talk about the issue over a cup of coffee.

理論の考え方が言語にも現れていると考えると説明が付
く言語現象が非常に多くある。単純化して言えば、言葉

a では、コア・イメージの全体がハイライトされている。b

というのは世界の一部を切り取って、そこに名前を付け

では真上の部分がハイライトされている。c では、常識か

たものであるので、同じ名前が指し示す概念・グループ

ら、家が空中に浮かぶということは、現在の科学技術で

の構成員の選び方がカテゴリー化であるといえる。つまり、

は考えられないため、越えたところ（終点）がハイライトさ

カテゴリーの成員はすべてが、同じ特徴を共有している

れ、「John の家は、丘を越えたところにある」という意味に

のではなく、そのカテゴリーの成員であるべく、より多くの

なる。このように言語表現の意味は言語以外の知識との

特徴をもつもの（プロトタイプ事例）から、ほとんど持たな

相互作用で決まる。d,e は、空間ではなく時間上で考える。

いもの（周辺事例：peripherals）までが、何らかの類似性、

つまり、over のコア・イメージが時間という概念領域に適

関連性があるために１つのグループにまとめられている。

用されていると考える。d は Maria と何年も付き合ってい

いわゆる、家族的類似性 （family-resemblance）という概

るという意味であるが、時間を超えて続いている感覚で

念の元に、つながっているという考え方である。

ある。e は「学校が終わった」という意味を表すが、これも
時間軸上で、学校の授業時間を超えた時点に自分があ

図１：over のコア・イメージ

るという感覚である。日本語訳につられて、「学校が終わ
った」を School was over.とう表現する人がいるが、これは、
過去のある時点で、学校が終わっていたという意味にな
る。f は「コーヒーでも飲みながら話そう」ということですが、
コーヒーを挟んでその上で会話がされているイメージを
浮かべれば理解できる。なお、本来なら、コーヒーカップ

例えば、鳥のカテゴリーには、ハト、スズメ、ツバメ、カ

は人数分だけあるはずですが、言葉の綾で、単数形とな

ラス、ニワトリ、ガチョウ、ペンギン、などが入る。どれもが

っている。つまり、over という語にさまざまな意味があるか

同様に鳥らしいのではなく、誰もが鳥の代表としてあげる

のように思われるが、そのすべての意味の基底には図１

プロトタイプ（中心事例）から、あまり鳥らしくない鳥

で表わされるような共通のイメージがあり、お互い、類似

（peripherals：周辺事例）までが含まれる。言語現象では、

性や隣接性によりつながっているので over という語の元

多義性の基盤には、このカテゴリー化の認知能力がある

にカテゴリー化されていると考えると説明が付く。
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over のコア・イメージの図において、どの部分が図となり

2.3 図と地の分化・反転
2 つ目の認知能力は、図と地の分化・反転である。図 2

前景化するかによってさまざまな意味がみえてくると考え

において、1 つの図形から 2 つの絵を見ることができるよ

るのである。

うに（人間の顔と杯）、言語表現においてもある１つの単
2.4 参照点能力

語に多義を認知することができることや同じ事態を表現
するのにその事態のどこをピックアップして言語化するか

3 つ目の認知能力は、参照点能力である。この能力は

によって複数の表現が可能であることは、この能力の反

図 3 に見られるように、認知主体・概念化者である人間

映と考えることができる。

（C: Conceptualizer）が、あるもの（Target）を指示したいと
きに、そのものを直接指す代わりに、より目につきやすい
別のもの（参照点：Reference Point）を指すことで、聞き手
は、その参照点を手がかりに、Target にアクセスするとい
うプロセスを表わす。日常生活における具体的としては、
道案内をする際に、相手が知っている場所や目に付き
やすい場所を参照点として挙げることで、目的地を教え
る場合が考えられる。

図 2：図と地の反転

また、言語コミュニケーションにおいては、すべての言
語表現は参照点と捉えることができる。つまり、話し手が

例えば、ボトルに半分ワインが入っている状況を言語

意図することは言語表現という参照点として与えられ、聞

化 す る 場 合 、 入 っ て い る 部 分 を 図 と 捉 え れ ば 、 This

き手はその参照点を手がかりとして、語彙・文法知識、背

bottle is half full.という言語表現ができるのに対し、入っ

景知識、文脈情報（心の理論：cf. 柳瀬: 2007）などに基

ていない部分を図と捉えれば、This bottle is half empty.
という言語表現ができる。
また、Breakfast is served from 7:00 to 11:00.といったホ
テルの案内文で用いられる受身文も、朝食を出すのは

R

T

ホテルであるが、ホテルの役割は地となり背景化され、朝
食が出されるという行為が図になって前景化している表
現と捉えることができる。
さらに、ある名詞が可算名詞／質量名詞のどちらで捉

C

えられるかの問題も図と地の分化・反転で考えることがで
きる。例えば、次の例文では、
図３：参照点構造

(a) I like coffee.
(b) I’ll have a coffee.

づいて推論を行うことで、話し手が意図するターゲット

(a)は容器内に入った珈琲（液体）が図となった表現なの

（話し手の意図）に辿り着くのである。代名詞、所有表現、

で、質量名詞扱いされているのに対し、(b)では容器が図

語彙や構文が多義になる過程や偶発的な比喩表現など

になった表現なので、可算名詞扱いされていると捉える

の理解にも参照点能力は大きく関与していると言える。
例えば、言語コミュニケーションにおける意味解釈の１

ことができる。
さらに、2.2 のカテゴリー化で例として挙げた over の多

つに、比喩の理解があるが、この比喩の理解のプロセス

義性も、図と地の反転によっても説明できる。つまり、

には、参照点能力が深くかかわっていると考えられる。つ
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まり、比喩というのは言葉にできないものを言葉にするた

このように考えれば、observe の意味として、辞書に記述

めに人が用いるものであると考えれば、聞き手の側には、

されている意味は概念上の隣接性（メトニミー）によって

その言葉にされたものを手がかりに、言葉にできない部

繋がっていることが理解できる。このメトニミーという比喩

分、つまり、その比喩表現が具体的に意味するものを推

の基盤にある認知的基盤も、参照点能力なのである。
なお、このような認知的動機付けを行う場合の前提とし

論する必要が生まれてくると言えるが、この推論には参

て、次の河上（1996）の指摘に留意する必要がある。

照点能力がかかわっている。
また、多義語の意味のつながりを考える場合にも、参
照点能力が基盤にあると言える。例として、動詞 observe

動機づけというのは予測可能なものではないとい
う点である。カテゴリーの拡張関係は、「予測」される

の意味のつながりをみてみたい。
動詞 observe については、受験勉強で「言う・見る・守

ものではない。（中略）むしろ、なぜそのような拡張

る」などと語呂合わせで意味を暗唱した経験のある方も

を人間が行ったのか、なぜ関係の慣習化が行われ

多いかもしれません。では、言う・見る・守るといった一見

たのかを「理解」するものなのである。（河上

無関係に思われる意味が、どのように関連しているかを

1996:50）

ここではみていきたい。
2.5 対象をどの程度の精密度で捉えるか
4 つ目は granularity の能力である。これは対象をどの

(1) observe のプロトタイプの意味は｛じっと観察する｝

程度の精密度で捉えるかという問題である。「人は皆同じ

であると仮定する。
(2) コアは｛何かの存在に気づく｝と仮定する。

で、皆違う」という表現が表すように、人は、人間というレ

(3) ｛じっと観察する｝というプロトタイプから｛観察の

ベルで見れば、皆同じカテゴリーに入ると捉えられるが、
一人一人が顔かたちも性格も違うという視点で捉えれば、

結果｝→｛何かに気づく｝とコアが抽出される。
(4) 次に拡張事例である。｛何かに気づけば｝→｛話

皆違うと言える。これが、対象をどの程度の精密さで捉え
られるか次第で、ある対象が、同じものと捉えられたり、

したくなる｝ことはある
(5) ｛何か規則や法則性に気づけば、守る｝のが社会

違ったものと捉えられたりすることの一例である。英文法

的人間の行為である→｛（規則など）を守る｝

では、名詞の可算用法・質量用法の区別や動詞の完了

(6) さらには、｛（祝うべき事）に気づいていれば｝→

用法(perfective)と未完了用法(imperfective)の識別の背

｛祝う｝といった拡張事例もメトニミーによって説明

後には、この granularity という認知能力があると考えると

が可能である。

うまく説明が付く例が多い。これらの具体例については
後の章で詳しくみていくが、ここでは、Lee (2001)からの
例をみてみたい。道具を表す単語に tools と equipment
があるが、前者は対象を可算名詞扱いした語であるのに

何かの存在に気づく

対し、後者は対象を質量名詞扱いした語である。その理
由は、対象をどの程度の精密度で捉えるかという認知能
力が深くかかわっているといえる。道具にはさまざまなも
観察する

のがあるわけだが、作業を容易にするものという抽象度

話す，規則を

が高いレベルで捉えれば、どれも作業を容易にするとい

守る，祝う

う同じ機能をもつものと捉えられるので、equipment という
不可算名詞を使うが、個々の道具をより具体的に、それ

図４：observe の分析

ぞれの機能の違いに注目した精密度で捉えれば、違っ
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でもなお、カテゴリーの一員と捉えられる点である。

た道具ということになるので、tools という可算名詞で表わ
される。同様のことは、poetry と poems, cutlery と knives,

ここでの考え方の重要な点は、名詞に可算（count）と

forks, spoons, etc. 、furniture と desks, chairs, tables, etc.

不可算(mass）という区別があるわけでなく、それぞれの

などの区別にもみられる。つまり、人は、ある対象を精密

状況で人間がその名詞をどのように捉えるかの問題であ

度を調整して見るという認知能力を持っており、その認

ると考えることである。例えば、直径 5m 程の赤の○が壁

知能力が言語表現にも反映されていると考えられる。

面に描かれているとしましょう。この赤丸を遠く離れたとこ
ろから見れば、それは１つの境界のある赤丸と捉えられ

Ⅲ．名詞（可算／質量 [Count/Mass]）と動詞（完了／未

るので、(a) I see a red spot.と表現できるのに対し、30cm

完了[perfective/imperfective]）

くらいまで接近して見れば、境界のある赤丸には捉えら
れないので、(b) I see red.という表現になる。同じ存在が
(a)では、count noun と捉えられるのに対し、(b)では mass

3.1.1 有界性の概念(1)：名詞の可算用法と質量用法

noun と捉えられる例である。

Ⅱで述べたような「プロトタイプ理論によるカテゴリー化

count noun

の原理」と「granularity の能力」が、名詞の count/mass の
識別についてもあてはまる。つまり、count/mass のいずれ

MS

も、プロトタイプ事例から周辺事例までが放射状に分布

IS

し、境界線の部分になるとどちらに入るかは判断が難し
いものもあるが、これもカテゴリー化という認知プロセスが
反映されたためと考える説明が付く。可算名詞と質量名
詞のコア・イメージは次節のように要約される。

mass noun

3.1.2 可算名詞と質量名詞のコア・イメージ

MS

A. count nouns:
bounded / heterogeneous /replicable

IS

区切りがあり、内部は不均質と捉えられる、増大させる
には同じグループに属するものを複数個おく

B. mass nouns

(Langacker 2008: 133: Figure 5.3)

unbounded / homogeneous /contractible, expandable
区切りはなく、内部は均質と捉えられる、変化なく伸縮

図５：可算名詞と質量名詞

自在である
以下、同様の例を Langacker からも紹介する。
Langacker では、図 5 のようなイメージ図式で表わされて
1 (a) After a cat got in the way of our SUV, there was cat

いる。

all over the driveway. (Langacker 2008: 144)

なお、プロトタイプか周辺事例かでコアの実現度が異

(b) I don’t like shelf—I’d rather eat table. (Langacker

なるという点にも注意したい。つまり、プロトタイプ事例は

2002: 73)

上で述べたコア・イメージの特徴すべてを持つが、周辺

(c) When he finished using his knife to tunnel through

事例はそれらの特徴すべてを持つとは限らないが、それ
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3. (a) There are a lot of newspapers in the box.

the stone wall, it had very little blade left. (Langacker

(b) There is a lot of newspaper in the box.

2002: 73)

4. (a) There is a hair in my soup.

1 (a)では cat のように、通例「可算用法」（count）で捉え

(b) Hair is styled by hairdressers.

られる名詞でさえも、ここでの文脈では不可算用法
（mass）として捉えられている。これと関連して、英語学習
者の作り出す誤文とされるものに、I like dogs.と可算用法

2 の(a)では、籠の中に原形を保った卵が入っているの

で言うべきところを、I like dog.と不可算用法で言ってしま

で可算名詞として捉えられるのに対し、(b)では、料理さ

うという例があるが、これは文化的コンテクストから日本や

れた卵がネクタイについているので、不可算名詞扱いと

アメリカでは非文と見なされるが、犬を食べる文化圏での

される。関連して、You’ve got egg on your face.という慣

発話であれば、意味のある発話である。このように、ある

用表現があるが、ここでも顔に卵が付く場合は、割れた

文が、自然か不自然かという判断には、英文以外のコン

卵であるから不可算名詞扱いとなる。
3 の(a)では、これから読まれる何社かの新聞が箱に入

テクストが大きく関わっているのである。
1 (b)では shelf や table は概念化者が人間であれば、

った状態を表すのに対し、(b)では、内部が均質で、境界

食べ物にはカテゴリー化されることはないのでこの例のよ

がないと捉えられた新聞を表すので、いらない新聞、古

うに不可算名詞として捉えられるのは不自然であるが、

新聞の意味になる。

アニメの中のシロアリの発話と考えれば、この文も自然な

4 の(a)では、髪の毛がスープの中に入っていれば、そ

表現となるのである。ラネカーは、知能の高いシロアリの

れは境界がある 1 本の髪の毛であると捉えられるので、

発話としてこの例を挙げている。

可算扱いされるが、(b)では、美容師が髪の毛をセットす

1 (c)では、通例、ナイフの刃は形が崩れることはないの

る際には、1 本 1 本というより、全体として均質なものと扱

で、可算名詞として捉えられるが、この文脈のように、硬

うので質量名詞として扱われる。つまり、質量名詞のプロ

い石を切ろうとした結果、刃の方が削られてしまったとい

トタイプである水などの液体の延長線上で捉えられると

う文脈では、不可算名詞として捉えられるのである。

考えると良い。

3.1.3 ある名詞が可算にも質量に捉えられる場合

3.2 有界性の概念(2)：-動詞の「完了（perfective）用法」

名詞の中には、可算的用法と質量的用法の両方をも

と「未完了（imperfective）用法」

ち、用法によって明らかに意味が異なるものがあるという
事実は、可算／質量の区別には意味的基盤があるとい

3.1 で述べた、名詞の「可算用法」(count nouns)と「質

う主張にとって強力な論拠となると言える。（cf. 宮浦

量用法」(mass nouns)の関係が、時間レベルでは、動詞

2006: 183） つまり、同じ名詞であっても文脈により、「境

の「完了（perfective）用法」と「未完了（imperfective）用

界があり、内部が不均質、増加させるには複製する」と捉

法」にも並行的に適応できる。これは、空間における

えられる場合と、「境界がなく、内部が均質、伸縮自在」と

count / mass の概念が、時間に比喩的に用いられたと考

捉えられる場合があるということである。具体例で観察し

えることもできる。（※空間から時間へのメタファーは一般

てみよう。

的現象：抽象的で捉え難い「時間」という概念を具体的
でより捉え易い「空間」で捉える） まず初めに、Radden,

2. (a) There are some eggs in the basket.

G & Dirven, R. (2007)に基づいて、背景となる概念を整

(b) You’ve got some egg on your tie.

理する。
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あり、その行為のどの一時点を取り出しても、他の一時

3.2.1 動詞の完了用法と未完了用法

点とは異なると捉えられる。一方、図７は imperfective
verbs のイメージである。始まりと終わりがあるとは

perfective（動詞の完了用法）と imperfective（動詞の未

捉えられず、どの一時点も均質と捉えられる。

完了用法）の基本イメージは次に示すとおりである。

perfective: 時間における区切り（始まりと終わり）があり、

3.2.2 出来事（event）及び状態（state）が be + V-ing 形に

内部は不均質と捉えられる場合

なるプロセスの違い
ここでは、Raden & Dirven (2007)に基づいて、event

⇒ 増大させるには同じ行為を繰り返す。

及び、state が be + V-ing 形になるプロセスを整理する。
event（perfective）も state（imperfective）も be + V-ing 形に
なる場合、結果としては、始めと終わりがあることの途中
であることがハイライトされるという点では同じ事態を表す
perfective

ことになるが、そのプロセスは異なる。Raden & Dirven
(2007: 177)では、次のように述べられている。

fall, jump, kick, cook, die …
図６：完了動詞（perfective verbs）

The English progressive aspect thus has one unitary
imperfective: 時間における区切り（始まりと終わり）が

meaning for events and states, which may be described as

なく、内部は均質と捉えられる場合

‘unboundedness with implicit boundaries.’ This meaning

⇒ 変化なく伸縮自在

is, though, the results of different conceptual processes:
with events, the temporal boundaries are defocused, with
states, implicit temporal boundaries are imposed.
perfective/imperfective という用語を用いて、言い換えれ
ば、次の(a)(b)のようになる。
(a) perfective な動詞（始まりと終わりがある）が be + V-ing

imperfective

形になると、始まりと終わりは背景化され、途中にあること

be, have, know, like, resemble …

が意識される。（imperfective 化）（図 8 (ⅰ)から（ⅱ）への
変化）

図７：未完了動詞（imperfective verbs）

名詞に可算・不可算という区別があるのではなかったの

(b) imperfective な動詞（始まりと終わりはない）が be +

と 同 様 に 、 動 詞 に つ い て も perfective な 動 詞 と

V-ing 形になると、背景として始まりと終わりが意識される

imperfective な動詞という区別があるわけでなく、それぞ

ようになり、perfective な動詞と同様に途中にある意味を

れの状況で人間がその動詞によって表される事態をど

表すため、一時性の意味解釈されるようになる。（図 8

のように捉えるかの問題である。つまり、言語はダイナミッ

(ⅲ)から（ⅱ）への変化）

クなものであるからコンテクストが整えば、いずれの用法
でも用いられ可能性があると考える。具体的な動詞を例

図 9 は perfective verbs（bounded events）をその内部構

に図で表すと、以下のようになる。 図６は perfective

造の違いから分類したもので、図 10 では、図 9 で

verbs のイメージである。いずれの動詞も始まりと終わりが

accomplishments, activities, achievements, acts の 4 つに
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分類されたもの、それぞれが be + V-ing 形になった場合

態が表され、その途中にあるという捉え方ができる。これ

の認知図式が示されているが、いずれも抽象度を上げて

らの場合も、図 10 で perfective が be + V-ing 形になった

観れば、始めと終わりがあり、その途中という共通の概念

図と抽象度を上げれば同様に捉えられる。
以上から、be + V-ing 形のコアイメージは、「始まりと終

で纏められると言える。
図 11 では、imperfective（states）が be + V-ing 形になる

わりがあり、その途中がハイライトされた表現」と纏めて、
問題がないと考えられる。

ことで、地として、始まりと終わりが意識され、一時的な状

maximal viewing frame

restricted viewing frame

maximal viewing frame

external view

internal view

infinite view

(Ⅰ) bounded event

(Ⅱ) unbounded event

(Ⅲ) unbounded state

state with implicit boundaries
Nick read the book through.

Nick is reading through a book.

Bev lives in an apartment.

Bev is living in an apartment.
[cf. Radden, G & Dirven, R. (2007: 178: Figure 8.2)]
図８：Time schemas of the three basic aspectual classes
bounded events

duration
telicity

durational
telic
accomplishments

Tom changed the tire.

punctual
atelic

telic

activities

achievements

I studied math

The bus stopped.

atelic
acts

The boy hiccupped

[cf. Radden, G & Dirven, R. (2007: 180: Figure 8.3: Types of bounded events and their time schemas)]
図９：Types of bounded events and their time schemas
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unbounded events

duration

durational

telicity

telic

durational
atelic

telic

accomplishing

unbounded

culminating

activities

activities

activities

Tom is changing

I’m studying math.

The bus

the tire.

is stopping.

atelic
iterative
activities

The boy
is hiccupping.

[cf. Radden, G & Dirven, R. (2007: 181: Figure 8.4: Types of unbounded events and their time schemas)]

図 10：Types of unbounded events and their time schemas

lasting

indefinitely

states

lasting states

Ann hopes to see
her baby soon.

temporary
states:

habitual states

everlasting states

She always breastfeed

Breastfed babies

her baby.

are healthier.

temporary
temporary states

Ann is hoping to see

habitual states

She is always breastfeeding her baby.

her baby soon.

[Radden, G & Dirven, R. (2007: 191: Figure 8.6)]
図 11：Types of states
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(b) I’m living in an apartment while my house is

3.2.3 ある動詞が文脈次第で、完了用法にも未完了用

being remodeled.

法にも捉えられる場合

ここでは、同じ動詞が捉え方次第で、perfective にも

(a)は「アパートに住んでいる」という意味に対し、(b)は

imperfective にも捉えられる例を紹介する。伝統的な学

「家が改装中の間だけ、アパートに住んでいる」といった

校英文法では、進行形にならない動詞として教えられて

一時的意味である。

きた、resemble, live, be, stand などの状態動詞と分類され
5.

た動詞も、状態を表わすか動作を表わすか、換言すれ

(a) Maria resembles her mother.
(b) Maria is resembling her mother more and

ば、imperfective か perfective かは動詞によって決まって

more.

いるのではなく、単にある文脈ではどちらに捉えられるか
という問題に過ぎないのである。以下の具体例 1~6 につ

(a)は「マリアは母親似である」という意味であるが、(b)は

いて、解釈を考えてみたい。

「だんだんと母親に似てくる」という意味を表わす。これは、
1.

(a) I drive a Honda.

be + V-ing 形で動詞が用いられる場合、その動詞が

(b) I’m driving a Honda.

perfective であると捉えられるので、perfective 用法の特
徴の一つ、内部が不均質、という要素からの意味拡張で、

(a)は、「ホンダ車に乗っている」という習慣的な意味を表

変化の意味がでてきたと考えられるのではないかと予測

わすのに対し、(b)は「今はホンダ車に乗っている」という

する。つまり、時間的に不均質ということは、変化するか

一時的な意味となる。

らであるという捉えられることから、図と地の反転によって
「変化」という側面が前景化してきたと考えられる。

2.

(a) I go to UC Berkeley.
(b) I’m going to UC Berkeley.

6.

(a) He is weird.
(b) He is being weird.

(a)は、「UC Berkeley に通っている」という、そこの学生で
あることを表わす意味であるが、(b)は交換留学生などの

(a)は「彼はいつも変だ」という意味に対し、(b)は「今だけ

制度によって、一時的に通っているという解釈を受ける。

変だ」という一時的解釈を受ける。

または、 “Where are you going?”という質問文の答えとし
て用いられれば、「UC Berkeley へ行く途中」といった、

Ⅳ．授業実践のための認知文法的教育英文法

実際の物理的移動の途中という解釈もあり得る。
4.1 教育英文法を開発するための前提
3.

(a) A statue of Rodin stands in the lobby.

ここでは、以上まとめながら紹介してきた Langacker を

(b) A statue of Rodin is standing in the lobby.

中心に開発された認知文法を参照した、認知文法的教
育英文法とでも名付けられるものの理論的枠組みを整

(a)も(b)も、「ロビーにロダンの象が立っている」という意味

理する。

を表わすが、(a)は常時であるのに対し、(b)はロダン展の

認知文法の考え方を参照して、英語教育に応用する

会期中だけといった、一時性の解釈を受ける。

場合に注意しなければならないことは、その目的が、認
知文法自体の研究ではなく、認知文法の考え方を参照

4.

(a) I live in an apartment.

して、英語学習をより支援する新しい教育英文法を開発
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することにあるので、文法学としての説明の普遍性や正

動詞の場合は、（A）では、be + V-ing 形で用いられる。

確さは犠牲にしてもわかりやすさ、簡潔さを優先するとい

この be + V-ing という形の意味は、始まりと終わりがあるこ

う立場をとる場合があるということである。この視点から、

との途中であることを表すので、始まりと終わりがあると捉

名詞の可算／質量及び動詞の perfective／imperfective

えられた事態、つまり、時間的な境界がある perfective な

という概念については、次節のような理論的枠組みのレ

事態と相性がよいからである。一方、（B）は、時間的に境

ベルで整理する。

界がないと捉えられた事態であるから、始まりと終わりが
意識された be + V-ing 形とは相性がよくない。どこも均質
で、どの一時点をピックアップしてもそれが全体の代表と

4.2 名 詞 の 可 算 ／ 質 量 と 動 詞 の perfective ／

なる事態であるからは、発話時に事実と捉えられている

imperfective に関する教育英文法の理論

ことを表す単純形（現在／過去）と相性がよい。
名詞について、空で適応できる、可算／質量の考え

つまり、「a(an) + 名詞」や「複数形」という文法的特徴

方が、時間で適応すれば動詞にも当てはまると考える。

がみられる場合は、その名詞は（A）の解釈を受け、裸名

名詞も動詞も、その用法には次の２つがある。

詞で用いられている場合は、（B）の解釈を受けると考え
る。
動詞についても同じで、be + V-ing という文法的特徴が

（A）境界があり、内部が不均質で、増大させるには数を
増やすというコア・イメージを持つグループ

みられる場合は、（A）の解釈を受け、単純形の場合は、

⇒可算名詞と完了動詞

（B）の解釈を受けると考える。

（B）境界はなく、内部は均質、伸縮自在というコア・イメ

4.3 現在形・過去形と perfective / imperfective

ージを持つグループ
Langacker (1991: 87-91)で述べられており、Lee (2001:

⇒質量名詞と未完了動詞

150-153)で Langacker に基づいて解説がされている問題
個々の名詞や動詞はそれぞれ、より（A）グループと捉

に 、 「 現 在 形 と 過 去 形 の イ メ ー ジ 」 と 「 perfective /

えられる場合が多いものと、より（B）グループと捉えられ

imperfective」な動詞がそれぞれの形で用いられたときに

る場合が多いものに分類することはできるが、いずれの

どのような読みになるかということがある。本節では、この

グループに分類されたものもコンテクスト次第ではもう一

点を英語教育に応用するために簡単に整理してみた

方のグループのメンバーと解釈することが可能であるた

い。
Langacker (1991:89)では、英語の現在時制と過去時

め、教育英文法では、名詞や動詞自体に、可算／質量・
完了／未完了といった区別があるのではなく、コンテクス

制に次のような定義が与えられている。

ト次第で、どちらにも捉えられる可能性があるダイナミック
a.

な現象であるという立場を取る。

Present: A full instantiation of the profiled process
occurs and precisely coincides with the time

名詞の場合、（A）グループと捉えられる場合、境界が

of speaking.

あり、増大させるには数を増やすので、その特徴を反映
b.

した文法現象として、「a(an) + 名詞」や「複数形」といっ

Past: A full instantiation of the profiled process
occurs prior to the time of speaking

た形で用いられることがある。一方、（B）グループの場合
は、境界がなく、伸縮自在なので、個別の区切りや数の
増大を示す形に変化することはなく、裸名詞の形にな

つまり、現在時制はプロファイルされたプロセス全体が取

る。

り上げられ、それが発話に要する時間と一致するもので
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ある。過去時制は、プロファイルされたプロセス全体が取

イライトされている部分である。下側の t の線は、時間軸

り上げられ、それが発話より前に起こったことである。

である。時間軸上にあるボックスは、発話に要する時間
を表す。

では、Langacker の定義及び論に並行して、オリジナル

例文 2 は、始まりと終わりは意識されない imperfective

の例で、(a)そのプロトタイプの用法が perfective である動
詞と(b)そのプロトタイプの用法が imperfective である動

な読みになる。それが、過去時制で用いられているので、

詞について、それらが現在時制と過去時制で用いられ

図 12 (b)で表わされるように、過去に完結した状態を今

た場合、どのような読みがどのような理由で起こるかを整

述べているイメージを表す。

理してみたい。
なお、動詞の perfective / imperfective というのは、名
詞 の count / mass と 同 様 に 、 そ れ ぞ れ の 動 詞 に
perfective か imperfective かという区別があるのではなく
あくまで用法にすぎないが、ここでは、プロトタイプの用
法ではどちらかに分類できるという意味で、perfective な

ｔ

動詞、imperfective な動詞という呼び方をするという点を

図 12 （b）

確認しておく。
しかし、ここで興味深い点が１つある。次の例文 5 をみて
1.

Jack skipped breakfast this morning.

みよう。

2.

Jack lived in Nagano three years ago.

5.

3.

Jack lives in Nagano.

4.

Jack skips breakfast.

Jack lived in Nagano three years ago, and he still
does.

この文が、自然である理由の説明は、live はそのプロトタ
例文 1 は、始まりと終わりがある perfective な読みになる。

イプの意味は、imperfective であるから、初めと終わりと

それが過去時制で用いられているので、図 12 (a)で表わ

いう境界は意識されないのが普通である。よって、図 12

されるように、過去に完結した行為を今述べているイメー

(b)でも表わされているように、2 の文では、3 年前の部分

ジを表す。

が図となりハイライトされているが、地として、live という状
態が境界なく続くイメージが背後にあるので、5 のような
発話は矛盾なく理解されるのである。
例文 3 も、始まりと終わりは意識されない imperfective
な読みになる。それが、現在時制で用いられているので、
図 12 (c)で表わされるように、発話に要する時間と対応

ｔ

する部分がプロファイルされて取り上げられている。
この考え方も、例文 2 での考え方を現在に当てはめる

図 12 （a）

だけでよい。live は imperfective な読みがプロトタイプで
なお、図 12(a, b, c, d)において、上側の波線または直線

あるから、図 12 (c)の上の線で表わさせるように、境界の

は動詞によってあらわされるプロセスを表す。perfective

ないプロセスである。過去時制の場合に、過去の部分が

は、始まりと終わりがあり、変化するので波線で表わされ、

図となりハイライトされたのと同様に、発話時（今）の部分

imperfective は境界がなく内部が均質であるから、直線

が図となりハイライトされたと考えればよい。このようなこと

で表わされている。太線になっている部分は、図となりハ

が可能なのは、imperfective な動詞の特徴の一つに、内
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例文をみてみよう。

部が均質ということがあるからである。つまり、プロセス全
体のどの一部を任意に取り上げても、それは全体の代表
となるのである。

6.

I pour the milk into the mixture.

7.

Smith gets the ball, Smith passes to Jones, Jones
shoots.

8.

So this guy comes up to me and he says…

9.

I apologize.
(Lee 2001: 151-152)

ｔ
6 のように料理番組における実演、7 のようにスポー

図 12 （c）

ツの実況中継、これらは、発話時間と行為に要する
最後に例文 4 である。これは、perfective な行為が現在

時間がほとんど一致しているため、perfective が現

形で表わされた例であるが、少々問題が生ずる、なぜな

在形で用いられる。また、8 のようなナレティブでは、

らば、先に述べた Langacker による現在形のコア・イメー

問題となっているのは、実際の行為ではなく、それ

ジでは、「現在時制はプロファイルされたプロセス全体が

を伝達している話し手と聞き手の頭の中でイメージ

取り上げられ、それが発話に要する時間と一致するもの

されている事態であるから、発話時と頭の中での事

である」となるので、perfective な動作の始まりから終わり

態の展開が一致する。9 では、I apologize.と言うこと

までが行われる時間と発話に要する時間が一致するとい

で、謝罪を実行しているので、発話時間と行為に要

うことが現実上、一部の例外を除いてはあり得ないので

する時間がほとんど一致していると言える。

ある。行為に要する時間の方が、通例、発話に要する時
間よりも長いため、一致が起こらない。それゆえ、

Ⅴ．授業実践への応用

perfective な行為は、何度も繰り返し、繰り返されたプロ
セス全体の集合全体を捉えれば、均質である解釈がで

ここでは、Ⅳで述べてきた認知文法の理論を参照した

き 、 imperfective な 読 み が で き る た め 、 図 12 (c) の

教育英文法の考え方に基づく授業実践例を紹介する。

imperfective 用法の現在形と同様に解釈が可能となる。

その際の留意点は、プロトタイプ事例及びコアの概念を

以上の理由から、perfective な動詞が現在形で用いられ

理解させることにあり、周辺事例に関しては、コアの概念

た場合は、習慣の読みが普通となる。

でその都度対応できる言語感覚を身につけさせることが
目標となる。そのためには、Ⅱで述べた「英文法の基盤
にある人間の認知能力」を意識させることが、個別の文
法現象を扱う授業の前提として必要である。この点に関
しては、別の機会に論ずるとして、ここでは、可算名詞と
質量名詞の概念、及び、単純現在形と現在進行形の概

ｔ

念を大学生及び社会人の標準的な学習段階以上の英
図 12 （d）

語学習者に筆者が教授している場合の例である。

最後に、perfective な行為において、行為に要する時間

5.1 可算名詞と質量名詞の場合

と発話に要する時間が一致する場合（図 12 (d)で示され
る）はどのような場合に当てはまるかをみてみたい。次の

英語を訳語に頼らず、感覚的に捉えられるようになる
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こと。言語に対する気づきを促し、学習の動機づけ（殊に、

る。

intrinsic motivation を高める）をすることを目標とし、クイ

(a)は形がイメージされないジャガイモで、切ったり、すり

ズ形式の質問を考えさせることで、名詞の可算・質量の

つぶしたりされて原形を留めていない。(b)は丸ごとのジ

概念を理解させる。

ャガイモが１つある。(c)は丸ごとのジャガイモが 2 つ以上
ある。(d)は話し手と聞き手の間で１つに決まる特定のジ

Quiz 1.「いぬとねことでどちらが好きか」を英語で

ャガイモがある。例えば、料理に使おうと思って机の上に

はどのようにたずねますか？

置いてあったジャガイモが見あたらない場合に、Where
is the potato I left here?といった状況である。(e)は(d)の

この問題に対しては、Which do you like better, dog or

状況で、2 個以上のジャガイモが問題となっている場合

cat?という回答をする学習者が必ずみられる（学習者のレ

である。

ベルが高い場合でも）ので、ここを糸口に可算・質量の
概念を導入する。

まとめ：Count/Mass のコア・イメージ

このような解答では、dog/cat は質量名詞としての解釈
を受けてしまうため、犬の肉と猫の肉を表わすことになる。
犬や猫を食べる文化圏ではこのような発話も可能である

●Count nouns：区切りがあり、それ以上分割で
きない、内部は不均質と捉えられる、増大させる

が、そのような習慣のない文化では、不自然な文となる。

には数を増やす

問題文の内容を表わすには、Which do you like better,

●Mass nouns：区切りはなく、分割可能、内部は

dogs or cats?と可算用法を用いなければならないことを

均質と捉えられる、伸縮自在

指摘する。
★名詞に可算（count）と不可算（mass）という
Quiz 2. 次の(a)(b)の意味の違いは？

区別があるわけでなく、それぞれの状況で人間が

(a) I ate chicken last night.

その名詞をどのように捉えるかの問題である。

(b) I ate a chicken last night.

→言語はダイナミックなものである！

この問題では、chicken が(a)のように質量用法で用いら
れれば、鶏肉を食べたという意味で、その分量はどれだ

ここでは、可算／質量名詞に関して、これまでの問題

けでも良いことを意味するのに対し、(b)のように可算用

で、クイズ形式で考えてきたことをまとめの形で提示する。

法で用いられた場合は、丸ごと一匹食べたという意味に

文法能力は subconscious な理解が理想的であるという視

なることから、質量・可算の概念を説明できる例である。

点から、これまでの具体例での説明で十分であり、このよ
うな抽象化は必要ないとも考えられるので、学習者の状
況に応じては、上記「まとめ」は省略する場合もある。

Quiz 3. どんなじゃがいもですか？
a. potato

b. a potato

d. the potato

c. potatoes
Quiz 4. 次の文は、誰の発話ならば可能か？

e. the potatoes

I don’t like shelf. I’d rather eat table.
名詞の文法では、冠詞の理解と可算・質量の概念の理

(Langacker)

解が大切である。ここでは、a/the の使い方と質量／可算
の使い方を理解させる。受講生に、(a)~(e)がそれぞれど

ここでは、Langacker の文を用い、コンテクストが整えば、

のようなジャガイモを表わすかを話し合わせ、発表させ

人間の視点からはあり得ない文でも、自然な発話となる
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ことに目を向けさせることで、名詞の可算／質量という概

Quiz 6. baggage, money, furniture, information,

念が、名詞によって決まっているのではなく、用法に過

advice はなぜ不可算名詞と捉えられるか？

ぎないことを理解させる。アニメのキャラクターとしてのシ
ロアリの発話なら、4 はあり得る例である。見方を変えれ

ここでは、高校までの英語教育では、不可算名詞とし

ば、I don’t like shelf.という文が不自然な発話と捉えられ

て暗記してきた語彙について、Langacker の認知文法の

る理由は、人は棚を食べることはないという人間の持つ

考え方を応用して、その理由（動機付け）に目を向けさ

知識から判断されることである。しかし、棚を食べるシロ

せ、可算／質量の概念の理解をさらに深めさせる。つま

アリの視点から見れば、この発話は可能なのである。

り、これらの語彙が表わす対象は、決まった形はなく、ど
こを取り出しても均質と考えられる。しかし、この理解には、

Quiz 5. 同じ名詞が可算／質量と使い方が変わるこ

英文法の基盤にある認知能力の１つ、granularity（対象

とによって、 (a)と(b)で意味がどのように変わるか

をどの程度の精密度で捉えるか）の視点を意識させる必

を考えてみよう。

要がある。例えば、furniture であるが、これは、具体的な
椅子や机を表わすのではなく、家庭生活を容易にする

1.

2.

(a) There is a lot of carrot in the stew.

道具という抽象レベルで対象を捉えているため、質量名

(b) There are a lot of carrots in the stew.

詞となる。

(a) Jack drunk a few beers at the bar.

Quiz 7 なぜ次の名詞は複数形で用いられるか？

(b) There’s beer in the fridge.

scissors, pants, trousers, binoculars,
tweezers, glasses, spectacles, clippers

3.

(a) There were a lot of newspapers in the box.
ここでは、２つの部分から成り立つという動機付けがあ

(b) There was a lot of newspaper in the box.

るために、通例、複数形で用いられる例を挙げ、次の
4.

(a) I see red.

5.

(a) I see board. (b) I see a board.

Quiz 8 を考える前提とする。

(b) I see a red spot.

Quiz 8 Group 1 と 2 は複数形であるのに対し、
Group 3 が単数形であるのはなぜか？

ここでは、可算／質量で意味が変わる興味深い例をい
くつか示し、これまでの内容理解を練習させる。1, 3, 4 の

Group1: socks, gloves

問題は 3.1.3 で挙げた例と同じものなので、解説は省略

Group2: pants, trousers, stockings, nylons

するので、3.1.3 を参照されたい。1 は、(a)がシチューに

(cf. panty hose <G>)

にんじんが、刻んだり、解けた状態で入っているのに対

Group3: a coat, a shirt

し、(b)では、にんじんが丸ごと、原形を留めたままいくつ

(cf. bra (brassiere <F>)

も入っているという想像し難い状況である。2 では、(a)は
ボトルやジョッキに入ったビール、入れ物が前景化され

ここでは、いずれも 2 つの部分から成るが、図と地の反

た表現であるが、(b)はビールというもの、つまり、容器で

転という認知能力から、どの部分が前景化するかによっ

はなく物質そのものが前景化された表現である。5 は、(a)

て複数か単数かが決まる点を指摘する。つまり、Group1

は板の一部が、例えば、壁に穴が空いていて見えている

は２つの独立した部分がセットになっており、Group2 は

場合、(b)は、板一枚全体が視野にある場合である。

全体の大部分 を占める部分 が 2 つの部 分 である。
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Group3 は全体の大部分を占める部分は胴体部で１つな

原形が用いられているのはなぜ？

ので、単数形という動機付けである。また、疑問を持った
受講生の質問などの必要に応じて、panty hose や bra な

a.

Tomorrow is Thursday.

ど外来語については、この原則は当てはまらないことに

b.

I’ll be 21 tomorrow.

も触れる。
ここでは、is と will be の意味の違いについて目を向け
5.2

させる。is は「事実」を表す形であるのに対し、will は「予

perfective/imperfective の場合

測」を表す形である。a では、明日が木曜日であることは、
動詞の perfective/imperfective についての授業を行う

カレンダー上の予定であり、発話の時点で確定している

前提として、現在形は現在の時点で事実と捉えられてい

事実であるから、is が用いられている。b では、発話の時

ること、過去形は距離感（現実・心理・相手）、will は予

点では、まだ、21 歳になっていないので、「明日 21 歳に

測」という時制の基本イメージの確認から導入した後、

なる」というのは明日にならなければ事実とはならないの

perfective/imperfective の話につなげていく。受講生の

で、発話時においては予測である。しかし、言っている本

到達段階によって異なるが、基礎レベルの場合は、この

人は、100％実現すると思っている予測である点も指摘し

授業の前に、時制に関する基本的な授業が行われてい

たい。もしも、何らかの事情で可能性が低いと思っている

ることが前提となる。ここでは、標準レベルの例を示す。

場合は、may, might などを用いることになる点にも目を向
けさせたい。

Quiz 1.

過去形のコア・イメージは？
Quiz 3. 次のうち不自然な文はどれか？また、その

a. I skipped breakfast this morning.

理由は？

b. Could you help me out?
cf. Can you help me out?
c. “We’ll be having a party this Friday.

a. Einstein visited Princeton.

Would you like to join us?”

b. Einstein has visited Princeton.

“I wish I could, but I have other plans.”

c. Princeton was visited by Einstein.
d. Princeton has been visited by Einstein.

ここでは、過去形のコア・イメージが距離感であること
を確認する。a はプロトタイプである、現在からの時間的

ここでは、英語の時制は、現在と過去の２つしかないと

な距離感を、b は Can you help me out?との対比で、can

いう視点からの時制の確認である。その場合、完了形と

に代わって could が使われていることに注目させ、相手

進行形は時制の１つの側面と捉え、現在完了・現在進行

からの心理的な距離感を持つことで、丁寧さを表すこと

形は現在、過去完了・過去進行形は過去と捉える。また、

を確認する。c はいわゆる仮定法過去と呼ばれているも

この問題のもう一つのポイントは、ある言語表現が自然か

のであるが、これも現実からの距離感と捉えられる。I’m

どうかの判断には、言語以外の知識が関連することにも

sorry I can’t.と事実を伝える方法もあるが、過去形を用い

目を向けさせることである。つまり、Einstein は故人である

ることで、現実と反対のことを述べることで、やわらかい表

から、故人に現在形を用いた b は不自然ということである。

現にしているとも言える。

一方、プリンストン大学は現在も存在するので、c と d は
自然な文である。ちなみに、Einstein を現在生きている人
の名前に換えれば、a も b も自然な文になることも指摘し

Quiz 2. 次の(a)(b)の英文は、どちらも未来の内容を

たい。

表すが、(a)は単純現在形、(b)は will + 動詞の
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をスタート時点とする。背景となる理論的枠組みは、4.3

Quiz 4. 次の４つの文の意味の違いは？

で述べた通りである。ここでは授業実践という性質上、ま
a. Jack has been seeing Maria for two years.

た、どの動詞も文脈次第では、perfective / imperfective

b. Jack had been seeing Maria for two years

のいずれの解釈も受け得る場合が多いという事実から、
動 詞 自 体 に そ の プ ロ ト タ イ プ が perfective な も の と

when I first met him.

imperfective なものがあるという話は、混乱を避けるため

c. Jack will have been seeing Maria for two

に触れずに、単純現在形と現在進行形のイメージという

years next March.

段階から導入する。

d. Jack would have been seeing Maria for two
years.

単純現在形と現在進行形のコア・イメージ
(a)始まりと終わりがあり、その途中にあると捉え

この問題の英文は、従来の学校英文法では「現在完

られることは、現在進行形で表わされる。

了進行形」「過去完了進行形」「未来完了進行形」「仮定

(b)どの 1 時点をピックアップしても同じと捉えら

法過去完了」と呼ばれ、相互に関係はなくいずれも複雑

れる事態は、単純現在形で表わされることは、

な形式として個別に教えられてものであるが、これらの文
も、（１）英語の時制は現在と過去の２つ、（２）will は予測、

以下、次のような練習問題を提示して、単純現在形と
現在進行形のコア・イメージを理解させる。

（３）過去形は距離感、という３つの原則さえ知っていれ
ば、難なく理解できることに目を向けさせる。
つまり、a は「ジャックはマリアと付き合って 2 年になる」

Quiz 5. (a)と (b)の意味の違いは?

という意味で、それが発話の時点で事実であることを表
す。b は過去形の had が用いられているので、「ジャック

1. (a) My father smokes.

がマリアと付き合って 2 年」というのは過去の話であること

(b) My father is smoking.

になる。when 以下に、「私が初めてジャックに会ったと
き」という過去の時点が続くので、その時付き合って 2 年

2. (a) I live in an apartment on my own.

であったことが理解させる。c は will が用いられているの

(b) I’m living in an apartment on my own.

で、「予測」を表す文であることがわかる。next March が
文末にあるので、今度の 3 月のことを予測している文で

3. (a) I drive a Toyota.

ある。問題２でも言及したが、予測と言っても will は

(b) I’m driving a Toyota.

100％近い確信度での予測である点にも目を向けさせた
い。d は will の代わりに would（過去形）が用いられてい

4. (a) I love it!

るので、何らかの距離感を表すことになる。１つの解釈と

(b) I’m loving it!

しては、「先月別れてしまったが、まだ付き合っていれば、
（If I were still dating Maria, …）3 月で 2 年になるのに」と

5. (a) Maria resembles her mother.

なる。

(b) Maria is resembling her mother more

以上は、時制に関する基本事項の確認を促すための

and more.

導入である。ここから、動詞の perfective／imperfective
用法を表す文法的特徴、単純形と進行形の違いの話に

6. (a) A statue by Rodin stands in the lobby.

入っていく。

(b) A statue by Rodin is standing in the

まず、単純形と進行形の基本イメージを提示すること

lobby.
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★この論文は、2008 年 6 月に開催された「中部地区英語

は稀で、普通は、何度も連続する。その連続するしゃっく

教育学会」にて口頭発表した内容を基に、大幅な加筆・

りの 1 回 1 回は完結しているが、はじめの 1 回から始まり、

修正を加えたものである。

最後の 1 回で終わるので、全体を１つのグループと捉え
れば、始まりと終わりのあることの途中というイメージが浮
かび上がってくる。(c)(d)は完結に向かうタイプであるが、
バッテリーが切れる、溺れるといった事態は、その前から、
完了へ向かう兆候が始まるので、その部分から行為が始
まったと捉えれば、これらの例も始まりと終わりのあること
の途中というイメージで捉えることができる。
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テスト形式の違いで被験者の得点及び順位はどう変わるか
－内容理解問題と下線部和訳の場合－

The Validity of the Scores of Learners According to the Test-type Employed
－A Case Study of TRJ Tests and Reading Comprehension Tests－

今井 隆夫
愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

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

Translation-into-Japanese tests (TRJ tests) have frequently been employed in many entrance examinations and
term-end examinations in Japanese high schools. The reason for the frequent use of TRJ tests seems to be that most, if
not all, Japanese teachers of English believe that such tests measure learners’ reading comprehension ability. The
author, however, questions the plausibility of this assertion because reading comprehension is one thing, and
translation is quite another. In other words, being able to translate English into Japanese requires more than a literal
understanding of what is written in English passages. This position is supported by Fujikake (1980). The main purpose
of this study is to investigate two points regarding TRJ tests: (a) whether such tests can measure learners’ reading
comprehension ability; and (b) whether the scores of learners are valid or invalid according to the test-type employed.
In order to test these two points, two test-types—TRJ tests and reading comprehension tests—were conducted, using
the same reading material. The results of this study show that TRJ tests do not necessarily measure learners’ reading
comprehension ability, suggesting that the scores of the test takers are not valid, especially among mid-level learners.
Key words: EFL, Reading Comprehension Tests, TRJ tests

Ⅰ．はじめに

ある。
→学習者がスキーマを持たない英文の場合に起こ

中部地区英語教育学会三重大会(1997.6.28-29)での

り易いと思われる。

研究発表において、英文和訳（下線部和訳）のテストに

（３） 採点者により得点が変わる。[cf. Buck (1992)]

は次のような問題点があるのではないかという仮説を提

（４） 採点基準をどうきめるかが問題。

案した。
（１）（２）より、英文和訳のテストでは、被験者が英文
（１） 英文の内容が理解できているのに訳せない場合が

の内容を理解したかどうかを測定することはできない。

ある。

（３）（４）より、出題者が受験者の何を測定しようとして

→この理由は、日本語の表現能力という別の問題

いるのかがわからない。

が関わるからであろう。

これは、特に大学入試においては、採点基準が非公

（２） 英文の内容が理解できていないのに訳せる場合が

開であるということが根本的な問題の１つとしてある。
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では、英文和訳のテストで、出題者はいったい受験
生の何を測定したいのであろうか。可能性としては次の

Ⅱ．調査方法

２つのことが想定される。
1) 仮説： 英文和訳のテストと内容理解のテストでは、被

① 英文の内容理解(読解力)を和訳という形で測定。
② 構文把握力と単語の訳語としての日本語を覚えて

験者の得点及び順位に変化がみられる。
2) 被験者： 本調査の被験者は、大学 1 年生 162 名（外

いるかどうか。

国語としての英語受講者：英語非専攻学生）である。
しかし、筆者には、このいずれも英文和訳のテストで
3)調査実施日：1997.7.7～10 の授業時間中に 30 分間

は測定できないように思われる。このことは、若林・根岸
(1993)が英文和訳のテストのねらいを、次の(1)～(3)に
まとめていることにも支持される。「英文和訳」とは、与え

4)調査問題： 1997 年度の福井県公立高校入試問題（長

られた英文の意味がわかるかどうかをテストしているの

文読解総合）を使用。使用の理由は白畑(1997)の指摘

ではなく次の(1)～(3)をテストしているとの指摘がされて

「…問題はどれも非常に工夫されており、その質の高さ

いる。

に驚いた。どのような特色があるかと言えば、まず、「総
合問題」がない。長文問題は英文の内容を把握してい

(1) その英文を構成する単語の意味が日本語で言え

るかどうかを尋ねる問題に限られている。…」(p.130)が
きっかけ。テストＡ（内容理解問題として福井県の問題

る(書ける)かどうかを試す。

(2) その与えられ た英文（そのほとん どが isolated

をそのまま使用）、テストＢ（テストＡと同じ長文に下線部

sentence で、そもそも何が言いたいのかわからな

を施し、和訳を要求するものを作成）→ 問題は資料参

い文である）の日本の英語教育界での定訳を知

照

っているかどうかを試す。

(3) その与えられた英文の属する「文型」とか、その英

5) 調査方法： テストＢ(15 分)→テストＡ(15 分)の順に実

文を構成する語相互の文法関係についての認

施し、最後に本文の内容についての理解度を 3 段階で

識があるかどうかを試す。

自己評価させた。

筆者も同感である。しかし、「英文和訳」のテストを作成

6) テストＢ(英文和訳)の採点基準：各４点×５題で、それ

している側の意識としては、「与えられた英文の意味が

ぞれ文構造どおりの訳＝４点、語彙の訳語の誤り＝１点

わかるかどうかをテストしている」つもりの出題者が現実

減、半分文構造が把握できていないもの２点減で採点

多くいるのではないか？

した。

本論文では、この下線部和訳のテストと内容理解問
題とで、被験者の得点と順位(評価の変化により考察す
る)がどう変わるかを調査結果に基づいて考察する。
Ⅲ．調査結果

1)

テストＡとテストＢの得点の相関を求めてみた。

Table 1 (Correlation Coefficients)
Test A
Test B

.6360
(162)
P= .000 .

→ 0.636＊0.636 = 40.44 となるので、テストＡとテストＢでその重なり合っている部分が 40.4%と言える。(大
友：1996 p.55 参照)
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2)

自己評価によるグーループ間での得点分析

①テストＡの場合
Table 2
Group

Count

Mean

S.D

S.E

95 Pct Conf Int for Mean

Group 1

36

15.3889

2.9595

.4933

14.3875

TO

16.3902

Group 2

51

12.4314

3.6620

.5128

11.4014

TO

13.4613

Group 3

74

9.3919

3.7079

.4310

8.5328

TO

10.2509

Total

161

11.6957

4.2515

.3351

11.0339

TO

12.3574

Multiple Range Tests:

LSD test with significance level .05

The difference between two means is significant if
MEAN(J)-MEAN(I)

>= 2.5036 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J))

with the following value(s) for RANGE: 2.79
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle
Table 3

3

2

Mean

DE3

9.3919

Group 3

12.4314

Group 2

＊

15.3889

Group 1

＊ ＊

1

② テストＢの場合
Table 4
S.D

S.E

Group 1

Group

Count
36

16.2778

Mean

3.8442

.6407

95 Pct Conf Int for Mean
14.9771

TO

17.5785

Group 2

51

13.4118

4.0703

.5700

12.2670

TO

14.5565

Group 3

74

9.6216

5.5707

.6476

8.3310

TO

10.9123

Total

161

12.3106

5.4626

.4305

11.4603

TO

13.1608

Multiple Range Tests:

LSD test with significance level .05

The difference between two means is significant if
MEAN(J)-MEAN(I)

>= 3.3804 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J))

with the following value(s) for RANGE: 2.79
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle
Table 5
Mean

3)

3

2

1

DE3

9.6216

Group 3

13.4118

Group 2

＊

16.2778

Group 1

＊ ＊

以下のような基準でテストＡ、テストＢそれぞれの得点に関して評価をする場合その評価がどう変わるかを
分析してみた
80%以上の正答率…Ａ(優)
70～79%の正答率…Ｂ(良)
60～69%の正答率…Ｃ(可)
59%以下の正答率…Ｄ(不可)
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Table 6：テストＡによる評価(TAEV)とテストＢによる評価(TBEV)のクロス表
TBEV
A
TAEV

B

合計

3

2

34

73.5%

11.8%

8.8%

5.9%

100.0%

総和の%

15.4%

2.5%

1.9%

1.2%

21.0%

9

3

2

5

19

TAEV の%

47.4%

15.8%

10.5%

26.3%

100.0%

総和の%

5.6%

1.9%

1.2%

3.1%

11.7%

度数

B

度数

4

D

TAEV の%

A

25

C

15

9

6

8

38

TAEV の%

39.5%

23.7%

15.8%

21.1%

100.0%

総和の%

9.3%

5.6%

3.7%

4.9%

23.5%

7

7

11

46

71

TAEV の%

9.9%

9.9%

15.5%

64.8%

100.0%

総和の%

4.3%

4.3%

6.8%

28.4%

43.8%

C

度数

D

度数

56

23

22

61

162

TAEV の%

34.6%

14.2%

13.6%

37.7%

100.0%

総和の%

34.6%

14.2%

13.6%

37.7%

100.0%

合計

度数

Table 7 : カイ２乗検定
値
Pearson のカイ２乗
尤度比

自由度

59.614 a

漸近有意確率(両側)
9

.000

63.783

9

.000

49.604

1

.000

162

Ⅳ．結果の考察

②自己評価によるグーループ間での得点分析
・自明のことであるが、学習者の自己評価と得点の間

① テストＡとテストＢの得点の相関に関して

には関係がある。自己評価はあたるものである

・読解力＝(文法・構文)×(語彙の意味)×(背景知識)
・和訳＝(文法・構文)×(語彙の訳語としての日本語の

③テストＡによる評価(TAEV)とテストＢによる評価

知識) と考えられる。

(TBEV)の関係

・40.4%の重なり部分は、文法・構文の知識か？

・table 6, 7 から、統計的にはテストＡによる評価とテ

・0.636 が「かなり相関がある」ということであれば、

ストＢによる評価の間には関連があり、上位群、下位

以下のような問題点を含むテストＢ(英文和訳)より、

群ではこの傾向が強いとの結果であるが、table 7 から

テストＡ(内容理解)を用いることで、テストＢで測定

明らかなように、テストＡとテストＢとで評価が変わ

したいことも測定できるのでは？

ってしまう学生の存在が観察される。

・テストＢの問題点

→ 英文和訳と内容理解のテストでは、測定されてい

☆採点者によって得点に変化が生ずる →Buck (1992)

ることが違うからでは？

☆採点基準が立て難い

cf. テスト後の学生の感想として、テストＢの方が簡

☆「わからなくても訳せる現象」「わかっても訳せな

単であったとの意見もあった。
→ 下線部だけを機械的に和訳すればよいから。

い現象(日本語の問題)」があるが、和訳から内容理解
を測定することは困難。
☆和訳という形で文法力をテストしているのなら可
能か？ → 文法なら別の方法でテストできないか？
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Ⅴ．結論及び今後の課題

【参考資料】

英文和訳のテストと内容理解のテストでは、ボリュ

テストＢ （英文和訳問題）

ーム層である中位レベルの学習者の評価は変化する
【問題】次の英文を読んで，下線部１～５を和訳せよ。

傾向が見られた。和文英訳のテストで測定できること
は、英文の内容理解(読解力)ではなく、構文把握力と

Today, computers are used everywhere. Why don’t you

単語の訳語としての日本語を覚えているかどうかで
あると考えられるので、内容理解のテストとしては望

look around you? (1)You will be surprised to know that

ましくない。「読解」は、学習者の内的な活動である

computers are used for many things. Modern refrigerators,

から、非常に多くの要因がかかわり、その教授、評価

cameras and cars have small computers in them. At the

ともに困難である。英語の知識に加えて、背景知識が

checkout counter in a supermarket or a restaurant, a kind

大きくかかわることも考慮して、英語教育ではどのよ

of computer is usually needed. Thanks to computers,

うな立場をとるべきかを探っていかなければならな

planes can fly without big problems. Computers play an

いように思われる。

important part in daily life.

Ⅵ．謝辞

people have one at home. Several personal computers are

Personal computers are also very popular. Many
used in almost every office. Why are they so popular?
本研究における調査結果の SPSS による分析は、上

Here are two of many reasons. First, (2)people know that

越教育大学（当時、秋田：聖霊女子短期大学）の石浜

computers can help them with business or study. Also,

博之先生にお世話になったことを御礼申し上げます。

computers are getting cheaper, so even young people can
buy them.
There are lots of things we can do with computers.

【参考文献】
Buck, G. (1992). ‘Translation as a second language testing

For example, we can solve difficult math problems much

procedure: does it work?’ Language Testing 9

more quickly. We are also able to get a lot of information

pp.122-147 Arnold

quickly from all over the world. And (3)by sending

藤掛庄市 (1980)『変革の英語教育』pp.3-13 学文社

messages through computers, we can exchange our ideas

今井隆夫 (1997) 「英文「読解」に必要な３つの要素

with people in foreign countries. Then we may find

－高校・大学(教養レベル)の場合－」諏訪部 真・

better ways of solving many kinds of world problems.

望月昭彦・白畑知彦 編著『小学校から大学まで

We can also buy or sell things through computers, so we

－英語の授業実践』 pp.274-284 大修館書店

don’t have to go to a sore.

松川禮子 (1987) 「聞くこと・読むことの評価はどう

On the other hand, computers have some problems. A

あるべきか」小笠原林樹・藤掛庄市『中学校英

person’s information may go everywhere through

語科言語活動Ⅱ：聞くこと読むことの授業』

computers. So it is hard to preserve our personal

pp.119-131 教育出版

information. Also,(4) computers do a lot of work, so they
take many jobs from people. And here is a bigger

大友賢二 (1996) 『項目応答理論入門』 pp.53-55 大修

problem. If we work with computers too long, we may

館書店

not have enough time to talk with people around us. We

白畑知彦 (1997) 「英語教育学に関わる諸問題」諏訪

will not have a good human connection with them.

部 真・望月昭彦・白畑知彦 編著『小学校から

In the future, more and more computers will be used.

大学まで－英語の授業実践』 pp.113-133 大修館

It will be hard to live without computers. We must learn

書店

a good way of living with computers. (5)When we get

若林俊輔・根岸雅史 (1993) 『無責任なテストが「落

lots of information through computers, it will be

ちこぼれ」を作る』 大修館書店

important to know what to do with the information. Also,
★この論文は、1997 年 8 月に開催された、全国英語教

we should talk more with people around us when we

育発表での口頭発表が前提となっています。

work with computers. When we talk and think together,
we can understand things better, and then use computers
better. We should use computers, and should not be used
by computers.
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テストＡ （内容理解問題）
【問題】次の英文を読んで，あとの問いに答えよ。
問１．本文の内容と合うものを，次の①～⑦の中から
Today, computers are used everywhere. Why don’t you

３つ選び，記号で答えよ。

look around you? You will be surprised to know that
computers are used for many things. Modern refrigerators,

①Computers are important in daily life today.

cameras and cars have small computers in them. At the

②Personal computers are so useful that we don’t have to

checkout counter in a supermarket or a restaurant, a kind

study math.

of computer is usually needed. Thanks to computers,

③Even today young people cannot get computers.

planes can fly without big problems. Computers play an

④ We can get a lot of information quickly from

important part in daily life.

everywhere in the world through computers.

Personal computers are also very popular. Many people

⑤When we want to buy something, we always need to go

have one at home. Several personal computers are used in

to a store.

almost every office. Why are they so popular? Here are

⑥Computers have some problems, so it’s not possible for

two of many reasons. First, people know that computers

us to live with them.

can help them with business or study. Also, computers are

⑦We will get a lot of information from computers, but we

getting cheaper, so even young people can buy them.

must learn what to do with it.

There are lots of things we can do with computers. For
example, we can solve difficult math problems much more

問２．パーソナルコンピューターが，今日，多くの人々

quickly. We are also able to get a lot of information quickly

に使われている理由として，筆者が述べていることを

from all over the world. And by sending messages through

２つ日本語で書け。

computers, we can exchange our ideas with people in
foreign countries. Then we may find better ways of solving

問３．コンピューターに関して，筆者があげているい

many kinds of world problems. We can also buy or sell

くつかの問題点の中で，使い過ぎによって生ずる，よ

things through computers, so we don’t have to go to a sore.

り重大な問題とは何か。35 字以内の日本語で書け。た

On the other hand, computers have some problems. A
person’s

information

may

go

everywhere

だし，句読点も１字とする。

through

問４．本文の内容について，次の質問に英語で答えよ。

computers. So it is hard to preserve our personal

a. How can we exchange ideas with people living in

information. Also, computers do a lot of work, so they take

foreign countries?

many jobs from people. And here is a bigger problem. If

b. Why is it difficult to preserve personal information?

we work with computers too long, we may not have

c. What is the problem when computers do a lot of work?

enough time to talk with people around us. We will not
have a good human connection with them.

問５．コンピューターを使用する際の人間とコンピュ

In the future, more and more computers will be used. It

ーターとの関係について，筆者が結論づけていること

will be hard to live without computers. We must learn a

は何か。日本語で書け。

good way of living with computers. When we get lots of
information through computers, it will be important to
know what to do with the information. Also, we should
talk more with people around us when we work with
computers. When we talk and think together, we can
understand things better, and then use computers better. We
should use computers, and should not be used by
computers.
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野生メダカの生息調査から見た生物多様性国家戦略の現状

岩松鷹司
（愛知みずほ大学非常勤講師：愛知教育大学名誉教授）

The present assessment of the government strategy for
biodiversity in Japan on the basis of examinations of
wild medaka habitats
Takashi IWAMATSU
(Aichi Mizuho College, Part-time Instructor:

[ABSTRACT]

Emeritus Professor, Aichi University of Education)

Over the past ten years, the multilateral strategy to maintain biodiversity

has been discussed and almost established by the Environment Agency (Ministry of the
Environment) of the Japanese government. However, it has not yet been perfected and is
not ready to be put into practice in the country, judging from some ecological perspectives on
the basis of examinations of the status and trends of wild medaka. Environmental science
may not be completely knowledgeable about protection and conservation of natural
environments.

The present state of survival and reproductive conditions of wildlife

populations is still being impacted by restriction or loss of habitat, introduction of exotic
species, stress caused by man’s intrusion and changes in natural food supply among others.
At present, the educational effort has still not infiltrated into all civilians’ minds. It would
be expected that after receiving counsel on various ecosystems among wildlife species from
an expert workshop, the local government would organize a committee to assemble the
current knowledge and practice for determining the appropriate methods for each
construction.

Key words: wildlife; biodiversity; ecological perspective; environmental education.
はじめに

なっている気象や地球表面の急激な変化は，人間がも

近年，動植物が急激に地球上から消え，次第に失わ

たらすエネルギーの流れの変化であって，地表に棲む

れてゆく生物多様性がクローズアップされるようにな

生き物の生息分布や存在様式にも変化をもたらしてい

ってきた。生物多様性の消失問題の背景には，大気・

る。その変化に順応できない生き物は絶滅を余儀なく

海洋の汚染による地球環境の悪化及び工業化学物質や

されている。

移入生物による生態系のかく乱の問題がある。話題に
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I. 人間の自然との係わり

実施した。さらに，専門家や消費者代表等で構成する

過去 30 数億年前に古代の海の一部を切り取って

メ ン バ ー に よ っ て 検 討 が 重 ね ら れ て 2005 年 の

生まれたと推定されている生き物は，環境を鋳型とし

ExTEND2005 （ Enhanced Tack on Endocrine

ており，環境の変化に合わせて子孫を遺せるように多

Disruption）にまで発展させた。その中で，(1)野生生

様化しながら，その環境に適応して生きている。生き

物の実態把握のための観察調査，(2) 化学物質の環境

物の多様性は，裏を返せば，生息環境の多様性でもあ

中濃度の実態把握及び曝露の測定，(3)その物質の内分

る。 そして，安全な場所を求めて約 4 億年前から陸

泌攪乱作用に関する基盤的研究（野生生物の生物学的

に，空へと広がって，現在地球上には 140 万種以上と

知見，個体レベル及び細胞・分子レベルのアプローチ，

も言われる多様な生物が生息している。生物は，食物

評価試験法の開発の基礎研究）
，(4)影響評価，(5)リス

連鎖・食物網の中に在って，餌食・死と増殖のバラン

ク評価，(6)リスク管理，(7)情報提供とリスクコミュニ

スを保つ生存様式に多様性をもっている。人間だけが

ケ－ション等を推進する方針が示されるに至り，現在

その食物網の頂点に立ち，食物連鎖から逸脱した社会

実行されている。

という環境を作り上げて，年に２億人以上の増加とい

一方，2001 年１月に 1995 年の生物多様性国家戦略

う速度で殖え続けている。すべての生き物にとって天

の改訂作業を開始して，その５月には小泉総理大臣の

敵である人間は, より高度な知能をもつと言へど，地

所信表明の中で「自然と共生する社会」の実現が重要

球上のあらゆる現象を認識できるわけではないし，現

な政策課題として掲げられた。そして，2002 年 3 月

象を事後でしか認識できない。しかも，1 つの現象で

に地球環境保全に関する関係閣僚会議において，新た

すら，マクロレベルとミクロレベルで同時には認識で

な多様性国家戦略を決定した３）。その中には「人間活

きないのが人間である。すなわち，事物を厳密に認識・

動ないしは開発が直接的にもたらす種の減少や生態系

理解する人間の科学的能力には限界があるのである。

の破壊だけではなく，外部からの生物移入の問題」も

その上，利便性や快楽性に対する自らの欲望を自制す

生物多様性の危機の１つとして掲げられている。そし

る能力にも限界がある。それでも，人間は不知偏能の

て，2003 年 1 月環境大臣に，
「移入種対策に関する措

神として大自然に君臨したいのであろうか。

置の在り方について」の意見を求められた中央環境審
議会は野生生物部会で審議を重ね，その 12 月に報告

II.

書を提出している 4）。2004 年 6 月には「外来生物法」

わが国における自然環境保全の取り組み

これまで，1992 年 6 月に生物多様性条約が採択さ

が公布された。その第１条には「国策による特定外来

れ，わが国は 1993 年 5 月 28 日に生物多様性条約を締

生物の防除等の措置を講ずることにより，特定外来生

約し，９省庁で構成された生物多様性国家戦略関係省

物による生態系等に係わる被害を防止し，もって生物

庁の連絡会議を開いて，戦略見直しの作業が行われた。

の多様性の確保---」とあるように，外来生物による被

そして，1995 年各省庁で現行の生物多様性国家戦略が

害が原因で生物多様性を保全することに重きが置かれ

策定された

。1998 年 5 月には内分泌攪乱化学物質

1,2）

るようになった。

問題への環境庁の対応方針について「SPEED’98」環

「生物多様性条約」(1993)において，生物多様性は

境ホルモン戦略計画が策定されたのである。環境実態

「すべての生物間の変異性をいうものとし，種内の多

調査として水質，底質，土壌，大気の 4 媒体と共に野

様性，種間の多様性及び生態系の多様性を含む。」と定

生生物の化学物質濃度を調べ，メダカなどを用いて化

義されている。すなわち，遺伝子レベル，種レベル，

学物質による内分泌かく乱作用に関連する環境評価を

生態系レベルでの生物の多様性を指している。2002
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年の新生物多様性国家戦略において，環境省はその生

文化を持っている。生物多様性のほとんど見られない

物多様性の保全と持続可能な利用に関して次の５つを

都会では，人間と地域特有の自然との係わりが稀薄に

その理念としている。すなわち，人間生存の基盤的条

なり，全世界に共通した生活様式に流れ，伝統的文化

件，世代を超えた安定性，効率性の基礎，有用性の源

を生む豊な感性に乏しくなりがちである。

泉，豊かな文化の源泉，予防的順応性である。

5)

1)

予防的順応的態度
2000 年生物多様性条約の締約国際会議において合

人間生存の基盤的条件
人間の生存は，生物多様性と自然の物質循環を基礎

意された「エコシステム・アプローチ」の基本的な考

とする生態系が健全に維持されることによって成り立

え方, すなわち次の 3 原則が新生物多様性国家戦略の

っている。人間は流動的,かつ循環的食物網から逸脱し

理念として挙げられた。
(1)

た社会という環境をなしてその中で生きている。その

人間は生物，生態系のすべてを解明し得な

中にあっても光，水，温度などが不可欠で， CO2 を

いことを認識し，あらゆる存在物に対して

吸収して光合成によってエネルギーを有機物に貯えて

畏敬の念をもって謙虚であること。

は O2 を供給してくれる植物，人間自ら合成できない

(2)

生態系は有機的に絶えず変化し続けている

必須アミノ酸など種々の生体物質を供給してくれる腸

もので，その構造と機能の動態を変えない

内細菌類を含む様々な生物とは切り離して生きていけ

レベルで自然資源の管理と利用がなされる

ない。こうした自然環境が人間生存の基盤的条件にな

こと。
(3)

っている。
2)

世代を超えた安定性，効率性の基礎

科学的知見に基づき，すべての人間が広く
自然的，社会的情報を共有し，社会的な選

生物多様性は，適正な土地空間の確保を可能にし，

択として自然資源の管理と利用の方向性が

自然性の高い森林を保全することによって，居住環境

決められること。
これらのうち, (1)項は事物を認識する人間の能力に

等の安全性を高めると共に，安全な飲み水や農作物の
水源を効率的に確保するのに役立っている。すなわち，

限界があることを前提とした考え方で，大変重要であ

人間の生活の安全性と効率性の向上に寄与しているの

る。この考え方に基づけば，自然を完全に理解できて

である。

いない人間が(3)項の「自然資源を管理・利用すること」

3）有用性の源泉

は，危険であり，許されないことになる。そして，環

多様な生物は，人間社会においては経済，科学，教

境省は, 生物多様性の保全及び持続可能な利用のため

育，芸術，レクレーション, ペットなどに活用され，

の 5 つの理念に基づき，次の重要な 3 つの基本方針を

さらにはバイオテクノロジー等の技術によって医療，

立てている。

医薬品，エネルギー，食物や住居の開発に役立ってい

１） 保全の強化（全国的に減少・劣化の著しい

る。抗生物質・酵素などの多様な物質や遺伝子の源泉

生態系保全の強化。科学的データに基づく

ともなっている生物の多様性は，生命に関する有用な

保護管理，生物多様性の危機の様態に応じ

情報をもたらし，人間の活動にとって極めて重要であ

た保全強化）

る。

２） 自然再生（自然の回復力，自然自らの再生

４）豊かな文化の源泉

プロセスを人間が手助けする形で自然の再

人間は，環境の異なる地域に生存する特有な生物を

生，修復を積極的に進める。）

利用して伝統的生産様式を作り上げ，地域特有な生活

３）続可能な利用（生活・生産活動が行われてい
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る地域において自然的・社会的特性に応じて，

る在来種の補食，タイワンザル，タイリクバラ

人為的な管理や利用を行う新たな仕組みを構

タナゴ等の在来近縁種との交雑，ノヤギ等によ

築していくための取組みを進める。里山等の保

る植生破壊が自然の質的変化が話題になって

全管理，生活・生産の場の必要性等をうまく調

いる。

製する。）

以上のように，環境省はいろいろ考えられ得る対策

また，
「生物多様性国家戦略」の実施に当たり，自然

を検討しているが，その対策は未だ地方の現地には反

環境の現状を認識する必要があり，わが国におけるそ

映されておらず，なお悪化の一途を辿っているのが現

の現状の問題点として次の 3 つの危機を挙げている。

状である。この現状は，2000 年の生物多様性条約の締

（１）

落葉樹に代わり針葉樹の植林，土地利用転換，

約国際会議での「生態系の構造と機能を変えないレベ

道路建設等による生息・生育域の分断・縮小

ルで自然資源の管理と利用がなされること」という合

あるいは消失のような「人間の活動・開発が

意事項に抵触したままである。たとえ，人間の都合の

他の生物種の減少・絶滅をもたらす生態系の

いいように在来生物種を絶滅させ，外来種を移入する

破壊・劣悪化の原因」となっている。公共事

ことが許されるとしても，生態系は勿論のこと，食物

業・民間事業において，それまでそこに生息

網を乱さないことを前提にしているのである。

している在来生物に十分な配慮無く工事が進
III. 野生メダカからみた水域生態の現状

められてり，水域や生息地域の分断のため，

（２）

（３）

死滅や食物連鎖・食物網など生物異種間の連

上述のように，1998 年以来，環境省は 10 数年をか

続性に乱れを生じ，種の絶滅を招いている。

けて学識専門家の知見を取り込んで，生物多様性に関

人為的働きかけによって成り立っていた二次

して多面的な検討を行ってきたその成果である大切な

的自然環境である里地里山が人口減少・高齢

理念が地方の行政に活かされていないことを野生メダ

化や生活様式の変化，及びゴミや産業廃棄物

カの生息状況から見て是認せざるを得ない。現在

等の不法投棄の増加に伴って在来生物の生

SPEED’98 において，メダカは生態系への影響評価の

息・生育環境に量的かつ質的変化を及ぼして

ための魚類を用いた試験に用いられている。また，経

いる（天敵を失ったことによるシカ，サル，

済協力開発機構 OECD も内分泌攪乱化学物質の影響

イノシシ，ツキノワグマなどの大型中型哺乳

指標動物の 1 つにメダカを指定しており 5），ニホンメ

類の増加）。農山村においても，工場や住宅の

ダカ Oryzias latipes は全世界で多くの研究者によっ

増設が進み，自然の生態系の中に人間や工業

て環境評価のために活用されている。アジアにのみし

化学物質の介入が著しくなって，生物体の内

か生息していないメダカは，生息環境の違いによって

外に秩序を乱す機会が多くなっている。

その遺伝的多様性を見ることができ，現在では 15 種

移入種などによる生態系の攪乱

のメダカが知られている

6）。インドネシアのスラベシ

天敵のいない外来種の移入によって直接・間

島には 5 種類のメダカが生息している。ところが，生

接的に生態系の攪乱・破壊を引き起こしている。

物多様性条約が世界に採択されているのに拘わらず，

人間生活のための家畜，園芸，ペット，養魚な

その湖に養殖のためにコイ，テイラピア，ナマズなど

ど人間による自然侵略である。たとえば，人間

を放流したために，そのメダカも棲むポソ湖ではメダ

の移動による病害微生物の移入，天敵のいない

カやその近縁種 Adrianichthys と Xenopoecilus の数

移入種であるマングース，ブラックバス等によ

が著しく減少，あるいは絶滅したのか，もはや採集で
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きないとも報告されている。もう 20 数年前になるが，

潤すことがなくなってきたのである。こうした近年の

調査に出かけたシンガポールの島々のマングローブに

農耕地には, 水との分離によって水辺の生物多様性が

はジャワメダカが多種の小魚とともにたくさんいたが，

喪失している。農地における水の存在様式の変化に加

エビの養殖のためその島も自然破壊が進んでいた。ま

えて，在来の水生生物の種類は，そこに放流された外

た，10 数年前のジャカルタを訪れたとき，市街を流れ

来種が増加するにつれて減少し，単相化している。病

る川はゴミ捨て場同然で，生き物が確認できない黒い

虫害の過剰繁殖を抑えるのに，環境に目が行かず作物

汚濁水の流れであった。それでも，郊外に行くと，底

の生産自体に重きを置いた無差別殺虫剤など農薬の乱

がヘドロの水路や小さなコンクリートの流れのない U

用は害虫に対する天敵まで殺すため，害虫の増殖を招

字溝の水にメダカがいた。このように，アジアに棲む

く悪循環が起きている。天敵微生物（拮抗細菌など）

他種のメダカは厳しい生息状況下にある。インドネシ

による作物病害の制御を考えないで，土壌環境をなし

アの他の地域でもわが国と同様に，人間主我による環

ているミクロフロラも農薬や乾田化によって破壊され

境悪化，乱獲，移入種の導入や植生遷移の急速な進行

ているのが現状である。

が指摘されている。
IV. 野生メダカの生息調査にみる人害

水が少ない淡水でも生きられるように進化した小
さい体のメダカは，侵入する天敵が少ない浅い水辺を

いまや食物連鎖の外にいる人間がその水辺に立ち

住処として生き延びている。昔からメダカの生息する

入り，水域を奪って食物連鎖を破壊している。まさに，

湿田域には土壌細菌をはじめ多種の生き物が共存して

メダカなど水生生物にとって人間による「奪われし未

いて，腐食連鎖，食物連鎖，食物網をなして共存して

来」である。人害は, 野生生物の個体レベルの消失に

いる。湛水期の水田土壌には，嫌気性細菌，硫酸還元

とどまらず，生息・生殖の場を奪い，個体群を絶滅さ

菌，メタン生成菌，脱窒菌などが多く 7,8），好気性細菌

せるもので極悪である。一種類だけではなく生態系を

とのバランスを保ち，物質循環の一翼を担っている。

破壊して，生き物を根こそぎ消失させてしまう。ほん

土中では，稲 の根の表 面を 保護して くれ る微生物

の 1~2 年と言った短い寿命の野生メダカは，生殖でき

rhizosanitizing organisms も作物と共存している。水

なければ，絶滅する生き物である。そのメダカも生息・

が温む初夏の田植え期になると，湿田は代掻きでこれ

生殖の場が減少し，ついに 1999 年２月 18 日に公示さ

らの土壌細菌類や肥沃土が整えられる。そして動物性

れたレッド・データブック９)に絶滅危惧種 II 種（危急

プランクトンがその細菌類を食べて繁殖したところに，

種 Vulnerable species）として載るに至った。その主

小さな溜め池や溝からメダカやドジョウなどが入り込

な原因は，社会の様態変化と自然環境への人間の侵略

み，それらのプランクトンを食べて繁殖する。この生

にある。人間によって在来の天敵を無くされた在来生

態系が従来の日本の水田域であった。しかし，近年急

物種の増加や天敵のいない外来種の移入が，代理天敵

速な経済成長によって若い労働力は都会に流れ，稲作

としての機能を果たしていない人間の無責任さのため，

30%もの減反に加えて，地域の経済・生活様式や労働

食物網のかく乱や生態系のアンバランスを招いている。

力の変化に連動して農業形態の変化や農薬の多用が余

人間は，間接的であるが，生態系を破壊しているので

儀なくされた。労働力不足による農地管理の効率化や

ある。その無責任さは，国や地方の公共団体によって

労力軽減のための機械化，過剰の農薬使用，圃場・用

代理天敵の機能が果たされるべき行政が充分になされ

水路の整備，そして湿田のパイプライン給水による乾

ていない点にあり，また生産者やレジャー関係者の利

田化といった農業の形態を変容させ，常時農地を水で

己的欲望の優先にもある。自然や社会で生きるのに必
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要なモラルが養われていない人間にある。

住む市民はガーデニング，ビル家屋での緑化，ビオト

環境指標動物である野生メダカの生息状況を知るこ

ープづくり，山林・里山・湧き水の保全，植林などの

とによって，自然環境の変化を評価できる。経済的に

活動が活発になってきたことを知ることができる。緑

価値のないメダカであるが, その生息を見れば，自然

の触れ合いを求める生活の余裕が生じ，自然環境に対

環境の状況のみならず，社会の変容をもはかり知るこ

する認識を深めることに努めている表れである。田舎

とができる。このことを念頭に置いて，1983 年以来

の風致地区に見る田畑も，外観上ほぼ昔ながらの景観

我々は愛知県 全域のメ ダカ の生息を 調査 してきた

を保っている。しかし，従来の生物多様性を育む水辺

10,11,12)。シニア自然大学も大阪府全域のメダカやカエ

は, 前述のように汚染と減少の一途を辿っている。こ

ルの生息状況を調査している 13,14)。残念ながら，その

うしたことに加え, 農山漁村地域で自然を活かして生

調査結果は地域における行政や市民に水辺の生態系の

計を立てている人々は，今なお経済及び生活に関わり

重要性が理解されておらず，むしろ無視されており，

合いのない生き物や自然環境の保全には余り関心がな

生物多様性国家戦略の実効がほとんど認められないこ

く，とりわけそれらの生き物は人々にはむしろ労力と

とを示している。これらの調査データが共通して示す

経済の両面で邪魔物であり，生き物の種類によっては

問題点は，以下の８点である。調査点を定めて経年的

害を被る外敵としか見えていない現状がある。

にメダカの生息を追跡しょうとしても，宅地造成や乾

現在地方公共団体においては自然環境保全に対し

田化によって，その地点が不明になるほど水辺の変

て積極性が認められなく，農地改良工事も多様な生物

貌・変遷が著しいのが現状である。

の保全に配慮のない旧態依然のままで行われ，生活の

（１）

圃場整備による水田のパイプライン設置に伴

効率・利便性のみを優先する行政がある。環境相は「旧

う乾田化と，水田用排水路は流水が速く，水

生物多様性国家戦略」の中で，学校教育において植物

田との落差が著しいこと。

や動物の生活と種類，生物のつながり，生物多様性や

（２）

減反と農業後継者不足による水田休耕。

その保全の重要性について指導していると述べている

（３）

農薬や肥料など化学物質の多用。

が，ペットやレジャー用の外来生物を自然環境へ放置

（４）

宅地造成による湿地帯・溜め池の消失。

するとか, 理科の授業に用いた教材ヒメダカを周りの

（５）

生活排水や工場排水の流入。

水辺に放流している実態から推しても理念の指導が反

（６）

外来魚（ブルーギル，ブラックバス，カダヤ

映されていない。理科教育における「生命の尊重」の

シなど）の移入・放流。

誤認, または個人的感傷が先行し, 自然環境の保全が

道路整備による河川・水路の改変時における

重視されていない表れである。また, 治水上の観点か

野生生物のための餌，植生や流速に無配慮。

ら在来生物が棲めない川や用水路, 溝などの水辺をつ

地方公共団体や全市民のための自然保護政策

くり, そこに在来生物を駆逐するカダヤシやコイなど

と環境教育の不徹底。

を移入している地方公共団体が多い。このように，生

（７）

（８）

物多様性国家戦略に関する国の取組みは,環境教育が
V. まとめ

徹底していないため地方にはまだ充分浸透しておらず，

我々は，このような自然環境の調査活動を含めて，

自然を理解・洞察する能力と自然環境保全（破壊防止）

自然環境保全のための啓蒙教育の活動を活性化するた

に対する積極的な活動力が養われていないのがわが国

めに，10 年来毎年全国各地で全国めだかシンポジウム

の現状である。

を開催している。その活動の中で，都市とその周辺に
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146-165.

おわりに
9)

以上環境省の述べているように，一般市民，事業者，

環境省（1999） 日本の絶滅の恐れのある野生生

民間団体，政府及び地方公共団体などすべての関連部

物，レッドデータブック．
（財）自然環境研究セン

門において生物多様性に関する理解を深め，知識や技

ター（東京）。

術を向上させることが，自然環境保全のためには基盤

10) 岩松鷹司・斉藤弘治・村松時夫・天野保幸・大林

的で，極めて重要である。とくに, 地域固有の在来種

芳美・斉藤裕子（1983）愛知県内のメダカの生息

の生態系保全のためには, 天敵のいない外来種につい

分布調査． 愛知教育大学研究報告，32（自然科

ては天敵に代わって人為的に除去し続ける努力が不可

学編）: 131-143.
11) 岩松鷹司・山高育代（1994）愛知県内のメダカの

欠である。同時に科学的認識を基礎とした自然環境や
生物多様性の保全への取組みを進める上で，地方公共

生息状況と水域の調査．愛知教育大学研究報告，

団体は専門の技術者や研究者の養成・登用等が不可欠

45（自然科学編）: 41-56.

である。とくに，農地・宅地・道路などの開発に際し

12) 岩松鷹司・大山邦雄・鹿島英佑（2003）愛知県全

ては，必ず専門家の協力を得て生き物を一時的にトラ

域 の メ ダ カ 及 び 外 来 種 の 生 息 調 査 ． Estrela,

スト・保持するための検討・審議を行った後で，工事

No.115,

pp.34-42.

13) ( 社 ) 大 阪 自 然 環 境 保 全 協 会 メ ダ カ 調 査 委 員 会

を実施するシステムによって, 自然環境の開発を規
制・監視することが望まれる。

（2001）水辺の生き物の環境維持・復元をめざ
して．大阪府におけるメダカ生息状況報告－平成
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就業自立支援とキャリア形成
－ホームレスの就業自立支援のキャリア教育的検討―

伊藤

彰茂

愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科

貧困問題は、最近ではワーキングプアーという呼び方の登場によって、ホームレスだけでなく様々な貧困
問題（シングルマザーやネットカフェ難民等）を包括するようになってきた。本稿では、これまで行われて
きたホームレスの自立支援施の評価を通じて、その効果と課題について明らかにすることを目的とする。さ
らに、施策の中心的な事業である自立支援事業評価から浮かび上がる課題の解決策について検討する。その
中で自立のための支援は、生涯学習社会におけるキャリア形成のための支援として機能することが重要であ
ることを示唆したい。

本稿は、名古屋市における「名古屋市ホームレ

た。さらに、ホームレス数の多い特定の都市を対

スの自立の支援等に関する実施計画」の施策評価

象として、全国で約 2,000 人に対して個別面接に

に伴い、公的支援の成果と課題を明らかにすると

よる「生活実態調査」が実施された ３）。愛知県内

共に、特に就業自立支援に関してキャリア形成の

のホームレスの 84.3％が集中している名古屋市

視点から検討することにより、より有効な公的支

においても、205 人（ホームレス概数 1,788 人：

援のあり方について示唆することを目的とする。

2003 年 1 月時点）に対して個別面接調査を行なっ

１．ホームレスの自立に関する公的支援

た。自立支援法は、10 年間の時限立法であり、折

国は、
「 ホームレスの自立の支援に関する特別措

り返しとなる 5 年の経過をもって見直しを検討す

置法（法律第 105 号）」（以下「自立支援法」と呼

るため、改めて 2007 年１月に「生活実態調査」が

ぶ）を 2002 年 8 月に、ホームレスの自立の支援に

行なわれ、名古屋市においても同年 2 月に実施し

関する基本方針（厚生労働省・国土交通省公示第

た。

1 号を 2003 年 7 月に制定した。2003 年 1 月から 2

以下の図表１から図表４は、愛知県におけるホ

月にかけて、自立支援法第 14 条の規定に基づき実

ームレスの自立者数（愛知県ホームレス自立支援

施された「ホームレスの実態に関する全国調査」

実施施策等計画作成後の平成 16 年度～平成 19 年

の結果、全国のホームレスの人数は、目視調査に

度においてホームレス状態から脱却した人の集計

よると 25,296 人であり、581 市区町村（全 3,240

実績）の状況である。

市区町村）においてホームレスの存在が確認され
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自立支援事業等 １）

図表１

(参考）
平成16～19年度
15 年 度ま での 実績 （累
実績合計
積)
252
256
1,338

平成16年度実績 平成17年度実績 平成18年度実績 平成19年度実績
358

396

332

89

92

87

87

111

93

116

407

123

108

84

73

388

59

85

68

63

275

愛知県内福祉事務所合計※

364

376

354

391

1,485

名古屋市社会福祉事務所

317

273

203

194

987

47

103

151

197

498

722

772

686

643

2,823

自立支援事業（定員364）
白川公園前宿泊所(18年度末閉所)
（第1シェルター 定員150）
名城公園宿泊所

閉所

268

111
（16年5月開設)

（第2シェルター 定員200）
自立支援事業あつた

145

（第1自立支援センター 定員92）
自立支援事業なかむら

（16年5月開設)

（第2自立支援センター 定員72）

名古屋市以外の福祉事務所
自立者数合計
※1

256

福祉事務所については、自立支援事業以外に福祉事務所が生活保護等でホームレス状態からの脱却を把握している人の数

自立の形態 １）

図表２

平成16年度実績
愛知県 名古屋市
就

労

生活保護

168

平成17年度実績

名古屋市外

167

1

愛知県 名古屋市
218

208

平成18年度実績

名古屋市外

10

愛知県 名古屋市
194

175

平成19年度実績

名古屋市外

19

愛知県 名古屋市
149

139

平成16年度～平成19年度実績

名古屋市外

10

愛知県 名古屋市
729

689

名古屋市外

40

478

443

35

468

403

65

381

279

102

402

234

168

1729

1359

370

(192)

(188)

(4)

(192)

(183)

(9)

(161)

(140)

(21)

(177)

(162)

(15)

(545)

(511)

(34)

老人ホーム

22

20

2

18

10

8

17

14

3

18

14

4

75

58

17

帰

郷

16

14

2

27

13

14

28

10

18

18

11

7

89

48

41

そ の 他

38

31

7

41

35

6

66

57

9

56

48

8

201

171

30

計

722

675

47

772

669

103

686

535

151

643

446

197

2,823

2,325

498

（うち施設）

図表３

地域別ホームレス数

１）

平成15年1月
平成17年6月(愛 平成18年6月(愛 平成19年1月
～2月
知県単独調査) 知県単独調査) （全国調査）
（全国調査）

平成19年1月全 平成15年1～2月
平成20年1月 国調査⇒平成20 全国調査⇒平成
（全国調査） 年1月全国調査 20年1月全国調
増減率
査増減率

県全体

2,121

1,335

1,119

1,023

851

-16.8%

-59.9%

名古屋市

1,788

1,036

804

741

608

-17.9%

-66.0%

333

299

315

282

243

-13.8%

-27.0%

名古屋市以外
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図表４

性別ホームレス数 １）
平成15年1月
（全国調査）
男

女

平成19年1月
（全国調査）

不明

計

男

女

平成20年1月
（全国調査）

不明

計

男

女

不明

計

県全体

1,984

78

59

2,121

838

47

138

1,023

670

33

148

851

名古屋市

1,697

56

35

1,788

587

22

132

741

446

15

147

608

287

22

24

333

251

25

6

282

224

18

1

243

名古屋市以外

２．名古屋市におけるホームレス自立支援施策

援

名古屋市は、国の「自立支援法」等およびホー

（２）７つの主な取組み

ムレスの自立の支援に関する基本方針の策定を受

①住まいの確保、②雇用の確保、③心身の健康回

けて、2004 年 7 月に「名古屋市ホームレスの自立

復、④ホームレスに対する相談・援護、⑤ホーム

の支援等に関する実施計画」４） を作成し、全国調

レスの人権擁護、⑥地域における生活環境の改善、

査および基本方針等から明らかになったホームレ

⑦国・県・経済団体との連携および市民との協働

スの現状と課題に対する援護施策として７つの主

（３）実施計画の基本目標

な取組みを行なってきた。具体的な内容は次のと

７つの主な取組みを基本目標とし、
「 就労による自

おりである。

立」と「福祉等の援護による自立」という２つの

（１）現状と課題

目標を掲げた。

①居宅と雇用の確保、②心身の健康回復、③人権
擁護と生活改善、④国・県・経済団体との連携や
市民との協働、⑤性差の配慮による詳細な自立支
図表５

名古屋市におけるホームレス推移数

（目視場所別） １）
名駅・栄

国県の管轄公園

道路・橋梁下

公園

1800
1600
1400
1200

1122

1174

1000

947
944

800

830

600
400

461
423
117

200

167

186

158

210

350

275

138

133

128

187

180

214

155

141

124

212
237

364
119

180

210

188

164

244

234

成

成

平

平

252

9年
度
10
平 年
成 度
11
平 年
成 度
12
平 年
成 度
13
平 年
成 度
14
平 年
成 度
15
平 年
成 度
16
平 年
成 度
17
平 年
成 度
18
平 年
成 度
19
年
度

0

556

642

３．自立支援施策の評価

果および名古屋市が独自で行なった新たな２つの

（１）
「 名古屋市ホームレスの自立の支援等に関す

調査、
「 社会福祉事務所職員及び保護援護生活相談

る実施計画」の評価

員等に関するヒアリング調査」および「名古屋市

2007 年 2 月に実施された「生活実態調査」の結

の自立支援施策に関するアンケート調査」
（ 自立支
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援事業従事者、ホームレスならびに支援団体を対

であり、内 1,484 人が就労による自立や福祉等の

象）の結果に基づき評価を行った。その結果、2007

援護による退所者であったことから施策には一定

年 2 月末までの名古屋市における自立支援施設入

の効果があったといえる（名古屋市健康福祉局保

所者の累計は 2,331 人、退所者の累計は 2,163 人

護課）。 ５）

図表６

入所者数 １

）

～１６．３月 １６年度

１７年度 １８年度 １９．４月 ５月

白川シェルター

278

204

134

名城シェルター

0

271

200

168

あつた
なかむら
計

図表７

６月

７月

８月

10

16

15

13

２月

３月

１９年度計

11

15

28

26

24

21

17

15

累計

0

667

211

850
803

147

133

109

9

11

11

11

7

4

11

10

16

10

8

12

120

122

92

5

14

17

12

6

5

4

8

12

8

11

4

106

478

572

780

589

420

24

41

43

36

24

24

43

44

52

39

36

31

437

2,798

退所者数 １）
１７年度 １８年度 １９．４月 ５月

６月

７月

８月

172

168

125 平成19年3月31日閉鎖

名城シェルター

0

160

212

181

15

22

16

21

210

166

158

117

10

10

13

0

97

138

104

7

10

11

412

595

676

527

32

42

40

あつた
なかむら
計

９月

１０月 １１月

1２月

１月

２月

17

12

19

19

12

7

7

12

6

12

10

7

13

8

4

8

9

35

37

32

29

39

31

30

12

３月

１９年度計

累計

0

667

16

23

204

757

6

7

11

111

762

12

11

9

109

34

43

424

448
2,634

自立者数 １）
～１６．３月 １６年度

１７年度 １８年度 １９．４月 ５月

６月

７月

８月

白川シェルター

111

89

92

名城シェルター

0

87

111

145

123

108

84

5

4

8

0

59

85

68

5

5

8

256

358

396

332

19

21

27

23

計

１月

158

202

なかむら

1２月

0

～１６．３月 １６年度

あつた

１０月 １１月

294

白川シェルター

図表８

９月

51 平成19年3月31日閉鎖

９月

１０月 １１月

1２月

１月

２月

３月

１９年度計

87 平成19年3月31日閉鎖
93

9

12

11

13

11

9

6

7

7

13

累計

0

379

116

407

9

9

7

1

10

4

9

7

5

5

8

73

533

3

6

4

2

4

6

8

6

6

63

275

16

23

17

22

19

20

18

27

252

1,594

※シェルターからの自立者数には、自立支援センターへ移った者を含まない。

の同調査との比較 ３ )、 ６ ) 自立に関する質問では、

（２）就労自立支援事業の評価
名古屋市における就労自立支援施策は、その事

就職希望者に関しては 16.7％も減少しており、そ

業の性格から「緊急一時宿泊施設（シェルター）」

の代わり現状維持を肯定する割合が 14.2％も増

および「自立支援センター」において実施されて

加する結果となった。もちろん、自立支援法が目

いる。自立支援事業等の入退所状況（2007 年 12

指すような自立への意欲を示す回答割合は、2007

月末）は、シェルターにおいては自立率が 69.7％

年の調査においても高い割合を示している（就職

（793 人/1,138 人）であり、自立支援センターで

希望率：31.3％、居宅確保希望率：49.5％）。しか

は 67.8％（632 人/932 人）であった。特に自立支

し、求職活動の有無については、67.1％が求職活

援センターにおける就労自立者 ６）は、内 486 人で

動の予定もないと答えており、その理由について

あり自立率は 52.1％となっている。

も「疾病、障害、病弱、高齢」の 27.3％を大きく

（３）就労支援事業の主な施策

上回る 30.6％が「現状高低、現状受入等」として

①能力活用推進事業、②就労訓練事業、③地域生

いる。一般的な認識とのギャップがそこにある。

活支援巡回相談事業（アフターフォロー事業）、④

（２）ホームレスの三類型

就業支援事業（県：専門カウンセラーによる個別

さらに藤田（2007）は、別の視点から 2007 年調

就職相談）の活用、⑤日雇労働者等技能講習事業

査の結果を分析し、次の三類型を示している。ひ

（国：必要な知識・技能の習得、向上のための講

とつは、一度も自立支援事業に参加しなかった者

習等の実施）、⑥就業支援事業（国：求人開拓およ

（43.5％）、もうひとつは自立支援事業に参加した

び職場体験講習並びに就業支援員による支援）の

が再度野宿生活に戻った者（26.2％）、そして最後

活用

は最近野宿生活に加わった者（32.4％）である ６）

４．就労自立支援策の課題
（１）2007 年の調査（生活実態調査）と 2003 年
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５．米国発の金融危機による新たな課題

始めると思われる 2008 年 10 月から 12 月の相談件

2008 年 10 月の米国第 4 位の投資銀行であるリ

数は 1 日平均 31.0 人である。さらに、その中でも

ーマンブラザーズの破綻は、ホームレスの就業自

特に影響が顕著と思われる月である 12 月だけを

立支援に新たな課題を突きつけることとなった。

見てみると 1 日平均相談者数は 1 日 38.4 人という

2008 年の年度末には多くの報道機関によって連

数値である。図表 9 は、その翌年である 2009 年 1

日のように報道された東京の「年越し派遣村」の

月以降の 1 ヶ月間（土日は相談窓口は閉鎖）の名

状況は、名古屋市においても緊急の宿泊場所を求

古屋市中村区における相談者数である。2008 年の

める人の急激な増加となって現れた。特に、2009

年末から 2009 年の年始において報道機関等で取

年 1 月になって相談者数の増加が顕著となってい

上げられた派遣切り等により失職のみならず住居

る。特にその相談窓口である中村区役所における

も同時に喪失した人が急激に増加した様子が伺え

2008 年度の相談件数の推移を見てみると、2008

る。2008 年 4 月から 12 月の相談者の平均の役 4

年の 4 月から 12 月では 1 日平均 26.6 人であった。

倍という数値である。

次に、米国サブプライムローン問題の影響が現れ
図表９

住居喪失者相談件数
（2009 年 1 月 5 日以降：名古屋市中村区） １）
単位：人

1月
相談者数
相談者数

5日

6日

86

107

7日
121

8日
78

9日
100

13日 14日 15日 16日 19日
131

107

100

98

99

20日 21日 22日 23日 26日 27日 28日 29日 30日 合計
113 100 103 122 110
91
88
69 103 1926

図表 10 は、図表 9 で示されている相談者の中で

プル調査ではあるが、相談者総数の 54.5％が名古

派遣切りが原因と思われる相談者数の割合を見る

屋市外からの流入者であることが分かる。派遣切

ために 1 月 13 日と 16 日に聞き取り調査を行った

りによる流入者は、その内 75.7％である。愛知県

結果である。1 月 13 日は、131 人の相談があった

三河地域を中心とする製造業派遣労働者の失職・

が内 109 人が調査応じた。同様に 16 日は、98 人

住居喪失の影響の大きさを示すものと思われる。

の相談者の内 80 人が調査に応じた。2 日間のサン
図表 10

区分

住居喪失者相談者状況（2009 年 1 月 13 日、16 日の 2 日間調査：名古屋市中村区役所） １）

名古屋市内
53

1月13日 派遣切り その他
9
44
33
1月16日 派遣切り その他
8
25

住居喪失地域
愛知県内
21

県外
35

派遣切り その他
9
12
25
派遣切り その他
13
12

派遣切り その他
20
15
22
派遣切り その他
11
11

図表 11 は、図表 9 で示した相談者数の増加の状

合計
109
派遣切り その他
38
71
80
派遣切り その他
32
48

その窓口となっている中村区役所への相談件数を

況を平成 20 年 1 月と比較したものである。

平成 20 年 1 月と比較すると、住居無の相談者は

名古屋市では、毎年年度末近くに中村区役所に年

4.7 倍にもなっていることが分かる。

越しのための住居確保支援策を実施しているが、
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図表 11

名古屋市における相談件数推移 １）

住居有

住居無

区分
平成20年1月 平成21年1月 平成20年1月 平成2１年1月
中村区
105
128
410
1926
他の15地区
781
852
382
601
合計
886
980
792
2527

図表 12 は、名古屋市におけるホームレス関連施

各施設の入居者合計の 673 人という数値は、2008

設の入居状況ならびに入居に関連する諸状況につ

年同時期（390 人）と比較すると約 1.7 倍にあた

いて示したものである。各ホームレス関連施設の

る。

定員と入居者数を見てみると入居可能数で示され

名古屋市の説明によると、それに関連する予算

ているように若干の余裕があるように思われるが、

のひとつである緊急宿泊援護事業費は、当初予算

入居面接予定者数に示された数値を見ると、はる

である 633 万円の 6 倍強にも達する見込みである。

かに定員を超えることは容易に理解できる。また、
図表 12

名古屋市におけるホームレス関連施設の入居状況等（2009 年 1 月 31 日現在） １）
（単位：人）

区分
名城シェルター
一時保護所
自立支援事業あつた
自立支援事業なかむら
更生施設上田寮
更生施設笹島寮
宿泊提供施設
緊急宿泊援護事業
合計

定員
200
50
92
72
112
60
27
-

入居者数
178
46
83
60
100
58
26
122
673

入居面接予
入居可能数
定者数
22
15
4
64
9
7
12
4
12
20
2
4
1
5
62
119

このような状況は、これまで名古屋市が実施し

立支援法」は、2009 年度から後半 5 年間に入る。

てきたホームレス支援（「名古屋市ホームレスの自

その法律に基づき策定される名古屋市のこれから

立の支援等に関する実施計画」に基づく支援）の

の自立支援策は、従前の継続では対応できないこ

あり方を考え直さざるを得ないものと思われる。

とは明白であろう。すべてを公的扶助の中で補う

名古屋市は、愛知県においても政令指定都市とし

ことが難しい状況であれば、そのような人たちを

て独自のホームレス自立支援策を打ち出してきた。

ひとつの社会として捉え、その中で相互扶助の仕

その中心にあるのが、シェルターの設置と自立支

組みを構築することも必要ではないだろうか。自

援施設の設置である。いずれの施設も、住居を提

立の第一段階を終えた人から中間施設を通って完

供することにより住所を持てること、6 ヶ月とい

全な自立を果たしていくというスキームを提案し

う期間の中で就業に向けての準備が可能となるこ

たい。

とを主眼としている。しかし、図表 9 から図表 12
で示された数値の増加は、時間をかけた自立支援

６．就業自立支援事業におけるキャリア教育的支

の枠を遥かに超えていることを示しているのでは

援の必要性

ないだろうか。緊急措置としての支援は限界があ

米国発の金融危機以前の状況においては、求職

るはずである。その措置が長期化すればするほど

活動者あるいは予定者が希望する職業は、製造、

自立の道から遠ざかることは明らかである。また

建設作業や労務作業等が多いものの（47.7％）、

生活保護のなし崩し的な拡大は、福祉への依存度

2003 年調査より 26％減少した。その代わりとして、

を高める要因にもなることが懸念される。国の「自

清掃作業・廃品回収が 20.3％（2003 年調査では
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0％）まで増加している。疾病、高齢という理由が

とえ、ホームレスという立場であっても、そして

その背景として考えられるが、現状肯定者の増加

疾病や高齢等の障害があるとしても、その支援の

がそれほどまで多いことはマッチングを図ること

根底に個々のキャリア形成に繋がるものが無くて

を第一義としてきた就業支援では、限界があるこ

は、働く意欲を継続的に維持する気持ちや仕事に

とを示していよう。履歴書の書き方や面接の練習

対する責任感が生まれることは非常に困難といわ

そして自己 PR の方法等個々に丁寧な支援を行っ

ざるを得ない。これまでのキャリア形成支援は、

たとしても、就労を継続し職業社会の一員として

若年者を主たる対象者としてきたが、その範囲を

の自覚と自信に繋げることは非常に困難であるこ

大幅に広げる時期にきている。ライフキャリアの

とを示している。ホームレスの雇用に関する企業

考え方に沿うならば、平均年齢 57.5 歳のホームレ

１）

においても、求める人

スの支援 にお いても、 また 派遣切り によ って失

物像としては「責任感」、「素直」、「勤勉」そして

職・住居を喪失した人たちにとっても重要な根幹

「忍耐力」という順位であった。またホームレス

をなすものとなり得るはずである。確かに実現に

雇用に非積極的な理由としては、「働く意欲の欠

はいくつもの困難と壁を乗り越えなければならな

如」が第 1 位であった。

い。しかし、これまでの就業自立支援の枠に当て

の考えを聞いた別の調査

金融危機以降では、これまでホームレス雇用に

はまらないホームレスの出現もまた事実なのであ

協力的であった業種である清掃、警備等の求人は、

る。

失職者の急増により、求人はほぼ満たされた状態
にある。就業による自立ということは非常に難し

【引用・参考文献】

い状況である。だからといって安易に社会から切

１）図表 1 から図表 12 の資料は、愛知県健康福祉部知
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識福祉課ならびに名古屋市健康福祉局生活福祉部保護

ば誰もがそのような状況に陥る可能性があるから
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ームレス雇用確保に係る企業の意識調査報告書」

立する。しかし、セーフティネットはひとつでい

３）厚生労働省（2007）「ホームレスの実態に関する全
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国調査報告書」

セーフティネットではこれからは対応できないと

４）名古屋市(2004)「名古屋市ホームレスの自立の支援

思われる。上から落ちてくるものを受け止める役

等に関する実施計画」

割だけではなく、上に段階を経て上がっていくこ

５）名古屋市健康福祉局（2007）
「健康福祉局事業概要」

とのできるセーフティネットの構築が必要である。
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その中間段階においては、最終的に自立に向かっ

６）藤田博仁（2007）「ホームレスの実態に関する全国

て、
「どのように生きていくのか」といったキャリ

調査報告―2007 年 2 月・名古屋市―」

ア形成の支援が最も重要になるものと考える。た
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愛知県藤前干潟に生息する二枚貝の水質浄化能力
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部

１．はじめに

計 [TURNER 10-AU] で 測 定 し た ． 全 有 機 炭 素

愛知県藤前干潟には，二枚貝類が豊富に生息して

(TOC)・溶存有機炭素(DOC)及び全窒素(TN)・全溶

おり，それらによる有機物の濾過摂食能力は，自然の

存窒素(TDN)の分析には，試料に塩酸 200μL を加

巨大な浄化装置としての役割を果たしている．著者は，

え，TOC 分析装置[SHIMADZU TOC-V，TNM-1]に

藤前干潟の二枚貝類を用いて，透明度低下の原因と

よる乾式(850℃燃焼)法を用いた．

なる植物プランクトンをどの程度取り込み，水質浄

ここでは，濁度(濁りの除去効果)のみを資料とし

化に寄与しているかを検証するために，実験に取り

て紹介する．

組んでいる．
研究途中であるが，実験結果の一部を記録して，

4. 結果

資料として残したい．なお，研究が終了してから，

貝の軟体部湿重量 1g 当たりの濁度の経時変化を図 1

別途，論文として発表する予定である．

に示す．ただし，図 1 では，結果が実験条件(初期濁度)

この研究は，「室内実験と野外調査による水質浄化

に影響される可能性があるため，次式(Nakamura et al.,

機能の研究」という課題名で，私立大学等経常費補助

1988)を変形して無次元化した．

金特別対象事業の「教育・学習方法等改善支援」の助

F=

成を受けた．ここに記してお礼申し上げる．

V⎛

C0
Cb0 ⎞
− ln
⎜ ln
⎟
T ⎝ Ct
Cbt ⎠

F：濾水量(ml h-1)，V：実験に用いた水量(ml)，T：実験

2. 採集・飼育方法
藤前干潟で，コウロエンカワヒバリガイ(平均殻長 21.1

時間(h)，C0 ：淡水貝を投入した容器内での実験開始

mm)，マガキ(52.1 mm)，イソシジミ(47.7 mm)，ウネ

時の濁度(mg L-1)，Ct：淡水貝を投入した容器内での t

ナシトマヤガイ(27.4mm)，ヤマトシジミ(26.2mm)，ソトオ

時間後の濁度(mg L-1)，Cb0：対照区の容器内での実験

リガイ(39.1mm)，シオフキガイ(16.9mm)，オキシジミ(40.

開始時の濁度(mg L-1)，Cbt：対照区の容器内での t 時

2mm)を採集した後，実験に用いるために，30 日以上飼

間後の濁度(mg L-1)を表す．
また，前式を対照区の変化量で除して，以下のように

育して馴致させた．貝の餌として Chaetoceros を毎日与

変換し，縦軸を無次元化して，1 個体当たりの濁りの除

えた．

去効果を示した(図 2)．
3. 実験方法

⎛ F ⎞
T⎟
= exp⎜ −
⎝ V ⎠

Ct

Cbt

Chaetoceros の拡大培養液 2.5L を入れ，明条件容器に

C0

Cb0

は照度 2000lx（40W 普通蛍光灯 1 本）を当て，暗条件

図 2 では，個体サイズの影響があらわれる可能性がある

容器はプラスチック容器をアルミ箔で覆い光を遮断し

ため，図 3 に軟体部単位湿重量の変化を示した．

実験では 180×270×120mm のプラスチック容器に

た．明条件，暗条件それぞれに対照区を準備した．実
験は 1 時間毎に，濁度(濁りの除去効果)，クロロフ

5. 引用文献

ィル a(Chl.a)，全有機炭素(TOC)，全窒素(TN)，水

Nakamura, M., Yamamuro, M., Ishikawa, M. and

温，電気伝導度，水素イオン濃度および，溶存酸素

Nishimura, H. （ 1988 ） Role of the bivalve Corbicula

量を測定した．実験時間を 6 時間とした．

japonica in the nitrogen cycle in mesohaline lagoon.

測定項目，測定機器と測定方法は以下の通りであ

Marine Biology, 99, 369-374.

る．濁度は 5cm セルの使用できる分光光度計[JASCO
V-550]を用いた．クロロフィル a (Chl.a)は，試料水をガ
ラス繊維濾紙(Whatman GF/F)で吸引濾過し，アセトン
抽出・吸光法の原理でロレンツェン法により蛍光光度
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コウロエンカワヒバリガイ

ヤマトシジミ
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図 1．藤前干潟に生息する 8 種類の二枚貝の軟体部湿重量 1g 当たりの濁度経時変化
各実験区の濁度の変化量から対照区の増減割合を差し引いて示した．個体サイズの違いが結果に与える影響を考
慮して，貝の軟体部湿重量で除して 1g 当たりの除去効果に換算した．実線は明条件，点線は暗条件示す．
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図 2．藤前干潟に生息する 8 種類の二枚貝の 1 個体当たりの濁りの除去効果
各実験区の濁度の増減割合を対照区の増減割合で除して，濁りの除去効果を百分率で示した．さらに実験に投入し
た貝の個体数で除して 1 個体当たりの除去効果に換算した．実線は明条件，点線は暗条件示す．
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図 3．藤前干潟に生息する 8 種類の二枚貝の 1g 当たりの濁りの除去効果
各実験区の濁度の増減割合を対照区の増減割合で除して，濁りの除去効果を百分率で示した．さらに実験に投入し
た貝の軟体部湿重量で除して 1g 当たりの除去効果に換算した．実線は明条件，点線は暗条件示す．
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学生の学びを支援する栄養指導論実習

―地域社会における個別指導を通して―

上原

正子

愛知みずほ大学短期大学部食生活研究室

キーワード

個別指導・集団指導

学びと成長

地域社会

Ⅰ はじめに

法の指導方法を学び、様々な健康課題を持つクライア

現代社会における栄養士・管理栄養士には、専門的

ントを想定し、個々のクライアントに対応する具体的

な知識に加え、公衆栄養や臨床栄養、給食経営管理と

な個別指導に取り組んでいる。個別指導とは栄養上の

いった領域において、専門的な知識を生かしつつ、対

問題を抱えている者に対し、個別に問題解決への支援

象者の健康・栄養状態等を評価、判定しながら、これ

をしていく手法であるが、授業では多くの事例を上げ

らの評価結果をふまえた栄養教育プログラムを立案で

ながらカウンセラーとクライエントの役割を演じる方

きる能力や、そのプログラムをもとに実践指導を行う

法により授業を進めている。さらには学生がそれぞれ

ことができる資質が求められている。したがって、本

身近なクライエントを自ら定め、行動変容が期待され

学をはじめとして、
栄養士課程をもつ大学においては、

る目標設定を行い、実際にクライエントに対し個別指

栄養士としての専門的な知識の学習を通して実践指導

導を展開している。

ができるような技能・態度を育てるカリキュラムの研

他方、集団指導は対象者の個別問題解決よりも、集

究とその指導法の構築が急務となっている。

団に共通する健康増進や慢性疾患の予防、治療などに

また、時代や社会の変化とともに学生の学習意欲の

ついて対象者(参加者)の関心を高め、理解を深めさせ

低下や社会性の希薄がみられるようになっており、企

ていくために行われるものであるが、指導方法として

業が学生に求めている「コミュニケーション能力」
「協

は講義による一斉指導や小人数による参加型学習など

などを身に付け

がある。
授業では学生による指導者が 30 歳代の女性や

させることが大学における大きな課題となっている。

高齢者の集団を想定した他の学生に対し、媒体などを

調性」
「主体性」
「チャレンジ精神」

１）

大学には学生の学びと成長を支援しつつ、集団の中

活用した講義による一斉指導を行ったり、参加型学習

でこそ発揮できる能力の習得につながるような授業研

の実践手法として効果的であるといわれているいくつ

究が求められている。

かのグループ手法、ロールプレイング、ブレインスト
ーミングや 6・6 式討議法などの技法を体験している。

Ⅱ 栄養指導論実習の課題

しかし、国民の健康意識の高まり、地域における食

平成 14 年８月（平成 17 年７月改正）に制定された

生活改善運動の推進、食育定着への期待感等を考える

健康増進法や平成 17 年 6 月に制定された食育基本法を

と、より実践的資質を持った栄養士の育成が必要であ

ふまえ栄養士業務の役割について考えると、特定給食

り、学生が自己の能力や知識を自ら発展させるための

施設における食事の提供を通じた栄養教育、健康増進

大学側からの課題作りが必要であると考える。

指導・特定保健指導としての地域住民に対する栄養教

以下に学生による地域社会における個別指導の実践

育等の主に健常者を対象とした個別及び集団指導を担

の取り組みについて報告する。併せて、学生による指

う役割が増してきていると考えられる。

導の対象者として協力が得られた地域住民 291 人の

本学の栄養指導論実習では、個別指導法、集団指導

「健康度チェック」の結果について簡単にまとめる。
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Ⅲ 地域社会における個別指導の実践

パンフレットの種類により多少のばらつきがみら

１ 対象

れたが、概ね 850 枚を配布した。

食物栄養専攻（栄養士課程）２回生３８人

○「健康度チェック」に回答した人

２ 課題

２日間で 291 人であり、
内訳は表 1 のとおりである。

短大近郊（徒歩３０分）の大規模小売店催会場（約
30 ㎡）において健康チェックを活用した栄養指導を行

表 1 「健康度チェック」回答者の内訳

う。栄養指導にあたり学生が自ら展示用パネルと配布

項目

用パンフレットを作成し、それらについて説明すると

総数

ともに、食生活チェック、クイズ等による参加型のコ
ーナーを設置する。
※大規模小売店=スーパーマーケット「熱田 イオン」

291

男性

81（27.8）

女性

210（72.2）

年齢区分

名古屋市熱田区
顧客数:平日 30,000 人

n（%）

土・日曜日 50,000 人

３ 実施期日及び時間

１０歳代

25（ 8.6）

２０歳代

44（15.1）

３０歳代

91（31.3）

平成 20 年 10 月 31 日（金）及び 11 月 1 日（土）

４０歳代

46（15.8）

午前 10 時から午後 4 時

５０歳代

28（ 9.6）

４ 経過

６０歳代

26（ 8.9）

（1） パネルおよびパンフレットのテーマを設定した。

７０歳代以上

11（ 3.8）

食文化、地産地消、簡単クッキングの４つである。食

不明

20（ 6.9）

を巡る社会情勢を視野に置いて学生に考えさせる必要

BMI が確認できた者

があることから、このテーマ設定は指導者が行った。

指導日

208（71.5）

（2） 資料収集は図書館を中心に行うこととし、パネ

金曜日午前

67（23.0）

ル、パンフレット作成にあたってはパソコンを活用す

金曜日午後

49（16.9）

ることとした。

土曜日午前

69（23.7）

（3） 参加型コーナーは学生全員による検討の結果、

土曜日午後

106（36.4）

「健康度チェック」を行うこととした。

※午前は 10～13 時 午後は 13～16 時

（4） グループごとにまとめた資料について発表させ、
クラスの他の学生の意見を求めた。チェックする点と

○「健康度チェック」の結果

しては根拠が明確であるか、内容に間違いはないか、
対象者が興味を持つ内容になっているか、対象者に知

「健康度チェック」の様式

らせたい内容になっているか等である。

健康度チェック

（5） まとめた資料はパソコンを使ってパネル９枚、
パンフレット 11 枚に仕上がった。
カットや図等を使用

あなたの食生活をふり返ってみましょう

する場合、著者権を侵していないかに指導者が留意し

性別 男
女
年代 １０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代以上
世帯 単身世帯
その他

た。
（6）大規模小売店での実践に備え、健康度チェック、
パネル、パンフレットに関する想定質問と模範回答Ｑ
＆Ａを作成した。特に健康度チェックは個別指導とな

１ 健康状態は良好ですか

□

２ 体を使う運動をしていますか

□

３ 食事を楽しんでいますか

□

４ 自分の適性体重を知っていますか

□

ることから、作成したＱ＆Ａをもとにカウンセリング

５ 朝食を毎日きちんと食べていますか

□

の技術を活用しながら全員が模擬指導を行った。

６ 食事は腹八分目を心がけていますか

□

（7）会場となる大規模小売店の下見を行った。特に、
どのようなものが店頭に並んでいるのか、どのような
ものが買われているのか、目立つコーナーには何が置
いてあるのか、どれくらいの人の往来があるのか等、
会場全体の雰囲気を把握し、実践当日、学生のポテン

７ 食事をするときは食品の組み合わせを考えていますか

□

８ にんじん・ほうれん草等の緑や黄色の野菜を毎日食べ
ていますか

□

９ 一日２食くらいは肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを
食べるようにしていますか

□

10 野菜・果物・海藻を毎日食べるようにしていますか

□

いくつ☑できましたか？

シャルが十分引き出されるような環境づくりを行った。

９個以上満点

５ 結果

５～６個もうひとがんばり 日常の食生活を見直してみましょう

○配布したパンフレット

３～４個要努力 ☑できる項目を具体的に取組みましょう

７～８個合格

１～２個残念
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図２

図３
表２

項

目

n(%)

健康状態は良好ですか

255(87.6)

体を使う運動をしていますか

136(46.0)

食事を楽しんでいますか

254(87.3)

自分の適正体重を知っていますか

190(65.3)

朝食を毎日きちんと食べていますか

248(85.2)

食事は腹八分目を心がけていますか

138(47.4)

食事をするときは食品の組み合わせを考
えていますか

183(62.9)

にんじん・ほうれん草等の緑や黄色の野
菜を毎日食べていますか

184(63.2)

一日２食位、肉、魚、大豆製品のいずれ
かを食べていますか

236(81.1)

野菜・果物・海藻を毎日食べていますか

235(80.8)

図４

結果は図１、表２のとおりである。「健康状態は良
好ですか」は 87.6%、「食事を楽しんでいますか」は
87.3%、
「朝食を毎日きちんと食べていますか」は 85.2%
○「健康度チェック」からの考察

であった。一方、「体を使う運動をしていますか」は

今回の対象者は、ある程度健康又は食事に関心を持

46.0%、
「食事は腹八分目を心がけていますか」は 47.4%

っている者であると考える。これはパンフレット配布

であった。
集計の結果、男女別、調査日による差はみられなか

数 850 枚に対し、健康度チェック表の回収数が 291 枚

ったが、表３、図２～４のように、年代による差が見

であることや、70 歳代以上の人が「朝食を毎日きちん
と食べていますか」
「食事を楽しんでいますか」という

られたものがあった。
食事をするときは

食品の組み合わせを

心がけていますか

食事は腹八分目を

知っていますか

自分の適正体重を

していますか

体を使う運動を

良好ですか

健康状態は

表３

質問に対して「はい」が 100%(未掲載)となっていたこ
とから推測できる。
本実践のねらいは地域住民の健康に対する意識を調
査することではないため、有意差や比較考察について
は行わなかった。ただ、この調査の結果から、
「食事は

10 歳代

68.0

64.0

68.0

28.0

36.0

20 歳代

95.5

45.5

47.7

38.6

38.6

30 歳代

92.3

42.9

61.5

47.3

65.9

40 歳代

89.1

32.6

71.7

52.2

69.6

50 歳代

85.7

39.3

78.6

64.3

75.0

60 歳代

84.6

61.5

73.1

50.0

80.8

70 歳代以上

81.8

63.6

81.8

72.7

63.6

腹八分を心がけていますか」が最も低く、
「腹八分」の
状態が日常的に意識されなくなっていることがわかっ
てきた。また、
「体を使う運動をしていますか」の結果
からは食に関心があっても健康な体づくりまでには必
ずしもつなげられていないということがわかってきた。
今回は具体的な分析はしないが、現代の人の食生活
の傾向の一端がつかめたため、今後、学生にはこれら
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の点に留意した上で、対象に合わせた指導が行えるよ

ることができる能力」が必要だと思うなど、将来の学

う授業を進めたい。

生個々人の人生設計につながる記述もみられた。

Ⅳ 実践の結果

うに改善したいかという点については、
「自分の食生活

(1) 「健康度チェック」の結果の予想

を変えないとアドバイス等、相手に言うことはできな

○ 実践前に学生に「健康度チェック」の結果の予想

いと思った」という記述に代表されるように、全ての

今回の栄養指導を通して自分の食についてどのよ

をたてさせた。

学生が自分の食生活を振り返り、改善すべき具体的な

○ その結果は図５のとおりであり、学生の予想は概

記述がなされていた。

ね 5 割程度となっていた。今回の結果の図１と比較

全体の反省という欄には、知識のなさを痛感したと

すると学生の予想は全て下回っていた。

記載している学生が多くみられたとともに、
「一般の人
たちの話を聞くことで視野が広がり、
良い経験だった」
「社会には物や情報があふれているので、自分はそれ
に振り回されずに上手に利用できるようにしたいと思
った」などの感想が記載されていた。
Ⅴ 考察
実践に向けて学生にはいくつかの課題を出したが、
その課題は学生へ期待感とともに不安感を抱かせた。
そこで不安感を払拭するために、会場の写真を見せた
り、事前に学生を会場に連れていくなどして、当日の

(2) 「振り返りシート」の作成

様子を具体的にイメージさせることにより克服するよ

○実施後、学生に「振り返りシート」を作成させた。

う支援した。

「振り返りシート」の項目は、①パンフレット配布時

今回の実践において、学生にはいくつかの成長がみ

の振り返り（どんな言葉で呼びかけたか・相手の態度

られた。

と帰ってきた言葉・その時感じた事）
、②健康度チェッ

図書館にはほとんど出かけないという学生も、パネ

ク実施時の自己評価（良かったと思った説明内容・そ

ル、パンフレット等を作成するための情報収集では、

れは相手のどんな言葉でわかったか・相手が興味を持

図書館にある多くの図書・文献の中から関連する情報

った内容）
、
③今回の栄養指導を行うにあたっての資料

を深く掘り下げて調べる姿がみられ、楽しく検索する

作成を踏まえて、今後、栄養指導に必要だと思われる

様子からは知的好奇心の高まりがみられた。収集した

知識・技術は何だと思うか、④一般の人々の食への意

情報のまとめにあたってのグループ検討はどのグルー

識について感じたこと、⑤一般の人々の健康への意識

プも粘り強く行った。この過程においては単なるコミ

について感じたこと、⑥今回、栄養指導を行ってみて

ュニケーション力の向上ではなく「課題を粘り強く着

自分の食についてどのように改善したいと思ったか、

実に進める」
「目標や課題のプレッシャーが大きい状況

⑦全体を通した反省、である。

に耐えられる」というセルフコントロール力を高める

○自己評価「良かったと思った説明内容」には、１人

ことにもつながったと考える。

を除く残り全ての学生が記述していた。同時に「それ

「健康度チェック」を実施することにより課題の難

は相手のどんな言葉や態度で分かったか」という設問

度が上がることとなった。初めて個別指導に取り組む

には「なるほど、そうだね」
「
『あぁー、そうなんです

からだと思うが事前の模擬指導においては想定質問と

か。やっぱり』と笑顔で答えてくれた」など受け答え

模範回答をまとめたＱ＆Ａに真剣に取り組む姿がみら

の言葉そのものの記述が多くみられた。

れた。しかし、一方ではアルバイトなどの経験が役に

しかし、今後、栄養指導に必要だと思われる知識・

立つだろうという安易な姿勢で臨む者も見られた。
「振

技術を記述する欄にはできなかった点を反省する記述

り返りシート」からは、このような学生の勉強不足を

がみられ、
「肥満の人にどうやってアドバイスすれば良

反省する記述がみられ、社会で通用するには専門知識

いか」
「食べたものはどうなるのかについての詳細な知

の習得が不可欠であることを実感したようである。し

識」
「ダイエットに関すること」など、実際の会場にお

かし、いずれにせよこの実践ではどの学生も達成感を

いて質問されたが答えられなかった思われる内容が挙

味わうことができたようである。

げられていた。また、
「コミュニケーションのとり方」

「振り返りシート」の自己評価の「良かったと思っ

「食に関する多くの知識」
「自分の意見をはっきり伝え

た説明内容」に、
「ゆでたり、煮たりするともっとたく
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さん野菜をとることができますよ」等の学生自身が指

学生も併せて習得できることを期待して、
「知らせたい

導した言葉や対象者の言葉が丁寧に記録されているこ

ことは知りたいこと」を合言葉に実習を展開した。指

とは、学生にとって今回の実践が印象深い体験になっ

導される側となる学生には指導に対する評価表を作成

たことを裏付けている。そして、良かった、うれしか

させ、良かった点、さらに工夫したらよい点、参考に

ったという経験を通して学生の自己効力感が高まった

なった事柄を記録させた。この実習には今回の実践で

と考えられる。このことは栄養士という専門職に対す

培ったパネルやパンフレットの作成能力が活かさ、い

るイメージを摑むだけでなく、キャリア形成、人生形

ずれの学生も、テーマについて深く調べてあり、配布

成にもつながっている。

するもの、読み上げるものを区別し、ポイントを押さ

実践後の学生の変容についてまとめてみたい。

えた指導内容になっていた。また、指導態度は以前の

この実践後、学生はすぐに各々の個別指導に取り組

発表時にみられた、ともすると不誠実な、怠慢な態度

むことになった。身近な人を設定し、アセスメントを

はみられず、指導者として伝えたいものがあるという

行い、指導のＰlan（計画）
、Ｄo（指導目標の設定、身

意図を明確にした態度に変わっていた。その成長は予

体状況の評価、問題点改善への具体的説明、行動目標

想を超えたものであった。

の設定）
、Ｓee（評価）等を作成し、実践する。前期課

しかし、対象者を意識した話し方やデモンストレー

程でも同じ取り組みの課題があったが、クライエント

ションの仕方等については初歩の域であることが確認

を決定できない者が半数もみられたことから授業とし

でき、栄養指導論実習の次の課題がみえた。

て成り立たない状況であった。今回、同じような課題
を与えたところ、実践の場で個別指導の有効性と魅力

Ⅵ おわりに

に気づいたことにより、身近な人を行動変容に導こう

今回対象となった食物栄養コース２回生は、栄養指

とする学生の積極的な姿がみられ、クライエントをす

導論実習の第１講で 24 時間思い出し法に順じた
「食行

ぐに決定することができた。これは課題に対して、自

動の要因分析ワークシート」２）と「食習慣の判定ワー

ら考え、問題意識を持つことができるようになった成

ク」による食生活に関するセルフチェックを行ってい

長の表れであると考える。ここで特記したいのは、学

る。

生がクライアントの未来像を描く能力を身に付けたと

学生の「食行動の要因分析ワークシート」には社会

いうことである。個別指導における行動目標設定は、

的に問題となっている食の乱れがそのまま表われてお

指導者が一方的にクライエントに目標を与えてしまう

り、
「食習慣の判定ワーク」の結果（図６）からは食生

場合や、クライエントの資質を十分検討しないままに

活に関する個々の課題が読み取れた。前述した今回の

理想の目標をたてる場合が多いが、
「測定が可能か」
「達

実践前の「学生の予想」
（図５）は、このような学生の

成できる可能性はどの程度か」
「達成するための計画や

食生活の現状から導き出されたものと考えられる。

手立ては明確か」など留意点を十分検討して設定すべ
きであり、対象者をどうしたいのかというモデルを描
くことが必要である。
学生は今回の実践で、
様々な人々
に出会った。色々な問題を抱える人に会った。ノンロ
ールモデルと出会う体験を通じて学生は健康に関して
自分の将来像、身近な人の将来像を想像することがで
きるようになったようである。クライエントを「どう
したいのか」について自分の考えをまとめることがで
きるようになったのである。
学生は個別指導終了後に、集団指導の課題に取り組
んだ。集団指導はライフステージ別にテーマを決め、
学生１人が栄養士となり、他の学生は指導される側と
なって行う授業である。
条件は、
①１人 30 分行うこと、
②媒体となるものを作成すること、③調理をするデモ

今回の実践で多くの学生が「まず、自分の食生活を

ンストレーションを取り入れることとして、より困難

見直すことが必要である」
「栄養指導には人から信頼さ

な課題とした。集団指導は前述したように行動変容を

れる知識が必要である」と感じたことは、この実践が

期待しつつ、対象者の学習を支援する内容を盛り込む

より優れた資質を持つ栄養士の育成に効果的な指導法

ことに有用性がある。今回の実践の反省にあった「食

であったと考える。また、集団指導の伝え方、伝わり

に関する多くの知識」を発表する学生だけでなく他の

方を議論している学生の学びの姿は、今回の学習中心
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型教育の成果であるともいえる。
今後の課題としては、学生が自らの学びや成長を評
価できる自己評価方法を含めたこれら実践を評価する
評価方法の研究であると考える。栄養指導論実習を通
して、学んだ知識はどう活かすことができるのか、勉
強したことが社会へどうつながるのか等を学ぶことが
できるよう、授業研究を進めていきたい。
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キャリア教育の理想と現実
－教育現場で感じる個々の資質を育てる教育とは－

伊藤

由美子

愛知みずほ大学人間科学部

１．はじめに
本稿においては、大学（本務校）におけるキャリア形成

３．
「生活経済学」の基本的目的とライフプラン作成によ

支援関連科目として「生活経済学」の授業を通じて受講

る行動目標

生の資質の変容を明らかにするとともに、その変化に授

本来学生たちが、社会へ移行するにあたり考える「働く」

業担当者としてどのように対処することがキャリア形成

「家庭」
「生きる」などのイメージが乏しく、社会へ出て

支援としての効果を挙げることができるのかについて考

働くことや家庭を持つことは、なんの根拠もなく「なん

察する。なぜならば、キャリア教育の推進に伴い、その

とかなる」
「なんとか乗り越えていけるもの」と漠然と思

評価、検証がいまや重要な課題となっており、一律的な

っているように日頃の言動から感じる。そこで、生きて

評価ではそぐわないことも指摘されているからである。

いくために最低限の情報を得て、基本となるライフプラ

したがって、ミクロ的な授業評価を積み重ねることは、

ンを提示することで、生活に自信をもって一歩が踏み出

キャリア教育全体を評価する上で、ひとつの方向性を示

せるようにすることを基本目標とし、それぞれの人生の

すものと考える。

分岐点（トランジション）での見直しを図り、新たな目

さて、キャリア教育におけるキャリア・カウンセリング

標や計画に対してチャレンジする発展的能力を育成する

理論には、理論家の実践経験から気づく事柄を類型化あ

ことを最終目的とした。

るいは理論化したものが多い。また、自らの体験に基づ

一回の授業を構成する上でも、前半では基礎的な情報や

いた知識や経験知を通じてクライエントに対するカウン

現代社会で、取り上げられている問題などを提起しなが

セリングを行うなど、上野（キャリアデザイン学会）や、

ら、個々の基準を持たせ、商品やサービスの選択を行な

川崎（日本キャリア教育学会）らは、就職支援は、キャ

い、個々の人生においての「豊かさ」をプランに生かし

リア教育というよりもキャリア形成支援と呼ぶ方が現状

ていくことを目標としてカリキュラムを構成した。

に適していると言っている。生活経済学は、その意味で
キャリア形成支援関連科目のひとつと言えるし、自らも

４．学生の年代比較－ライフプラン作成の４つの要件に

そのような考えに基づいて授業を設計してきた。

ついての調査－（2001、2004、2008 年比較）
調査年度の設定について

２．生活経済学の授業設計の概要

2001 年 4 月より「生活経済学」を開始したこと、2008

半期１５コマ選択科目として、前半では情報提供を主と

年度は「授業に関する点検」年度に当たることから対象

した講義形式として、レジュメを配布した。特に教科書

とした、2004 年度はそれぞれの中間点に当たることで比

は使用せず、インターネットでテーマ毎に情報検索した

較対象とした。

ものや、本・雑誌の抜粋、新聞の切り抜きと TV の特別番

アンケート実施について

組やニュースなど、目で見て理解させ、耳で聞き理解を

2001 年度よりそれぞれの「豊かさの基準」を知り、的

促すものを利用し、毎回それぞれの理解度を図るために

確なアドバイスをするために、4 月の第一回目の授業時

レジュメを活用した。

に行なうアンケートの内容は以下の 5 つの質問を自由に

後半は、ライフプラン作成作業の時間とし、作業がスム

書いてもらう形式とした。

ーズに進むようにポイントを押さえた解説などを加えな

①あなたにとっての「幸せ」とは、

がら、個人の質問に対しても全員で共有すべきものは注

②ゆとりある生活とは、

目を求め、
聞かせながら、
平均的な情報の共有に努める。

③ゆとりある生活で、なくてはならないものは、
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④将来の目標は、

な生活」をイメージした生活をライフプランの作成を通

⑤理想とする生活環境について

じて与えられてこそ、初めてもう一段階上の、キャリア

アンケートの記述内容からキーワードを年代別に振り分

形成へとチャレンジする足がかりとなるのではないだろ

けてみたところ変化が見られた。特に変化を感じたのは

うか。

次の 4 項目である。
夢 1）：2001 年は夢（理想、希望）に関する〔自分の夢

６．大学に期待される取組み

や目標に向かっていること、そしてそれを達成すること

「学
2008 年 12 月 24 日中央教育審議会総会 5）において、

が幸せ〕の記述が多く見られるが、2004 年、2008 年は消

士課程教育の構築に向けて」
「高等専門学校教育の充実に

え〔社会人として労働時間 8-9 時間の仕事につき人と人

ついて」の答申が文部科学大臣に手渡された。
「今後の学

のつながりが良好であれば幸せ〕となってくることから

校におけるキャリア教育・職業教育のあり方について」

「普通の生活が送れること」が彼らの夢となってきたこ

の諮問が文部科学大臣より渡されたことが報告された。

とが読み取れる。

この中で大学に期待される取組みとして、①キャリア教

「時間」としての捉え方は（個人
時間 2）：2001 年は、

育を、生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指し、教

としての時間）という言語のみでの表現がほとんどであ

育課程の中に位置づける。②豊かな人間形成と人生設計

るのに対して、2004 年は個人から生活へと変化し、2008

を資するものであり、単に卒業時点の就職を目指すもの

年は、お金との関連としての時間（お金があっても時間

ではないことに留意し、アウトソーシングに頼るのでは

がない）に変化し、余裕のない状態を表している。

なく、教員が参画してキャリア支援形成に当たる。と明

安定 3）：2001 年は精神的安定、心の安定（人間関係：

確に表記されたことを受けて、それぞれの高等教育機関

家庭、友人、恋人）を求めるのに対して、2004 年は居場

でも取り組むべき方針を固める時期にきたのではないだ

所（居場所としての住居の存在）を重視し、2008 年は普

ろうか。

通であること（経済的安定が強い）を重視してきた。

そこで、
キャリア教育の定義は様々な人が行っているが、

4）

お金 ：2001 年は「お金」という言語での表現がほと

筆者はその中でも、
「キャリア教育とは、成長過程におい

んど全てに書かれていたのに対して、2004 年は、使途が

て、それぞれの教育が必要であるように、意思決定能力

明確になった「お金」の記載となり、2008 年では、生活

や体験型学習に、キャリアを関連させることで、アカデ

にとって必要最低限のお金（普通であること）を維持す

ミック科目で扱われる技能育成と共に図れ、雇用へのチ

ることの難しさを感じる記述が増え、ゆとりを手に入れ

ャンスや適応力の育成が図れるものである」と捉えてい

るための経済から安定・安心のための経済と変わったこ

る。

とが読み取れる。

高等教育機関において、
「キャリア教育学」という科目
を新たに設置するのではなく、それぞれの専門教員が、

５．学生の変容に対して何を対処すべきか？

キャリア教育の本質を理解した上で、それぞれの科目の

筆者が 2001 年当初に「生活経済学」の、シラバス作成時

中で取り組めないか、また、初年次教育 6）の一環として

は、キャリア教育を意識し、ライフプラン作成は様々な

取り組むのも一つの方策かとも考える。

人生の転機（トランジション）を経済的な側面から考え
るように、予測可能なものとして捉えさせることを目的

７．おわりに

としたが、初年度以降、毎年授業時と終了時に複数回行

大学の教育現場での現状として、指導困難な学生をも受

なう学生アンケートから、学生の内面的な思考の変化を

け入れざるを得ないことを考えると、キャリア支援、キ

追ってみた結果、将来のためのライフプランという姿で

ャリア形成を行なうことが望まれるのは周知の通りであ

はなく、生活防衛のためのライフプランという思考が見

ろう。大学教育の中で、賄えるものは極めて僅かで、現

られてきた。

実的に就職支援を行なう我々が、細やかな文章添削から

日本経済のグローバル化、労働者派遣法の改正以降、急

面接対策、精神的な面をも、聞き取り対応しなくてはな

速に広がった労働の多様化、非・正規雇用の拡大など、

らないのである。

これまでの学校から職業社会への、一貫したパイプライ

キャリア形成において「生きる力」をつけ、個々に対し

ンが分かれているといった社会的背景が学生生活の中ま

ての支援を行なうことはクライエントの数だけ、キャリ

で浸透してきている。そのような環境の変化の基で、ラ

ア支援の手法が存在することを理解して、それに対して

イフプランの作成はどのような意味を持つのであろうか

支援を行なうことが求められる。一律な支援は有り得な

と考えた時、これまでとは異なり、まず、彼らの多くの

いと考えるべきであろう。

意識である「安定」
「安心」を与えるものとしての役割が

以前から多くの研究者が「初等教育・中等教育・高等教

考えられる。彼らが求める「普通に生きること」
「平均的

育の連携及び学内教職員の連携、学校と地域との連携な
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ど」全ての大人が子どもを育て、将来につなげることの

2008：財布にいつも 8 千円以上ある。人並みの生活ができるお

ために必要であると言われているように、キャリア教育

金がある。

に携わるということは、指導者が「個々の学生達が自信
を持って人生を選択できること」を支援するために、資

5）教育学術新聞：2009.1.14 付

質を高め、それぞれの指導者がキャリア教育を理解して

6）初年次教育とは「高等学校から円滑な移行を図り、学習及び、

それぞれなりに消化して、それぞれの指導者（教員）の

人格形成に向けて、大学での学問的・社会的な諸経験を“成功”

授業の中に取り込み、学生に還元することが求められて

させるべく新入生を対象とした教育プログラム

いるのではないだろうか。
【引用文献】
１．渡辺三枝子編著 2007『キャリアの心理学』
２．上野允子 2007『大学のキャリア支援』経営書院
３．授業設計（近田）の文献紹介から探す
４．岩脇ら
【注】
1）
「夢」に対する補足記述
2001：夢や目標に向かっている時やそれを達成することが幸せ。
欲しい物を手に入れる。自分自身が成長でき、不安を逃す精神
力を持つ。生きがいを持つ。
2004：自立する。仕事に就く。起業する。正社員になる。
2008：睡眠時間 7 時間、労働時間 8-9 時間、3 食きちんと食べれ
る。家族揃っての食事。家族。人並みの生活。
2）
「時間」に対する補足記述
2001：自由である。やりたいことができる時間。自分の時間が
多い。一人で考える時間。
2004：自由な時間。休める。のんびり生活できる。相談相手が
居て楽しく話が出来る時間。
2008：時間に余裕がある。息抜きできる自由な時間。落ち着け
る時間。時間にゆとり持つ。
3）
「安定」に対する補足記述
2001：家族が健康で居る。友達が近くに居る。仲間がいる。好
きな人と一緒に居る。精神的余裕がある。楽観的に生きる。一
緒に生きる人が傍に居る。
2004：学校や職場での居場所がある。笑顔が絶えない生活。家
庭。帰る場所や自分の落ち着く居場所。車・電化製品が整った
家庭。住むところ。
2008：ストレスを貯めない。暮らしやすい環境と家庭。仲間が
近くに居る。暖かい家庭。人とのつながり。住居は緑が近い。
4）
「お金」に対する補足記述
2001：万馬券が当たる。適度なお金がある。少々余るお金があ
る。自由に使えるお金。経済的に豊かである。財産はあったほ
うがいい。
2004：保険や税金が払える最低限の生活ができる。預貯金があ
る。預貯金ができる。生活に必要なお金。欲しいものが買える。
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「記憶の再編成と歴史の読み替え」を実践する研究プロジェクト
－「産炭地」を重化学工業的近代から解放する試み－

佐藤直樹（愛知みずほ大学人間科学部）
0. プロジェクト概要1－現代史とデジタルアーカイブ

れていた、
「写真展：軍艦島－炭鉱の人々の暮らし」
（三

「歴史評価問題」や「認識問題」が顕在化するなか

笠市内の博物館・共催：NPO 法人軍艦島を世界遺産に

で、現代歴史研究において、現場からの思考というも

する会、みかさ炭鉱の記憶再生塾/協力：NPO 法人炭

のはますます重要性を増していると考えられる。そう

鉱の記憶推進事業団、北海道産業考古学会、北海道炭

した背景のもと、本プロジェクトは、産炭地域をはじ

鉱遺産ファンクラブ）でも状況が確認できた。長崎港

めとする重化学工業地帯に着目し、現代史、特に日本

沖合 19 ㎞のところにある端島は、現在は無人となっ

の近代社会を構成要素である「国民生活」の「国策」

たが、かつては 5,000 人以上もの人口があった島であ

への収斂を実体化してきたプロセスの解体を指向する。

った。そこは、160m×480m という狭さに、工場や事

この視線のなかで、人工都市である夕張市が、
「つくら

務所のほかに、昭和館（映画館）
、公民館、パチンコ屋

れ」
「きえゆく」過程に焦点があてられる。この過程へ

が立ち並び、神社、公園などがひしめきあう独特の姿

の焦点化は、「記された出来事（資料など）」へのメデ

から「軍艦島」と呼ばれていたものであった。炭鉱が、

ィア実践的アプローチによる多様な読みの可能性の確

1974 年に閉山すると、まもなく無人島なった。炭鉱と

保を行うことが前提となる。
「記された出来事」の再活

いう場がいかに人工的・集中的に作られたものである

性化によって得られた本プロジェクトの知見は、例え

ことを物語るものである。さらに、三笠市から、夕張

ば、
「放送アーカイブ」を〈読む〉というメディアリテ

へ向かう途中にある大夕張もまた残骸としての場所で

ラシー教育に活かされることになるであろう。

ある。かつては３万人ほどの人口があったというが、

本プロジェクトはそうした趣旨のもと、初年度のリ

現在は町や小学校の記念碑のほか、野原と化してしま

サーチを行ってきた。本稿は、2008 年 10 月に行われ

っている。その後、夕張市へ到着。今後のアーカイブ

たフィールドワークの記録である。

化について調査、企画を行った。
そもそも本プロジェクトが企画されたのは、あるワ

1. フィールドワーク概要－産炭地という〈空洞〉と夕

ークショップがきっかけであった。それが、市民メデ
ィアサミット 2007 におけるワークショップ「マスメ

張からの出発
北海道空知にある、「幌内、三笠、大夕張、夕張」

ディアでは報じられない夕張の実情を知りメディアの

をフィールドとした。幌内には、炭鉱の跡地が、
「幌内

あり方やこれからの地域のあり方を考える」であった。

を歩こう会」の活動の成果として、設立された「幌内

そこでは、当時夕張住民であった、３名から夕張の現

炭鉱遺産公園」がある。そこには、当時の発電所や炭

状を訴える報告があった。

鉱工場の一部、あるいは崩れかけた幌内神社が残って

2007 年度で廃校になった夕張小学校の教員、ある知

いる。こうした残骸としての跡地は、調査当時開催さ

的障害者の入所施設「清水沢学園」の職員は、夕張石
炭博物館の関係者らは、マスメディアでは伝わらない、
現場の情報を語り、夕張のふつうの日常や地域として

1本稿は、東海大学総合研究機構プロジェクト 2008 年
度「＜日本の近・現代史における北海道＞をめぐる人
文科学的研究」の一環で、北海道夕張市を中心に、放
送アーカイブを用いた現代史教育に関する研究調査の
動向報告であり、本稿の記録は、今年度の成果の一部
である。

の課題、再建問題について討論がなされた。
これらの取り組みは、いまだ初発的なものにとどま
るとはいえ、空洞化したように思える現場から新たな
物語を構築しなすひとつのメディア実践と捉えうるも
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のである。

必ずしも「住民」ではありえない。

2. 〈空洞〉を埋める記憶－〈読み〉の可能性へ

本政府」と「石炭産業に積極的に関わろうとする人々」

「記憶」の所有が論争的になりうるのは、「国家/日
本プロジェクトでは、この後さらに炭鉱博物館に残

によってつくられた「重化学工業的近代」を背負った

ったビデオ資料のアーカイブ化のため、再調査を行い、

産炭地という記録に、抗おうとする場合である。その

夕張ファンタスティック映画祭 2009「ゆうばりアーカ

抗いは、住民の日常埋没的な意識、すなわち産炭地の

イブ」を企画するに至っている。その企画は、
「映像の

幻想にとらわれている場合は発現せず、それらは、地

中から読み取る時代の情報と、この映像が撮影された

域づくり運動にみられるようなきわめて意識的な活動

当時の地域と住民それぞれが抱いていた今と変わらぬ

によって、私たちの前に現れるものである。こうした

夢や希望の片鱗を、再生に向けて歩みだした今の夕張

視線を、拡大し、
「解釈の権限問題から「記憶」を社会

市民にメッセージとして伝えていく」という意欲的な

学し、産炭地を解放する/できるか？」ということが、

試みがなされる予定である。この試みは、夕張に存在

ひとつの中心的課題となるであろう。学問的営為と実

すると想定されている〈空洞〉を読み替えることで、

践の隣接地帯が、このエリアでひとつの賭け金となえ

そこにかすかに存在する記憶を取り出そうとするもの

るような、そうした課題群がある。こうした「記憶の

である。

再編成と歴史の読み替え」を可能にする地平に可能性

こうした試みに近似したものは、すでに、
「幌内炭鉱

をみいだすものである。

遺産公園」にみる「価値表現」（吉岡 2005）に現れて
いる。それは、
「人数ではなく、地域内外の交流の密度

【引用・参考文献】（必要最低限のものにとどめた）

と質を重視する考え方であり、地域内外の人が対話と

吉岡宏高 2005「空知地域での炭坑遺産を手がかりにし

実践を重ねながら新たな価値を探って行こうとするも

た観光」『HEERO』48 北海道雇用経済研究機構

のでもある」（吉岡 2005）とされる。その筋道は、経
済的な復興からの脱却を図り、記憶がつなぐ「場」の
形成に基本的な立場がある。
3. 今後の方向性－「解釈の権限問題」という課題
夕張市の現状は、余談を許さないほど、厳しい。2007
年に財政破綻をすると、外部への人口流出による人口
の減少に加えて、高齢者の人口比率の極端な増加、夕
張炭鉱博物館閉鎖など相次いで、困難な状況がある。
まず押さえるべきはこのことであろう。
そしてその上で、こうした試みのもつ可能性が開花
するのをじっくりと考察し、実践していくことが求め
られている。本稿が、見てきたのは、産炭地に残る「記
憶」のかけらを、アーカイブという手法で、あるいは
メディア実践という形で、再活性化するというもので
あった。より具体的には、幌内の「残骸」は残骸とし
てではなく、
「記憶」と混じりあったとき、現在からの
解釈を許容し、新たな価値を獲得する可能性を秘めて
いる。このことは解釈のありように根ざすものである
と考えられる。
「マスメディア」
「国家/日本政府」以外
にも、解釈主体となりうる「住民」、
「関係者（活動家、
研究者）」の運動的な視線がそこには介在している。
ここで留意すべきは、
「解釈の権限問題」といった問題
群であるという方向性を最後に示したい。それは、
「産
炭地の『記憶』は誰のものか？」という問いである。
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学生アンケート調査結果の報告
2008 年 4 月実施
原

征男・平野

緑＊・高橋

徹＊＊

愛知みずほ大学人間科学部
＊愛知みずほ大学人間科学部
＊＊愛知みずほ大学情報教育センター

本学では過去に２回、全学生を対象にした学生の意識調査を行ってきている。１回目は
2000 年 4 月に、２回目は 2005 年 4 月に実施した。これらの調査結果については、本学の「自
己点検・評価報告書」（2001 年度、2005 年度）に報告している。また、新入生だけを対象
にした調査は、2006 年 4 月・2007 年 4 月と毎年実施してきており、それぞれ｢紀要｣第 1 号
及び第 2 号に報告した。今回は、2008 年 4 月に実施した３回目の全学生対象調査の実施結
果をまとめたものである。
まず、在学生対象の調査の回答数は次の通りで、２～４回生について２７９人の回答を
得たが、これは全在籍学生に対して 54.1%にあたる。回収率としては、前々回（00 年）調
査の 45%は上まわったが、前回(05 年)の 71.5%には遠くおよばなかった。年度初のオリエ
ンテーションのスケジュールの中で、回答のための十分な時間が確保できなかったことも
あり、次回への大きな反省点である。学年別では、２回生では 89.7%と高かったのに対し、
３回生では 67.4%、４回生では 30.7%と４回生での回収率が大変悪かった。このため一部
教員の協力を得て、授業時間を活用しての回収促進をはかったが、４回生には余り効かな
かった。男女別では、女子の回答率が良く在籍者に対し 69.2%、一方男子は 30.1%と大き
な差がついている（男女の記入のないものが１割強あるのでもう少し高い）。また、学年の
（例えば心理コースの２回生女子で
表示は進級直後でもあったため混乱があった模様である。
は、在籍 29 名に対し回答数は 32 通ある。３回生が２回生と誤表示したものと思われる。）

回答総数
２回生

３回生

４回生

７１

４５

１４６

３８

２４

２２

８４

人間福祉コース

７

１５

１５

３７

人間環境情報学科

３

４

健康科学コース
心理・カウンセリング

３０

４

不明

計

７８

１１８
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計

７
１

５

８３

２７９

左記は在籍者の 54.1%
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コース別の回収率は、健康＝45.0%、心理＝71.6%、福祉＝62.1%、環境＝31.8%

である。

一方、新入生対象の調査は、上述の通り 05 年以降は毎年実施してきており、今回の
回答者数はほぼ全員である。
回答総数

総計 90 名（男子=49 名、女子=41 名）
健康科学コース

４１

心理･カウンセリングコース

２８

人間福祉コース

１５

人間環境情報学科

６

計

９０

なお、使用した質問紙を参考１（在学生用）、参考２（１年・編入生用）として報告末に
付した。
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Ⅰ．在学生対象の調査
Q１ 生活について
(1) 自宅通学ですか、下宿していますか（グラフ１－１参照）
a.「自宅通学」が 168 人（60.9%）
、b.「下宿」が 108 人(39.1%)で、自宅通学生が６割を超え、下宿生
を上まわっている。前回は自宅生＝54.8%、下宿生＝44.9% であったので自宅通学生が増加してきてい
る。学年別では、自宅生が２回生＝67.9%、３回生＝55.2%、４回生＝62.0% である。前回はそれぞれ
62.2%、45.2%、52.0%であった。

１－１ 自宅生と下宿生
70
60
50
40
30
20
10
0

１－２ アルバイト
100
80
自宅
下宿

60

している
していない

40
20
0

2回生

3回生

4回生

2回生

3回生

4回生

(2) アルバイトをしていますか（グラフ１－２参照）
アルバイトを a.「している」のは 74.5%（自宅生で 81.2%、下宿生で 66.7%）
、一方、b.「していない」
のは 25.5%である。前回調査では、
「している」＝71.0%（自宅生＝82.5%、下宿生＝57.4%）であったの
でアルバイト従事率は上昇している。前回同様自宅生の従事比率が高いが、むしろ下宿生でアップしてき
ているのが目立つ。学生にとって生活面のゆとりが減少している印象がある。男女別では、男子の従事比
率が 77.8%、女子は 72.0%と男子の方が高い。
アルバイトの内容を記入してくれた人についてみると、平均して月に 12.3 回、64 時間ぐらい働いてい
て、収入は平均 61,500 円を得ている。前回は 13.2 回、65.8 時間で収入は 67,400 円であったので、前回
より回数、時間、収入とも減少（微減）しているが、回答者の女子の比率が前回より高かったのも影響し
ているかも知れない。いずれにしても学生生活の中でのアルバイトのウェイトが相当高いことは、学生の
指導という面で十分踏まえておかなくてはならない。
Q２ この 1 年に週に何日ぐらい大学にきましたか（グラフ２－１参照）
この質問は、｢実際にどれくらい学校にきたのか｣を質
２－１ 登校日数／週
問しているのだが、回答は実際を答えてくれたものもあ 200
るが、
「建前」で回答したものも多かったと推察できる。
平均は 4.4 日で、５日/週が 65.2%、４日/週が 20.9%、 150
３日/週が 4.4%である。当然のことであるが、２回生(旧 100
１回生)4.9 日→３回生(旧２回生)4.7 日→４回生(旧３回生)
4.4 日と進級により来学日数は減じているものの前回同様 50
登校の比率は結構高い。１日、２日というのが各３名あ
0
った（３回生に各２名）
。
〔前回の平均は 4.2 日〕
1
2
3
4
5
6

7

Q３ 部活動等について
（１）学内のクラブ・同好会に参加していますか（グラフ３－１、２参照）
a｢参加している｣が 38.5%〔前回調査では 43.6%〕
、b｢参加していたがやめた｣が 11.6%〔前回 11.5%〕
、
c｢参加していない｣が 49.8%〔前回 44.9%〕で、H19 年度に大学側が把握している参加率 49.4％より低く､
前回調査よりも低下している。登録クラブ数は増加しているが、クラブ参加率は低下し、学生数の減少と
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３－１ 学内の部活動

合わせて各クラブとも部員確保に苦労し
60
ていることがわかる。
2回生
学年別の参加率は、２回生=40.2%〔前回 50
3回生
44.4%〕､３回生=39.1%〔前回 48.5%〕､４ 40
回生=35.4%〔前回 37.0%〕である｡男女別の 30
4回生
参加率では､男子が 49.4%に対し女子は 34.0 20
%で、女子の参加率が低いのが顕著である。 10
自宅生／下宿生で対比してみると、自宅
0
生の参加率 24.8%〔前回は 31.4%〕に対し、
参加している
やめた
参加していない
下宿生は 57.9%〔前回は 58.3%〕で、前回
３－２ 学内の部活動・男女
同様自宅生の参加率が低い。アルバイト
40
（自宅生のほうがアルバイト従事率は高い）
や通学に時間がとられていることも影響して 30
参加している
いるのだろうか。女子の自宅生の参加率は
20
やめた
19.8%と低い。クラブ活動については「極力
参加していない
10
参加しよう」との大学側の基本姿勢からは
もう一段のてこ入れが必要となっている。
0
とりわけ女子・自宅生への働きかけが必要で
男子 女子 男子 女子 男子 女子
ある。
（参加率全体は他大学に比しては高い。
）
2回生
3回生
4回生
また、
「参加していたがやめた」は前回と
差のない 11.6%であるが、学年別では２回生=9.1%〔前回 7.6%〕
、３回生=12.2%〔前回 12.6%〕
、４回生
=11.4%〔前回 17.0%〕である。男女別では、男子の 3.6%に対し、女子では 15.4%である。参加をやめた
理由を 23 名が記述してくれたが、時間的余裕の問題（バイトで忙しい､通学に時間がかかるなど）=７件、
人間関係（いじめ､先輩や異性との関係など）=５件（全員女子）
、つまらない（面倒であるなど）=５件、
活発でない（自然消滅､人数少ないなど）=４件、勉強や学生会との両立が難しい=２件、体調不良=２件 な
どである。
（２）学外の同好会・サークル等に参加していますか
a｢参加している｣が 9.0%〔前回調査では 11.4%〕
、b｢参加していたがやめた｣が 1.5%〔前回 0.8%〕
、c｢参
加していない｣が 89.4%〔前回 87.8%〕である。学年別では、４回生が 13.0%と外部への参加率が高い。
【今後の対応】
学生数の減少もあり､クラブの維持が難しくなってきている。学生会とも相談・協力して､クラブ活動へ
の参加奨励を強化していきたい。また､外部の人による本学施設の利用についてのルール化をはかりたい。
Q４（１）現在、不安なことや心配なことがありますか（グラフ４－１参照）
「不安・心配あり」と回答したのは１６６名（回答者の 61.9%）で、複数回答で延べ 321 個の不安・心
配が挙げられていて、1 人当りは 1.9 個である。一方、
「不安・心配なし」と回答した人は 102 名（38.1%）
である。05 年 4 月の前回調査では、
「あり」が 58.6%（1 人当り 1.6 個）
、
「なし」が 41.4%（さらに前々
回は「あり」が 51.1%であった)と比べると最近の学生の不安・心配は増加してきているといえる。学年別
に見ると、
「不安･心配あり」の比率が２回生で 54.5%、３回生で 61.8%、４回生で 67.5%と前回同様卒業
が近づくにつれ就職を中心に不安・心配が増加している。男女別では、
「不安･心配あり」が男子で 62.7%、
女子で 62.3%と大差ない。
不安・心配の内容は、
全体では①就職＝29.6%
〔前回調査では 36.2%〕
、
②学習関係＝19.3%
〔前回 21.3%〕
、
③資格取得＝15.6%〔前回 19.5%〕
、④心身の健康 10.3%〔前回 7.6%〕
、⑤経済的問題＝7.8%〔前回 5.5%〕
、
⑥友人づくり＝7.5%〔前回 3.2%〕
、⑦異性関係＝5.6%〔前回 4.7%〕
、⑧その他＝4.4%〔前回 2.0%〕の順
位となっている。
（○内は順位）
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心身の健康、経済的問題、友人づくりなどでの増加しているのが気になる。就職は経済環境の好転（調
査当時）の影響もあり、比率としては低下している。
４回生では、①就職＝51.7%、②資格取得＝13.8%、③学習関係＝12.6%
３回生では、①就職＝25.8%、②学習関係＝20.4%、③資格取得＝17.7%
２回生では、①学習関係＝25.9%、②心身の健康＝13.6%、②資格取得＝13.6% である。
また、経済的問題では２回生=11.1%、３回生=10.2%なのに対し、４回生ではゼロである。
４－１ 不安・心配なことの内容

ア 学習関係

50

イ 心身の健康

40

ウ 友人作りや友人関係
2回生
3回生
4回生

30
20
10

エ
オ
カ
キ
ク

異性関係
経済的問題
資格取得
就職
その他

0
ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

続いて不安・心配の説明のうち主なものを示す。
（
（ ）内の記述は基本的に多い順に記した）
ア学習関係（62 件）=単位関係（単位が取れない､落とした､不足しているなど）
、授業内容関係（この先ついて
いけるか､理解できないなど）
、卒業できるかなど、勉強の仕方・理解力など、教職関係（試験勉強など）
イ心身の健康（33 件）=体調など､ダイエット･太ったなど､精神的なもの(情緒不安定､過呼吸など)､食生活､疲れ
ウ友人関係（24 件）=付き合いが苦手､友人との関係､編入直後である
エ異性関係（18 件）=彼女が欲しいができない､異性が怖い､誰が好きなのか迷う
オ経済的問題（25 件）=カネが足りない､バイトのし過ぎ
カ資格取得（50 件）=資格が取れるか心配､実習の心配､教員採用､社会で役立つ資格がわからない､医療系資格を
キ就職（95 件）=就職ができるか心配(不安､決まらないなど)､進路が決まらない(やりたいことが見つからない､
何になるのかなど)､就職活動(ちゃんとした活動ができるか､スタートできていないなど)､夢がないなど､希
望のところへいけるか､どこへ就職できるかわからない不安､教員になれるか､採用試験に自信がない
クその他（14 件）=母の病気､いじめられている､進学するか､実習関係､将来禿げるのでは

（２）不安や心配があったとき、誰に相談しますか？（グラフ４－２参照） ○内は順位
それでは、上記のような不安・心配があったとき誰に相談するかを聞いたところ、友人が圧倒的にトッ
プ、次いで家族が多く、さらに恋人・パートナーがきて先生は４番目以下であった。次の通り。
①友人＝２３８（43.9%)
②家族＝１４５(26.8%)
③恋人･パートナー＝７０(12.9%)
④担当チューター＝３０(5.5%) ⑤先輩＝２９( 5.4%)
⑥チューター以外の先生＝１６(3.0%)
⑦専門医療機関など＝７(1.3%)
４－２ 不安・心配の相談先
⑧その他＝７(1.3%)（高校の先生、伯母、相談しない
友人
など）
家族
恋人･ﾊﾟｰﾄﾅｰ
先輩
チューター
上記以外の先生
専門医療機関
その他

（３）
「なんでも相談箱」を知っていますか(グラフ 4-3 参照)
本学では、学生の不安や悩みには、基本的にはチュータ
ー制度で対応することとしているとはいうものの、これだ
けでは十分ではないため、常設のカウンセリング組織を持
つ代りに、
「なんでも相談箱」を設置して、学生の悩みが
あればこれをきっかけに個別の相談・カウンセリングに結び付けていくこととしている。しかしながら、
２年間の実績は「苦情申し入れ」が主体となってしまっている。そこで相談箱の認知度を確かめるととも
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に不安・心配ごとの相談先としての PR を意図してこの設問をおこなった。
その結果は、
「知っている」が 146 名
４－３ 「なんでも相談箱」の認知
(52.5%)、
「知らない」が 132 名(47.5%)
70
と僅かに知っているが上まわった。３回 60
生の認知度が低いのが気になる。
50
40

知っている

（４）不安や心配ごとを抱えたとき、
「な
30
知らない
んでも相談箱」を利用しますか
20
次に、相談箱の利用可能性について聞 10
0
いてみた。その結果は「利用したい」が
2回生
3回生
4回生
150 名(57.9%)、逆に「利用したくない」
が 109 名(42.1%)となっている。
そこで「利用したくない理由」を聞いたところ、
「自分のことをよく知らない人に相談するのはどうも
…」
（18 件）
、仕組みがよくわからず返事がもらえるかどうか（12 件）
、
「親や友人で十分」
（11 件）
、
「何
となく…」
（10 件）
、
「面倒である」
（8 件）
、
「関係ない人でややこしくなる」
（7 件）
、
「自分で解決する」
（7
件）
、
「話したくない､情報が流れる？」(5 件)、
「直接相談したい」
（5 件）であった。この制度のさらなる
PR と運営充実の必要性とを痛感する。
【今後の対応】
学生諸君の不安・心配については、
「チューター制」を中心に対応することとしてきたが、これを補完す
るものとして「なんでも相談箱」を設置し、これを個別案件にも対応するものとしている。したがって、
「なんでも相談箱」の PR を十分にはかり、対応の仕方のシステム化を進め、より利用されるものとした
い。本制度では状況に対応して個別のカウンセリングなども実施することとしており、PR もはかる。
Q５ 入学したコースは、入学前に期待していた通りでしたか（グラフ５－１参照）
a｢期待通り｣が 16.8%〔前回調査では 23.0%〕
、b｢どちらかといえば期待通り｣が 70.3%〔前回 52.9%〕
で、両者を合わせると 87.2%〔前回 75.9%〕と高い満足度を得ている。
〔 〕内数字の前回調査に比べて、
a は低下しているが、b を合わせた比率は 11.3%もアップしている。一方、c｢どちらかといえば期待はず
れ｣は 9.5%〔前回 17.3%〕
、d｢期待はず
５－１ コースへの期待
れ｣は 3.3%〔前回 6.8%〕で、合わせて
90
12.8%〔前回 24.1%〕と期待はずれは
80
前回の半分に低下してはいるが、なお
70
１割強の学生の評価は低い。（参考：
60
前々回調査では、｢期待通り｣52.3%、
2回生
50
｢不満足｣39.0%であった。
）
3回生

40

4回生

30
20
10
0
a

b

c

a
b
c
d

期待通り
どちらかといえば期待通り
どちらかといえば期待はずれ
期待はずれ

d

次に、c と d を合わせた「期待はずれ､」の内容を見ると、｢ウ､資格取得関連｣24.3%、｢カ､その他｣24.3%、
｢イ､カリキュラムの内容・指導｣16.2%、｢エ､就職との関連｣16.2%、｢ア､希望した専門分野ではない｣13.5%
などである。具体的に指摘されている主な点は次の通り。
◎｢ア､希望した専門分野ではない｣(5 件)・インテリア･アパレル系の授業がない・住環境コーディネーター
の勉強ができない など。
（具体的指摘は人間環境情報学科の学生によるもの）
◎｢イ､カリキュラムの内容や指導｣(6 件)・もっと広い心理学を学べると思った・開講科目をもっと多く
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など。
◎｢ウ､資格取得との関連｣(9 件)・介護福祉士の資格を取りたい・体育教員を目指すのにスポーツの場面が
少ない・試験対策が少ない など。
◎｢エ､就職との関連｣(6 件) 指摘件数は 6 件あったが、具体的な記述はなかった。
◎｢オ､進学との関連｣(1 件) 1 件の指摘はあったが、具体的な記述はなかった。
◎｢カ､その他｣(9 件)・授業の雰囲気がひどい・遠い・キャンパスが狭い・すべて など。
【今後の対応】
学生諸君の期待にある程度は沿えてはいるものの、指摘を受けた期待通りでない点については、関係者
間で検討を続け改善をはかりたい。
Q６ チューターについて
（１）前年度のチューターの名前を知っていますか
a｢知っている｣が 98.2%〔前回調査では 97.3%〕と圧倒的であったが、b｢知らない｣が５名(1.8%、4 名
は２回生)もいるのは考えさせられる。

行
か
な
い

な
い

ほ
と

ん
ど

全
く

行
か

た

時
々
行
っ

よ
く

行
っ

た

（２）前年度、どのくらいチューター
６－１ チューターとの接触
の所へ行きましたか（グラフ６－ 60
50
１参照）
2回生
40
a｢よく行った｣が 9.0%〔前回調査で
30
3回生
は 5.9%〕
、b｢時々行った｣が 35.7%
20
4回生
〔前回 34.8%〕
、c｢ほとんど行かなか
10
った｣が 39.0%〔前回 46.0%〕
、d｢全く 0
行かなかった｣が 16.2%〔前回 13.4%〕
となっていて、前回よりは少し多く行
くようになったが、a と b を合わせて
も 45%程度と物足りない。特に、d の
｢全く行かなかった｣の比率は前回より増加している。
学年別では、a､b 合わせて、２回生が 39.8%、３回生が 52.6%、4 回生が 39.2%となっている。2 回生
（前年度新入生）には特に接触の機会を多く持つ努力をしてきた筈だが、｢全く行かなかった｣の回答が
24.4%にも達している。
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（３）チューターの対応について満足していますか（グラフ６－２参照）
a「満足している」が 42.3%〔前回
６－２ チューターの対応
調査では 35.6%〕
、b｢ほぼ満足してい
70
る｣が 24.0%〔前回 26.7%〕
、c｢普通で 60
ある｣が 26.5%〔前回 30.2%〕
、d｢満足 50
していない｣が 2.5%〔前回 4.8%〕
、e
40
「行かなかったのでわからない」が
30
4.7%〔前回 2.7%〕となっている。a
20
と b を合わせて 66.3%〔前回 62.3%〕 10
で、｢満足していない｣も半減しており、 0
前回調査に比較して満足度は向上して
いる。個別の調査回答でも「行かなか
ったが、満足している」旨の回答もか
なりあり、チューターとの信頼関係が
できている様子の学生も目立った。

2回生
3回生
4回生
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男女別の満足度では、男子が a､b 合わせて 73.8%であるのに対し、女子は 61.6%と、女子が辛い傾向が
明白に出ている。
学年別では、a と b を合わせて、２回生 64.1%、３回生 74.6%、４回生は 56.9%（回答の２/３が女子）
で、３回生の満足度が高くなっている。
d｢満足していない｣のコメントでは「心理コースのことがわからなさ過ぎる」
「余り状況を把握していな
い」
「何となく頼りない」などチューター側に反省すべきものが多くみられた。
なお、前々回の調査では、｢満足｣31.3%、｢普通｣60.5%、｢不満足｣8.2%であったので、改善は進んでき
ていると評価できる。
【今後の対応】
「チューター制度」は本学の学生諸君への対応の根幹をなす制度であり、対応の充実をはかるべく各チ
ューターの一層の意識と知識の向上をはかりたい。また、接触の機会を増すことも重要と考えており、
「オ
フィスアワー」などを活用して学生諸君からのアプローチの増加を促進したい。また、編入生への初期の
指導充実の必要性を感じており、具体的な施策を検討したい。
Q７ 本学の教員の指導について、総合的に見てどう思いますか（グラフ７－１、２参照）
a｢満足している｣16.8%〔前回調査では 9.2%〕
、b｢ほぼ満足している｣34.1%〔前回 42.5%〕
、c｢普通であ
る｣47.3%〔前回 43.1%〕
、d｢満足していない｣1.8%〔前回 5.1%〕となっている。a と b を合わせると 50.9%
〔前回 51.7%〕で、a は増えたがトータルでは大差ない。ｄの｢不満足｣は減少したが、c の「普通」の評
価が増えている。
前々回の調査では、｢満足｣19.0%、
「普通」74.0%、
「不満足」6.2%であったので、FD 活動の推進などにより
改善は進んでいると評価できる。
学年別では、a と b を合わせて、２回生で 42.3%（うち a が 14.1%、逆に d は 1.3%)、３回生では 55.9%
（a は 16.9%、d は 1.7%）
、４回生では 50.6%（a は 19.0%、d は 2.5%）となっている。３回生での評価
が高くなっている。
男女別で見ると、男子が a と b を合わせて 56.0%（うち a が 27.4%)であるのに対し、女子は 47.0%（a
が 10.4%）
、d についても男子が 1.2%に対し女子が 2.4%と女子学生の方が厳しい傾向がみてとれる。
学科・コース別に見ると、a､b を合わせて健康が 44.1%（うち a は 11.7%)と低く、心理は 52.4%（a は
20.2%)と平均に近く、福祉は 78.4%（a は 27.0%)と高い評価を得ている。環境は回答数も多くはないが、
25.0%（a も 25.0%)と低い評価になっている。d｢不満足｣は健康で 3.4%であるが、心理・福祉・環境では
ゼロである。d の評価は全体で 5 名であるが、具体的には「連絡の取れない先生がいる」
「ひいきのような
ことがある」
「ひねくれ者が多い」などの指摘があった。

７－１ 教員の指導（全体）

７－２ 教員の指導
教員の指導
７－２

140

60
60

120

50
50

100

2回生

40
40

80

3回生
2回生
3回生
4回生
4回生

30
30

60
40

20
20

20

10
10

0

00

満足

ほぼ満足

普通

不満足

満足
満足

ほぼ満足
ほぼ満足

普通
普通

不満足
不満足

【今後の対応】
本学では、授業の改善（ファカルティ・ディベロプメント=FD と総称）は大切な課題と考え、教育研究
推進委員会を中心に早くから推進してきている。しかしながら、前回より満足度が十分に伸びていない点
を反省してさらに改善に努力したい。また、学生諸君には「オフィスアワー」などを活用して、学生が積
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極的に教員にアプローチされることを促進したい。
Q８ 本学の事務職員・図書館職員の対応についてどう思いますか（グラフ８－１参照）
a｢満足している｣が 31.2％〔前回調査では 25.9％〕
、b｢ほぼ満足している｣が 28.6%〔前回 32.1%〕
、c｢普
通である｣が 37.0%〔前回 37.2%〕
、d｢満足していない｣が 3.3%〔前回 4.9%〕となっている。a と b を合わ
せると 59.8%〔前回は 58.0%〕で約６割の学生から一応の評価を得ている。前回から a は増えたが、a と
b トータルでは大差なく、ｄの｢不満足｣は減少したが、c の「普通」の評価は多い。d の「満足していない」
は全体で９名であるが、具体的には「対応の良くない人がいる」
「資料・本が少ない(もっと医療分野の本
を)」
「閉門時間が早い」
「融通がきかない」などの指摘があった。
前々回の調査では、｢満足｣14.4%、｢普通｣63.1%､
８－１
８－１ 本学の事務・図書館職員の対応
本学の事務・図書館職員の対応
｢不満足｣22.5%と著しく評価が低かったことを考え 60
45
ると大きく改善されてきている。
40
50
学年別では、a と b を合わせて､２回生が 58.9 35
2回生
40
%（うち a が 25.6%)〔前回は a､b で 57.5%〕､３ 30
2回生
3回生
回生が 60.9%（a が 33.9%)〔前回 54.8%〕､４回 25
30
3回生
4回生
生が 56.9%(a が 31.6%)〔前回 62.0%〕で､３回生 20
4回生
20
15
で満足度が高く、４回生が低めである。
10
男女別では、a と b を合わせて、男子が 71.5% 10
5
（うち a が 40.5%)であるが、女子は 52.2%（a は
0
24.2%）で大きな差があり、ここでも女子学生の
満足
ほぼ満足
普通
不満足
ほぼ満足
普通
不満足
評価の厳しさがうかがえる（特に４回生女子では
45.7%と評価が低い）
。
【今後の対応】
事務職員・図書館職員は地味ではあるが、大学の教育や学生の学業・生活を支えてくれる大切で心強い
スタッフである。前々回の調査以降学生からの評価も向上してきている。これからも学生から大いに頼り
にされる事務室になるべく努力を続けたい。ただし、提出期限や奨学団体の規定を守るために、ときに厳
しく対応することもあることを理解してもらい、協力を得ていきたい。図書館の開館時間の延長は要員面
の問題もあり、改善を図ったが引き続き検討していきたい。
Q９ 現時点では、卒業後の進路をどのように考えていますか（表９－１、２、グラフ９－１、２参照）
卒業後の進路を尋ねた結果は表９－１の通り。回答総数 318 のうち、a「定職について働く」が最も多
く 78.3%〔前回調査では 83.6%〕
、次いで b「知識を深めるため勉強する」が 7.9%〔前回 5.8%〕
、e「今の
ところ何も考えていない」が 6.0%〔前回 5.8%〕
、d「実家に戻る」が 3.5%〔前回 1.1%〕
、c「定職にはつ
かず､やりたいことを探す」2.5%〔前回 2.2%〕
、f「その他」1.9%〔前回 1.3%〕である。
（複数回答になっ
ている） 一時のフリーター志向は減少しているとの実感はあるが、数字面では不明確である。｢何も考
えていない｣との回答が、２回生で 16.3%いるのはやむを得ないが、４回生でも 4.3%（全員女子）もいる。
この回答者の数は 19 であるが、うち 14 が女子である。
９－１ 卒業後の進路
9-1 卒業後の進路
a 定職に就く
b 知識を深めるため勉強
c 定職に就かず、探す
d 実家に戻る
e 今は何も考えていない
f その他

２４９
２５
８
１１
１９
６

回答総数

３１８

3%

6%

2%

定職に就く

3%

継続して勉強

8%

やりたいことを探
す
実家に戻る
何も考えていない
78%
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b の「勉強する」の内容としては、専門学校（11）
、大学院（9）
、留学（3）
、その他（3）など。c の「定
職につかず、探す」では、ボランティア（3）
、フリーター（3）など。ｄの「実家」では、家業の手伝い
（2）
、家事手伝い（2）など。f の「その他」では、他大学編入、結婚相手の家業の手伝い、役者になる、
わからない などである。
次に、a「定職に就く」と回答した学生の就職希望先を見ると表９－２の通りである。
９－２就職希望先

９－２ 就職希望先

ア、一般企業
イ、公務員
ウ、教員
エ、福祉関係
オ、病院関係
カ、その他

１０１
２９
９２
２５
１６
１３

回答総数

２７６

一般企業
公務員
教員
福祉関係
病院関係
その他

就職希望先では、ア｢一般企業｣希望が最も多く
36.6%〔前回調査では 26.3%〕
、次いでウ｢教員｣が
33.3%〔前回 31.2%〕
、イ｢公務員｣10.5%〔前回 17.2%〕と続く。エ｢福祉関係｣9.1%〔前回 15.1%〕
、オ｢病
院関係｣5.8%〔前回 6.7%〕
、カ｢その他｣4.7%〔前回 3.5%〕
。雇用状況の回復で一般企業が増加、教員希望
も根強く、公務員・福祉関係が低下している。
（複数回答） ｢その他｣に挙げられているのは、美容、イ
ンストラクター、サービス業、ラジオ局、わからない など。
【今後の対応】
卒業後の進路は学生にとっての最重要事であると認識している。就職全般については就職指導室が対応
し、教職への道の指導については担当教官がおこなうが、チューターを含め大学全体でサポートしていく
ので十分相談するよう指導していく。
Q10 通学手段などについて
(1) 通学に何を利用していますか（表１０－１、グラフ１０－１参照）
結果は下表１０－１の通りである。h「その他」との回答者 20 名のうち「自動車・クルマ」と明言した
のは 15 名（３回生=９、４回生=６）で、本学の「クルマ通学禁止」を意識して正直に答えなかったケー
スも想定できる。
（ｃのバスにはスクールバスを含む）
a
b
c
d

電車
電車＋バス
バス
バイク

37.5％
15.5％
5.4％
2.2％

１０４
４３
１５
６

e
f
g
h

原付
自転車
徒歩
その他

１７
３８
３４
２０

6.1％
13.7％
12.3％
7.2％

(2) スクールバスを利用していますか（表１０－２、グラフ１０－２参照）
１０－1 通学手段

10－2 スクールバスの利用
回答数
a よく利用している
b 時々利用している
c 利用していない

５０
６６
１５３

利用率
18.6％
24.5％
56.9％

前回利用率

17.4％
30.2％
52.4％

結果は上表１０－２の通りで､｢よく利用している｣18.6
％､｢時々利用している｣24.5％を合わせて 43.1％であるが、
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前回調査時の 47.6％に比べて利用率が低下している。利
用の少ない下宿生も減少しており利用率の低下は、原付な
１０－２ スクールバスの利用
どの増加や自動車通学の増加も影響しているのだろうか。
80
続いて、a と b を選んだ人にスクールバスの評価を聞
70
いたところ、96 名が回答してくれた。ア「ほぼ満足し
よく利用し
60
ている」64.6％〔前回調査では 48.4％〕
、イ「満足して
ている
50
いない」35.4％〔前回 51.6％〕となっていて、調査時期
時々利用し
40
ている
はバス会社変更の直後であったが、十分ではないが改善
30
利用してい
は進んでいる。
（a｢よく利用する｣人の評価では満足が
ない
20
60.5％、不満足が 39.5％であった。
）
10
「満足していない」34 名の記述の主なものは次の通り。 0
◎「バスの本数が少ない､増やして欲しい」=15
2回生 3回生 4回生
◎「時間通りに来ない、着くのが遅い」=6
◎「時間の調整を」=7（2 限後に、１限に不便、時間の見直しを、もっと遅くまで、終バスを早く）
◎その他=「バス停がわかりにくい」
「運転が雑」
「知立発は不要」
「赤池行を増やして」
「新豊田より豊田
市から」
「バスが小さい」
「椅子が座りにくい」
「名鉄のほうがよかった」
「混んでいる」
「押すボタンが
ない」など

１０－３ 免許所有状況
(3) 運転免許を持っていますか（グラフ
100
１０－３参照）
80
この質問に対し、
「運転免許あり」が
2回生
60
216 名（78.8%）
、
「運転免許なし」が
3回生
51 名（18.6%)、
「現在取得挑戦中」が
40
4回生
7 名（2.6%)となり、｢あり｣と｢取得中｣
20
を合わせると 81.4%と８割を超える高率
となった。この率は、２回生で 71.8%、
0
免許あり
取得中
免許なし
３回生で 79.3%、４回生では 93.8%と学
年を追って免許保有率は向上していて､大学に入学すると「車校」
（＝自動車学校）に行くのがお決まりの
コースになっている実感と一致する。
次に、免許保有者に、
「自分が主に使用できるクルマを持っているか」を聞いたところ、83 名（免許保
有者の 38.4%)が「はい」と答えている。また、
「自分が主に使用できるバイク（除原付）を持っているか」
には 29 名（免許保有者の 13.4%)が「はい」と答えている。両者に重複する人を調整すると、自分が主に
使用できるクルマ・バイクを持っている学生は、103 名（免許保有者の 47.7%、全体の 37.6%)で、免許保
有学生の半数近くが「自分が乗れるクルマ・バイク」を持っていることになる。
本学では、原則として通学にクルマ・バイク（除原付）を使用することを認めていないが、
「クルマ・バ
イクを通学に使ったことはありますか」の質問に正直に「はい」と答えたのは 61 名で、免許保有者の３
割近く（28.2%）になっている。
（
「免許あり」で「通学に使ったことはない」と明言しているのは 47 名で、
免許保有者の 21.8%に過ぎない。クルマ通学関連のトラブルが多いのも「むべなるかな」である。
）
【今後の対応】
スクールバスは、費用などとの兼ね合いもあり、難しい問題である。出された意見も参考にして今後も
改善を検討していくが、今後も意見・要望等があれば聴いていきたい。
本学は、教育的・社会的・物理的見地からクルマ通学は認めていないし、この方針は今後も不変である。
しかしながら、学生の８割が免許を保有し、その３割ほどが通学に使用したことがあるとの現実を前にし
て、何らかの対応を考えなくてはならない時期にきていることも確かである。
Q11 本学の良い点、悪い点について聞かせてください（グラフ１１－１参照）
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(1) 良い点は何ですか
１１－１ 本学の良い点
254 名が回答してくれたが、a「良い点があ
70
る」が 86 名・33.9%〔前回調査では 27.9%〕
に対し、b「特に思い当たらない」が 168 名・ 60
66.1%〔前回 72.1%〕となり、前回よりは少し 50
40
良い点がある
向上したものの依然２/３は思い当たらないと
30
の回答である。
特になし
20
学年別では､a が２回生=23.7%､３回生=35.9 10
%、４回生=41.9%と年次を追って上昇してい
0
2回生
3回生
4回生
るのは光明である。
学科・コース別では、a が健康=33.5%、心理=35.5%、福祉=26.5%、環境=50.0%と、福祉で低く、環境
で高くなっている。男女別では、a が男子で 31.2%、女子が 35.8%で、ここでは男子の評価が厳しい。
良い点として、具体的に挙げられたのは 83 件である。整理すると
◎ 先生との交流が多い、親しみやすい、何でも話せる、親身に対応など ＝２８
◎ 少人数、小ささの良さ（知り合える）
、フレンドリー、友人と深くつきあえるなど ＝２１
◎ 授業がわかりやすい（少人数授業）
、きめ細かい指導、講義が面白いなど ＝ ９
◎ アットホームな雰囲気（明るい）
、ほのぼのとした雰囲気など ＝ ９
◎ 静かで、自然・緑が多いなど ＝ ５
◎ 施設がきれい、トイレがきれいなど ＝４
◎ その他、
・食堂(=3)、大学の干渉が少ない(=2)、学科に関係なく選択できる、就職に熱心 など
(2) 良くない点は何ですか（グラフ１１－２参照）
252 名が回答してくれたが、a「特に思い当たらない」が 171 名・67.9%〔前回調査では 49.9%〕に対し、
b「良くない点がある」が 81 名・32.1%〔前回 50.1%〕となり、前回よりは向上したが、なお１/３は良く
ない点ありと回答している。学年別では､b が２回生=25.7%､３回生=35.5%、４回生=33.8%で、３回生で
厳しいが大差はない。
１１－２ 本学の悪い点
学科・コース別では、b が健康=36.9%、心理
70
=27.6%、福祉=26.5%、環境=50.0%と、健康・
環境で厳しく、福祉・心理で評価が高い。男女 60
50
別では、b が男子で 36.7%、女子で 32.2%と(1)
40
悪い点がある
同様男子が厳しく見ている。
30
特になし
良くない点として、具体的に挙げられたのは 20
73 件である。整理すると
10
◎ 市街から離れ、通学に不便（立地の悪さ、 0
2回生
3回生
4回生
駅から遠い、交通の便も悪い）など＝１３
◎ 駐車場がなく、クルマ通学ができないなど
＝１１
◎ 私語など授業がうるさい、学生のマナー・態度の悪さなど ＝ ９
◎ 小さく、学部がひとつで大学の感じがしない（人も少ない）など＝ ８
◎ 食堂（狭く、高い）
、お店がない、購買が不十分など ＝ ７
◎ グランド、食堂など設備面が不十分、施設の開放時間の問題など＝ ６
◎ 充実していない講義がある、講義内容など ＝ ３
◎ その他・人数が減りすぎ、教職についての情報が少ない、成績がわかるのが遅い、エレベーターが使
えない、教員試験対策をもっと、タバコ対策（健康を標榜している）
、評判が良くない、サークルや
イベントが少ない など
Q11 において、
「良い点なし」
「良くない点なし」と、この設問に関心を示さなかった回答者が 131 名（全
回答者の 47.0%)と半分もあったのは気になる点である。
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【今後の対応】
長所と短所は裏腹の関係であるとよく言われる。本学の特徴である、少人数、小規模、郊外立地といっ
た点は短所としても挙げられているが、学生/先生の距離感がなく交流が多い、学内で友人とも深く付き合
える、アットホームな雰囲気、静かで緑が多いなどと長所として多くの学生の評価も得ている。長所は今
後も伸ばしていきたい。一方、短所として指摘された点については、謙虚によく考えてみたい。その中で、
私語などで授業がうるさい、学生のマナーの悪さなどについては、学生自身の問題でもあるので学生を巻
き込んで改善を考えていきたい。また、前回調査ではなかったクルマ通学に関連する問題が今回初めてい
くつか指摘されている点は考えさせられる。

本学ではセクハラ防止のため「セクハラ防止に関する規定」を設け、同時に相談員（学生、教職員担
当）を公示してきている。さらに、学生に対しては、学生向けの「HANDBOOK」に方針や規定を掲
載するとともに、入学直後のオリエンテーションでこれらについての説明・意識喚起をおこなってきて
いる。幸い今まで「卵」のような出来事はあったが、それ以上には到っていない。今回はじめてこれに
ついての調査を実施した。
Q12 セクシャル・ハラスメント（セクハラ）について
(１) 「セクハラ防止規定」や相談員を定めていますが､これらを知っていましたか（表･グラフ 12-1 参照）
規定・相談員の認知度は、下表（１２－１）の通り。 （学年の合計や男女の合計が総合計と一致しないの
は、学年・性別の記入のない回答があったため。学年不明＝３、性別不明＝２７）
２回生
a.規定も相談員も知っている
b.規定は知っている
c.相談員は知っている
d.規定も相談員も知らない
e.その他
合

計

３回生

４回生

総合計

男子

女子

4( 5.3%)

8( 7.1%)

12(15.4%)

25( 9.1%)

9(11.1%)

14( 8.7%)

22(28.9%)

48(42.9%)

37(47.4%)

109(40.5%)

30(37.0%)

70(43.5%)

2( 2.6%)

5( 4.5%)

1( 1.3%)

8( 3.0%)

3( 3.7%)

5( 3.1%)

47(61.8%)

51(45.5%)

28(35.9%)

126(46.8%)

38(46.9%)

72(44.7%)

1( 1.3%)

―

―

1( 0.4%)

1( 1.2%)

―

１１２

７８

８１

１６１

７６

２６９

予想通りとはいえ、a「規定・相談員とも知っている」が 9.3%、b｢規定は知っている｣が 40.5%、c｢相
談員は知っている｣が 3.0%、d｢規定も相談員も知らない｣が 46.8%で、a､b､c を合わせてやっと半分を超え
る状況であった。男女別では、a､b､c を合わせて女子が 55.3%で、男子の 51.8%よりは高いが、やや物足
りない感じである。学年別では、d が２回生=61.8%→３回生=45.5%→４回生=35.9%と減少していて、学
年が進むにつれ認知度が上昇しているのは救いである。今後も一層の制度の認知度・セクハラ防止意識の
向上に努める必要を痛感している。

１２－１ セクハラ防止の認知度
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(2) 学内でセクハラを受けたり、感じたり
したことがありますか
274 名が回答してくれたが、97.4%の
267 名は b「ない」と回答した。微妙な
問題ではあるが、a「ある」と回答した
のは 7 名で、内訳は男子 2、女子 4、性
別不明１である。学年では、２回生=3、
３回生=3、４回生=1 である。
当然のことながらこれらの取扱いは慎
重にしなければならないが、
「①どんなケースでしたか」 に対しては、
A｢教職員から｣=2、b｢友人・先輩などから｣
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=5（うち男子 2）である。
「②その時どうしましたか」 に対しては、 イ.｢我慢して無視した｣=6（うち男子 1）
、ウ.｢相談員・友人
に相談した｣=1（男子） である。
「③その時の状況（教えられる範囲で）
」 に対しては、記述が３件あった。
・
「先輩から浮気相手になってくれと言われた」 ・
「空いている部屋に閉じ込められた」 ・
「着替
え、廊下歩行中、授業中」
（具体的には不明）
と深刻にとらえるべきものもある。
(3) ストーカー被害にあったことがありますか
8 件が報告された（２回生=3、３回生=4、４回生=1、うち 7 名は女子で不明が１名）
。合わせてその状
況を（教えられる範囲で）聞いたところ 7 件の記述があった。これによると、被害報告の時期は、高校（中
学）時代が５件で、あと３件は時期不明である。具体的には、高校時代では、
「元彼からのしつこいメー
ル」
「元彼につけられた、物の紛失も」
「知らない人に待ち伏せされた」
「盗撮にあった」など。時期不明
では、
「バイト終了後つけられた」
「商店街の HP 担当者からメール、電話、家の前で待ち伏せ」 などで
ある。本件からは、現在の社会状況から考えて十分な注意が必要なことをあらためて認識させられる。
【今後の対応】
入学時オリエンテーションなどでの認知度向上、セクハラ防止意識の向上に努めたい。また、相談員の
掲示の仕方なども工夫をし、全学挙げてセクハラ防止に取り組んでいる姿勢を明確にしていきたい。スト
ーカー対策として専門家による｢護身術｣の講話をお願いしたことがあるが､そんな企画も考えていきたい。
Q13 本学は「社会に向き合う大学」として、豊田市や大学周辺地域との関係を重視しています。豊田市や
周辺地域で行われる活動に参加してみたいと思いますか
全回答者 279 名のうち 195 名（69.9%)が何らかの活動に参加してみたいと回答してくれた。
（下表 13-1）
7 割の学生が地元での活動に関心を持ってくれているのは嬉しい限りで、学年別でも大差はなかった。
１３－１/地元での活動

２回生

a.豊田おいでんまつり

３回生

４回生

(不明)
２

合計

５０

３０

３

２

５

１０

4.3%

c.市内の小･中学校でのボランティア活動

６

２０

１７

４３

18.3%

d.環境や歴史･文化など地域のことを学ぶ行事や講座

３

６

５

１４

6.0%

e.本学学生がおこなう地域でのボランティア活動

７

９

６

２２

9.4%

f.社会福祉施設などでのボランティア活動

１２

１３

８

１

３４

14.5%

上記の何らかの活動に○をつけた人数

５４

８２

５６

３

１９５

69.9%

無回答の人数

２４

３６

２３

１

８４

30.1%

回答者合計

７８

１１８

７９

４

２７９

参加したい活動では、夏の「豊田おいで
んまつり」が半数近くを占めたが、
「c 学校
でのボランティア活動」/「f 福祉施設ボラ
ンティア活動」/「e 本学学生の地域ボラン
ティア活動」
（まちづくりの会、清掃活動）
などの広くボランティア活動も４割を超え
る関心を集めた。次いで「地域のことを学
ぶ機会」
「市民スポーツ行事」などである。
（グラフ１３－１参照）
こうした学生の関心・意欲をうまくサポ
ートすることをはかることが必要である。

１１２

47.7%

３０

b.市民を対象にしたマラソンなどのスポーツ行事

１３－１ 地元での活動
おいでんまつり
市民スポーツ行事
学校でのボランティア活
動
地域の歴史・文化を学ぶ
地域でのボランティア活
動
社会福祉施設でのボラン
ティア
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【今後の対応】
大学には、ボランティアの募集や地域行事への参加要請など多様な情報が寄せられる。しかし、現状で
はそれらの情報は学内に散逸し、どこにどのような情報があるか、相談窓口はどこ(誰)かなど、学生にと
ってはわかりにくい状態であると思われる。せっかくの意欲や希望のエネルギーが地域や社会に繋がって
いけるよう、教務部としては、まず ①情報提供場所（キャンパスヴィジョンではなく、掲示による情報
提供）の明確化（特定化）
、②情報提供様式の検討（大学に来た情報をそのまま掲示するだけでなく、活
動に参加するために最低限必要な情報項目の統一）に取り組みたい。
今回の調査では、2004 年秋から導入した｢キャンパスヴィジョン｣についてもその活用状況を調査した。
「CampusVision」とは、Web（パソコン、携帯電話）からアクセスする学生ポータルサイトで、学生は自分自身の時間割
やスケジュールの表示に加え、大学からの連絡事項（お知らせ、呼出、休講、補講、教室変更等）を確認することができ
る。また、大学からの連絡事項に関しては、学生自身は希望する情報に限ってのみメールにて受信することも可能である。

Q14 キャンパスヴィジョンについて伺います。
(1) CampusVision のメール配信機能を利用していますか。
（グラフ１４－１参照）
１４－１ CampusVisionメール配信の利用
70
60
50
40
30
20
10
0

利用している
利用していない

男性

女性

2回生

男性

女性

3回生

男性

女性

4回生

CampusVision の利用状況を調査し、247 名（88.5%）から回答を得る事ができた。回答の詳細は a「利
用している」が 235 名・95.1%に対し b「利用していない」が 12 名・4.9%となり、大半の学生が CmapusVision
を利用している事が伺える結果であった。
(2) CampusVision の利用形態に関しての質問（グラフ１４－２参照）
CampusVision の利用形態は大きく下記の 7 通りに分類され、その利用状況は a「全て利用している」が
82 名・33.2%となり最も多く、つづいて b「メール受信とパソコンでの Web 利用」が 54 名・21.9%、c「メ
ール受信と携帯電話での Web 利用」が 49 名・19.8%、d「パソコンと携帯電話での Web 利用」47 名・19.0%、
e「メール受信のみ利用」が 1 名・0.4%、f「 パソコンでの Web 利用のみ」2 名・0.8%、g「携帯電話での
Web 利用のみ」0 名・0.0%という結果であった。当初の予想どおり「メール受信」を中心として利用してい
るとの結果であったが、予想以上にパソコンからの利用が多かった。これは大学側から発信される情報の
中に、添付ファイルを含む情報が数多くある事と、学内のパソコンから Web サイトにアクセスする際の起
動画面が CampusVision である事から、利用度が高まったと推測される。
１４－２ CampusVision利用状況

a.全ての利用している
b.メール受信とパソコンで
のWeb利用
c.メール受信と携帯電話で
のWeb利用
d. パソコンと携帯電話での
Web利用
e.メール受信のみ利用

70
60
50
40
30
20
10
0

f. パソコンでのWeb利用の
み
g.携帯電話でのWeb利用のみ

男性

女性
2回生

男性

女性

男性

3回生

女性
4回生
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(3) CampusVision の良い点、悪い点を聞かせてください（複数回答可）
（グラフ１４－３参照）
CampusVision の良い点、悪い点を調査し、延べ 382 名から回答を得る事ができた。回答の詳細は a「自
宅でも休講が確認できる」が 163 名・42.7%となり最も多く、つづいて b「メールに情報が送られてくる」
が 96 名・25.1%、c「自分とは関係ないメールが多すぎる」が 85 名・22.3%、d「添付ファイルが簡単に開
けない」が 20 名・5.2%、e「その他」が 18 名・4.7%という結果であった。良い点、悪い点共に当初の想定
どおり「メールに関係する」意見をあげる学生が多数であった。
良い点では「情報を手軽に入手できる」点をあげている学生が多かったが、同時に「情報が手軽に入手」
できるが故に、
「本来自分とは関係ない情報が数多く届く」ところを悪い点と回答する学生が多かった。悪
い点の少数意見では「メールの届くのが遅い」
、
「同じメールが複数届く」等があった。メール受信に関し
ては、大学側が全学生を対象とした情報発信をおこなっても、学生自身、興味がないものを「余分な情報」
と判断する傾向がある事が伺える。メールに送信される情報は本文のみで、添付ファイルの添付を行って
いないにも関わらす「添付ファイルが簡単に開けない」等の意見が少ないことから、学生は CampusVsion
からの添付ファイルはメールでは受信できないと認識していると判断できる。
１４－３ CampusVisionの良い点・悪い点
図3

60

a.自宅でも休講が確認できる
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b.メールに情報が送られてくる
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ぎる
d.添付ファイルが簡単に開けない
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10
0
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男性
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男性
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e.その他
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【今後の対応】
利用頻度が最も高い情報のメール送信の充実を図る事を今後の課題として検討し改善を図りたい。

Ⅱ．新入生対象の調査
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）
（グラフ１－１参照）
１－１ 本学情報の入手先
80
70
60
50
H20
H19

40
30
20
10
0
a

b

c

dｱ

dｲ

e

f

g

ａ
ｂ
ｃ
ｄｱ
ｄｲ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ

先生から
先輩・友人から
説明会会場で
学校パンフ
その他パンフレットで
情報誌を見て
ホームページを見て
広告（新聞・駅）を見て
以前から知っていた

h

全体としては、前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「学校で見たパンフレット」
、
「先輩・
友人の薦め」
、
「ホームページを見て」という回答が多かった。この順位は前年と同様である。本年の方が
回答数が多かった項目は「説明会会場」
「その他パンフ」
「以前から知っていた」という項目で、全体数が
100
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減少している中で増加したということは注目すべきことかも知れない。特に「以前から知っていた」とい
う項目には本学を何らかのことで知っている関係者が評価して勧めてくれたのだと思われる。
Ｑ2．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可) （グラフ２－１参照）
２－１ 本学を選んだ理由
120
100
80
H20
H19

60
40
20
0
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

klm

ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
klm
ｎ

勉強したい分野
学力に合っている
ｶﾘｷｭﾗﾑが適切
指導が良い
少人数教育に関心
チューター制に関心
資格取得のため
就職率の高さ
学費が安くてすむ
先生の薦め
知人の薦めなど
通学に便利

n

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」
「少人数教育に関心を持ったので」
、
「先生の薦め」
「指導が良い」という回答が多かった。本
年の入学者数が前年より減っているにもかかわらず増えている項目は、
「指導が良い」
「学費が安い」と「先
生の勧め」である。これは口コミ等で教師の努力が少しは発揮されているのだろうか。経済的なことも受
験生の親にとっては重要な問題であることがうかがえる。
前年、一昨年は、
「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、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思われたが、本年は資
格を取得するためという目的意識はそれほど多くない（３３％→３０％）
。
ｇの「資格取得のため」本学を選んだ学生たちが目指す資格は下表（表２－１）の通りである。

表 2-1
健康
心理
福祉
環境
合計

教員免許

3

保健体

養護

育

2

スポーツ 医療関
関係

社会福祉士

係

心理士

10
6

精神保

合計

健

1
5

3

2

16

0

0

5

0

1

15
7
5
0
27

取得したい資格の内容は、教員免許では、①養護教諭１６名、②保健体育教員２名、③教員免許（種類
の記載なし）３名。全体としては教員の資格を取得したくて入学した学生の割合は３０％で、昨年の３３％
より少なくなっている。コース別では、健康コースでは１５名（３３％→３７％）が希望している。心理
コースは７名（３４％→２５％）
、福祉コースは５名（１３％→３３％）
。心理コースは１４名が７名に減
り、心理士を目指す人が６名から０になっている。福祉コースは社会福祉士が１名から５名になっている。
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Ｑ３．あなたは、入学したら参加したい部、サークルなどがありますか。
（表３－１）
学内

学外

2 ダンス部
1
サッカー部
1
テニス部
2
野球部
1
バドミントン
1
バレーボール部
1
ダンス部
1
スポーツサークル
0
水泳部
2
陸上部
1
スケート部
1
ソフト部
1
計
14 計
1
部活動への参加意欲は一昨年５６名が前年３２名になり、本年は１５名、割合から見ると大幅な減少で
ある（06 年=27％、07 年=24％、08 年=17％）
。これは、これからの大学の学生による活動等にも大きく影
響してくると思われる。主に部活動をする学生が学生会の活動を担ってきており、学生会に参加する学生
が大学祭等を積極的に盛り上げてきた経緯があるだけに気がかりである。
バスケットボール部

Ｑ４．現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか。
（グラフ４－１参照）
（あるに○をつけた学生は複数の不安
４－１ 不安の有無
をもっているのでａ+ｂはデータ総数よ
60
50
り多い）
40
a=「ある」
、b=「特にない」
30
20
10
0

ある

ない

実際にはわからないがデータ上は前年と比べると、悩みを抱えている学生は減っている。
（53％→39％）
次に「ある」と答えた内容を分析した。
（グラフ４－２参照）
「ある」と答えた内容の構成順序は、前年と変わらず、学習、友人づくり、経済面と続いている。
４－２ 新入生の不安

ｲ
7%

b
50%

ｳ
5%

ｴ
19%

a
50%
ｱ
15%
ｵ
4%
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次に男女別の状況を見る（グラフ４－３、４参照）
４－３－２ 女性

４－３－１ 男性
ｳ
9%

ｲ
3%

ｲ
4%
b
68%

a
32%

ｴ
6%
ｱ
11%

b
34%

a
66%

ｳ
20%

ｱ
27%

ｵ
2%

ｵ
7%

ｴ
9%

男女別では、女性（２２人）が男性（１３人）より不安を抱えている。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。
さらに具体的に不安、心配を見ていく。
表４－１ 不安項目ごとのコース内の件数と割合

学習
健康
心理
福祉
環境
件数

10
9
2
0
21

心身
24.4%
32.1%
13.3%
0.0%

友人
3
1
0
0
4

7.3%
3.6%
0.0%
0.0%

経済

7
8
0
1
16

17.1%
28.6%
0.0%
16.7%

その他
4 9.8%
4 14.3%
0 0.0%
0 0.0%
8

3
2
0
0
5

7.3%
7.1%
0.0%
0.0%

合
計
27
24
2
1
54

*網掛け部分は項目内で一番高いコース

不安項目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、心身の健康の面では健康コースが、
経済的な面では心理コースが、それぞれ高い値を示している。これは前年と同じ傾向である。
不安の内容の具体的記述は 43 件（１人あたり 0.5 件）で、ア「学習関係」=35%、ウ「友人づくり」=30%、
エ「経済的問題」=12%、イ「心身の健康」=7%、オ「その他」=16%である。
表４－２ 「学習関係の不安」の内訳

勉強についていけるか
11
まったくできないので不安
1
英語が苦手だったのでものにしたい
1
英語・数学が苦手
1
情報・英語が苦手
1
計
15
まったくできないと学習に不安を抱えている。具体的な記入としては、英語、数学、情報に特に不安を
抱えており、前年と同様であった。
表４－３ 「心身の不安」の内訳
足に障害があるので運動についていけるか
1
一人暮らし
1
環境に慣れるか
1
計
3
不安の件数は３件と他項目よりは少ない。この不安の内容は、氷山の一角と思われる。入学後の学生生
活を続けられない学生の多くは、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って表面
に出ていないだけであろう。この悩みのため不登校になり、退学していく学生が予想以上に多く存在する。
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深刻な問題である。
表４－４ 「友人づくり」の不安の内訳

友達が作れるか
9
人見知りなので友人ができるか
3
一人だから
1
計
13
学生生活にとって大事なのは友人である。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。本
学の学生は自分に自信が持てない学生が多く、特に内向的な学生はこの問題に不安を抱えている。
表４－５ 「経済的問題」の不安の内訳
奨学金をもらえるか
2
学費を期限までに納入できるか
1
通学費・学費親の負担が大きい
1
一人暮らしの生活費
1
計
5
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。
経済的な問題面の不安も大変深刻な悩みである。学費の滞納者も多く、このため途中で退学せねばなら
ない学生が少なくない。世の中の経済情勢がますます不景気になり、深刻な悩みになっている。
表４－６ 「その他」の不安の内訳
一人暮らし
3
通学に時間がかかる
1
通学がちゃんとできるか
1
４年間頑張れるか
1
周りの人の性格
1
計
7
遠距離通学については前年と同様２件記入されていた。ここでも一人暮らしが不安という者がおり、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。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」との回答が全体の 77％である。
（グラフ５－１参照）
ａｱ 一般企業
５－１ 卒業後の進路
ａｲ 公務員
70
ａｳ 教員
ａｴ 福祉関係
60
ａｵ 病院
50
ａｶ その他
40
H20
ｂｱ 大学院
H19
30
ｂｲ 専門学校
ｂｳ 留学
20
ｂｴ その他
10
ｃその他
0
ｄまだ考えていない
aｱ

aｲ

aｳ

aｴ

aｵ

aｶ

bｱ

bｲ

bｳ

bｴ

c

d

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（30 名）
、
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つづいて「福祉関係」という結果となった。この順位は前年とは異なっている。前年の２位は「一般企業」
、
３位は「公務員」であった。表２－１の目指す資格のところでは教員資格は 21 名が目指していたが、こ
こでは 30 名が卒業後の進路を教師としている。前年も同様な傾向がみられた。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。
卒業後の進路を図示すると下図の通り。
（グラフ５－２参照、右の円グラフは a｢就職する｣の内訳）
５－２ 卒業の進路
ｳ
34%
d
22%

他
70%

ｲ
6%
ｱ
9%

c
3%

ｶ
9%

b
5%

ｵ
1%

ｴ
11%

ａｱ 一般企業
ａｲ 公務員
ａｳ 教員
ａｴ 福祉関係
ａｵ 病院
ａｶ その他
ｂ進学等
ｃその他
ｄまだ考えていない

Ｑ６.その他何か述べたいことがあれば、書いてください。
表６－１ その他

迷惑をかけてしまいますが、よろしく
平和が一番
相談員はいるのか

以上、入学者数の減少で統計処理の意味がない項目もあったが、前年と同様の傾向が見られる質問もあっ
た。グラフ１－１の本学の情報入手先やグラフ２－１の本学を選んだ理由等である。一方、少し違う傾向を
示したのは卒業後の進路である。第 1 位の教員は同じだが、第 2 位一般企業、第 3 位公務員より、福祉関係
が上位となっている。
不安･心配の項目では学習、
友人づくりが多いが、
表面に出ていないが心身の健康不安、
経済的問題の不安は深刻である。一人暮らしができるか心配しているのはこの面からかもしれない。
この問題の支援は、教員がきめ細かい指導をしても、問題の内容が深刻でなかなか力の及ばない場合もあ
るのが残念である。
以上
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《参考１》

アンケート調査のお願い

在学生用

H20 年度
愛知みずほ大学・学生委員会

私たちは、学生生活の実態やその背景にある意識を知って、学生の皆さんがよりよい学生生活が過ごせる
ように改善を図っていきたいと考え、数年おきに学生生活に関するアンケートを実施しています。皆さんに、
アンケート調査への参加とその回収についてのご協力をぜひお願いします。
最初に以下の項目にお答えください。
該当する記号（ａ～ｈ、ア～ク、①～②）を○で囲み、括弧内には適当な語を記入してください。
（コース・学科）
ａ．健康科学コース
ｂ．心理･カウンセリングコース
ｃ．人間福祉コース
ｄ．人間環境情報学科
（学年）
ａ．2 回生
ｂ．３回生
ｃ．４回生
（性別）
ａ．男性
ｂ．女性

１． あなたの生活について伺います。
(1) あなたは自宅通学ですか。下宿していますか。
a. 自宅

b. 下宿

c. その他（

）

(2) あなたはアルバイトをしていますか。
ａ．している（月

回、計

時間くらい、収入 計

円 くらい）

ｂ．していない

２．

あなたは前年度
（H19 年 4 月から H20 年 3 月まで）
、
週に何日くらい大学に来ていましたか。
（

）日/週

３． 部活動等について伺います。
(1) あなたは学内のクラブ・同好会に参加していますか。
ａ．参加している
）

ｂ．以前は参加していたが、やめた（理由
ｃ．参加していない

(2) あなたは学外の同好会・サークル等に参加していますか。
ａ．参加している
ｂ．以前は参加していたがやめた（理由

）

ｃ．参加していない

）

（理由

４．(1) 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか。
a． ある (該当する項目を○で囲み、具体的に説明してください)
ア．学習関係（

）

イ．心身の健康（

）

ウ．友人づくりや友人関係（

）

エ．異性関係（

）

オ．経済的問題（

）

カ．資格取得（

）

キ．就職（

）

ク．その他（

）

b． 特にない
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(2) あなたは不安なことや心配なことがあったとき、誰に相談しますか。
（複数可）
ア．家族

イ．友人

ウ．恋人・パートナー

エ．先輩

ウ．大学の担当チューター

キ．専門医療機関やカウンセリング

カ．チューター以外の先生

ク．その他（

）

(3) 大学が設置している「なんでも相談箱」
（1 階ロビーの掲示板付近に設置）について知っています
か。
a．知っている

b．知らない

(4) あなたがもし不安なことや、心配ごとを抱えたとき、
「なんでも相談箱」を利用しようと思いま
すか。
a．利用したい

b．利用したくない
）

利用したくない理由を教えてください（理由：

５．あなたが入学したコースは、入学前に期待していた通りでしたか。
a．期待通りである
b．どちらかといえば期待通りである
ｃ．どちらかといえば期待はずれである
ｄ．期待はずれである
上でｃ．かｄ．を選んだ人はどんな点が期待はずれですか。該当する選択肢に○をつけ、不満に思ってい
る点を書いてください。
ア．希望した専門分野ではない（

）

イ．カリキュラムの内容や指導（

）

ウ．資格取得との関連（

）

エ．就職との関連（

）

オ．進学との関連（

）

カ．その他（

）

６． あなたを担当しているチューターの指導状況について伺います。
(1) あなたは、自分の前年度のチューターの名前を知っていますか。
a．知っている
b．知らない

(2) あなたは前年度、どのくらいチューターの所へ行きましたか。
a．よく行った
b．時々行った
c．ほとんど行かなかった
d．全く行かなかった

(3) あなたはチューターの対応について満足していますか。
a．満足している
b．ほぼ満足している
c．普通である
d．満足していない（思っていることがあれば書いてください。
）
）

（
e．ほとんど（あるいは全く）行かなかったのでわからない

７．

あなたは本学の教員の指導について、総合的に見てどう思いますか。
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a．満足している
b．ほぼ満足している
c．普通である
d．満足していない（思っていることがあれば書いてください。
）
）

（

８．

あなたは本学の事務職員・図書館職員の対応についてどう思いますか。
a．満足している
b．ほぼ満足している
c．普通である
d．満足していない（思っていることがあれば書いてください。
）
）

（

９． あなたは、現時点では、卒業後の進路をどのように考えていますか。
（以下の a～ｆの中から希望進路を選んで○で囲み、さらにア～カから選んで○で囲んで下さい）
ａ．定職について働く
.公務員

ア. 一般企業

イ.

オ. 病院関係

カ. その他（

ウ. 教員

エ. 福祉関係
）

ｂ．知識を深めるために勉強する
ア. 大学院

イ. 専門学校

ウ. 留学

）

エ. その他（

ｃ．定職にはつかず、やりたいことを探す
ア. 海外青年協力隊

イ. ボランティア

ウ. NGO 活動

アイウ→補足説明（地域など

）

エ. フリーター （ ① 目的はある ② 目的は特にない ）
）

目的は何ですか（
ｄ．実家に戻る
ア. 家業の手伝い

イ. 家事手伝い

ウ. 何もしない

e．今のところ何も考えていない
）

ｆ．その他（

１０．通学手段などについて伺います。
(1) あなたは通学に何を利用していますか（バスにはスクールバスを含む）
a．電車

b．電車＋バス

c．バス

d．バイク

e．原付

f．自転車

g．徒歩

h．その他（

）

(2) あなたはスクールバスを利用していますか。
ａ．よく利用している
ｂ．時々利用している
ｃ．利用していない
上でａ か ｂを選んだ人はスクールバスについてどう思いますか。
ア．ほぼ満足している
）

イ．満足していない（

(3) あなたは「運転免許証」を持っていますか。
a．はい

b．いいえ

c．現在取得に挑戦中

ア．あなたは自分が主として使用できるクルマを持っていますか。

① はい

② いいえ

イ．あなたは自分が主として使用できるバイク(除原付)を持っていますか。① はい ②いいえ
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ウ．上のア、イで｢①はい｣の場合、それらを通学に使ったことはありますか。① はい ②いいえ

１１．本学の良い点、悪い点について聞かせて下さい。
(1)本学の良い点は何ですか。
ａ．良い点がある （具体的に：

）

ｂ．特に思い当たらない

(2)本学の良くない点は何ですか。
ａ．特に思い当たらない
）

ｂ．良くない点がある （具体的に：

１２．セクシャル･ハラスメント（セクハラ）について伺います。
（複数可）
(1) 本学では「セクハラ防止に関する規定」を設け（｢HANDBOOK｣に掲出）、相談員を定めていま
す（掲示板に掲出）。このことは知っていましたか。
a．規定も相談員も知っている

b．規定は知っている

d．規定も相談員も知らない

e．その他（

c．相談員は知っている
）

(2) あなたは、学内で、セクハラを受けたり、感じたりしたことがありますか。
a．ある

b．ない

①どんなケースですか。
ア．教職員から

イ．友人・先輩などから

ウ．その他

②その時どうしましたか。
ア．その場で拒否・抗議の姿勢を示した

イ．我慢して無視した

ウ．相談員や他の先生・友人などに相談した

エ．その他（

）

③その状況を教えられる範囲で教えて下さい（いつ、どこで、誰から、どんなとき、どんな風に）
）

（

(３) あなたは、ストーカー被害にあったことがありますか。
その状況を教えられる範囲で教えて下さい（いつ、どこで、どんな人から、どんなとき、どんな風に）
）

（

１３．本学は「社会に向き合う大学」として、豊田市や大学周辺の地域との関係を重視しています。あ
なたは、豊田市や大学周辺地域で行われる活動に参加してみたいと思いますか。
a．豊田おいでんまつり
b．市民を対象にしたマラソンなどのスポーツ行事
c．市内の小・中学校でのボランティア活動(学習指導、行事手伝いなど)
d．環境や歴史・文化など地域のことを学ぶ行事や講座
e．本学学生がおこなう地域でのボランティア活動(｢学生によるまちづくりの会｣､清掃活動など)
f．社会福祉施設などでのボランティア活動

１４．キャンパスビジョン(Campus Vision)について伺います。
(1) Campus Vision のメール配信機能を利用していますか。
a．利用している

b．利用していない

利用していない理由：ア．存在を知らなかった
ウ．使わなくても困らない
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エ．その他（
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(2) パソコンから Campus Vision を利用していますか。
a．利用している

頻度：ア．ほぼ毎日

イ．週に

場所：ア．学内

イ．学外

b．利用していない 理由：ア．存在を知らなかった
ウ．使わなくても困らない

回

ウ．月に

回

ウ．学内・学外両方
イ．使い方がわからない
）

エ．その他（

(3) 携帯電話（i モード､EZWeb､Yahoo!ケイタイ）から Campus Vision を利用していますか。
a．利用している

頻度：ア．ほぼ毎日

イ．週に

場所：ア．学内

イ．学外

b．利用していない 理由：ア．存在を知らなかった
ウ．使わなくても困らない

(4)

回

イ．使い方がわからない
）

エ．その他（

b．ちょうどよい

c．少なすぎる

Campus Vision の「添付ファイル」を開いたことがありますか。
a．開いたことがある

b．開いたことがない

開いたことがない理由：ア．添付ファイルが何かわからない
ウ．パソコンを利用するのが面倒

(6)

ウ．月に

ウ．学内・学外両方

Campus Vision からのメール配信の頻度についてどう思いますか。
a．多すぎる

(5)

回

イ．開き方がわからない
）

エ．その他（

Campus Vision の良い点、悪い点があれば聞かせてください。（複数可）
a．自宅でも休講が確認できる

b．メールに情報が送られてくる

c．自分と関係しないメールが多すぎる

d．添付ファイルが簡単に開けない
）

e．その他（

(7)

Campus Vision で他に配信して欲しい情報や、ご意見があれば聞かせてください。
（
）
（回収は、ロビーの掲示板前と食堂前にある回収箱にお願いします。
）
ご協力ありがとうございました。
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《参考２》
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博物館学芸員課程 博物館実習
～館務実習の紹介～
川瀬 基弘・森際 眞知子
愛知みずほ大学 博物館学芸員課程連絡協議会

１．はじめに

２条）文化施設であると定義されています（愛知み

愛知みずほ大学で博物館学芸員課程が始まって，

ずほ大学「資格に関する履修の手引き

２００８」

７年が経過しました．しかし，学芸員という言葉自

参照．以下も同様）．博物館で扱う資料はあらゆる

体の知名度は低く，学芸員の業務内容までは一般に

分野にわたっており，博物館には，「人文科学及び

正しく知られていないのが現状です．ここでは，博

自然科学の両分野にわたる資料を総合的な立場から

物館の定義やそこで働く専門職の学芸員について簡

扱う」総合博物館のほか，「考古・歴史・民俗・造

単に紹介するとともに，本学で開講されている博物

形美術等の人間の生活及び文化に関する資料を扱

館学芸員課程の仕上げ科目である「博物館実習」に

う」人文系博物館と「自然界を構成している事物若

ついて説明します．

しくはその変遷に関する資料又は科学技術の基本原

博物館学芸員課程の関連科目は多数ありますが，

理若しくはその歴史に関する資料若しくは科学技術

その中で総まとめ的な位置づけにある博物館実習

に関する最新の成果を示す資料を扱う」自然系博物

は，事前・事後指導，学外見学実習と館務実習の３

館があります（公立博物館の設置及び運営に関する

部から構成されています．本報では，各施設におけ

基準

る館務実習の内容を詳しく紹介します．

した各種の博物館や資料館，各種の美術館，文学館

第２条）．産業経済などの特定分野に専門化

は人文系博物館に，動植物園，水族館などは自然系
博物館に属します．
博物館は，前述の博物館存立の目的を達成するた
めに，資料を豊富に収集し，保管し，それらの資料
を適切な方法で展示・公開し，あわせてこれらの資
料に関する専門的・技術的な調査研究，保管・展示
に関しては技術的研究を行い，博物館資料に関する
案内書・解説書・目録・図録・年報・調査研究の報
告書作成・頒布，各種の広報・社会教育活動等の事
業を行います（博物館法第１章第３条参照）．

灯明皿作り実践（元興寺特別収蔵庫）
２．博物館とは
博物館は，博物館法によると「国民の教育，学術
及び文化の発展に寄与することを目的」として（博
物館法第１章第１条），「歴史・芸術・民俗・産業・
自然科学等に関する資料を収集し，保管(育成を含
む)し，展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に
供し，その教養・調査研究・レクリエーション等に
地域ふれあい活動（知多市歴史民俗博物館）

資するために必要な事業を行い，あわせてこれらの
資料に関する調査研究をする」（博物館法第１章第
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今世紀の中頃には国民の三人に一人が６５歳以上

く各職域，生涯学習の場などに役立てていくことが

という超高齢社会が予測されるわが国では，広く生

できるものと考えられます．

涯学習の機会が求められてきています．博物館の主
要な事業は，前述のように，自然・社会・文化関係

４．本学の開設専門科目と履修方法

資料を収集・整理し，展示公開することと，社会教

本学では，文部科学省の認定を受け，平成１４年

育です．そのため博物館は生涯学習の場として最適

に学芸員課程を設け，所定の博物館に関する科目を

で，また展示を通して人と人をつなぎ，その関係を

開設しています．平成１９年度までに５３名が学芸

発展させるコミユニティセンターとしての機能も期

員資格を取得していますが，学芸員の資格取得にあ

待されています．

たっては，必修科目１９単位の修得が最低の必要条

そして，これらの博物館の諸活動を支えているの

件です．もちろんそれだけの勉学では，現実に博物

が，博物館の専門職である学芸員の不断の研究活動

館学芸員に必要とされる専門分野の知識・技術の修

です．

得が決して十分とはいえません．したがって，学芸
員課程の履修希望者は，それぞれの専修の領域や進

３．学芸員とは

路等に応じて，自由科目の単位を含め卒業要件の充

学芸員は博物館が必ず置かなければならない専門

足のための単位修得に際し，学部基礎科目，学部共

的職員です(博物館法第 4 条第３項)．また「博物館

通専門科目，学科専門科目などの中から，学芸員課

資料の収集，保管，展示及び調査研究その他これと

程の「その他の関連科目」として掲げてある科目等

関連する事業についての専門的事項をつかさどる」

で自分に必要なものをきちんと選んで学修する必要

(博物館法第 4 条第 4 項)研究者であり，博物館を教

があります．

育の場として一般公衆のために説明・助言・指導を
行う社会教育者です．今後，増大・複雑化する資料
と情報の整理・管理や，生涯学習をはじめ社会教育
者として学芸員が果たす役割はいっそう重要になっ
ていくでしょう．

常設展示（松阪市はにわ館）
５．博物館実習とは
博物館実習とは，必修科目１９単位に含まれる科
常設展示（北名古屋市歴史民俗資料館）

目のうち，「博物館学」２単位及び「博物館学各論
Ｉ・Ⅱ」の４単位を修得済の者が，履修を認められ

学芸員は，専門的・技術的な調査研究や保管・展

る本資格の総括的な実習科目に相当します．

示以外に，教育活動・広報活動等の博物館事業を実

「博物館実習」は①学内実習（事前・事後指導），

現するための学識や実行力などが必要です．また，

②学外見学実習，③館務実習に区分され，これを統

人類文化の多様性，人間社会の複雑さと精妙さ，あ

合的に実施します．

るいは自然の驚異や奥深さなどを物語る種々の資料

学内実習では，博物館実習の「事前及び事後の指

の一つ一つに，深い尊敬と愛着をもち得る人である

導」として，学内において，主として講義・実技に

ことが望まれます．

より，実習の心構えを始めとして，広く統合的に学

なお，学芸員の資格取得にあたって修得した専門

芸員としての基礎知識と技術について学習します．

的知識，技術は，博物館学芸員とならない場合でも，

学外見学実習では，担当教員の指定又は紹介に係

その人の生き方をより豊かなものとすることや，広

る各地の博物館・美術館等を訪れ，各種博物館・美
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術館等における資料・情報の管理，公開展示の実際

い．彫刻の調査法・取り扱い．絵画の調査法・取り

を知り，その基本的概念と多様なあり方を理解する

扱い．文化財の修理．情報・図書資料の整理と公開．

実習です．

書跡の調査法・取り扱い．考古の調査法・取り扱い．

学外見学実習は，数ヶ所の施設での見学実習を行

講義：博物館の教育普及活動．

い，課題等についてレポートを提出します．
館務実習は，主として，３年次又は４年次の夏季

②宗教法人元興寺特別収蔵庫

休業期間中に，４～７日間，著名な実際の博物館な

（奈良県奈良市中院町 11）

どにおいて，博物館の諸活動等についての学習や学

講義：千灯明・土器作り．関連資料館視察(安堵町歴

芸員としての実務を体験する実習で，終了時に「館

史民俗資料館)．灯芯引き体験．灯明皿作り実践．一

務実習記録」を提出します．

般参加者への灯明皿作製指導．千灯明点火実践．地
蔵盆まんぷく供養夢まつりの準備・手伝い(行事を通
して人とのふれあいや歴史資料の実践的活用などを
実際に作業・体験しながら，展示とは異なる新たな
博物館像を模索する)．拓本実習．発掘調査．
③和泉市久保惣記念美術館
（大阪府和泉市内田町 3－6－12）
施設見学．講義：出版事業．図録などの棚卸し．工
芸品取り扱い(青銅鏡の取り扱い)．文献整理．美術
品の写真撮影(カメラ撮影見学)．書画の取り扱い．
展覧会の企画・開催準備．講義：美術品の普及・広
報活動．「いずみの国歴史館」見学．
④名古屋市博物館
（愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 1-27-1）
資料概説．施設見学．資料取り扱い実習(掛け軸・陶
磁器・絵巻)．常設展展示作業．常設展見学．普及作
業実習(カタログ・パンフレット)．資料整理．博物
館夏まつり補助．
⑤豊田市美術館
（愛知県豊田市小坂本町 8-5-1）
館内見学．館内業務と美術館の役割説明．美術館建

化石発掘実習（豊橋市自然史博物館）

築について．展覧会の企画から実施まで．教育普及
活動．ボランティアによるギャラリートーク体験．

６．館務実習の内容

美術館の施設管理．作品管理・保存・修復．作品の

これまでに本学が「館務実習」の実習施設として

取り扱い．作品調書作成．ワークショップ参加．広

学生の実習指導をお願いしたのは次の 11 施設です．

報活動．企画展覧会関連事業参加．

以下に施設毎の実習内容を記します．実習内容は，
各施設からいただいたプログラムの内容や実習生の

⑥浜松市博物館

事後報告を基に作成したものです．そのため統一的

（静岡県浜松市蜆塚 4-22-1）

な記述をすることが出来ませんでした．各施設の実

館内見学．勾玉作り体験の補助．資料整理．収蔵庫

習内容は数年間のプログラムから抜き出してまとめ

見学．紙すき体験の手伝い．収蔵庫の宝探し．浜松

ましたので，１回分の内容とは限りません．

市内の史跡・寺社めぐり．犀ヶ崖資料館見学．資料
運搬．三ヶ日公民館での展示体験．実習生による展

①奈良国立博物館

示説明．資料の観察・作図・写真撮影．フィールド

（奈良県奈良市登大路町 50）

ワーク．展示の立案．石臼の使い方を実習して体験

講義：企画から展示まで．工芸品の調査法・取り扱

学習を企画する．フィールドワークの成果に基づき
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見学会を企画する．蜆塚公園のマップづくり．史跡

館内施設見学．昆虫標本作製実習．豊橋市地下資源

散策．火起こし体験．

館見学．高等学校実習準備．企画展記念作品製作．
導線調査・集計．脊椎動物標本作製実習．魚類標本

⑦知多市歴史民俗博物館

作製実習．学習教室補助．貝類標本実習．岩石標本

（愛知県知多市緑町 12-2）

実習．自然史講座の補助．

講義：博物館の活動と役割．常設展・特別展見学．
民俗資料の取り扱い・調査方法．宣伝・広報．資料

７．おわりに

保存．美術資料の取り扱い・調査方法．展示企画(説

以上のように，施設によって実習内容には多少の

明・課題・企画・展示準備・展示・発表)．普及活動．

違いがありますが，学生は学芸員の業務である博物

考古資料の取り扱い・調査研究．体験講座の準備と

館資料の収集，保管，展示及び調査研究や，出版・

補助．レポート作成．

広報，社会教育等，博物館の目的を実現する事業に
ついての専門的事項に関連した実習を体験します．

⑧高浜市かわら美術館

また，いずれの施設も，学芸員は研究者であり，博

（愛知県高浜市青木町 9-6-18）

物館を教育の場として一般公衆のために説明・助

施設見学．資料取り扱い．資料室の整理．資料梱包

言・指導を行う社会教育者であることを実習生に実

の説明・資料梱包用具の製作(うすようし・わたぶと

践的に理解させるプログラムとなっています．各施

ん)．寺院での資料調査．陶芸製作体験．

設の館務実習プログラムが学芸員業務の全部を網羅
しているわけではありませんが，業務の幅が非常に

⑨松阪市はにわ館

広いのが現実です．

（三重県松阪市外五曲町 1）

館務実習を終了した学生は，事後指導で事後報告

施設・設備見学．講義：常設展示・特別展示につい

を行います．発表用のプレゼンテーション資料を作

て．展示環境整備．体験講座指導(勾玉をつくろう．

成することにより，実習の意義・目的を再確認する

大むかし・いま・みらいを描こう．)．史跡宝塚古墳

とともに学芸員業務について考察します．事後報告

の発掘調査と整備の見学．歴史民俗資料館見学．本

会では，他の実習生や教員との質疑応答を充分に行

居宣長記念館見学．嬉野考古館見学．嬉野埋蔵文化

い発表の理解を深めるようにしています．さらに事

財センター見学．展示企画書作成．展示予算書作成．

後報告会での質疑応答，5 回にわたる学外見学実習
や事前指導(作品の取り扱い演習)などを振り返っ

⑩北名古屋市歴史民俗資料館

て，総括レポートを完成させます．

（愛知県北名古屋市熊之庄御榊 53）

このような一連の流れで博物館実習が構成されて

施設・事業（回想法事業）説明．施設見学．企画展

いますが，実習生受け入れに関しては，受け入れを

の公開準備．展示企画の立案．資料館管理の旧加藤

停止する施設や，人数制限を設けたり，簡易試験な

家住宅公開準備．旧加藤家住宅での茶会．

どを課す施設もあるので，毎年新たな受け入れ施設
の開拓に努力しています．

⑪豊橋市自然史博物館

事前・事後指導および学外見学実習については別

（豊橋市大岩町字大穴 1-238）

の機会に紹介する予定です．

116

資料

社会貢献活動「親子(園児)の料理教室」実践報告
（食育アンケート調査結果の報告）

水野

早苗・横山

洋子・上原

正子

愛知みずほ大学短期大学部

１ 実践の目的

募集期間内に応募があり、受講票の発行、器具等の整

いま、大学に求められていることの１つとして、社

備を行った。

会的活動への取組みや高等教育機関としての再生が挙

主な留意点は次の通りである。

げられている。栄養士養成校である本学においても、

⑴『食育』への取組み

社会のニーズを具現化するための方策を実際の社会貢

園児用の図入りのレシピのほか、手洗いと身だしな

献を通して探っていく必要があると考える。

みの指導図を用意した（図 1 及び 2）
。

平成 17 年に「食育基本法」が成立し、国、愛知県及

また、保護者へは、調理開始前に『家庭での食育の

び名古屋市の食育推進計画が策定される等、食育推進

重要性』について話すこととした。

が国民の課題となっている。本学では、この「食育」
の実践から社会貢献を試みてみることとした。
食育の手立てとしては体験・習得することが重要で
あることから、内容を参加型料理教室とし、対象を地
域の園児（3－5 歳）とその保護者とした。
さらに、本事業の目的を以下の 3 つとした。
⑴ 料理の達成感を味あわせることにより、園児及び
その保護者の料理に対する興味関心を高め、作ろうと

図１

手洗いについて

図２

身だしなみについて

する意欲の向上に努める。
⑵ 保護者への食生活アンケートを実施し、地域の食育
に関する実態の掌握に努める。
⑶ 本学学生がスタッフとなることにより、食育に関す
る社会のニーズを知り、自ら社会に貢献できる可能性
をつかむ等、学生に社会観を持たせる。
２ 実践までの経緯
本学が位置する小学校区（1 幼稚園、2 保育園）に募
集パンフレット（図 3）を配布し、応募を募った（対
象園児数 160 名）。
募集人員 30 名（保護者と園児合わせて 60 名）は、
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⑵ アレルギー対策

３ 料理教室実施概要

申込み時に園児の食物アレルギーの有無を確認する

教 室 名：『楽しく作ろう!!みんなで食べよう』

ことにより対応した。

開催日時：平成 20 年 11 月 8 日 10 時より 13 時まで

⑶ 実習室の整備

場

所：短期大学部

対

象：幼稚園児及び保育園児と保護者

園児の体格と調理台の高さを考慮し、親子が別の調
理室で実習することとした。園児の調理には低い机を

西校舎

第 1、第 2 調理室

（高田小学校区内）

運びこむことにより調理台とし、安全に運営できるよ

参 加 者：園児 27 名、保護者 24 名

う 1 グループに 1 名ずつ、本学食物栄養専攻の 2 回生

（当日欠席者：園児 3 名、保護者 3 名）

が指導者となった。

内

容：（園

⑷ 託児対策について

児）スイートポテト
きな粉だんご

園児に小さい兄弟が居る場合を想定し、本学養護教

キャベツのジュージュー焼き

諭コースの 2 回生に依頼し、母親の実習時間中、幼児

（保護者）お好み焼き風オムレツ

を預かる対策をとった。

ミンチカツ

⑸ 傷害保険

りんごのツナマヨサラダ

当日のケガ等に備え「行事参加者傷害保険」に事前

なめこと卵のスープ

に加入した。
⑹ アンケートの実施

４ 考察

実習終了後、保護者に対して本料理教室についての

⑴ 今回の料理教室についてのアンケート結果からは

アンケート及び子どもの食生活についてのアンケート

「保護者も子どもも楽しめてよかった。」「親子別室で

を実施することとした。また、園児の料理補助につい

の作業に心配したが、始まってみると子どもは子ども

た学生に対して、社会貢献活動についての意識に関す

で楽しんで、結果的に別の部屋でよかった。」など、料

るアンケートを実施することとした。

理を楽しく実施できたという感想が多く、
「野菜をふん
だんに使ったメニューで勉強になった。」「今まで作っ
たことのないレシピで、参考になった。」「パセリを加
えたメンチカツ、簡単に作れるスープなど、大変おい

「秋の食材を上手に使った料理を親子で作ってみませんか？」
次のとおり親子の参加を募集します。
［日
時］
［場
所］
［対
象］
［募集人員］
［募集期間］

しかったので家庭でも活用したい。」などの意見から

平成２０年１１月 ８日（土） １０時～１３時
愛知みずほ大学短期大学部 西校舎 調理室
幼稚園児および保育園児（３～５歳）と、その保護者
園児３０名 保護者３０名
平成２０年９月１日（月）～９月３０日（火）
定員になりしだい締め切ります。

は、今後日常の食生活に活用されるであろうことがう

［申込方法］
・参加ご希望の方は、電話でお申し込みください。
・申し込み方法は下記のとおりです。

かがわれた。
特に注目すべき意見は「短大が身近に思えた。
」であ

記
申し込みの際は、次のことをお知らせください。
・参加者名および年齢（保護者・園児）
・住 所
・電話番号
・食物アレルギーの有無
・参加する園児の靴のサイズ

り、実習中にも、子どもの食生活について親同士が相

※その他、不明な点があればお問い合わせください。
（頂いた個人情報は、目的以外には使用致しません。
）

談し合ったり、本学担当者に相談を持ちかけたりする
[申 込 先]
愛知みずほ大学短期大学部
℡（052）882-1815（担当 澤内）
〒467-0867 名古屋市瑞穂区春敲町 2-13

光景が見られたことは、本学の社会的ニーズの方向性

[持 ち 物]
保護者用エプロン・三角巾
（子供用のエプロンと三角巾は本学で用意します。
）
[参加費用] 無料

について感じることができた。
今後の講座への希望としては、「父親と子どもの料
理教室」「小学生向けの料理教室」
「親だけ、子どもだ

図３

配布パンフレット（表）

けの料理教室」
「子どものおやつ作り教室」などがあっ
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た。

・今までは意識していなかったが、これからは機会が

⑵ 子どもの食生活についてのアンケートはテーマを

あればなるべく参加していきたい。

「朝食」と「食生活」とした。

・人とのふれあいや自分の視野を広げる機会になるの

子どもの朝食摂取状況は毎日食べる 23 名（96％）
、

で、自主的に参加していきたい。

食べる日のほうが多い 1 名（4％）であった。また、子

・学生生活やアルバイトとは違う経験ができたので、

どもは主に誰と朝食を食べるか（複数回答）について

これからもできることがあったら参加したい。

は、親 23 名、兄弟 16 名であり、朝食に子どもが食べ

以上のことから、料理教室は学生にとってもいい社

る主食は米飯 14 名（58％）
、パン 10 名（42％）であっ

会勉強の場になったようであり、これが社会貢献活動

た。

に積極的に参加するきっかけになればいいと考えてい

回答にバラツキがみられたものは、朝食を食べるの

る。

にかける時間であり、20 分 9 名、15 分 8 名、30 分 3
名、10 分 2 名、25・45 分各 1 名、5 分 0 名であった。
また食生活については、子どもの食べ物に好き嫌い

５ まとめ
近年、大学等が地域社会に対して実施する教育活動

はあるかの問いに、ある 17 名（71％）、ない 7 名（29％）

が広がっており、本学でも毎年公開講座を開催してい

であり、子どもの好きな食べ物の上位 5 つはイモ料理、

る。特に、今回実施したような、食育を目的とした教

果物、肉料理、ハンバーグ、魚料理、子どもが嫌いな

育活動は社会的にも求められており本事業が設定した

食べ物上位 5 つはピーマン、きのこ類、トマト、ネギ、

目的についても目指す到達点に達することができた。

肉類であった。

今後も本学の特色を活かしながら地域に向けて実施し

毎日の食事献立を考えるときに、一番気をつけてい

ていきたいと考えている。

ることは、栄養のバランス 17 名（71％）、嗜好 4 名（17％）、
食費 0 名、その他 3 名（12％：無農薬野菜使用等）で
あり、今回料理教室に参加した親は、子どもの食生活
に気を配っている姿が見られた。
⑶ 園児の調理補助をした学生からは以下のような感
想が得られた。
① 今回の料理教室に参加した感想
・参加してよかった（全員）
その理由として、子どもと接して楽しかった、貴重
な体験ができたなどがあった。
② 園児を指導するに当たり、気を配ったこと
・みんなに明るく声を掛けること
・ケガをさせないこと
・園児が年齢的にどれくらいのことができるか分から
ず、様子を見ながら手伝った。
・平等に接し、全員が参加できるようにすること
図４

③こういった社会貢献活動へ参加することについて
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第 15 回
15th

国際栄養士会議

International Congress of Dietetics (ICD2008)
参加レポート

渡辺麻衣子 *1

上原

正子 *2

*1

愛知みずほ大学短期大学部食物栄養専攻１回生

*2

愛知みずほ大学短期大学部

「全粒穀物と食物繊維」 →Ⅲ-7

Ⅰ 会議概要
会議名

第 15 回 国際栄養士会議（ICD2008）

日程

2008 年 9 月 8 日（月）～

日本ケロッグ株式会社

2008 年 9 月 11 日（木）

【9 月 9 日（火）
】

場所

神奈川県横浜市 「パシフィコ横浜」

教育講演 ・
「エスキモーの栄養：ω3 脂肪酸の発見か

参加国

57 カ国

ら現在まで」 →Ⅲ-2
Jorn Dyerberg（コペンハーゲン大学）

参加人数 約 4,500 人（同伴者、その他関係者を含め
ると約 5,000 人）

・
「低栄養と過剰栄養の予防のための戦略」

→Ⅲ-3
Kraisid Tontisirin（前国際食糧農業機関
(FAO)食料栄養部長）

Ⅱ 参加スケジュールおよびテーマ
矢印・記号は、詳細と感想があるものを示す。

・
「集団に対する食事指導のあり方」

【9 月 8 日（月）
】
開会式

Cecilia A. Florencio（フィリピン大学）

・開会宣言

・
「患者・一般の人々への科学と文化に基づ

（坂本元子 国際栄養士連盟日本代表）

いた効果的な栄養教育」
Johanna T. Dwyer （米国国立衛生研究所）

・国際栄養士連盟議長挨拶
（Sandra Capra, Australia）

ランチョンセミナー

・国際栄養士連盟加盟国代表者紹介

「中国における生活習慣病の実態と機能性

・会議委員長挨拶

食品の応用」

（中村丁次 ICD2008 組織委員長）

花王株式会社
シンポジウム

・厚生労働副大臣祝辞（代読）

・
「栄養学における国際貢献」 →Ⅲ-4

・神奈川県知事祝辞

Toru Rikimaru （JICA Yemen Office）

・横浜市市長祝辞
基調講演 「食べることの価値

Misa Nishida（松本大学）

脳はどのように判断

するか」 →Ⅲ-1

・「国際ミレニアム目標(MDGs)達成に向け

伊藤正男（理化学研究所 脳科学総合研究セ

た、管理栄養士・栄養士の新しい役割 ～企

ンター特別顧問）

業との多様な連携を探る～」 →Ⅲ-5
味の素株式会社

ランチョンセミナー
「大豆の生理機能とメタボリックシンドロ

ポスター展示

ーム」
【９月１０日（水）
】

大塚製薬株式会社

教育講演 ・
「臨床栄養におけるコンサルタント栄養士

展示会
シンポジウム

の役割」
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Miranda Lomer（英国栄養士会）

尚、引用・参照資料は、受講時のものは列挙せず、

・
「メタボリックシンドロームへの挑戦：ア

それ以外で引用・参照したものは、このレポートの最

ディポネクチンと Fat ROS」

終項にて明記した。

下村伊一郎 （大阪大学大学院 医学系研究
科 内分泌・代謝内科学）

１．基調講演「食べることの価値 脳はどのように判

・
「諸外国栄養士がカナダで栄養士資格を取

断するか」

るための教育プログラム」 →Ⅲ-7

「食べる」という行為に対し、人間の脳がどのよう

Janet Chappell（ライアーソン大学）

な判断やはたらきをしているか、ということについて

Marlene Wyatt（カナダ栄養士会）

の講演である。

・「テレヘルス ～遠隔医療による先端的栄

脳は、生物学的、社会的、精神的、知識、という４

養指導のあり方～」 →Ⅲ-7

つの要素から「食べる」ことを判断する。例を挙げる

Lisa Forster-coull（カナダ栄養士会）

と、生物学的には「おいしいものが食べたい」という

ランチョンセミナー

欲求、社会的には医学や社会通念、精神的には理想や

「糖尿病の食事療法 ～甘味と食後高血糖

宗教、などを判断材料にし、
「ブランド品」
「貴重品」

の食事療法～」

などという知識も判断に関わる。
これら４つの要素は、

味の素株式会社

「食べたい」という欲求と、それを抑制しようとする

シンポジウム

判断との間で、葛藤を生じることがある。
（下図参照）

・
「食文化とその変遷」
AMC ジャパン
・
「開業栄養士の活動の現状」
橋本玲子、Hyun-Kyung Moon、
大木由枝、Kathy King
そもそも摂食の動機付けとなるものは、空腹感に加

【９月１１日（木）
】
「食事療法と機能性食品」
教育講演 ・

え「おいしいものを食べると快感を得られる」という

Linda Tapsell（オーストラリア国立機能性

学習によるものである。これは快楽主義（ヘドニズム）

食品センター）

の原理も影響し、食べることで得られる「おいしい」

・「韓国での超高齢者の栄養状態と食事行

という快楽や報酬を好むことにより、摂食が強まる。

動」

摂食が過剰に強まれば過食になり、摂食を過剰に抑制

Sang Chul Park（ソウル大学老化研究所）

すれば拒食になるというメカニズムの一つが、容易に

・
「食事摂取基準の食事計画への活用」

想像できる。

Suzanne P. Murphy（ハワイ大学ハワイ癌

閉会式

その他脳に関することについて、大脳辺縁系の一部

研究センター）

である扁桃体が正の条件付けに関連し、食べ物を正と

・
「食事サービスにおけるリーダーシップの

負に区別するスイッチの役割を果たして味の選択に関

難しさ」 →Ⅲ-6

わっていることや、人間が Fat（油脂）を舌の奥の方

Ghita Parry（デンマーク栄養士会会長）

で「味」として感知しており、レセプターによる刺激

・国際栄養士連盟日本代表者閉会挨拶

との関連性が研究されていることなどの情報を得た。

・フィードバック
・次回開催国紹介

２．教育講演「エスキモーの栄養：ω-3 脂肪酸の発見

・国際栄養士連盟議長、国際栄養士連盟加

から現在まで」
ω-3 脂肪酸の有用性を、エスキモーの栄養面から研

盟国代表者挨拶

究し証明した経緯と、現在進められている方向につい

・会議委員長閉会挨拶

ての講演である。
エスキモーの脂肪摂取量はエネルギー比で約 40%
に達し、デンマーク人とほぼ同じで高脂肪食で、総コ

Ⅲ 印象深かった内容と感想
本項は、参加した講演やシンポジウム、その他セミ

レステロールはデンマーク人の 2 倍、血中コレステロ

ナーや展示会などのうち、特筆すべき内容を抽出し、

ール値は同程度である。にもかかわらず、動脈硬化、

それに応じた感想などを加えたものである。

脳梗塞、心筋梗塞などは少なく、心臓疾患による死亡
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億 5,000 万人が飢餓状態を含む低栄養だが、世界の 3

率は低い傾向にあった。
1970 年代にその要因が追究され、彼らが習慣的に摂

億人が肥満」
、などが挙げられる。

取している魚やアザラシには EPA や DHA が多く含ま

DBM の解決については、対象が個体、もしくはグ

れ、EPA、DHA を形成する“ω-3 脂肪酸”の存在が

ループ（家族間、地域間、グローバル、など）によっ

浮かび上がり、その働きが大きく関連していることが

て様々な戦略が考えられ、またその難易度も異なる。

明らかとなった。

例えば個体レベルにはサプリメントの活用、消費者と

ω-3 脂肪酸は必須脂肪酸であり、炭素の二重結合の

いうグループには情報の提供や教育、などの戦略が考

位置から区別され、αリノレン酸系列の脂肪酸がω-3、

えられる。一方グローバルなレベルでは、食料の安全

リノール酸系列がω-6 とされる。オメガとはギリシャ

保障、
飢餓撲滅プログラム
（農村の建て直しなど）
、
等々

語アルファベットの最後の文字で、ω-3 とは脂肪酸の

の戦略はあるが、実現が困難であることは想像に難く

端から数えて 3 番目の炭素に最初の二重結合があると

ない。
これらの DBM 解決策を一見し、サプリメントの活

いう意味である。
（n-3 系、n-6 系と同じもの。
）

用などは経済的余裕のある先進国向け、食糧の安全保
障、農村の建て直しなどは経済的余裕のない開発途上
国・発展途上国向け、という印象を持った。飢餓問題
αリノレン酸構造式(ω-3)

などすぐにでも何とかしてほしいと切望する地域に限
って、長期的なアプローチしかできないことに、もど
かしさを感じざるを得ない。
４．シンポジウム「栄養学における国際貢献」

リノール酸構造式(ω-6)

このシンポジウムでは、
“MDGs”が設定された背景
1970 年代までは、血中コレステロールを下げるリノ

と、栄養学上の問題について説明を受けた。
“MDGs”とは、Millennium Development Goals

ール酸が脚光を浴びていたが、リノール酸は善玉コレ
ステロールも一緒に下げてしまうこと、また現代の食

の略で和訳は「ミレニアム開発目標」
。2000 年 9 月に

生活によりω-6 の過剰摂取が問題になったことから、

ニューヨークで開催された、国連ミレニアム・サミッ

ω-3 が注目されるようになった。

トにて採択された※1 国連ミレニアム宣言と、1990 年

エスキモーの例は、ω-3 脂肪酸の働きを証明し、現

代の各サミットにて採択された国際開発目標を統合し

在、心臓病の多いアメリカではω-3 脂肪酸をサプリメ

たもので、2015 年までに達成すべき 8 つの目標を掲

ントとして摂取されるようになるなど、その研究結果

げ、18 項目のターゲットを示している。

が活用されている。

※1

ω-3 脂肪酸の必要摂取量は、週２回ほど青魚を食べ

国連ミレニアム宣言…平和と安全、開発と貧困、環境、人

権とグッドガバナンス（良い統治）
、アフリカの特別なニーズ

れば十分といわれており、その他キャノーラオイル、

などを課題として掲げ、21 世紀の国連の役割に関する明確な

クルミ、フラックスシード（亜麻の実）などにも含ま

方向性を提示したもの。

MDGs のうち、栄養に関する目標とターゲット、お

れている。
伝統食や地域食の研究により、栄養学的に有益な結

よびその指標を下表の通り抜粋した。この目標を達成

果が得られたという点で、大変興味深い。また、伝統

することで生産性が上がり、将来的な経済利益につな

的な食生活による遺伝子への影響、など、研究分野が

がると考えられる。

今後も派生して広がることを期待する。
目標とターゲット

指標（一部抜粋）

３．教育講演「低栄養と過剰栄養の予防のための戦略

目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅

（DBM 予防のための戦略）
」

ターゲット 1

はじめに“DBM”について説明する。

1 日 1 ドル未満で生活する

“DBM”とは、Double Burden of Malnutrition の

人口の割合を半減させる。

略で、低栄養と過剰栄養という相反する栄養問題を同

・1 日 1 ドル未満で生活す
る人口の割合
・貧困格差の比率（貧困度

時に抱えることを指す。

別の発生頻度）

DBM の例として、個体（個人）レベルでは「肥満

・国内消費全体のうち、最

なのに貧血」
、家族間レベルでは「母親は肥満だが、そ

も貧しい 5 分の 1 の人口

の子供は痩せ型」
、グローバルなレベルでは「世界の 8
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しかし、このヘルスプロモーターは職業ではなくボ

が占める割合
ターゲット 2

ランティアのため、当然なり手が少ない。また、ヘル

飢餓に苦しむ人口の割合を

・平均体重を下回る 5 歳未

スプロモーターの養成時や、ヘルスプロモーターによ

半減させる。

満の子どもの割合

る栄養教育活動時には、地域文化や習慣のような根強

・カロリー消費が必要最低

い価値観との間に、心情的に解決が困難な問題が生じ

限のレベル未満の人口の

る。
そのため、ヘルスプロモーターには総合力と使命感

割合

が要求される。日本では、栄養士は専門職として、ま
た専門分野での活動が可能だが、carabayllo のような

目標 4：乳幼児死亡率の削減

地域では、栄養士に加え教育者としての役割も果たさ

ターゲット 5
5 歳児未満の死亡率を 3 分

・5 歳児未満の死亡率

の 1 に削減する。

・乳児死亡率

なければならない。
それに耐え得る知識や技術を身につけさせ、ヘルス
プロモーターとして機能する人材を育成するためのノ

目標 5：妊産婦の健康の改善

ウハウと、ヘルスプロモーターの社会的身分が確立す

ターゲット 6

れば、このプロジェクトは、MDGs 達成のための一つ

妊産婦の死亡率を 4 分の 1

のモデルケースとして、活用されることになるであろ

・妊産婦死亡率

う。

に削減する。

６．教育講演「食事サービスにおけるリーダーシップ
では世界の現状はどうか。下記の情報が示されたが、

デンマークの病院や介護施設などの厨房で働く栄養

特に数的なデータは、問題の深刻化を表している。
¾

の難しさ」
士が、日常的に直面する問題が紹介された。

人口の 3 分の 1 が、低栄養が直接的な原因で死

例えば、入院患者、幼児、老人にとって食事は１日

亡している。
¾

5 歳未満の乳幼児の 4 分の 1 が低体重。

のハイライトだが、果たしてその期待に応えているの

¾

低所得層は、少ない量でカロリーを多く摂取し

か、また喫食者の嗜好、食習慣、ライフスタイルに応

ようとするので、過体重になるケースが多い。

じた食事を提供できているのか、など、現場の栄養士

食糧危機（食糧不足、食糧価格の高騰、など）
。

の葛藤する姿が想像できた。

¾

運営上の問題として特筆すべきは、特に病院では、
５．シンポジウム「国際ミレニアム目標(MDGs)達成

食事や栄養を担う厨房は、コスト削減の対象になりや

に向けた、管理栄養士・栄養士の新しい役割 ～企業と

すく、投資の対象にはなりにくい、という点である。

の多様な連携を探る～」

これは、病院の経営に厨房マネージャーが介入できな

MDGs 達成のために、法人が関わって取り組んでい

いからである。栄養士が考える理想的な食事提供を行

るプロジェクトが紹介された。これは、栄養士が行う

うには、厨房マネージャーが病院の経営陣の一員を担

プロジェクトというより、栄養士を育てるプロジェク

わない限り、難しいのが現状である。
運営上の問題の根源として、栄養士の地位が医師と

トと捉えるべきであろう。
このプロジェクトは、ペルー共和国リマの

比べて低いことが暗に示された。検査結果などの数値

Carabayllo という地区にて、12～19 歳の女性を対象

を元に診断し、人体の部分的な治療をする医師とは異

に栄養トレーニングを行うものである。この地区には

なり、栄養士は、各喫食者の嗜好、食習慣、ライフス

ティーンエージャーの妊産婦や母親が多いことから、

タイルを考慮した複雑な対応をしなければならない。

母子の栄養向上を目的としている。

しかし、栄養士がいくら高度で多面的な知識や技術力

このプロジェクトの特徴および成功の鍵は、“ヘル

を身につけていても、医師と同等の地位や権限を持て

スプロモーター”の養成にある。ヘルスプロモーター

ないでいる。これには演者の悔しさを感じ取ることが

は各地域から選出される代表者で、彼女らは栄養トレ

できた。
日本でも同様の問題が考えられる。

ーニングを受け、そこで得た知識や技術を持ち帰り、

喫食者の満足度については、施設の規模が大きくな

その地域の女性たちに教育し、
母子の栄養向上を図る。
ヘルスプロモーターは、この一連のシステムを成立さ

ればなるほど、各喫食者のニーズに対応するのは困難

せなければならない。

になり、またそれを解決すべきという意識も薄れがち
になる。つまり、厨房の運営という面に縛られるあま
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り、喫食者の QOL 向上が二の次になってしまってい

れる。
精白の過程で失われる栄養素や機能成分を含み、

るのではないだろうか。

食物繊維の摂取源ともなる。

また、栄養士の地位や権限という面については、病

USA、UK、デンマークなどが Whole Grain の摂取

院に限らず、厨房運営が直営ではなく委託業者による

を推奨しており、UK では製品のパッケージに Whole

ことが多い現状を考えれば、栄養士の主張や提案が受

Grain 製品を示す目印が付けられている。

け入れられにくいのは、デンマークの例以上だろう。

51 ％ 以 上 Whole Grain の 含 有 量 が あ る も のを

委託業者という立場で、いかに食事サービスのリーダ

Whole Grain 製品とされているが、定義が明確ではな

ーシップをとっていくか、という課題は、栄養士の地

く、消費者を守るためにも、メーカーと消費者との共

位向上を目指す上で避けられないものだろう。

通で明確な定義づけが必要とされる。

栄養士の地位向上というのは、国際栄養士連盟も重

食物繊維については、Ⅱ型糖尿病に効果的で、その

要課題として取り上げており、栄養士という職業を考

他心臓病、癌などのリスク回避が期待される。また、

える上で、この講演は有益なものであった。

7g 余分に食物繊維を摂取することで、体重が 1.5kg 減
ったという例もある。

７．その他講演・シンポジウム
「諸外国栄養士がカナダで栄養士資格を取るための教

８．展示会
食品や医薬品等のメーカー、地方公共団体、サービ

育プログラム」

ス業者等が、自社製品やサービス内容等を紹介するブ

カナダで実施されているプログラムで、栄養士の資

ースを運営していた。

格を持つ移民に対し、カナダの栄養士として仕事を持
ち、収入を得られるようトレーニングするというもの

「刻み食・ミキサー食の新提案」

である。
いくつか疑問が生じた。まず、移民栄養士の出身国

従来の刻み食やミキサー食

での経験が、人種による生理的機能の違いや文化・価

は、料理や食材の原形をとど

値観などの違いにより、カナダに適応しない場合もあ

めておらず、喫食者が食事を

るのではないかという点である。しかしこの点は、お

楽しむことは難しい。
そこで、

そらくトレーニングにより解決できるレベルであろう。

見た目を重視した商品を提案

次に、移民栄養士がカナダで栄養士として働く上で、

することにより、刻み食やミ

収入を得るという以外にメリットがあるかどうかとい

キサー食の味気なさを解消し、

う点である。出身国での経験が、カナダでアドバンテ

喫食者の食事の楽しみを取り

ージとなり得る職場があれば話は別だが、そういった

戻すことをコンセプトとして

職場が整っていなければ、すぐにでも収入を必要とす

いた。

る移民にとって、このプログラムは積極的に受けたい
「高齢者食・介護食」

ものなのか、甚だ疑問である。

ある介護施設が開発した、
「テレヘルス ～遠隔医療による先端的栄養指導のあ

咀嚼力の弱い高齢者向けの商

り方～」

品である。
試食した感想だが、

カナダの「Dial A Dietitian」という無料栄養電話相

水分が少なくパサパサした感

談サービスで、35 年の実績を持つ。英語、広東語など

じがあり、確かに咀嚼はあま

様々な言語に対応している。

り必要が無かったが、嚥下時

年間 2 万件のアクセスがあり、
糖尿病、
アレルギー、

に不安を覚えた。魚や肉にも

サプリメント、癌、等の相談が多い。

ジューシーさが欠け、塩味が

利用者の 90%が一般女性で且つ高齢者、その多くは

強いわりにおいしさは感じら

リピーターである。9%は医療関係者、1%はマスコミ

れなかった。

関係者である。

高齢者の食事は、咀嚼や嚥下という点での配慮から、
とりわけ機能性を重視されがちであるが、高齢者にと

「全粒穀物と食物繊維」

って食事は何よりの楽しみであると思われるため、第

Whole Grain（全粒穀物）についての解説で、Whole

一においしいものを提供すべきだと感じた。

Grain とは、未精白、もしくは精製度の低い穀物を指
し、玄米や全粒小麦などが代表的なものとして挙げら

「マクロビオティックスイーツ」
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豆乳と米ジャムのアイスクリ
ームを試食した。甘さは控えめ
で、豆乳の風味が効いたものだ

引用・参照

が、米ジャムの特長がわかりづ

1)

外務省

外交政策

ODA

「ミレニアム開発目

らく、普通のジャムではなく米

標」

ジャムを使用するというセール

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/

スポイントが十分に表現されて

mdgs.html
All About 健康医療 糖尿病 「オメガ-3 脂肪

2)

いなかったように思う。
マクロビオティックのように、健

酸は魚と野菜から」

康や機能性を訴える商品や食事法は、

http://allabout.co.jp/health/diabetes/closeup/CU

女性には受け入れられやすいが、果

20021202A/

たしてどれだけの男性が好んで取り
入れるものだろうか。性差なく受け
入れられるには、機能性とおいしさの双方を兼ね備え
る必要性を感じさせられた。

Ⅳ おわりに
4 日間、さまざまな講演やシンポジウムに参加し、
世界各国における栄養士の目覚しい活躍に勇気付けら
れた。それと同時に、これからの栄養士のあり方を考
え、また自分自身の将来像を思い描く、よいきっかけ
となった。
特に、栄養士の社会的地位については、これからの
栄養士の活動次第で更なる向上が期待でき、また使命
感も覚えるところである。
講演やシンポジウムでしばしば耳にした”Evidence”、
和訳は「証拠」であるが、研究や調査報告の絶対条件
であるということが強調されていた。栄養士の活動す
る分野は千差万別であり、これまで問題解決には各栄
養士の経験によるところが少なからずあったと想像す
る。今後は、Evidence を有効活用することで栄養士に
対する信頼度が増し、発言や活動の権限も広がり、栄
養士の存在意義が今以上に認められるのではないだろ
うか。これからの栄養士は、有益な情報を選別する知
識と、それを適切に活用する能力も、磨いていかなく
てはならないと、心に留めた。
最後に、貴重な機会を与えていただいたことに、心
より感謝を申し上げたい。

閉会式の様子
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愛知みずほ大学短期大学部平成 20 年度夏の公開講座報告
矢野由紀子

緒方麻里 ＊

依田和枝

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

「赤十字救急法基礎講習・救急員

神戸美枝子

＊愛知みずほ大学瑞穂高等学校

「学科検定」（救急員養成講習テスト 40 分間）

養成講習」

「総合練習」
「実技検定」（救急員養成講習テスト 60 分間）

開催月日及び講義題名は下記の如くである。受講

の項目に分けて実施。

者 29 名でその内訳は愛知みずほ大学短期大学部
学生 16 名、愛知みずほ大学瑞穂高等学校生 12 名、

愛知みずほ大学短期大学部夏の公開講座につい

愛知みずほ大学短期大学部卒業生 1 名であった。

て
日本赤十字社の基本理念である「人道」つまり

各講義内容
第１日

「人間の苦痛を軽減することに努力する。その目
平成 20 年 8 月 1 日（金）

9 時 00

的は生命と健康を守り、人間の尊重を確保する」

分～17 時 00 分

という考えに基き講習をとおして、救急法の普及

「赤十字救急法について」（学科）
「一次救命処置

に取り組んでいる。

（心肺蘇生法・AED を用いた除

最終日に行った、学科検定、実技検定の合格者

細動）（気道異物除去）」（学科）

は 8 月下旬に赤十字救急法救急員「認定証」がで

「総合練習」（実技）

て救急時や災害時の場で活躍できる。

「実技検定」（基礎講習実技テスト 40 分間）

暑い 8 月初旬の 4 日間全員熱心に受講した。こ

「学科検定」（基礎講習学科テスト 15 分間）

の講習会は学内及び卒業生などに広く呼びかけて

の項目に分けて実施。上記の二つの検定に合格し

行っているものである。本年度は前項に掲げたよ

ないと次の救急法救急員養成講習に進めない規

うに 29 名の参加者があった。学科と実技は「赤

則になっている。

十字救急法基礎講習教本｣や「赤十字救急法講習

第2日

平成 20 年 8 月 2 日（土）

9 時 00

教本」に従い実施した。学科や実技指導は、本学

分～17 時 00 分

内で赤字救急法指導員の資格を有する、矢野由紀

「救急法救急員について」（学科）

子及び緒方麻里が中心になり、進めた。

「急病」（学科）

第 2 日には、本学外赤十字救急法指導員の品川

「けが」（学科）

基之氏、第 3 日には、前述の品川基之氏と赤十字

「きずの手当て」（学科）

救急法指導員の佐久間美由紀氏に技術指導に加

「きずの手当て」（実技）

わって頂き成果を得た。

第3日

平成 20 年 8 月 4 日（月）

9 時 00

受講者は、赤十字マークの意味や歴史、傷病者

分～17 時 00 分

の観察及びトリアージタッグの表示、AED の取り

「骨折の手当」（学科）

扱いなど、日ごろあまり目にしたり、手にしない

「骨折の手当」（実技）

い器具に触れたりし、広範囲な勉強をした。

「搬送｣（学科）

講習会の最後に、今回の成果及び次年度の参考

「搬送」（実技）

資料を得るために 13 項目のアンケートをこころ

「救護」（学科）

みた。

「総合実技」（シミユレーション）

その主なものは、AED、包帯法、傷の手当、骨

の項目に分けて実施。
第4日

平成 20 年 8 月 5 日（火）

折の手当て、熱中症の手当て、三角巾の使い方、
9 時 00

止血法、心肺蘇生法などが今後おおいに役立つの

分～12 時 00 分

で忘れないよう再度教本を見ながら復習をした
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い。教えてもらったこと全部が役に立つことばか
りだったので講習に参加してよかった。講習日程
は今回のように 4 日間位が良好と答えている。
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愛知みずほ大学短期大学部平成 20 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

－栄養・健康食

品・薬－」

愛知みずほ大学短期大学部秋機の公開講座につ
いて

開催月日及び講義題名と講義者（定員

25～ 30

本学の専門性を生かして、昭和 40 年代ころよ

名）

り｢食品加工｣の公開講座を開いてきた。また、時

第１回

平成 20 年 10 月 18 日（土）

13 時

代の流れに沿い平成６年から平成 10 年まで「Mac

00 分～14 時 30 分

を使ったパソコン入門・Macintosh 入門講座・市

「パクパク食べて、いきいき生きよう

その 2」

民パソコン講座」や「親子でふれるパソコン講座」

小山純子

（1 講座 3～6 回）を開いた。その結果、多くの広

第2回

平成 20 年 10 月 25 日（土）

13 時

い年代層の参加者があった。

00 分～14 時 30 分

他には、平成 10 年より「赤十字救急法講習会」

「地域で伝えられた食べ物
第 3回

その 2」柳瀬柳子

平成 20 年 11 月 1 日（土）

も毎年開いている。この講習会は本学の｢夏の公

13 時

開講座｣として取り扱っているので本年度は別途

00 分～14 時 30 分
「やさしい薬の知識

詳しく報告した。これらの講座担当者は、本学教
その 3」稲垣聰子

員や本学に関係ある者を中心にして行っている。
また、昨今は大学も地域社会への貢献が求めら

各講義内容

れるようになり、本学の所在地の地域社会の代表

第１回

や高田コミュニティセンターと接触し、数年前よ

「パクパク食べて、いきいき生きよう

その 2」

り本学がもつ専門性のある公開講座を｢高田学区

1、 相変わらずの○○ダイエット法

女性会｣と共催で行っていて、講座担当者は夏の

2、 栄養素とは？

公開講座同様本学教員や本学に関係ある者を中

3、 もう一度バランスシート

心にして行っている。

4、 常識的な見過ごされやすいこと

これは高田学区女性会のみならず男性や高田

5、 健康的なメニューって？

学区外の人々にも呼びかけて継続中であり、本年

6、 食形態を考える

もその一環として行った。

7、 健康に・・・食べる事は生きる事

昨年も述べたように、この高田学区女性会共催
の講座は、3 年前までは春季・秋季に分けて行い、

第2回

「地域で伝えられた食べ物

その 2」

春季は｢加工食品を作ろう｣、秋季は｢高齢者の衣、

1、 地産、地消をもう一度見直そう

食、介護｣で３年間のシリーズで行った。シリー

2、 旬のものを旬の時期に食べましょう

ズであったため初年度参加者が次年度にと定着

3、 小原の漬物について

した。

4、 最近読んだ食べ物のほんより

その流れをふみ、前述の講義内容のように一昨
年度より「健康を考える

第3回

「やさしい薬の知識

その 3」

－栄養・健康食品・薬

－」のシリーズが始まり本年度も昨年以上の参加

1、薬の効き方

者があった。多くの参加者あった理由は、特に昨

2、薬理作用の分類

今の食物の諸問題や、高齢者の薬に関する関心の

3、容量

高さ等があるためと、3 回続いた土曜日であった
こと、昨年の参加者が友人等に声をかけたことや、
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本年度も昨年ひきつづき、8 月 22 日(金)の中部日
本新聞朝刊の 23 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市民の方々の
受講申し込みが増し、好評裏に終了した。
また、毎年参加者全員に、講座内容などについ
て簡単なアンケートを求めている（講座の理解度、
講座の役立度、今後の希望講座、講座受講で気付
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
ことが分り主催した本学公開講座委員会側のより
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)

130

紹介

テテ：「Love,love,love」

安藤

はる子

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

今回は、セネガル生まれのシンガー・ソングライター、テテがつくった歌を、ひとつ紹介したい。
（1）
1）

歌詞の紹介
フランス語
Love,love,love
"Oh, j'aimerais que quelqu'un
M'ouvre grand ses bras
Que je m'y fiche,
Que je m'y loge,
Que je m'y niche,
Que l'on m'ouvre enfin,
Que je m'y love,love,love
La chair triste m'indiffère,
Ces jeux-là ne me dissent guère
Mais nous pourrions causer un brin,
Histoire de, si tu le veux bien
Les parties d'ça-va-ça-vient,
La bagatelle, ne me dissent plus rien
Mais nous pourrions causer un brin,
Histoire de, si tu le veux bien
Oh, j'aimerais que quelqu'un
M'ouvre grand ses bras
Que je m'y glisse,
Que je m'y niche,
Que je m'y loge,loge,loge
Que l'on m'ouvre enfin,
Que je m'y love,love,love"
C'est ce qui me manque vraiment″
Se languit-elle ‥‥

2） 日本語試訳

（注 1）

Love,love,love
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「ああ、誰かが私に
両手を大きく広げてくれて
私がそこに身をおき
私がそこをすみかにし
私がそこに住みつき
そしてついに、私の心が開かれ、
私が自分のことをすきになれたら
どんなにいいだろう
肉体は悲しいので
肉体の遊びも

私は関心がないわ

私にはほとんどどうでもいいこと

でも、もしあなたが望むなら、
私たちは少しおしゃべりができるかもしれない
何かのために
人が出たり入ったりの騒々しいパーティや
色恋なんかも
私にはもう全く興味がないこと
でも、もしあなたが望むなら、
私たちは少しおしゃべりができるかもしれない
何かのために
ああ、誰かが私に
両手を大きく広げてくれて
私がそこに滑り込み
私がそこをすみかにし
私がそこに住み、住み、住み
そしてついに、私の心が開かれ、
私が自分のことをすきになれたら
どんなにいいだろう
それが

私に本当に欠けていること」

と、彼女はこんなふうに深く思い悩んでいるのだった‥‥‥
（2）
1）

解説
テテについて

バム『レール・ドゥ・リヤン』を発表。2004 年、
セカンド・アルバム『ア・ラ・ファブール・ドゥ・

（注 2）

テテは、セネガル生まれで、現在はフランスを

ロートン』を発表。このアルバムにおさめられて

中心に活躍しているシンガー・ソングライターで

いるタイトル曲「ア・ラ・ファブール・ドゥ・ロ

ある。彼は、1975 年 7 月 25 日、西アフリカのフ

ートン」が、NHK テレビのフランス語講座で紹介

ランスの旧植民地セネガルで生まれた。父親はセ

され、日本でのテテ人気に火をつけた。2006 年、

ネガル人、母親は、カリブ海にうかぶ小アンティ

サードアルバム『ル・サクル・デ・レミング』を

ル諸島出身である。両親が離婚し、テテは 2 歳の

発表。

時に、母とともにフランスへ渡る。
15 歳か 16 歳の頃、母親からギターを贈られた

2）
「Love,love,love」およびアルバム『レール・

ことが、彼が音楽の道へと進むきっかけになった

ドゥ・リヤン』について

ということだ。フランスの北東部に住んでいたテ

「Love,love,love」は、ファーストアルバム『レ

テは、1998 年、パリに移り住む。様々な場所でラ

ール・ドゥ・リヤン』におさめられている。この

イブを続けながら、2001 年には、ファーストアル

曲は、題名とはうらはらに、シンプルなラヴ・ソ
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ングでは全くない。自分にいまだ確信が持てない

ない」男が主人公だ。彼は町をうろつき、とても

「私」が、自分には欠けている何かとても大切な

みじめで自虐的な生活を送っている。人々にはひ

ものを求めようとしている歌である。

どい悪口をいわれ、彼は自分に対してもはや軽蔑

テテのこの「Love,love,love」で歌われている

しか抱けない。

世界をより深く理解するために、今回は、『レー

「災いあれ」には、自分は人々からとても疎外

ル・ドゥ・リヤン』におさめられている他の曲の

されていると感じている男が出てくる。彼は、
（彼

歌詞の世界にも目を向けてみたい。

には自分を見下げているように感じられる）人々

このアルバムには、「Love,love,love」を含む、

の視線にとても苦しんでいる。そんな彼は、物質

13 曲のテテのオリジナル曲が入っている。このア

的な豊かさを求めようとはせずに、自分を貧しい

ルバムは、
「最もすばらしい世界」で始まる。この

状態に置くことによって、自分の感覚を鋭く研ぎ

曲では、戦争で荒廃したセネガルから、母と二人、

澄ませようとするのだ。

よりよい世界を求めて脱出する様子が歌われてい

また、
「いまわしいハイド」では、ジキルとハイ

る。実際には、テテは 2 歳でセネガルを離れてお

ドが登場する。テテが、人間の人格の分裂の問題

り、こんなにはっきりとした自分の意志で故国を

にも深い関心を持っていることがわかる。

離れたわけではない。しかし、アルバムの最初に

こんな風に、コミカルな内容の歌、かなり深刻

この曲をもってくることによって、テテは、自分

な内容の歌と様々だが、どんな歌の中でもテテは、

のルーツをはっきりと示していると思う。しかし、

「自分とは一体何者なのか？」 「自分は一体何に

たどりついた世界（具体的にはフランス）も、天

なりたいのか？」「自分はどう生きていきたいの

国ではなく、
「Love,love,love」をはじめとするそ

か？」といった「問い」を、つねに自分に投げか

の他の曲では、そこで生きることの様々な困難や

けている。

苦悩が歌われる。

そして、12 番目の「欲望」では、自分は長い間、

アルバムのタイトルにもなっている「レール・

自分の欲望のままに生きることを自分に禁じてき

ドゥ・リヤン（なんでもないふり）」では、小学校

たけれど、自分の思うままに生きようと決心して

の頃のテテが歌われている。まじめでよい子なん

以来、ぼくの人生は以前よりずっとすてきさとい

かではなく、教師に面倒をかけがちな幼い頃のテ

う内容が、歌われている。

テが、コミカルに歌われる。かなり自分が浮いて

以上、
「Love,love,love」を含むアルバム『レー

しまうような環境の中で、つとめて「何でもない

ル・ドゥ・リヤン』におさめられている曲の歌詞

ふり」をしようと努力する少年の姿がそこにはあ

の世界をいちべつしてきた。アルバム全体を見通

る。

してみると、一見わかりにくい「Love,love,love」

「いとこのウィリー」では、「ぼくの一番大切な

の歌詞の世界も、一言では説明できない「深さ」

ものはぼくの歌。ぼくは、何にもすることがない

を持っていることがわかるのではないだろうか。

こんな田舎を出て都会に行きたいんだ」と言い張

これまで、歌詞の世界についてばかり書いてき

って、親類の人たちを困らせるウィリーという男

たが、このアルバムは、テテのギターとヴォーカ

の子が歌われている。

ル、それに、ドラムとベースを中心にして、とて

「マジシャン」では、生きるかわりに、愛する

もシンプルでアコースティックな雰囲気に仕上が

かわりに、笑うかわりに、少年のようにマジシャ

っている。
「Love,love,love」も、歌われている内

ンになって、いろんな事や物を自分の手で変える

容はかなり重いけれど、曲はとてもポップで明る

ことを夢想する「私」が登場する。この「私」は、

い感じに仕上がっており、このアルバムの中でも、

自分の頭の中では、勝手に雨を降らしたり、毛虫

人気のある曲のようだ。このアルバムは、フラン

を蝶に変えたり、悲しみを詩に変えたりできるの

スでは、若者を中心に、広く受け入れられたとの

だ。

ことだ。

「何でもないふり」や「いとこウィリー」や「マ

私は今後も、テテの曲をじっくり聞いたり、歌

ジシャン」は、全体的に、コミカルな雰囲気の歌

詞を精読したりしながら、彼の創る世界に関心を

詞になっている。しかし、このアルバムには、か

持ち続けていきたい。

なり暗くて、深刻な内容の歌もある。たとえば、
「パサージュ・ブラディ」では、
「誰も愛してくれ

〈注〉

ないし、誰も名前も呼んでくれないし、誰も声を

1）

かけてくれないし、誰も彼の家に訪ねてきてくれ

テテ『レール・ドゥ・リヤン』のアルバムには、
向風三郎氏の訳詞が収録されている。ここでは、向
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風三郎氏の日本語訳を参考にさせていただきなが
ら、安藤訳を試みた。
2）

テテについては、アルバム『レール・ドゥ・リヤ
ン』に収録されている、各務（かがみ）美紀氏と海
老原政彦氏の解説と、アルバム『ア・ラ・ファブー
ル・ドゥ・ロートン・』に収められている解説（こ
れには著者名が明記されていない）を参照させてい
ただいた。
〈参考 CD・参考文献〉

1） テテ『レール・ドゥ・リヤン』
（Tété,L'air du rien）、
Sony Music Entertainment、2001。
2） テテ『ア・ラ・ファブール・ドゥ・ロートン』
（Tété,A
la faveur de l'automne）、Meta Company Limited、
2004。
3） テテ『ル・サクル・デ・レミング』
（Tété,Le sacre
des Lemmings）、Sony BMG Music Entertainment、2006。
4） 林

瑞枝『フランスの異邦人』、中公新書、1984。

5） 本間圭一『パリの移民・外国人』、高文研、2001。
6） 中村弘光『アフリカ現代史Ⅳ（西アフリカ）』、山
川出版社、1982。
7） 宮治一雄『アフリカ現代史Ⅴ（北アフリカ）』、山
川出版社、1978。
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著書
著者
西堀すき江、安藤京

題目

組織

発表年月

食育に役立つ調理学実習

建帛社

2007 年 06 月

大学におけるキャリア・カウンセリング

日本キャリア教育学会編「キ

2008 年 10 月

子、伊藤友美、伊藤正
江、岡田希和子、川合
三恵子、岸松静代、生
野世方子、柘植光代、
古橋優子
伊藤彰茂

ャリア教育概説」2008，東洋
館出版社
西村典子、西村久雄、

腎マクラデンサ細胞におけるダイオキシ

Matsumura F.

ンによるノンゲノミック作用の可能性

環境ホルモン学会

2008 年

総論
著者
川瀬基弘

題目

組織

博物学研究 その２

発表年月

瀬木学園紀要第 3 号

2009 年 03 月

瀬木学園紀要第 2 号

2008 年 03 月

～置き薬のいろいろ～
安念保昌

オートポイエーシスとアフォーダンス

原著論文
著者
Yasumasa Annen

題目

組織

Prisoner’s Dilemma Games and the

International

Autism-Spectrum Quotient.

Journal of

発表年月
2008 年 07 月

Psychology
西條八束・寺井久慈・

中部国際空港島建設による水質，底質，底生生物

永野真理子・鮎川和

群集の劣化

泰・八木明彦・梅村麻
希・加藤義久・川瀬基
弘・佐々木克之・松川
康夫
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2008 年

大学教員の教育研究活動

原著論文
著者

題目

組織

Nishimura. N,

Critical role of cyclooxigenaze-2 activation

Toxicology and

Matsumura.F, Vogel

in pathogenesis of hydronephrosis caused by

Applied Pharmacology

CFA, Nishimura.

lactational exposure of mice to dioxin

発表年月
2008 年

H,Yonemoto. J,
Yoshioka. W,
Tohyam.C.
伊藤

由美子

消費者教育の現代的役割

日本消費者教育学会

2008 年 09 月

日本食品科学工学会

2008 年 12 月

日本食品科学工学会

2008 年 12 月

2008 年 12 月

―キャリア教育の視点から－
伊藤友美・安達卓生・

各種モノグリセリド中で加熱処理した澱粉の特

小原章裕・山田哲也

性

土田廣信・水野雅史・

アズキ餡製造時に生ずるアズキ’渋きり水’の抗菌

木村忠彦・小原章裕・

活性

斉藤史恵・伊藤友美
Takao IMAI

今井隆夫

A Theoretical Consideration of Fundamental

CLARITAS VOL.21 愛知

Cognitive Abilities Underlying Grammar for

教育大学英語英文学

Communication

会

学校文法における可算／不可算名詞及び動作／

瀬木学園紀要第 3 号

2009 年 03 月

瀬木学園紀要第 3 号誌

2009 年 03 月

組織

発表年月

日本陸水学会東海支

2008 年 02 月

状態動詞の教え方を認知文法の考え方を参照し
て検討する
今井隆夫

テスト形式の違いで被験者の得点及び順位はど
う変わるか
－内容理解問題と下線部和訳の場合－

研究報告
著者
川瀬基弘

題目
岐阜県瑞浪市に分布する非海産貝類調査報告

部会 第 10 回研究発表
会 講演要旨集(平成
20 年 2 月)
川瀬基弘

瑞浪市の貝類

瑞浪市教育委員会(瑞

[瑞浪市の生きものたち－瑞浪市生物調査報告書

浪市化石博物館)

－]
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2008 年
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研究報告
著者
川瀬基弘

題目

組織

中部空港建設が周辺海域環境に及ぼす影響
－③底生生物～生物多様性への悪影響－

日本科学者会議 第 17

発表年月
2008 年

回総合学術研究集会
予稿集

川瀬基弘・尾畑功・市

愛知県藤前干潟に生息する貝類

豊橋市自然史博研報

2008 年

伊藤彰茂，岡本祥浩，

愛知県ホームレス自立支援施策等実施計画評価

基礎生活保障問題研

2008 年 09 月

笛木俊一，藤田博仁，

報告書

究会

原俊

山田壮志郎

資料
著者
川瀬基弘

題目

組織

セントレア(中部国際空港)建設による周辺海域

発表年月

瀬木学園紀要第 3 号

2009 年 03 月

瀬木学園紀要第 3 号

2009 年 03 月

瀬木学園紀要第 3 号

2009 年 03 月

の環境変化
－貝類相の変遷－
川瀬基弘、森際眞知子

博物館学芸員課程

博物館実習

～館務実習の

紹介～
原征男、平野緑、高橋

学生アンケート調査結果の報告

徹

2008 年 4 月実施編

ノート
著者
川瀬基弘

題目

組織

愛知みずほ大学と周辺地域に生息するカタツム

発表年月

瀬木学園紀要 2 号

2008 年 03 月

日本食品科学光学会

2008 年 10 月

瀬木学園紀要 2 号

2008 年 03 月

リ
藤友美、土田廣信、小

アズキ餡製造時に生じる煮熟廃液中のスタキオ

原章裕、水野雅史、木

ース含量とその回収法

村忠彦
伊藤彰茂

「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－

137

大学教員の教育研究活動

学会発表
著者

題目

組織

Nishimura. N, Ito. T,

Efects of

Society of

Izumu. K, Fujimaki.

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

Toxicology

H, Nishimura. H

mineralization in the growing mouse

Nishimura.N,

Effects of

Ito.T,Fujimaki.H,

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

Izumu.K,Nishimura.H

mineralization, vitamin D metabolism and

2008 年 03 月

5th SETAC World
on bone

発表年月

2008 年 08 月

Congress

calcium (Ca)homeostasis in the grwoing mouse
Nishimura.N,

Defect of mineralization as a possible cause

28th International

Ito.T,Fujimaki.H,

of

Symposium on

Nishimura.H

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

Halogenated

bone toxicity in early postnatal development

Persistent Organic

in mice

Poluutants

Nishimura.N,

Toxic effects of

Ito.T,Izumi.

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

K,Fujimaki.

development in mouse pups

2008 年 08 月

Eurotox 2008

2008 年 10 月

American Society of

2008 年 03 月

born

H,Nishimura.H
Boriko

Effects

Nishimura,Tomohiro

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

Ito,Keiko

mineralization in the growing mouse

of

Toxicology

Izumi,Hidekazu
Fujimaki,

Hisao

Nishimura
西村典子、伊藤智彦、

マウス腎臓におけるダイオキシンによるビタミ

第 78 回

日本衛生

2008 年 03 月

泉恵子、藤巻秀和、西

ンＤ代謝撹乱と骨形成への影響

学会総会

安念保昌

PD ゲーム行動に及ぼすいじめ経験の影響

日本社会心理学会

2008 年 11 月

安念保昌、河内晴美、

小学校における心の健康指導の効果に及ぼす AQ

日本教育心理学会第

2008 年 10 月

金子幾之輔

要因(2)

50 回総会

村久雄

安念保昌・中田実希

電話による会話場面での相手の推定

－日本語

日本認知科学会第 25

と英語の比較－

回大会

河内晴美、安念保昌、

小学校における心の健康指導の効果に及ぼす AQ

日本教育心理学会第

金子幾之輔

要因(1)

50 回総会

大学におけるキャリア形成支援の現状と課題

日本キャリア教育学

－非銘柄大学におけるキャリア教育の逆進性－

会

伊藤

彰茂
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2008 年 09 月

2008 年 10 月

2008 年 10 月

大学教員の教育研究活動

学会発表
著者
伊藤

題目

彰茂

組織

大卒ホワイトカラーの初期キャリア形成過程に

発表年月

日本産業教育学会

2008 年 10 月

2006 年 11 月

おける資質・能力
－OJT インタビュー調査を通じてみた大学と企業
の役割関係－
伊藤

キャリア教育と社会生活基礎能力との関連－大

日本キャリア教育学

学生の消費者用語認知・体験の視点から－

会「第 28 回研究大会」

キャリア教育の理念と現実-教育現場で感じる

日本キャリア教育学

個々の資質を育てる教育とは-

会「第 30 回研究大会」

伊藤友美、土田廣信、

数種の食用キノコ中の抗酸化活性および抗炎症

第 55 回日本食品科学

原田栄津子、丹羽利

反応活性成分

工学会大会

伊藤眞知子、松井洋

介護予防事業における“パズル式あかね積木”の

第 57 回日本農村医学

子、河合利衣、青山留

有用性について

会

小学校の支援教育とパズル式積木に関する研究

第 67 回日本公衆衛生

～第１報

学会

伊藤

由美子

由美子

2008 年 10 月

2008 年 09 月

夫、大澤俊彦
2008 年 11 月

美子、塚田圭子、岡田
ひろみ、早川富博、土
田満
伊藤眞知子、土田

満

羽賀あゆみ、土田
満、岡

大学生男女におけるボディイメージの検討

志保子

小倉隆勤矢、土田

長尾麻以、土田

長尾麻以、土田

満

満、

満、

村上洋子、藤澤克彦
伊藤眞知子、土田

満

第 55 回日本栄養改善

2008 年 09 月

学会

村上洋子

土田

施行時の反応

2008 年 10 月

満

高校生の水泳選手の競技レベルと栄養・食事につ

第 15 回日本健康体力

いて

栄養学会

栄養士教育が大学生の食行動およびやせ志向の

第 15 回日本健康体力

及ぼす影響～その１

栄養学会

栄養士教育が大学生の食行動およびやせ志向に

第 55 回日本栄養改善

及ぼす影響～その２

学会

小学校の支援教育とパズル式積木に関する研究

第 67 回日本公衆衛生

～第１報

学会

施行時の反応

ベジタリアンにおいてたんぱく質の供給は十分

第８回日本ベジタリ

か？－血液中のアミノ酸濃度からの検討ー

アン学会
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2008 年 05 月

2008 年 05 月

2008 年 09 月

2008 年 10 月

2008 年 11 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

富永國比古、土田

増加傾向にある細菌性膣症と膣内常在乳酸菌の

第８回日本ベジタリ

2008 年 11 月

満、佐藤成大

意義

アン学会

室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験①

日本陸水学会東海支

～日本産イシガイ類の水質浄化～

部会 第 11 回研究発表

稲垣健太郎・川瀬基弘

2008 年

会 講演要旨集
橋本隆寛・川瀬基弘

室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験③

日本陸水学会東海支

～淡水性二枚貝と汽水性二枚貝の水質浄化能力

部会 第 11 回研究発表

の比較～

会 講演要旨集

川瀬基弘・梅村麻希・

藤前干潟に生息する二枚貝類の水質浄化能力試

日本水環境学会年会

八木明彦

験

講演集

三木智弘・玉腰哲也・

藤前干潟に生息する貝類の水質浄化能力と室内

日本陸水学会東海支

川瀬基弘

実験

部会 第 10 回研究発表

2008 年

2008 年

2008 年 02 月

会 講演要旨集(平成
20 年 2 月)
北村拓也・川瀬基弘

室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験②

日本陸水学会東海支

～外来性淡水二枚貝の水質浄化～

部会 第 11 回研究発表

2008 年

会 講演要旨集
今井隆夫

今井隆夫

阪

美里、平野

大久保

緑、

義美

大塚知津子

認知文法の観点から、可算名詞／不可算名詞と動

中部地区英語教育学

作動詞／状態動詞の教え方を検討する

会第 38 回長野大会

認知文法の視点から、be + V-ing の教授法につい

全国英語教育学会（東

て再考する

京大会）

情報処理教育の実践的研究（８）

日本教育心理学会第

苦手意識とデジタルデバイド

50 回総会

ポルフィリンを移動相成分とした逆相系におけ

日本分析化学会第５

る ODS 固定相への吸着

７年会

田中宣秀，伊藤彰茂，

高等教育におけるキャリア教育の課題と展開

日本キャリア教育学

宮崎冴子

－私立大学におけるキャリア教育の認識と個別

会

2008 年 06 月

2008 年 08 月

2008 年 10 月

2008 年 09 月

2008 年 10 月

課題－
肥田幸子、大久保義美

子どもの不登校を経験した母親の成長

日本発達心理学会第
19 回大会
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2008 年 03 月

大学教員の教育研究活動

講演
著者
今井隆夫

大久保義美

題目

組織

発表年月

英語母語話者と EFL 学習者の認知様式の違いを意

平成 20 年度

識したイメージで捉えるコミュニケーションの

区英語教育学会愛知

中部地

ための英文法

地区第 1 回研究大会

聴くこと、話すこと

名古屋市熱田生涯学

2008 年 05 月

2007 年 11 月

習センター後期主催
講座

託児ボランテ

ィア養成講座第４講
大久保義美

子どもをとりまくジェンダー

春日井市ＰＴＡ連絡
協議会

2007 年 11 月

男女共同参

画セミナー
大久保義美

第５講

魅力アップ大作戦！④～魅力的な言葉

センター主催後期講

第６講

座

魅力アップ大作戦！⑤～これからのラ

イフスタイルを考えてみませんか～
大久保義美

名古屋市東生涯学習

のレッスン～

子どもの声を聴いていますか

2008 年 02 月

女性セミナー（第

５講・第６講）
名古屋市立日比野中
学校ＰＴＡ

2008 年 09 月

地域ふ

れあい実践講座
大久保義美

土田

満

「子どもを変える言葉の魔術～子どもの心理を

東桜小学校地域ふれ

捉えた何気ない会話術～」

あい実践講座

菜食による生活習慣病の予防効果

カット青果物商品戦

2008 年 11 月

2008 年 08 月

略シンポジウム 2008
土田

満

長寿と食について

ベターホーム協会セ

2008 年 09 月

ミナー
土田

満

愛知みずほ大学のＦＤについて

愛知みずほ大学短期

2008 年 10 月

大学部講演会
伊藤

由美子

伊藤

由美子

伊藤

由美子

伊藤彰茂

「携帯電話やインターネットの有害情報から子

愛知県立鶴城丘高等

どもを守るには」

学校・ＰＴＡ交流会

キャリア教育がなぜ必要なのか

「第 13ＦＤサロン」

2009 年 01 月
2008 年 10 月

キャリア・カウンセラーに求められる職業社会の

日本キャリア教育学

基礎知識-進路指導支援につながる仕事の括り方

会、キャリア・カウン

-

セラー養成研修講座

「働く」って何？

南知多町立豊浜中学
校
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2008 年 06 月

2008 年 06 月

大学教員の教育研究活動

講演
著者
伊藤彰茂

題目
未来への展望

組織

発表年月

愛知県立松平高等学

2008 年 07 月

校
伊藤彰茂

生きる術

愛知県立刈谷東高等

2008 年 07 月

学校
伊藤彰茂

伊藤彰茂

「進路を考える」

名古屋市立若宮商業

－夢を実現するために－

高等学校

2008 年 09 月

実践的進路指導の方策

愛知県立海津明誠高

－キャリアカウンセリングの視点から－

等学校

伊藤彰茂，仲井道秦，

高等教育におけるキャリア教育のあり方につい

愛知県教育委員会

2008 年 10 月

貝沼功，毛受芳高

て

伊藤彰茂

「働くこと」の意味

愛知県立鶴城丘高等

2009 年 01 月

学校
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2008 年 09 月

大学教員の教育研究活動

その他
著者

題目

組織

森際眞知子（平田寛・

二章「食物・アルコール飲料・酢」、三章「古典

道家達将・大沼正則・

古代の食物」

発表年月

朝倉書店

2008 年 06 月

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 07 月

栗原一郎・矢島文夫監
訳、『フォーブス

古

代の技術史・下巻・
Ⅰ』）
土田

満

三大栄養素の活躍を司るミネラル

タイムズ
土田

満

丈夫な骨をつくるカルシウム

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 08 月

タイムズ
土田

満

アクセルのナトリウム、ブレーキのカリウム

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 09 月

タイムズ
土田

満

貧血の解消に不可欠な鉄と銅

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 10 月

タイムズ
土田

満

いま注目の、亜鉛とセレン

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 11 月

タイムズ
土田

満

摂取量の実態が報告されていない微量栄養素

サインズ・オブ・ザ・

2008 年 12 月

タイムズ
土田

満

生涯の健康を左右する妊娠期の食事

サインズ・オブ・ザ・

2009 年 01 月

タイムズ
土田

満

乳幼児期の食生活

サインズ・オブ・ザ・

2009 年 02 月

タイムズ
安藤はる子

テテ：
「Love,love,love」
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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。
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・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。

150

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）
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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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