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食習慣・運動習慣と生活習慣病:糖尿病を中心として 

Effects of dietary and physical exercise habits on the prevention of 
lifestyle-related diseases such as diabetes mellitus 

佐藤 祐造 
 

愛知みずほ大学大学院人間科学研究科 
 

Yuzo Sato 
 

The Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
 
   In recent years, Westernization of dietary habits and increasingly sedentary lifestyles have 
led contributed to a marked increase in the number of patients with lifestyle-related diseases, 
including type 2 diabetes (T2D), worldwide. Epidemiological studies of physical exercise, such 
as the Diabetes Prevention Program and the Diabetes Prevention Program Outcomes Study, 
have shown that lifestyle intervention programs involving diet and/or exercise reduce the 
progression of impaired glucose tolerance to T2D. In studies examining the endocrinological 
and metabolic effects of exercise, it has been demonstrated in well-controlled diabetic patients 
that physical exercise promotes the utilization of blood glucose and free fatty acids in the 
muscles and lowers blood glucose levels. Long-term, mild, regular jogging increases the action 
of insulin without affecting body mass index or maximum oxygen uptake. The patients with 
diabetes should reduce the calorie intake and animal protein and fat. On the other hand, 
diabetic patients have been recommend to increase dietary fiber intake and to keep the food 
balance of carbohydrate (55-60%), protein (15-20%) and fat (25%>). Further the patients 
should take breakfast, lunch and supper regularly and eat meals slowly. It is suggested that 
people with T2D should undertake at least 150 min/week of moderate-to-vigorous aerobic 
exercise spread out over at least 3 days/week, with no more than 2 consecutive days between 
bouts of aerobic activity. Mild-intensity resistance training using light dumb-bells and stretch 
cords is recommended for elderly individuals who have decreased muscle strength and mass 
(sarcopenia). An active lifestyle is essential for the management of T2D, a typical 
lifestyle-related disease. 
 
Key words: type 2 diabetes, dietary habit, physical exercise, insulin resistance 
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 はじめに 

 現在、医学・医療の領域では、科学的根拠に基づく

医療(evidence based medicine:EBM)が求められてい

る 1)。米国 2)、中国 3)、フィンランド 4)、日本 5)の疫学

的長期追跡調査成績では、食事、運動などの生活習慣

介入(指導)が糖尿病予備群(耐糖能異常 (impaired 
glucose tolerance:IGT)患者)からの糖尿病発症を減少

させることが明らかとなっている。本稿では、食習慣・

運動習慣の改善が糖尿病を中心とした生活習慣病予防

に有用であるという evidence(科学的根拠)を紹介す

るとともに、具体的な指導方法を述べたい。 

 

 安静の弊害:運動不足と過栄養のもたらすもの 

 近年にみられる生活のオートメーション(OA)化、コ

ンピュータ化、車、携帯電話の普及は、身体活動の機

会を減少させ、食生活の欧風化と相まって、運動不足

と過食(動物性高蛋白・高脂肪食)をもたらしている。

その結果、メタボリックシンドローム/肥満症、2 型糖

尿病、高血圧、脂質異常症などを増加させている 6)。

このような病態は以前「成人病」と呼称されていたが、

厚生労働省は「生活習慣病」の概念を提唱するととも

に、メタボリックシンドロームの概念を導入した生活

習慣病予防対策として、2008(平成 20)年「特定健康

診査・特定保健指導」をスタートさせた。 

 また、国民健康づくり運動として「健康日本 21」を

推進し、「健康づくりのための運動指針 2006(エクササ

イズガイド 2006)」を公表した 1)。 

 さらに、2013(平成 25)年には、「健康日本 21(第二

次)」が開始され、「健康づくりのための身体活動指針

2013(アクティブガイド)」も公表、生活習慣病の予防、

治療のためには、少しでも生活習慣の中で体を動かす

ことの重要性(プラス 10)が強調されている(表 1) 7)。 

表1 日本における健康維持・増進活動のあゆみ

1957年 成人病 (厚生省)

1978年 第一次国民健康づくり対策 (栄養に重点)

1988年 第二次国民健康づくり対策 (運動に重点)

1996年 生活習慣病 (厚生省)

2000年 第三次国民健康づくり対策 : 健康日本21

2002年 健康増進法 (厚生労働省)

2006年 健康づくりのための運動指針 (エクササイズガイド) 2006

2008年 特定健診・特定保健指導

2013年 健康日本21 (第二次)

健康づくりのための身体活動指針 (アクティブガイド) 2013

 

 

 食習慣・運動習慣と生活習慣病:疫学的研究成績 

 食事の適正化と身体トレーニングの継続という生活

習慣の是正・改善の継続は、筋肉のトレーニングにな

るとともに、内臓脂肪を効率的に減少させるだけでな

く、皮下脂肪、内臓脂肪に続く「第三の脂肪」といわ

れる筋肉内脂肪(intramyocellular lipids:IMCLs)、肝

内脂肪(intrahepatic lipids: IHLs)も効率的に減少さ

せ、インスリン作用(インスリン抵抗性)と体力・心肺

機能(cardio-respiratory fitness:CRF)を改善させ、メ

タボリックシンドローム、2 型糖尿病の予防や病態改

善に役立つ。また、高血圧、脂質異常症、非アルコー

ル性脂肪性肝疾患(non-alcoholic fatty liver disease: 
NAFLD)など、インスリン抵抗性の関与する全ての生

活習慣病の予防、治療にも有用であり(図 1)、費用対

効果も優れている 6)。 

 

遺伝要因

内臓脂肪
筋肉内脂肪、肝内脂肪

アディポカイン*

動脈硬化性心臓血管障害

インスリン抵抗性
炎症

身体運動
食事制限

代謝異常

2型糖尿病、高血圧、脂質異常症
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

図1  身体運動による生活習慣病予防

身体的不活動
過栄養

改善

増悪

(Sato Y: Hypertens. Res. 2011; 34:991-993より改変)

アディポカインの分泌

*:肥大化した内臓脂肪の組織から分泌される生理活性物質の総称
食事制限と身体運動の継続的実施は、筋肉のトレーニングになるとともに、内臓脂肪や筋肉内脂肪、肝内脂肪を効率的に減少させ、
インスリン抵抗性関連の生活習慣病の予防、治療に積極的役割を果たす。

(佐藤祐造:内科学第10版(矢崎義雄総編集)、朝倉書店、pp141-144、2013)

 

 

1. 外国における研究成績 

1) ペンシルバニア大学健康研究(米国) 

 ペンシルバニア大学卒業生(男性)を定期的に追跡調

査した。余暇時間における消費エネルギーが 1 週間で

500kcal 増加する毎に、6%糖尿病の発症率が低下した。 

2) 看護師健康研究(米国) 

 米国看護協会登録看護師(女性)に関して、1 週間に

1 度以上、散歩、ジョギング、サイクリングを汗が出

る強度で実施している群では、非運動群に比べて 2 型

糖尿病の発症率が 0.67 に低下していた。ここで、軽運

動と激しい運動の糖尿病発症予防効果は同一であった。 

3) マルメ研究(スウェーデン) 

 糖尿病予備群(IGT 患者)に対し、食事・運動指導を

行ったところ、介入群では IGT 群からの糖尿病発症率

が低下し、死亡率も耐糖能正常群のレベルにまで低下

した 8)。 

4) 大 慶
ダーチン

耐糖能異常群・糖尿病研究(中国) 

 IGT 群に対する生活習慣介入 6 年間の観察成績。食

事療法群で 31%、運動療法群で 46%糖尿病発症率が低

下した 3)。 

5) 糖尿病予防研究(フィンランド) 

 肥満 IGT 群に生活習慣介入(指導)を行い、対照群と
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比較した。介入群の糖尿病発症率は対照群に比べて

58%低下した。介入の有効性について、食事療法の励

行、運動実施、体重減少など指導効果をスコア化した

ところ、両群いずれも達成率の高い者(高得点者)ほど

発症率が低下していた 4)。 

6) 糖尿病予防プログラム(米国) 

 肥満 IGT 群を、生活習慣介入群(低エネルギー・低脂

肪食と毎週 150 分中等強度運動(速歩)の実施による

7%体重減少)、メトホルミン(経口糖尿病薬)群および

対照群に分けて、経過観察を行った。その結果、糖尿

病発症率は、対照群に比べて、メトホルミン群では

31%、生活習慣改善群では 58%低下した(図 2) 2)。

図2  糖尿病の累積発症率
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生活習慣介入群(L群)(P< 0.001 vs M群、P< 0.001 vs. C群)

薬物療法群(M群)(P< 0.001 vs.C群)

プラセボ群(C群)

生活習慣(食事・運動)介入はメトホルミンより
糖尿病発症抑制に効果的である。

 

図3 安静時間の3分割と糖・脂質代謝
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年齢、性別、人種差、地域差、喫煙歴、2型糖尿病家族歴、抗脂血薬、β遮断剤、
歩数計装着時間、身体活動時間、BMI 補正後.
安静時間(中央値、範囲) 1:8.7時間(2.9-9.5)、2:10.3時間(9.6-10.9)、3:11.7時間(11.0-15.8)

(Henson J et al: Diabetologia. 2013; 56:1012-1020)

(means±S.E.)

安静時間の増加は糖代謝(糖負荷2時間後血糖値上昇)や脂質代謝(中性脂肪(TG)の上昇、HDL(善玉)
コレステロールの低下)を増悪させる。

 

 

 この成績は特定健康診査・特定保健指導で行ってい

る食事・運動指導など生活習慣改善指導の有効性を裏

付けている。また、肥満 IGT 群の方の減量目標として、

とりあえず、5%減量を目指せば、糖代謝の改善が期待

できることを示唆している。 

7) 歩行 2 型糖尿病予防研究(英国) 

 TV 視聴など安静時間の増加は糖代謝、脂質代謝を

増悪させ、動脈硬化心血管障害を招く危険性がある(図

3)。安静時間の増加(time spent sedentary)は、中等強

度 運 動 の 実 施 (moderate-to-vigorous physical 
activity: MVPA)の有無より有力な心血管系の健康状

態(cardiometabolic health)の予知因子となりうると

いう。したがって、運動強度に関係なく、散歩など「ブ

レーク(中断)」を入れることによる安静時間の減少を

指導すべきである 9)。 

 大慶耐糖能異常群・糖尿病研究(中国) 10)、糖尿病予

防研究(フィンランド) 11)、糖尿病予防プログラム(米

国) 12)に関しては、最近追跡成績(Outcome Study:OS)
が報告されている。いずれの調査成績でも、介入期間

終了後 10 年以上、生活習慣改善が維持され、糖尿病

発症率も低下し、生活習慣介入による生活習慣病発症

予防を行うことが、費用対効果の面からも優れている

事実が判明した 10-12)。 

2. わが国の調査成績 

1) 大阪健康調査 

 日本人男性(大阪ガス社員)の 10 年間の観察成績。

ガーデニング、家の修理、芝刈り、ショッピングなど

余暇として行う週 1 回の定期的運動は、2 型糖尿病発

症を 25%低下させた。また、クロスカントリースキー、

ハイキング、レクリエーションスポーツなど活発な身

体運動を週末に週 1 回行えば、運動不足群に比べ、糖

尿病発症が 45%低下した 13)。 

2) 東京ガス研究 

 定期健診受診者 7 年間の有酸素運動能力(体力)の変

化と糖尿病発症率に検討を加えた。有酸素運動能力変

化の四分位(増悪→改善)で、糖尿病発症率は 1.0、0.64、
0.40、0.33 となった(図 4)。運動不足(有酸素運動能力

低下)が日本人 2 型糖尿病発症の危険因子であること

を示唆する研究成績である 14)。 

 

図4 有酸素運動能力(体力)の変化と2型糖尿病の関係
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(Sawada SS et al: Diabetes Care. 2010; 33: 1353-1357より引用改変)

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
低下 やや低下 やや増加 増加

有酸素運動能力(体力)の低下は、日本人2型糖尿病の発症予知因子である。

 
 

3) 虎の門病院糖尿病予防プログラム 

 IGT 群を対象に食事・運動など生活習慣介入を行っ

たところ、4 年後体重が標準介入群で 0.39kg、強化介

入群で 2.18kg 減少した。後者では糖尿病発症が 67.4%
抑制されていた(図 5)。食事制限と運動という生活習

慣介入による約 2kg(3%)の体重減少は日本人糖尿病発

症予防に極めて有効であることが明らかになった 5)。 
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図5 標準介入群と強化介入群の累積糖尿病発症率
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(Kosaka K et al: Diabetes Res.Clin.Pract. 2005; 67:152-162)

生活習慣(食事・運動)介入による約2kg(約3%)の体重減少は、糖尿病発症予防に有効である。

 
4) 関西ヘルスケア研究 

 通勤時の片道歩行時間が 10 分以下の群を基準とす

れば、21 分以上の群では発症リスクが 27%低下した。

通勤(歩行)時間が 2 型糖尿病発症予防に関して、他の

要因と独立した効果を有することを示唆している 15)。 

5) 日本糖尿病合併症研究(JDCS) 
 1996(平成 8)年に開始された日本人 2 型糖尿病患者

を対象にした大規模臨床介入研究。余暇時間運動量

(leisure-time physical activity: LTPA)の多い少ない

により 3 群に分け、「高運動量群」では、「低運動量群」

に比べ、有意に脳卒中発症頻度が低下、全原因死亡も

低下した (図 6)。曽根博仁教授(新潟大学第一内科)

は、余暇時間運動量の減少が、日本人 2 型糖尿病患者

の脳卒中発症、全原因死亡増加につながる。したがっ

て、余暇時間運動量は脳卒中発症の可能性を判断する

因子になり得ると述べておられる 16)。 

 

脳
卒

中
発

症
率

経過年数(年)

余暇時間運動量(leisure-time physical activity: LTPA)

図6  余暇時間運動量(LTPA)3分割による脳卒中発症率 (JDCS)

低運動量(LTPA) (≤3.7 メッツ・時/週)
中等度運動量(LTPA) (3.8–15.3 メッツ・時/週)
高運動量(LTPA)(≥15.4 メッツ・時/週)
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(Sone H et al: Diabetologia. 2013; 56:1021-1030)

余暇時間運動量(LTPA)は日本人2型糖尿病
における脳卒中発症の予知因子である。

 
 

 同グループのメタ解析成績では、糖尿病患者では身

体運動量の増加が、心血管リスクを低下させ、全原因

死亡も低下させる事実が明らかとなっている 17)。 

 

 運動療法の代謝効果 

1. 運動の急性効果 

1) 運動(収縮)筋のエネルギー需要 

 運動筋では、糖・脂質など大量のエネルギーが消費

され、食後の運動実施は食事による血糖上昇を抑制し、

血糖コントロール状態の改善が期待できる 8)。 

2) 強度の強い運動 

 高強度の運動を実施すれば、グルカゴン、カテコラ

ミンなどインスリン拮抗ホルモンの分泌が亢進し、糖

代謝が増悪する。また、高強度の運動では、筋のエネ

ルギー源が糖質(炭水化物)に限定され、脂質は利用さ

れない 8)。 

3) 交感神経刺激と脂肪組織の脂肪分解能 

 交感神経刺激による脂肪分解能は、内臓脂肪>皮下脂

肪となっており、食事制限と運動療法を行えば、内臓

脂肪が効率的に減少する 8)。 

4) 糖取り込み促進のメカニズム 

 運動による糖取り込み促進には、インスリンシグナ

ル伝達系とは異なる AMPK が重要な役割を果たして

いる。すなわち、活性化された AMPK により糖輸送

担体(GLUT4)が筋細胞膜へ移動(translocation)し、糖

取り込みが促進される 8)。 

2. トレーニング効果 

1) インスリン抵抗性の改善 

(1) 有酸素運動の実施:最大酸素摂取量(VO2max) に
影響を及ぼさないような軽・中等強度の身体トレーニ

ングでも長期間継続すれば、個体のインスリン抵抗性

が改善する 8)。 
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図7 食事療法群と食事・運動療法群のグルコース注入率(インスリン感受性)の比較

前 後 前 後

NS

P<0.01

食事療法群
体重減少 4.2 ± 0.8

(kg)            n = 10

食事 ・ 運動療法群
7.8 ± 0.8

n = 14

(Yamanouchi K et al: Diabetes Care. 1995; 18: 775-778)
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(2) 肥満者、肥満糖尿病患者と運動:食事制限と身体ト

レーニングの継続により腹部内臓脂肪を中心とした体

脂肪が効率的に減少するが、筋肉など除脂肪体重

(LBM)は変化しない。インスリン抵抗性も改善する。

一方、運動療法を実施せず、極端な食事制限のみで減

量しても、内臓脂肪は必ずしも減少せず、LBM が減

少し、インスリン抵抗性は改善しない(図 7) 8,18)。 

(3) レジスタンス(筋力)運動の併用:ジョギングに代

表される有酸素運動は、重量挙げのようなレジスタン

ス運動より個体のインスリン感受性改善に有用である。

しかし、筋力、筋量の低下している(サルコペニア)高
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齢者では、有酸素運動に加えて、チューブや軽いダン

ベルなどを用いたレジスタンス運動の併用も有用であ

る 8)。 

(4) 身体トレーニングの頻度:インスリン感受性改善

で代表されるトレーニング効果は、3 日以内に低下、1
週間で消失する(図 8) 8,19)。 

 

図8  トレーニングおよびトレーニング中断によるグルコース代謝量(注入量)の変動(ラッ
ト)

12
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対
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**P<0.01

**

**
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(Nagasawa J et al: Int J Sports Med. 1990;11:107-110より改変引用)

トレーニング効果は3日以内に低下し、1週間ほどでほとんど消失する。したがって、
運動療法は1日おき、少なくとも週3日以上は実施しなければならない。

 
2) 運動の実施と血糖コントロール 

(1) 運動療法と血糖コントロール:運動療法の実施は

HbA1c を低下させ、細小血管障害などの合併症の危険

性を低下させるが、体重減少には効果がない 20)。 

(2) 運動強度、運動量と血糖コントロール:メタアナリ

シスによれば、HbA1c レベルの低下は、運動量(頻度)

の増加と相関があり、運動強度とは相関がなかった(図

9)。2 型糖尿病の血糖コントロール改善には運動量が

重要な要因となっている 21)。 
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図9  運動量(a)、運動強度(b)とHbA1cの相関

運動量(回数/週) 運動強度(%最大心拍数)

(Umpierre D et al: Diabetologia. 2013; 56:242-251)

a. b.

HbA1cレベル(血糖のコントロール状態)の低下は、運動量(頻度)と相関があり、
運動強度とは相関がなかった。

 
 

3) 身体トレーニングと体力・大血管障害 

(1) 体力、全身持久力: 身体運動の継続的実施は有酸

素運動能(VO2max)を増加させる。 
(2) 冠危険因子: トレーニングの実施は、血清 TG の低

下、HDL-コレステロールの上昇、軽症高血圧の改善

など冠危険因子を低下させる 8,20)。 

(3) 食事誘発性熱産生、基礎代謝:トレーニングの継続

は、食事誘発性熱産生(dietary -induced thermogene- 
sis: DIT)を上昇させたり、食事制限の実施による基礎

代謝の低下を防止する 8)。 

 

 食事・運動習慣のあり方 

1. 食習慣 

1) 量 

 過食を控え、腹八分目とする。 

2) 質 

 動物性高脂肪・高蛋白食を避け、食物繊維を多く含

む食品(野菜、海藻、きのこなど)1 日 350g を摂取す

る。糖・脂質、蛋白質のバランスのとれた食事とし、

極端な糖質制限食(低糖質食)は不可。 

3) 食行動 

 朝・昼・夕食を規則正しく、ことに朝食は必ず摂取

し、ゆっくりよく噛んで食べる。 

2. 運動習慣 

1) 運動種目 

 散歩、ジョギング、ラジオ体操などの有酸素運動を

週 3 日以上(3 日以上間隔を空けない)、合計週 150 分

以上実施する 6,20)、ことに高齢者では、ハーフスクワ

ット(椅子に座るようにしゃがみ、立ち上るの繰り返

し)、軽いダンベル等を用いたレジスタンス運動も併用

する。余暇の運動だけでなく、通勤、労働などの「生

活活動」も、先述のように 2 型糖尿病のリスク低下に

有用である。エレベーターの代わりに階段を使うなど

日常生活の中に運動を取り入れる。歩数計(脈拍計)を

用いて評価し、1 日 1 万歩(歩数が少ない場合には、と

りあえず 1 日 1000 歩増加)を目指す 6)。 

 「健康づくりのための身体活動指針 2013」(アクテ

ィブガイド)では、1 日 10 分身体活動を増加させる(プ

ラステン(10))ことの重要性を勧告している 7)。 

2) 運動強度 

 中等強度(一般に脈拍 120/分、60〜70 歳代は 100/
分)で 1 回 10〜30 分、週 3〜5 日以上。こま切れの運

動でも良い 6)。 

3) 準備・整理運動 

 身体運動の前後にラジオ体操やストレッチングを実

施する。 

 

 おわりに 

生活習慣病に対する食事・運動習慣改善の有用性に

関しては、多くのエビデンスが集積されている。しか

し、日本糖尿病学会運動療法・運動処方確立のための

調査研究委員会(委員長:佐藤祐造)の調査成績によれ

ば、糖尿病患者の運動療法の実施率は 52%にとどまっ

ており、行っていない理由としては、「時間がない」が

あげられた 22)。 

 歩数計(ライフコーダ®(スズケン)、メディウォーク® 

(テルモ))等を活用し、エレベーターの代わりに階段を
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上り下りするなど、各自のライフスタイルの中に中等

強度の身体運動を取り入れることの重要性を指摘して

おく。なお、私は大学でも自室(1 号館 3 階)から事務

室(1 階)や大学院生室(4 階)に行く際、エレベーター

を使わずに、階段を上り下りし、ほとんど毎日 3 メッ

ツ以上の運動 30 分、1 万歩以上をクリアーしている。

なお、一方、食習慣改善は必ずしも容易ではなく、各

人それぞれの創意工夫が必要と思われる。 

 

 著者の COI(conflicts of interest)開示:特になし 
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箸の持ち方・使い方の発達段階別の差異 

Differences of developmental stages in Dexterity of Holding and Handling Chopsticks 
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※１ 愛知みずほ大学短期大学部  ※２ 愛知みずほ大学 

 
和文抄録 
 

箸の持ち方と使い方に焦点を当て、大豆を“つかむ、運ぶ”数について発達段階の観点から調査した。名

古屋市内大型店舗に訪れる顧客を対象とし、参加者の箸の持ち方と運び終わった豆の数を記録した。 年齢は

幼児、小学校低学年、小学校高学年、中学生、それ以降の年代別 10～80 歳代以上の計 12 区分とし、198 名

の有効データを得た。箸の持ち方は力点に注目し６種パターンに分類した。箸の持ち方と大豆の平均運び数

は有意差を示し、伝統的（正しい）持ち方で最も多く、６種の分類パターンの妥当性が示された。30 代～40

代の運んだ大豆の数は幼児から中学生および 50 代～80 代より有意に多かった。箸の持ち方は中学生時代に

確立される傾向がみられたが、その固定化が 17 歳とされる先行研究結果は、調査対象者のサンプルサイズの

偏りから検証されなかった。併せて高齢期に箸の持ち方が変化していることがうかがえる結果が得られた。 

 
 
キーワード 箸の持ち方、箸の使い方、発達段階 
 
 
Ⅰ はじめに 

 山内ら１）が、「箸の機能は、摘む、挟む、支える、

運ぶという『基本機能』と、切る、裂く、ほぐす、剥

がす、すくう、包む、載せる、押える、分けるという

『特殊機能』に分けられる」とその用途を分類してい

るように、箸は多機能な食事用具である。この箸を使

う文化は「日本人の何世代にもわたる箸使いは、大脳

を刺激し、発達させ、働きを高め、手先・指先の器用

さと繊細さに、ますます磨きをかけ、日本文化を手の

文化として発展させたのである。」という２）。 

しかし、多様な海外の食事文化の流入や海外旅行の

普及が食事文化や用具の使用法にも影響を与え、一方

では調理器具・用具や家電製品の普及が“箸の持つ機

能性”を希薄化させる等、結果として手の器用さの発

達を遅らせることを危惧する研究が報告されている３）、

４）、５）、６）。 

これらの文献から抽出される課題は、（１）箸の伝

統的な持ち方と発達段階との関係、（２）発達段階と箸

の使い方、と考えられる。 

箸の伝統的な持ち方と発達段階との関係に関する

先行研究はいくつかみられる。遺伝と環境の影響から

双生児を対象とした鈴木ら(2011)による研究では、生

後 38 ｹ月では環境の影響が、生後 50 ｹ月では遺伝の影

響が強い、しかし箸の使用においては遺伝と環境の要

因が発達と共に変化する可能性を示したと報告してい

る７）。広沢（1991）による保育園児の食事道具の持ち

方に関する調査結果は、「スプーン→フォーク→箸」の

順で使われていることを報告している８）。これが意味

することは、「モノを握る」という手の動作が可能にな

った後に、独立した指の動かし方が可能になることを

反映している。幼稚園児と小学生低学年を対象とした

赤崎らの調査結果（2010）では、「箸を正しく持てる」

園児はほとんどいなく、小学校低学年でも正しく箸を

もてる者は少ないと報告されている９）。その一方で、

阿部（2009）は 70％の子どもが 2～3 歳で箸を使える

ようになっていたと報告している１０）。しかし、どの



原著 

8 

 

ような箸の持ち方であったかどうかは不明である。山

下(1955)によると“握り箸”は 3歳でできるとされて

いる１１）。立屋敷ら（2005）による小中学生の箸の持

ち方に関する研究では、鉛筆の持ち方より遅く発達す

ること、また標準的な（伝統的）箸の持ち方は少なく

とも 15歳以降であることが示唆され、年齢の上昇によ

り伝統的な持ち方の比率は上昇する、と報告されてい

る１２）。箸の伝統的（正しい）持ち方は先行研究結果 
１３）から小学校低学年と考えられるが、箸の持ち方と

その分類、そして発達段階との関係は緒家により異な

っている。また、箸の持ち方については養育者による

箸の持ち方の矯正行為が関与している１４）。 

箸の使い方（巧緻性）に関する先行研究では、箸の

長さ・形状・材質の要因が持ち方・使い方に影響する

ことが報告されている。向井ら（1978）は、箸の持ち

方を 3種に区分し、箸の長さ・形状により食材（大豆・

豆腐・角砂糖・こんにゃく・寒天）を単位時間当たり

の運ぶ数、筋活動度で実験的に検討している１５）、１６）、

１７）。これらの研究結果から、柔らかい壊れやすい豆

腐を扱う場合、12～14 歳で技巧的な箸の使い方は作業

量の観点からピークを迎えていること、一方で固いさ

な大豆を運ぶ指の挟む力を必要とする箸による作業量

は 17 歳がピークであると報告されている。谷田貝

（1985）は箸の使い方に関し、ピンポン玉 10個を運ぶ

動作から「持ち方も使い方もまとも」、「持ち方はまと

もだが使い方がまともでない」、「持ち方も使い方もま

ともでない」の 3種に区分し、日本全国 9152 名を対象

に大規模な調査している５）。その結果、「箸の持ち方・

使い方が正しい」のは男女とも 45～49 歳の世代（女：

80.8％、男：66.7％）が最大であると報告されている。

谷田貝（1985）の研究は大規模であるが、評価指標が

定性的（ピンポン玉を運ぶ動作の評価）であり、向井

ら（1978）の実験的研究では定量的・客観的指標を採

用しているが統計的検定が未完である。箸の正しい持

ち方は、見た目が美しく、安定した持ち方となるため

に奨励されているだけでなく、箸の有している機能性

や作業性の特色を活かす持ち方であるといわれている。

本研究は、一般社会における広範な年齢層を対象に、

単位時間当たりの「大豆」の運ぶ数から、箸の持ち方・

使い方の両側面と発達段階との関連性を明らかにしよ

うとしたものである。 

 

Ⅱ 方 法 

（１）対象者 

名古屋市熱田区 E 大型店舗に訪れる顧客に対し、

2011 年 11 月 19 日(土)及び 20 日(日)の 2 日間、調査

した。箸を使用した大豆運びには、幼児から 80歳代ま

で 197 人の有効データを得た。調査対象者の年齢は、

箸の持ち方が確立する前の幼児、小学校低学年、小学

校高学年、中学生、それ以降の年代別 10～80歳代以上

の 12 区分とした。ただし、10 代は中学生を除く年齢

である。実験参加者には目的を説明し、ボラテイアで

の参加に同意を得て行った。 

 （２）作業課題 

 透明なプラスチック製の底が浅い器に大豆を入れ、

隣接して置いた同様なプラスチック製の器に 30 秒間

で箸を用いて運び入れる作業を実施させた。本人に写

真撮影許可を得て、普段の箸の持ち方と運び終わった

大豆が入った器の側に年代別区分のプレートと運んだ

大豆の数を書いたメモを一緒に置き撮影した。箸は、

大人用は 22.5cm 長さのぬり箸、子ども用は 15cm 長さ

のプラスチック製の箸を使用した。 

（３）箸の持ち方の分類 

箸の持ち方を、一色八郎（1998）の解説による箸の

持ち方の支点・力点を参考にして、以下の６つのパタ

ーンに分類した（写真１参照）。 

①箸にぎり型（Grasping type） 

：2本の箸（動箸と静箸）を 1本化した持ち方 

（写真１a） 

 ②箸交差型（Crossing grip type ） 

：2本の箸が交差し、独立した動かし方ができな 

い持ち方（写真１b） 

 ③母示支え型（Thumb-Index fingers supporting 
type）：母指と示指とで動箸を持つ持ち方（写真１c） 

 ④示中支え型（Index-Middle fingers supporting 
type）：示指と中指で動箸を持つ持ち方（写真１d） 

⑤薬小揃え型（Ring-Pinky fingers supporting type） 
：薬指と小指を揃えてその上に静箸を乗せる持ち

方（写真１e） 

 ⑥伝統型（Traditional type） 
：正しい持ち方（箸の持つ基本機能と特殊機能を

発揮できる持ち方（写真１f） 

Ⅲ 結 果 

(1) 箸の持ち方 

箸の持ち方を前述した６つのパターンで集計した

結果を図 1a（年代別区分―幼児～中学生－）と図１b

（年代別区分 20 代～80 代）に示した。幼児では「に

ぎり箸」が多いが、「伝統的（正しい）」箸の持ち方の

できる者が 21.9％、中学生では「にぎり箸」が 40％

（2名）であった。幼児から中学生までの全体 86名の

うち「伝統的（正しい）」箸の持ち方ができる者は

34.9％であった（図１a）。このことは、手先の器用さ 
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写真１ 

写真１a  ①箸にぎり型           写真１b  ②箸交差型 

         Photo 1a.  Grasping type                  Photo 1b.  Crossing grip type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真１c  ③母示支え型         写真１d  ④示中支え型 

        Photo 1c.   Thumb-Index fingers             Photo 1d.   Index-Middle fingers 
                   supporting type                             supporting type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真１e  ⑤薬小揃え型          写真１f  ⑥伝統型 

Photo 1e  Ring-Pinky fingers                Photo 1f   Traditional type 
                  supporting type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



原著 

10 

 

が未熟な幼児～中学生においては、つかみ型や交差型

がみられ、正しい持ち方をしている者は少ない傾向を

示していた。10代は１名であったため分析対象から除

外した。20代以上では、「伝統的（正しい）」箸の持ち

方をする者が 20 代・40 代・50 代・60 代でそれぞれ

50％を超える。その一方で 20 代・30 代・60 代では、

「人差し指と中指２本（分類④）」で箸を使う人が 20％

強存在した（図１b）。 

(2) 年代別による大豆の移動数 

運んだ大豆の数を年代別に比較した結果、豆の移動

数に有意差が見られた（F=20.75, df=10/186, p<0.01）。

20 代～40代は、幼児から中学生および 50代～80代よ

り有意に運んだ大豆の数が多かった。各年代と大豆を 

運んだ数との関係を図２に示した。図２から、中学生

で最も大きな個人差がみられるが、この世代のサンプ

ル数（N＝５）の少ないことが影響している。器用に箸

を使える（大豆を運ぶ速さ）世代は 30 代～40 代がピ

ークであることを示している。 

(3) 箸の持ち方による大豆の移動数との関係 

６種の箸の持ち方による大豆運びの数をみたとこ

ろ図 3の結果を得た。①の持ち方（にぎり箸）～⑥の

持ち方（正しい箸の持ち方）にいたる大豆運び数は、

分散分析の結果、ほぼ直線的な関係（図 3参照）であ

ることの有意差が得られた（F=8.75, df=5/192, 

p<0.01）。このことは⑤「薬小揃え型」及び⑥「伝統的

（正しい）」箸の持ち方が単位時間当たり最も多くの大

豆運び数を達成したことを示している。図 3 と図 1b

から、静箸が固定化した⑤の持ち方をしている 70～80

代は、⑥とほぼ同数の大豆の移動がみられた。これら

の結果は 6種の箸の持ち方分類の妥当性を示唆してい

る。 

Ⅳ 考 察  

１）箸の持ち方分類について 

橋本ら（1990）は、箸の持ち方を（１）伝統型、（２）

鉛筆型、の２種に１８）、山内ら（2010）は（１）伝統

的、（２）非伝統的、の２種１）、山田（2001）は（１）

伝統的、（２）異なる持ち方、の２種にそれぞれ分類し

ている３）。向井ら（1987）は、Ａ型（第 1 指～第 3 指

までを使って片方の箸を持つ者）、Ｂ型（第 1指と第 2

指で片方の箸を持つ者）、その他（Ａ／Ｂ型に属さない

者）の３種に１４）、にそれぞれ分類している。箸の持

ち方を２～３種に分類することは箸の持つ多機能性を

考えるならば、適切な分類とは言えないと考えられる。 

箸の持ち方の分類は、一色八郎（1998）によると、

箸を持つ場合の支点と力点に着目し、親指の位置と人

差し指・中指・薬指の位置関係から「正しい箸の持ち

方」を解説している１９）。力学的な観点からするなら

ば合理的な箸の持ち方、使い方があろう。箸の多機能

性を妨げない“知恵”として伝承された“持ち方”が

あると考えられる。 

それゆえ、箸の持ち方の分類は少なくとも２～３種

では適切ではない。一色は親指の位置から４種を、ま

た人差し指・中指・薬指の位置関係から６種を分類し

ている１９）。本研究では一色による持ち方分類を参考

に 197 人の持ち方を 6種に分類したが、特に分類不可

能なものには遭遇しなかった。 

２）箸の持ち方と発達段階について 

本調査から、幼児期から中学生に向けて、箸の持ち

方が発達していくことが豆運び数の変化から推測でき

た。同時に、一度箸の持ち方が確立されれば生涯に渡

って“変化が無い”とは言えないことがわかってきた。

高齢期になると手指の関節の柔軟性や可動性が変化し、

伝統的な箸の持ち方ができなくなってくると考えられ

る。 

箸の持ち方の発達に関する先行研究には、『手の大

きさの伸びる時期に作業量が増え、手の発達が止まる

ころに作業量も固定する。それは 17歳頃であり、した

がって箸の適切な指導はこの時期までということがわ

かる１９）。』とする研究がある。向井ら（1983）の研究

においても手の大きさ（中指先端から手首までの長さ）

は 17 歳前後（短大 1 年生）で最大となることを 1592

名の調査結果から見出し、箸での作業量もこの時期で

最大となることを報告している１７）。一色と向井らの

結果では、作業量から箸の持ち方が固定化する年齢を

17歳であるとする同一の結果を得ている。本研究では

必ずしも一色と向井の結果を支持するものは得られて

いない。 

箸を使うということは食事をするだけでなく「道

具」を使う手の動きの基本形になると考えられること

から、伝統的な箸の持ち方が若年齢で固定化する方が

望ましい。今回の研究により、20代に 2本の指で支え

て持つ持ち方が 20％強みられたことから、子どもたち

の家庭における箸の持ち方の躾の必要性や保育園・幼

稚園や小中学校における給食を通して指導する必要性

を示していると考える。 

３）箸の使い方と発達段階について 

 箸の持つ多機能性を考える時、その機能性の発揮と

持ち方とは密接な関係にあることが本研究で明らかと

なった（図３参照）。明らかに「正しい（伝統的）」持

ち方で平均大豆運び数が最大となっている。 

この作業成績を各年代別にみた結果、30 代と 40 代

をピークとする凸型であり、発達段階の初期と後期で

作業成績は低下している。向井ら（1983）の研究結果

でも大豆をつまむ作業成績では 20～29 歳でピークを

迎え、30～60 歳で低下を示している２０）。谷田貝（1985）

の調査結果では、ピンポン玉 10 個を運ぶときの箸の
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「持ち方・使い方がまとも」と判定された年代別の比

率では男で 60～64 歳でピーク値、女では 75～79 歳で

ピーク値と報告されており、本研究結果と異なってい

る。この違いは箸で運ぶピンポン玉と大豆に起因する

と考えられ、箸でつまむ物体の大きさ（摘まみやすさ）、

小さくて固い大豆をはさむ力の掛け方が異なるため、

同一次元での比較は困難と考える。ピンポン玉と大豆

をつまむ際、箸の使い方の技巧性は異なると考えられ

る。“箸の操作性・機能性”の発揮は、対象物の特性（大

きさ、固さ、壊れやすさ、表面形質等）により影響を

受け、その作業成績への加齢化の影響度は異なると言

えよう。また、加齢化に伴って箸の使い方（作業成績）

は変化し、技巧性は低下すると言えよう。 

今回の研究では、実験参加者の年代別サンプル数に

多寡があり、各年代の代表性に弱さがある。箸の持つ

多機能性についての実験的統制が十分とは言えない。

箸の基本機能と特殊機能別、箸の操作対象となる物体

特性、年代、等を実験的に統制した条件下で“箸の持

ち方・使い方”を定量的に検討することが今後の課題

であろう。 

日本人の食事作法は「箸に始まって箸に終わる」と

いわれてきた。2011 年 3月に内閣府が示した第二次食

育基本計画では「共食」の重要性が強調されている。

楽しく食事をすることが、人間の機能発達に良い影響

を与えることがその背景にある。食事は他の人と一緒

にすることでそのおいしさが増すという。正しい箸の

持ち方や使い方を身につけることは、共食の機会に、

他の人が不快や不浄感を持たないような食べ方ができ

るようになり、より良いコミュニケーションを育むこ

とに繋がる。 

今後、食育を進めるにあたっては、一人ひとりが箸

を始めとした日本人が作り上げてきた食文化に目を向

けるとともに、正しい箸使いを習得することの必要性

を認識することが重要であると考える。 

V 結 語 

箸の持ち方と使い方に焦点を当て、大豆の“つかむ、

運ぶ”数について発達段階の観点から調査した。対象

とした年齢は幼児、小学校低学年、小学校高学年、中

学生、それ以降の年代別 10～80 歳代以上の計 197 名で

あった。箸の持ち方を支点・力点から６種に分類し大

豆の平均運び数との関係を分析した結果、有意差を示

し、正しい（伝統的）持ち方で最も多かった。これは

箸の持ち方分類の妥当性を示したものである。30代～

40 代の運んだ大豆の数は幼児から中学生および 50 代

～80代より有意に多かった。箸の持ち方は中学生時代

に確立され、持ち方の“固定化”は 17歳とした先行研

究結果を検証することはできなかった。これは本研究

の調査対象者サンプル数の偏りによるものである。高

齢期には箸の持ち方が変化していることがうかがえる

結果が得られた。 
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図１a  箸の持ち方年代別区分－幼児～中学生－ 単位：％ 

Figure 1a  Types of holding chopsticks by developmental stages (unit: ％) 
                －from infants to junior high school pupils － 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１b  箸の持ち方年代別区分－20 代～80 代－ 単位：％ 

Figure 1b  Types of holding chopsticks by developmental stages (unit: ％) 
                －from 20’s to 80’s generations － 
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図２ 年代と大豆移動数との関係  単位：個数 

Figure 2. Numbers of carrying soybeans in function of developmental stages 
              (Dotted line indicates an approximate curve) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３ 箸の持ち方による大豆運び数 単位:個 

Figure 3. Numbers of carrying soybeans by holding type of chopsticks. 
              (Dotted line indicates a linear approximation) 
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英文抄録 
 
Types of holding and handling chopsticks and its dexterity among different generations were studied from 
grasping and carrying soybean amounts per time unit. Customers who had come to a big shopping center in 
Nagoya city were participated to this study voluntarily. One hundred and ninety eight participants were 
classified into twelve age groups, that is, infants, pupils in lower grade of elementary school, higher grade of 
elementary school, junior high school, and  ten interval age groups up to 80’s. Types of holding chopsticks 
were classified into 6 patterns from a view of fulcrum point of holding chopsticks. A performance result of 
carrying soybean amounts in function of 6 types of holding chopsticks indicated statistical significance, and 
its validation.  
This means the developmental dexterity reflected the numbers of carrying soybean in function of types of 
holding and handling chopsticks. However, ages did not affected in amounts of carrying soybean but had been 
affected by the type of holding chopsticks except for lower developmental and elderly age groups. 
 

Key Word : handling chopstick, developmental dexterity, age groups 
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聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援に関する検討（第１報） 

―属性とコミュニケーション手段、駅利用との関連― 

 

Study on support required when hearing-impaired people 
utilize a station（Part 1） 

―The association between attributes and communication means, station 

utilization― 
 

成瀬 眞佐子 1) ・ 土田 満 2) 

 

1)慈恵福祉保育専門学校、2) 愛知みずほ大学大学院 

 

 

Masako  Naruse1)  , Mitsuru  Tsuchida2) 
 

1)Jikei College of Humane Service ,  2）Aichi Mizuho College Graduate Center 
 

This study investigated the association between station utilization and the attributes, 

including gender, age group, local versus large city, and congenital characteristics, or 

communication means in hearing-impaired people in order to clearly define the support they 

require to utilize a station. A questionnaire survey involving the members of the welfare 

society for hearing-impaired people and the students of deaf-mute schools was conducted.  

The most common means of communication were sign and verbal languages both inside and 

outside the home. Verbal language was used by about half of the subjects aged 19 years or 

younger both inside and outside the home, whereas it was not actively used by those aged 20 

years or older. Written conversation was used by no one inside the home. A higher proportion 

of subjects utilized a mobile or smart phone as a communication device.  

A difficulty encountered in the stations by hearing-impaired people was the responses to 
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information about, for example, the delayed arrival of a train as well as emergencies. As many 

as 72% of the subjects answered that the stations provided inadequate guidance in emergency 

settings; among those, the proportion of subjects aged 20 years or older was higher. 

For many hearing-impaired people who are bad at written communication or are advanced 

in years, the range of support in terms of verbal language provided by the stations should be 

expanded. 

 

Key words : hearing-impaired people, attributes, communication means, station utilization 
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Ⅰ はじめに 
近年、障害者の自立と社会参加に対する理解が深まっ

ているが、聴覚障害者については、音声言語情報に依存

した伝達方法が多い社会システムや外見だけでは分か

り難く、コミュニケーションがうまく取れない障害ゆえ

に、社会参加への機会が著しく制限されている１）。病院

の受付や、デパート・スーパーのサービスカウンター、

駅の対面式切符売り場等の公共の場には、聴覚障害者へ

の支援を示す世界共通のシンボルマーク「耳マーク」と

呼ばれるマークが貼られている。「手招きして呼ぶ」「大

きな声ではっきり話す」「筆談をする」などの協力が出

来る情報保障の場所を示しているが、法的拘束力はない。

「耳マーク」が貼ってあることから、聴覚障害者が安心

してコミュニケーションを取れると思われがちである

が、コミュニケーションが取りやすい手段である筆談が

得意ではない聴覚障害者も多く、十分に利用されていな

い実情も報告されている２)。 

公共の場における聴覚障害者のコミュニケーション

問題については、病院等の医療機関において多くの研究

がなされている。一方、研究報告は少ないが、大手スー

パーやデパートでは、法律の後ろ立てはないものの、手

話のできる店員が案内をしてくれる等、サービスの一環

として聴覚障害者への支援システムがある程度確立さ

れているところもみられる。また、代表的な公共の場の

ひとつである駅については、従来の交通バリアフリー法、

ハートビル法が見直されて、身体障害者、車いす使用者、

視覚障害者や高齢者等が公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関するバリアフリー新法が制定され

るに至り、エレベーターの普及、点字ブロックも多く整

備される等、ハード面の充実が図られて便利になってい

る３）。しかしながら、文字放送でのお知らせや映像によ

る伝達等は新法に盛り込まれておらず、聴覚障害者への

配慮は置き去りにされてしまった感がある。加藤ら４）

は駅では各種の情報を読み取らなければならず、聴覚や

視覚に障害を持つ人たちにとっては不便さを感じる代

表的な場所であると報告している。 

以上の背景を踏まえ、聴覚障害者が駅を利用する際に

必要な支援を明確にするために、聴覚障害者の性別、年

代、地方都市及び大都市、先天性等の属性とコミュニケ

ーション手段、駅利用との関連性を検討した。 

 
Ⅱ 調査方法 

１．対象と方法 

聴覚障害者福祉協会の会員（名古屋・岡崎）と聾学校

の生徒(名古屋・一宮・豊橋)を対象とした。聴覚障害者

福祉協会と聾学校にアンケート用紙を郵送して調査を

依頼するとともに、聴覚障害者福祉協会の一部の会員に

は直接持参して調査を行った。 

２．調査時期 

平成 24 年 7 月 18 日～10 月 19 日。アンケートは自己

記入式で実施した。 

３．調査項目 

1) 基本属性（性別、年齢、所属、先天性・後天性、

住居） 

2) コミュニケーションや交通手段（家庭内、家庭 

外のコミュニケーション手段、筆談、コミュニュケ―シ

ョン機器、コミュニュケ―ションの取りやすい場所、主

な移動手段） 

3) 駅の利用（頻度、目的、利用のしやすさ、駅で困 

ること、困った時の解決法、駅員の手助け、移動しやす

さ、案内表示の分かりやすさ、電車内の表示の分かりや

すさ、遅延説明、緊急時の案内） 

４．分析方法 

基本属性、コミュニケーションや交通手段、駅の利用

については単純集計を行った。また、基本属性とコミュ

ニケーションや交通手段との関連および駅利用との関

連についてはχ2 検定を行った。解析には IBM SPSS 

ver.19 を用いた。 

５．倫理的配慮 

得られたアンケート結果は個人を特定できないよう

統計処理を行う旨をあらかじめ説明し同意を得て調査

を実施した。 

 

Ⅲ 調査結果 
１．対象者の属性 

表１に対象者の属性を示した。対象者の男女の比率は 

ほぼ半々であり、聴覚者福祉協会に属する者は 64%、聾

学校の学生は 36％であった。また、失聴時期は産まれつ

きの先天性が 80％以上を占めていた。住まいについては

尾張地域（名古屋）と西三河、東三河地域（岡崎・豊橋）

が半々であった。 

 

表１ 対象者の属性 

 

図 1 に男女の年代分布を示した。対象者の年齢は 15

歳から 89 歳と幅広く、年代別にみると、19 歳までの学

生と 20 歳～59 歳まで青年・壮年世代、60 歳以上老年世

代が、それぞれ三分の一ずつの割合を占めていた。 

２．コミュニケーション・移動手段 

コミュニケーション・移動手段については、家庭内の

コミュニケーション手段は手話と口話の２つを用いて

行っている者が 77％おり、家庭外でのコミュニケーショ

ン手段も同様に手話と口話を用いて行っている者が 64%

を占めていた。筆談が得意と答えた者は 12.9％と低かっ

た。コミュニケーション機器として携帯電話・スマート

フォンを利用している割合は 81.3％と最も高かった。コ

ミュニケーションの取りやすい場所としては、病院が 1 

番多く、次にデパート・スーパー、3番目が駅であった。

駅においてコミュニケーションの工夫がされている 

ことは、手話を使える人がいることやわかりやすい案内 
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図１ 男女の年代分布 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示を挙げる者が最も多く、次いで窓口が親切なことで 

あった。主な移動手段は徒歩が最も多く、自家用車、自

転車、電車の順であった。 

３．対象者の属性とコミュニケーション・移動手段と

の関連 

  1) 男女とコミュニケーション手段・移動手段との関 

   連 

男女とコミュニケーション手段・移動手段との関連に

ついては、男女と家庭内でのコミュニケーション手段に

有意な関連が認められた。家庭内では男女とも手話＋口

話の割合が高かった。家庭内で筆談を使用する者はいな

かった。男女と家庭外のコミュニケーションおよびコミ

ュニケーションの工夫では有意な傾向がみられた。男性

の筆談の割合が女性より高く、コミュニケーションの工

夫では女性が手話を使えるものがいることを希望して

いた。男女と筆談、コミュニケーション機器、コミュニ

ケーションの取りやすい場所に関しては有意な関連は

認められなかった。 

2) 年代とコミュニケーション・移動手段との関連 

表 2に年代とコミュニケーション・移動手段との関連

を示した。年代と家庭内でのコミュニケーション手段に

は有意な関連が認められた（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 年代とコミュニケーション・移動手段との関連 

項目 カテゴリー Ｐ 値

家庭内での 手話 6 (12.2) 15 (35.7) 14 (29.2) **
コミュニケーション 口話 21 (42.9) 5 (11.9) 1 ( 2.1)
手段 手話＋口話 22 (44.9) 22 (52.4) 33 (68.8)

筆談 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
家庭外での 手話 7 (14.3) 6 (14.3) 12 (25.0) **
コミュニケーション 口話 21 (42.9) 3 ( 7.1) 0 ( 0.0)
手段 手話＋口話 16 (32.7) 19 (45.2) 29 (60.4)

筆談 5 (10.2) 14 (33.3) 7 (14.6)
筆談が得意 はい 8 (16.3) 7 (16.7) 3 ( 6.3) **

ふつう 37 (75.5) 24 (57.1) 25 (52.1)
いいえ 4 ( 8.2) 11 (26.2) 20 (41.7)

コミュニケーション機器 携帯・スマートフォン 44 (89.8) 36 (85.7) 33 (68.8) *
             （複数回答） パソコン 1 ( 2.0) 13 (31.0) 5 (10.4) **

タブレット 0 ( 0.0) 1 ( 2.4) 1 ( 2.1) -
その他 3 ( 6.1) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3) -
使用していない 4 ( 8.2) 2 ( 4.8) 16 (33.3) **

コミュニケーションの 病院 12 (20.3) 25 (59.5) 5 (10.4) **
取りやすい場所 駅 13 (22.0) 2 ( 4.8) 1 ( 2.1)

デパート・スーパー 12 (20.3) 4 ( 9.5) 7 (14.6)
ファミレス 7 (11.9) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3)
その他 5 ( 8.5) 8 (19.0) 29 (60.4)

駅における わかりやすい案内表示 24 (40.7) 10 (23.8) 5 (10.4) n.s.
コミュニケーション 窓口が親切 10 (16.9) 9 (21.4) 5 (10.4)
の工夫 手話を使える人がいる 2 ( 3.4) 12 (28.6) 35 (72.9)

聴覚障害者に理解がある 6 (10.2) 3 ( 7.1) 0 ( 0.0)
その他 7 (11.9) 6 (14.3) 1 ( 2.1)

主な移動手段 徒歩 18 (30.5) 3 ( 7.1) 24 (50.0) n.s.
自転車 13 (22.0) 7 (16.7) 5 (10.4)
自家用車 0 ( 0.0) 24 (57.1) 8 (16.7)
バス 4 ( 6.8) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3)
電車 14 (23.7) 5 (11.9) 5 (10.4)
タクシー 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 ( 4.2)
その他 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

                                                                                           値は人数（％）
                                                                                           n.s.:有意差なし，*Ｐ <0.05，**Ｐ <0.01

20歳～59歳　　～19歳
n=48n=42n=49

60歳～
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19 歳までの者は家庭内で口話を使用する割合が

42.9％に対して、60 歳以上の者は 2.1％と低く、手話＋

口話の者が多かった。年代と家庭外でのコミュニケーシ 

ョン手段には有意な関連が認められた（図 3）。 

 

図２ 家庭内における年代別コミュニケーション手段 

 

家庭内でのコミュニケーション手段と同様に、19 歳ま

での者は家庭外で口話を使用する割合が 42.9％に対し

て、60 歳以上の者では口話を使用する者は無かった。筆

談の使用は 20 歳～59 歳までの年代は 33.3%と他の世代

より多かった。年代と筆談が得意には有意な関連が認め

られた。筆談が得意をふつう以上と答えた者は、19 歳ま

での者が 92%に対して、20 歳～59 歳までは 74%、60 歳以

上の者は 58%と年代が高くなる程、得意と答えた者の割

合が低かった。年代とコミュニケーション機器で、有意

な関連が認められたのは、携帯・スマートフォン、パソ

コン、使用していないことで、携帯・スマートフォンは

60 歳以上の者の使用が他の年代に比べて低く、パソコン

の使用は 20 歳～59 歳までの者が高かった。コミュニケ

ーション機器を使用していないのは 60 歳以上の者で多

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 家庭外における年代別コミュニケーション手段 

年代とコミュニケーションの取りやすい場所には有

意な関連が認められた。コミュニケーションの取りやす

い場所として、19 歳までの者は病院、駅、デパート・ス

ーパーと答えたのに対して、20 歳～59 歳までの者の過

半数は病院と答え、60 歳以上の者では前述の 3つを回答

した者は少なかった。年代と駅におけるコミュニケーシ

ョンの工夫、主な移動手段には有意な関連は認められな

かった。 

3) 住まいとコミュニケーション・移動手段との関連

住まいとコミュニケーション・移動手段との関連につい

ては、住まいと移動手段に有意な関連が認められた。家

庭内のコミュニケーションは名古屋では手話＋口話を

使用する者が多かった。住まいを名古屋と名古屋以外に

分け名古屋以外に岡崎と豊橋を入れた。名古屋では徒歩、

電車を利用する者が多いが岡崎・豊橋では自家用車の割

合が高かった。筆談、コミュニケーション機器、コミュ

ニケーションの工夫に関しては有意な関連は認められ

なかった。 

4) 先天性・後天性とコミュニケーション・移動手段

との関連 

先天性・後天性とコミュニケーション・移動手段との

関連について、有意な関連が認められたのは先天性・後

天性とコミュニケーション機器におけるパソコンの使

用で、後天性の者が先天性の者よりもパソコンを持って

いる割合が高かった。先天性・後天性とその他の質問項

目には有意な関連は認められなかった。 

４．駅の利用 

駅の利用については、駅の利用頻度を毎日と答えた

25％を含めて、駅を週に 1 回以上利用する者の割合が

63%であったのに対して、1か月に 1度以下しか利用しな

い者は 37％であった。 

駅の利用目的は通勤・通学と買い物・用事で 73％を占

めていた。駅の利用しやすさについて、利用しやすいと

答えた21％の者を含めて、ふつう以上と答えた者が82％

以上を占めていた。 

駅で困ることについては、遅れなどの情報や緊急事態

の対応であり、駅の構造や乗り換え方法については 10％

程度に留まっていた。駅の利用について困った時の解決

方法については、駅員に聞くと答えた者が半数以上で最

も多く、次いで自分で解決する 35%と続いた。近くの人

に聞くと答えた者は 5％に過ぎなかった。駅員の手助け

については、十分であると答えた 15％の者を含めてふつ

う以上と答えた者が半数を超えたが、駅員の手助けが十

分でないとする者も 41％いた。駅の移動のしやすさにつ

いては、ふつう以上と答えた者が 66％であったのに対し

て、わかりにくいと答えた者が 30％にも上っていた。 

駅の案内表示のわかりやすさについては、ふつう以上

と答えた者が 68％であったのに対して、わかりにくいと

答えた者は 32％であった。電車内の表示のわかりやすさ

については、ふつう以上と答えた者が 69％であったのに

対して、わかりにくいと答えた者は 30％であった。遅延

説明については、十分でないと答えた者が 60％にも上っ

ていた。 

遅延説明が十分でないと答えた者を年代別にみると

（図 4）、19 歳以下では 30.6％であるのに対し、20 歳～ 

59 歳では 71.4％、60 歳以上では 79.2％と高かった。緊 
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項目 カテゴリー Ｐ 値

利用頻度 毎日 26 (53.1) 5 (11.9) 5 (10.4) **
週に３～４度 11 (22.4) 5 (11.9) 7 (14.6)
週に１度 3 ( 6.1) 7 (16.7) 19 (39.6)
１ヶ月に１度 9 (18.4) 25 (59.5) 17 (35.4)
利用しない 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

利用目的 通勤・通学 39 (79.6) 9 (21.4) 5 (10.4) *
買物・用事 7 (14.3) 21 (50.0) 21 (43.8)
旅行 1 ( 2.0) 5 (11.9) 4 ( 8.3)
その他 2 ( 4.1) 7 (16.7) 18 (37.5)
利用しない 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

利用しやすさ 利用しやすい 18 (36.7) 9 (21.4) 2 ( 4.2) **
ふつう 30 (61.2) 25 (59.5) 31 (64.6)
利用しにくい 1 ( 2.0) 8 (19.0) 15 (31.3)

駅で困ること 駅の構造 3 ( 7.1) 8 (19.0) 14 (29.2) *
   （複数回答） 乗り換えの方法 6 (12.5) 13 (31.0) 16 (33.3) *

遅れなどの情報 22 (44.9) 26 (61.9) 36 (75.0) **
緊急事態の対応 30 (61.2) 27 (64.3) 36 (75.0) n.s.
その他 1 ( 2.0) 2 ( 4.8) 0 ( 0.0) -

困った時の解決 駅員に聞く 29 (59.2) 27 (64.3) 21 (43.8) n.s.
その他 20 (40.8) 15 (35.7) 27 (56.3)

駅員の手助け 十分である 17 (34.7) 3 ( 7.1) 1 ( 2.1) **
ふつう 26 (53.1) 21 (50.0) 13 (27.1)
十分でない 6 (12.2) 18 (42.9) 34 (70.8)

駅の移動の しやすい 11 (22.4) 6 (14.3) 2 ( 4.2) **
しやすさ ふつう 36 (73.5) 24 (57.1) 13 (27.1)

しにくい 2 ( 4.1) 12 (28.6) 33 (68.8)
駅の案内表示の わかりやすい 20 (40.8) 6 (14.3) 5 (10.4) **
わかりやすさ ふつう 27 (55.1) 26 (61.9) 11 (22.9)

わかりにくい 2 ( 4.1) 10 (23.8) 32 (66.7)
電車内の表示の わかりやすい 23 (46.9) 10 (23.8) 5 (10.4) **
わかりやすさ ふつう 25 (51.0) 21 (50.0) 13 (27.1)

わかりにくい 1 ( 2.0) 11 (26.2) 30 (62.5)
遅延説明 十分である 34 (69.4) 12 (28.6) 10 (20.8) **

十分でない 15 (30.6) 30 (71.4) 38 (79.2)
緊急時の案内 十分である 25 (51.0) 5 (11.9) 9 (18.8) **

十分でない 24 (49.0) 37 (88.1) 39 (81.3)
　　　　　　　　

n=49 n=42 n=48
       60歳以上       　　～19歳  20歳～59歳

値は人数（％）

n.s.:有意差なし*Ｐ<0.05，**Ｐ <0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ 遅延説明 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急時の案内では、十分でないと答えた者が 72％も上って

いた。十分でないと答えた者を年代別にみると、19 歳以

下では49.0％であるのに対し、20歳～59歳では88.1％、

60 歳以上では 81.3％と高かった。 

５．対象者の属性と駅利用との関連 

1) 男女と駅の利用との関連 

男女と駅の利用との関連については、 駅の移動しや 

すさ、案内表示のわかりやすさ、電車内での表示のわか 

りやすさで有意な関連が認められた。いずれも男性にお 

いて駅の移動はしやすい、案内表示はわかりやすい、電

車内での表示はわかりやすいという割合が高かった。電

車が遅れた場合の説明 (71.2％)や、緊急時の案内

（83.1％）が駅を利用するにあたり困ると答えた割合が

女性に高く有意な関連が認められた。利用頻度、利用目

的、利用しやすさ、駅の構造、乗り換えの方法について

は有意な関連は認められなかった。 

2) 年代と駅の利用との関連 

表 3に年齢と駅の利用との関連を示した。 年代と利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 年代と駅利用との関連 
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用頻度と利用目的、利用しやすさ、駅員の手助け、駅の 

移動しやすさ、案内表示板、電車内の表示、電車が遅れ

た場合の説明や緊急時の案内等に有意な関連が認めら

れた。19 歳以下の者は毎日学校に通っているので利用頻

度が高かった。19 歳までの者は駅を利用しやすい場所と

答える割合が多いが 60 歳以上の者は 31.3％が利用しに

くいと回答した。 

駅の移動、案内表示板、電車内の表示も 19 歳までは、

わかりやすいと答えているが、60 歳以上の者はわかりに

くいと答えている。駅員の手助けや、電車が遅れた場合

の説明や緊急時の案内も 60 歳以上の者が十分でないと

答えた割合が高い等、年代によって駅の利用のしやすさ

に有意な差が見られた。 

3) 住まいと駅の利用との関連 

住まいと駅の利用との関連については、住まいと駅の

利用頻度、利用目的、困った時の解決に有意な関連が認

められた。名古屋、岡崎・豊橋の住まいとも毎日駅を利

用する学生の割合が高かった。困った時の解決法は名古

屋では駅員に聞くより他の方法で解決する割合が高く、

岡崎・豊橋は駅員に聞く割合が高かった。その他の項目

については有意な関連は認められなかった。 

4) 先天性・後天性と駅の利用との関連 

先天性・後天性と駅の利用との関連については、先天 

性・後天性と案内表示板と電車内の表示に有意な関連が

認められた。先天性の者がわかりにくいと答えた割合が

高かった。先天性・後天性と駅で困ることのなかで、駅

の構造で困ると答えた割合は先天性の者（20.7％）が後

天性の者（4.3％）よりも有意に多い傾向が認められた。 

 

Ⅳ 考察 
１．属性とコミュニケーション手段との関係について 

本調査では年代と家庭外でのコミュニケーション手

段に有意な関連が認められた。19 歳以下では手話を家庭

外で使う割合が高く、20 歳～59 歳および 60 歳以上の年

代では家庭内で使う割合が高いことが認められた。上久

保ら１）は、相手も言語触媒として手話を使用していない

と理解が難しいので、手話の理解能力がある友人とのコ

ミュニケーション手段として手話を使用している場合

が多く、年齢の高い聴覚障害者では家庭内に聴覚障害者

がいる場合が多いことを報告している。本調査での年代

による手話の使用割合の違いも，このような理由による

ことが推察される。 

口話については、19 歳以下の者が家庭内および家庭外

で 40％以上も使われていたが、20 歳～59 歳、60 歳以上

では口話が積極的に使用されていなかった。上久保ら１）

は、口語は重度聴覚障害者にとって負担が大きく、使用

する割合が多いのは家族や親しい仲間など、話す機会が

多い慣れた人に対してであると述べている。本調査の 19

歳以下の者は聾学校の学生であり、口語使用の教育等に

より口話が積極的に使用されていることが考えられる。 

筆談については、どの年代も家庭内では筆談を使うも

のはいなかったが，家庭外では筆談が 19 歳以下で

10.2％、20 歳～59 歳では 33.3％、60 歳以上では 14.6％

で使用されていた。20 歳～59 歳の年代は，社会に出て

働いている者、主婦や子育て、近所の付き合い等、健聴

者とのコミュニケーションにおいて口話や手話が有効

に使えないので、必要に迫られて必然的に筆談を使うこ

とが多くなっている１）状況が考えられる。 

コミュニケーション機器として携帯電話・スマート 

フォンを利用している者が全体で 80％以上もおり、なか

でも 19 歳以下が 89.8％と最も多く、20 歳～59 歳で

85.7％、最も低い 60 歳以上でも 68.7％が使用していた。

携帯電話・スマートフォンは各年代で幅広く使用されて

いる機器であることが示されていることから、新しい使

用方法を考案することで新たなコミュニケーションが

開拓される可能性が示唆される。 

２．属性と駅利用との関連について 

本調査では男女と駅の移動しやすさ、案内表示のわか 

りやすさ、電車内での表示のわかりやすさで有意な関連

が認められた。いずれも男性において駅の移動はしやす

い、案内表示はわかりやすい、電車内での表示はわかり

やすいという割合が高かった。また、年代と利用頻度と

利用しやすさ、駅員の手助け、駅の移動しやすさ、案内

表示板、電車内の表示、電車が遅れた場合の説明や緊急

時の案内等にも有意な関連が認められた。19 歳以下の者

は毎日学校に通っているので利用頻度が高かった。19

歳までの者は駅を利用しやすい場所と答える割合が多

いが、60 歳以上の者は 31.3％が利用しにくいと回答し

た。 

駅の移動、案内表示板、電車内の表示も 19 歳までは

わかりやすいと答える割合が高いが、60 歳以上の者はわ

かりにくいと答えている。駅員の手助けや、電車が遅れ

た場合の説明や緊急時の案内も 60 歳以上の者が十分で

ないと答えた割合が高い等、60 歳以上の年代における駅

の利用の難さが認められている。 

上久保ら５）は、駅や電車における音声による一方的な

案内である放送は聴覚障害者が放送の内容を十分に理

解できるような配慮が不足していることを指摘してい

る。三好ら６）も、重要なことは提示される字幕のリアル

タイム性、内容の正確さ、情報量であり、どの様な手法

が各聴覚障害者の状況やニーズに合致するかを当事者

である聴覚障害者と共に考える必要があると述べてい

る。本調査における 60 歳以上の年代における駅の利用

の難さは、高年齢者における駅への適応等が難しい状態

が考慮され、それに対する配慮が行き届いていない可能

性が示唆される。 

住まいと駅の利用頻度、利用目的、困った時の解決に 

有意な関連が認められた。住まいが名古屋の者は名古屋

駅等の大規模の駅を利用する機会が多く，住まいが岡

崎・豊橋では小・中規模の駅を利用する機会が多い。本

調査では困った時の解決法について、住まいが名古屋で

は駅員に聞くより他の方法で解決する割合が高く、住ま

いが岡崎・豊橋では駅員に聞く割合が高かった。井上７）

は大規模な拠点駅では、乗り入れる路線が多く、また駅

の構造が複雑化しているため、駅の空間構造を把握する

ことや、迷いなく目的の方向を判断することが困難な状

況にある。大勢が行き来する駅では、駅員に聞くよりも

自分で探す傾向があり、聴覚障害者は駅で目的の場所に

すぐに行けない場合にも、駅員に質問することが難しい

ためか自分で解決しようとする傾向が強いことを報告

している。本調査における住まいと困った時の解決方法

の違いは利用する駅の規模により生じていることが考



原著 

   23
 

えられる。 

先天性・後天性と駅利用との関連では、先天性の者 

が案内表示や電車内の表示がわかり難く，駅の構造で困

ると回答していた。中園ら８）によると日本語は本来、音

声言語である。健聴者が普段文字を読み書きすることが

できるのも、最初に耳から日本語を覚えてしゃべれるよ

うになり、その後にひらがなという表音文字を覚え次に

漢字を覚えるという手順を踏んできた結果である。先天

性の聴覚障害者は、生まれて以来音声日本語を聞いたこ

とがないので、このようなハンディキャップを負って日

本語の読み書きを身に付けるためには非常な困難を要

するとしている。このことが、本調査における先天性の

者が案内表示や表示により案内が行われている駅の構

造が分かり難いということをもたらしていることが考

えられる。 

 
Ⅴ 結論 

聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援を明確に

することを目的に、聴覚障害者の性、年代、地方都市及

び大都市、先天性等の属性とコミュニケーション手段、

駅利用との関連について検討した。聴覚障害者福祉協会

の会員と聾学校の生徒を対象としてアンケート調査を

実施した。 

１．コミュニケーション・移動手段においては、家庭内、

家庭外とも手話と口話が最も利用されているコミュ

ニケーション手段であった。口話は、19 歳以下の者

が家庭内外で約半数近くが使っていたが、20 歳以上

では積極的に使用されていなかった。筆談について

は、家庭内では筆談を使うものはいなかった。コミ

ュニケーション機器として携帯電話・スマートフォ

ンを利用している割合は高かった。 

２．駅の利用においては、駅で困ることは、電車の遅れ

などの情報や緊急事態の対応であり、緊急時の案内

は十分でないと答えた者が 72％も上っていた。十分

でないと答えた者の年代別は 20 歳以上で高かった。 

３．対象者の属性とコミュニケーション・移動手段との 

関連においては、男性では筆談の割合は女性よりも 

高く、女性では手話＋口話をコミュニケーション手 

段としている割合が高かった。19 歳までの者は家庭 

内で口話を使用する割合が半数近いたが、60 歳以上 

では手話＋口話の者が多かった。住まいが名古屋で 

は電車を利用する者が多かったが、岡崎・豊田では 

利用する者は少なかった。 

４．対象者の属性と駅利用との関連においては、駅の移 

動、案内表示板、電車内の表示は 19 歳までは、わ 

かりやすいと答えているが、60 歳以上の者はわかり 

にくいと回答した。 

以上から、筆談が得意でない多くの聴覚障害者、ある

いは高年代の聴覚障害者に対しては、手話に対する駅の

対応の一層の充実が望まれことが示唆される。 
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本学学生の学業成績と各種条件の統計的解析 

Statistically analysis of GPA and other conditions 

 

桜井 栄一 

愛知みずほ大学インスティテューショナル・リサーチセンター 

Eiichi Sakurai 
Aichi Mizuho College Institutional Research Center 

 

IR 活動の一環として、愛知みずほ大学学生の学業成績に関する仮説を統計的に検証した。結果、高校評定

平均と 1 年次～3 年次の GPA は中程度の正の相関を示した。また、1～３年次の GPA は互いに高い正の相関を

示した。これらの結果から、本学においても初年次教育が重要であることが推察される。さらに、履修登録

単位数と GPA は高い負の相関を示すことが分かり、履修登録単位キャップ制の妥当性が伺える結果となった。 

 

I verified hypothesises that explain about GPA of Aichi Mizuho College students. There was a 
correlation between GPA of each grade and a grade point average of high school. In addition, there was a 
high correlation between GPA of each grade. From these results, it can be guessed that first year 
experience is important on our college. Furthermore, there was a high negative correlation between GPA 
and a number of subjects that a student register for. Therefore, it can be guessed that upper limit for 
registration for subjects to take is correct. 
 

キーワード：IR、GPA 

Key words: IR, GPA 
 
１．序論 

近年、“インスティテューショナル・リサーチ”に

取り組む大学が次第に増えてきている。インスティ

テューショナル・リサーチ（以下、IR）には様々な

定義があるが、Saupe による「機関の計画立案、政

策形成、意思決定を支援するための情報を提供する

目的で、高等教育機関の内部で行われる調査研究」

（Ⅰ）が多く用いられているようである。従来の大

学における意思決定では、主に教員・職員の経験や

勘に依拠して行ってしまう例がままあった。IR とは、

このような意思決定に関し、統計資料等の客観的な

データを提供して支援する活動である。 

愛知みずほ大学でも、平成 25 年度にインスティテ

ューショナル・リサーチ・センターが設置され、IR

活動を開始された。本稿では、我々教職員が意識的、

無意識的に持っている、学生の学業成績に対するい

くつかの“仮説”を検証し、今後の意思決定に役立

てたい。 

 

2.統計資料・手法について 

本学では、学生の成績情報は全学的に一元化され

たリレーショナル・データベースに格納されている。

データベースにデータを格納したり、格納されたデ

ータを利用したりするためのアプリケーションソフ

トウエアは学内の担当者が開発したものである。そ

のうちの一部に関しては筆者も開発に加わっている。 

上記のような経緯から、IR センターとして統計資

料を参照する場合は、直接本学のデータベースに接

続し、データを匿名化して統計に用いている。本稿

で統計に用いたデータは、現行の成績処理システム

の運用が始まった1999年4月以降に入学した学生の

成績データである。１年次と３年次の成績を比較す

る都合上、特に断りのない限り、編入生及び、3 年

次までの退学者、2014 年 3 月末の時点での 1～2 年

生のデータは統計から除いている。 

統計検定等に関しては、Free Software Foundation

による GNU PSPP Statistical Analysis Software 

Release 0.8.3-g5f5de6 を用いた。これは IBM 社の

SPSS とほぼ同等の機能・操作性を持つオープンソー

スソフトウエアである。 
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3.仮説の検証 

3-1.GPA と高校評定平均 

多くの大学と同様、本学も入学の際には高等学校

が発行する調査書の提出を求めている。調査書には、

高等学校での各教科の評定平均が 5 点満点で記載さ

れている。入試方式によって重視される度合いは異

なるものの、評定平均は入試における合否の判定に

利用されている。即ち、高校における評定平均と入

学後の学業成績の間には少なくともある程度の相関

が想定されていると考えられる。一方で、入試の経

験が豊富な教員からは、評定平均の基準は高校毎に

異なる為、参考にするのは難しい、との声も聞かれ

る。この点についてデータから確かめてみたい。 

表 1 高校評定平均と各年次の GPA 

  1 年次 2 年次 3 年次

ピアソン相関 0.21 0.18 0.16

有意水準(両側) 0 0 0

N 1438 1438 1438

表 1に 1999 年 4 月以降の入学生でかつ 2014 年 3 月

末時点で 3年次以上の学生の高校評定平均と 1年次

GPA、2 年次 GPA、3 年次 GPA それぞれの相関を示す。

この表の“有意水準（両側）”とは、帰無仮説“関連

がない”が支持される確率である。これによれば、

高校評定平均と1年次から3年次のGPAは 5%有意水

準で何らかの関連があると結論できる。ただし、相

関係数 r（表の“ピアソン相関”）を確認すると、2

年次及び 3年次では|r|＜0.2 となっており、相関は

認められない。1年次のみ r=0.21＞0.2 で弱い相関

が認められる。 

表 2 高校評定平均と各年次の GPA 

入学

年度 
  1 年次 2 年次 3 年次

2000 ピアソン相関 0.35 0.26 0.15

有意水準(両側) 0 0 0.04

  N 199 199 199

2001 ピアソン相関 0.25 0.19 0.12

有意水準(両側) 0.01 0.04 0.2

  N 112 112 112

2002 ピアソン相関 0.47 0.43 0.35

有意水準(両側) 0 0 0

  N 119 119 119

2003 ピアソン相関 0.39 0.32 0.27

有意水準(両側) 0 0 0

  N 155 155 155

2004 ピアソン相関 0.36 0.31 0.26

有意水準(両側) 0 0 0

  N 207 207 207

2005 ピアソン相関 0.49 0.44 0.36

有意水準(両側) 0 0 0

  N 200 200 200

2006 ピアソン相関 0.39 0.43 0.36

有意水準(両側) 0 0 0

  N 147 147 147

2007 ピアソン相関 0.31 0.3 0.24

有意水準(両側) 0.01 0.02 0.06

  N 62 62 62

2008 ピアソン相関 0.44 0.54 0.41

有意水準(両側) 0 0 0

  N 65 65 65

2009 ピアソン相関 0.04 -0.03 0.07

有意水準(両側) 0.79 0.87 0.66

  N 42 42 42

2010 ピアソン相関 0.64 0.56 0.5

有意水準(両側) 0 0 0

  N 66 66 66

2011 ピアソン相関 0.45 0.4 0.32

有意水準(両側) 0 0 0.01

  N 63 63 63

次に、入学年度毎に高校評定平均と各年次の GPA

の相関を確認したものが表 2である。これによると、

ほとんどの入学年度では、各年次とも GPA との相関

係数が 0.2 以上、多くは 0.4 以上となっており、一

定の（少なくとも弱い）相関関係が認められること

が分かる。また、2009 年度入学生に限って、相関が

全く見られないことが特徴的である。“N”（統計デー

タ数）の項を見ても分かるとおり、2009 年度は本学

の入学者数が底を打った年度であり、このことと何

らかの関連があると考えられる。（注：表 2の Nは高

校評定平均のデータが存在し、かつ 3 年次までに中

途退学していない学生の数であり、入学者数と異な

る。） 

一方、2010 年度及び 2011 年度は、高校評定平均

と GPA の相関が比較的高くなっている。そこで、1

年次 GPA のみに関して、2012 年度及び 2013 年度の

入学生についても相関を確認したものが表 3 である。 

 

表 3 高校評定平均と 1年次 GPA 

入学年度   GPA1 年次 

2012 ピアソン相関 0.47

有意水準(両側) 0

  N 85

2013 ピアソン相関 0.43

有意水準(両側) 0

N 135
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表 3 によれば、2012 年度、2012 年度も高校評定

平均と 1 年次GPA の相関は 2011 年度と同等程度に

高く、近年は同様の傾向が続いていることが分かる。 
結論として、高校評定平均と入学後の GPA には

一定の相関があり、入試の判定材料とすることには

それなりの合理性があることが分かった。一方で、

2009 年度の場合のように、全く相関が見られない場

合も有り得る為、入試経験豊富な教員の直観にも理

由があることもいえる。 
 
3-2.GPA と学年進行 

教員である筆者の大雑把に見た感覚では 1 年次に

優秀な成績であった学生は、2 年次、3 年次、4 年次

も優秀な成績であることが多い。一方で、“面倒見の

良い大学”という本学のアピールポイントを考慮す

ると、入学後に伸びる学生が多いことが好ましい。

数名ではあるが、筆者の知る限りでもそのような学

生に思い当たる。 
本学でも“ラーニングアウトカム”を意識した取

り組みが始まりつつあるが、現状で学生の学業席籍

を測る尺度として多くの学生を対象に分析可能なも

のは GPA のみであるので、ここでは GPA と学年進

行について検証していく。 
まず、1 年次と 2 年次、2 年次と 3 年次、といっ

た、各年次 GPA 間の相関を確認したものが表 4 で

ある。1 年次から 4 年次までの相関を調べる為、分

析には平成 25 年度までに卒業した、編入学でない

学生のデータを用いた。 
 

表 4 拡年次 GPA の相関 

    
1 年
次 

2 年
次 

3 年
次 

4 年
次 

1

年

次 

ピアソン相関 1 0.81 0.72 0.47

有意水準(両側)   0 0 0

N 1828 1828 1828 1828

2

年

次 

ピアソン相関 0.81 1 0.8 0.51

有意水準(両側) 0   0 0

N 1828 1828 1828 1828

3

年

次 

ピアソン相関 0.72 0.8 1 0.52

有意水準(両側) 0 0   0

N 1828 1828 1828 1828

4

年

次 

ピアソン相関 0.47 0.51 0.52 1

有意水準(両側) 0 0 0   

N 1828 1828 1828 1828

 
これによると、1 年次－2 年次のように連続する

年次の成績は高い正の相関を持っていることが分か

る。学年が離れると相関は弱まるが、1 年次と 3 年

次を比較してもピアソン相関係数は 0.74 であり、高

い相関があるといえる。4 年次のみ他の学年と相関

が低いが、これは 4 年次では履修する科目数が他の

学年に比べて極端に少ないことに起因すると考えら

れる。 
次に、入学後の学生の成績の変化の傾向を、1 年

次 GPA をほぼ 3 分の 1 ずつ下位群、中位群、上位

群に分けて確認したものが図 1 である。それぞれの

群の値の変化に関し、1 年次-2 年次、2 年次-3 年次

のペアで対応ある標本に関する t 検定を行っている

が、いずれの群も有意水準 5%で差異に有意性があ

ることが分かっている。 

 

図 1 GPA の年次変化 
 
これによると、下位群は 2 年次、3 年次と年次が

上がるに従って成績が上昇する傾向があることが分

かる。一方で、中位群、上位群は 2 年次に一旦 GPA
平均が下がる傾向が見られる。これは、他の大学で

も確認されている傾向である（Ⅱ）。 
結論として、1 年次の成績の良い学生は、2 年次、

3 年次でも成績が良いことが確かめられた。また、

3-1 の高校評定平均との相関に関する結果と比較す

ると、1 年次の成績の方が高校評定平均と比べ、2
年次、3 年次の成績と格段に高い相関を示すことが

分かる。これも東京理科大学などの他大学でも確認

されている傾向であり(Ⅲ)、初年次教育の重要性を

示す根拠とされている。本学においても、平成 25
年度より実施の新カリキュラムにおいて、積極的に

アクティブラーニングを取り入れるなど初年次教育

が重要視されているが、この方向性が間違っていな

いことを示していると思われる。 
また、1 年次の成績が比較的良くない学生に関し

ても、本学在学中に成績が上昇する傾向にあり、チ

ューター制度、少人数教育等の本学の“面倒見”が

それなりに効果を示していることも伺える。 
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3-3.GPA と履修登録科目数 

平成 24 年度より本学でも履修登録単位キャップ

制が開始された。導入を主導した意見として、「成績

の悪い学生ほどたくさんの科目を履修登録する。そ

して、たくさんの科目を履修している故にそれぞれ

の科目についての学修が不十分となり、成績の不振

につながっている」というものがあった。当時は IR
センターも組織されておらず、この点について統計

的な検証は行われなかったが、本稿ではこの点につ

いて検証してみたい。 
まず、GPA 及び科目修得率と、履修登録単位数、

科目時不率の相関を確認したものが表 5 である。分

析対象としているデータは表 4 と同じものである。 
表 5 履修登録単位数と GPA 等の相関 

    

履
修
登
録
単

位
数 

G
P

A
 

科
目
修
得
率

科
目
時
不
率

履修登

録単位

数 

ピアソン相関 1 -0.71 -0.88 0.87

有意水準(両側)   0 0 0

N 1828 1828 1828 1828

GPA 

ピアソン相関 -0.71 1 0.88 -0.74

有意水準(両側) 0   0 0

N 1828 1828 1828 1828

科目修

得率 

ピアソン相関 -0.88 0.88 1 -0.93

有意水準(両側) 0 0   0

N 1828 1828 1828 1828

科目時

不率 

ピアソン相関 0.87 -0.74 -0.93 1

有意水準(両側) 0 0 0   

N 1828 1828 1828 1828

これによると、GPA 及び科目修得率と履修登録単

位数は高い負の相関があり、科目時不率と履修登録

単位数は高い正の相関があることが分かる。ここで、

“時不”と“時間数不足”の略で、授業時間数の 3
分の 2 を超えて欠席すると定期試験受験資格を失う

本学の制度のことである。 
また、GPA と科目修得率は高い正の相関があり、

GPA 及び科目修得率と科目時不率には高い負の相

関がある。 
次に 3-2 の図１と同じ、1 年次 GPA の下位群、中

位群、上位群について履修登録単位数、科目修得率、

科目時不率の平均値を比較したものが図 2 である。 
こちらでも 1 年次 GPA（3 年次 GPA とも高い相

関がある）が低い群ほど、履修登録単位数と科目時

不率が高く、科目修得率が低くなることが見てとれ

る。 

 
図 2 群別の履修登録単位数等 

 
結果として、履修登録単位キャップ制導入時の「成

績の悪い学生ほどたくさんの科目を履修登録する。」

という意見は統計的にも検証されたことになる。本

稿では相関関係の検証のみを行っているため、因果

関係（即ち、履修登録単位数を制限すれば成績が向

上する）が立証されていない点については注意する

必要があるが、履修指導において、学生に進路・専

門性に必要な科目をできるだけ絞って履修登録を行

い、登録した科目に関しては着実に学修を行うよう

指導することは妥当と考えられる。 
また、中位群の平均値は 160 単位程度（正確には

159.15 単位）であり、キャップ制導入時の 1 年間あ

たり 40 単位という上限はこの点からも妥当である

ことが考えられる。（ただし、キャップ制の上限 40
単位は、大学設置基準に定められた授業時間外の学

修時間の確保を考慮して設定されたものである。） 
 
4.総括 
本稿では、愛知みずほ大学学生の学業成績におけ

る 3 つの仮説について検証を行った。今回検証を行

った仮説に関しては、いずれも統計的に肯定的な結

果が得られた。 
今後、IR センターの活動の中で更にデータを収集

し、検証を進めていきたい。 
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新しい乾パンの提案 

～災害時でもホッとできる味を求めて～ 

 

水野 早苗・横山 洋子・村瀬 瑠美・松原 愛香 

愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

 

１.はじめに 

 2011 年 3 月 11 日、東北地方から関東地方を襲った東

日本大震災によって大きな被害が出たことは周知のこ

とである。あの未曽有の大災害で、国民は備えること

の重要性を痛感したはずである。それに加えて、現在

では日本各地に地震が発生する可能性についてさまざ

まな説があり、特に東海地方においては、南海トラフ

地震、東南海地震など、近い将来大きな規模の地震が

発生する可能性があるといわれている。それを受けて、

ホームセンターなどの販売店ではさまざまな防災グッ

ズが売り出されており、また多くの自治体や企業、各

家庭においても生活用品、防災グッズ、非常食や水な

どの備蓄が行われているようである。 

 近年、備蓄食料としてさまざまな種類の製品が作ら

れている。例えば、パンの缶詰、クッキーやクラッカ

ー、水に浸すと軟らかく戻る餅など多くの種類があり、

味付けも多様である。ご飯に至ってはその形態は缶詰、

レトルト、アルファー化米などさまざまであり、味付

けも白米だけではなく五目ごはん、赤飯などバラエテ

ィに富んだ製品が作られている。 

 しかし、備蓄食料の元祖である乾パンには、従来通

りの味付けの製品が主流で、それ以外としては黒ゴマ

入りや野菜入りの乾パンが販売されている程度である。 

 乾パンの歴史は古く、備蓄食料としての利用の歴史

は、ローマ時代に兵糧として用いられたことにさかの

ぼるといわれている。乾パンは、含水量が少ないため

軽量で貯蔵性に優れた優秀な備蓄食料である。また食

べる際には戻すための水も、温める必要もなく、すぐ

に摂取できる利便性の良さも特長である。 

 私たちは、乾パンが備蓄食料として優秀であるから

こそ、そこに味のバラエティを付与して、備蓄食料と

しての価値を一層高められないかと考えた。すなわち、

災害の避難中にあっても、風味を楽しめる乾パンがあ

れば、栄養を摂る目的だけでなく少しでも人びとの食

べる楽しみにつながるのではないかと考え、新しい乾

パンの製作に取り組むことにした。 

 乾パンの製造工程の概要を図１に示し、実際の製造

過程および製品の写真を図２-１～２-７に示した。 

 

２.方法 

本学の食物栄養専攻の１年生によって、どんな乾パ

ンがあったらいいと思うか、どのような味付けの乾パ

ンを作ってみたいかを話し合った結果、多くの案が出

された。それらの乾パンを実際に試作、試食しながら

検討し、風味と食感の良さ、作りやすさなどから最終

的にピザ味、りんご味、ココア味、ベリー味の４種類

とした。 

乾パンの基本材料の配合を表１に、また４種類それ

ぞれについて、副原料の使用量を小麦粉重量に対する

割合として表２-１～２-４に示した。 

それぞれの材料から 100ｇ中の栄養成分を算出し、そ

の結果を表３に示した。 

 製造した各種乾パンは、『第 23 回全国産業教育フェ

ア愛知大会』において、関連する資料を掲示するとと

もに試食コーナーを設置して来場者に試食していただ

いた。試食後にはアンケートを実施し、その結果をま

とめた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 乾パンの製造工程 

 
材 料     （混 捏） 

 
         （ねかし） 
 
         （圧 延） 
 
         （切 断） 
 
         （焼 成） 
 
          製 品 
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図２-１ 乾パンの製造（材料混捏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２ 乾パンの製造（圧延①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-３ 乾パンの製造（圧延②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-４ 乾パンの製造（切断①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-５ 乾パンの製造（切断②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６ 乾パンの製造（製品①） 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７ 乾パンの製造（製品②） 

 

 

表１ 乾パン材料の配合（基本） 

原材料 配合割合（％） 

小麦粉（強力粉） 30.20 

小麦粉（薄力粉） 30.20 

三温糖 2.30 

食塩 1.25 

ドライイースト 1.25 

オリーブオイル 2.30 

ショートニング 2.30 

水 30.2 
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表２-１ ピザ味の副原料 

原材料 
小麦粉に対する配合割合

（％） 

トマトペースト 11.54 

粉チーズ 3.84 

パセリ 0.77 

 

表２-２ りんご味の副原料 

原材料 
小麦粉に対する配合割合

（％） 

りんご粉末 9.62 

シナモン粉末 0.77 

 

表２-３ ココア味の副原料 

原材料 
小麦粉に対する配合割合

（％） 

ピュアココア 5.77 

三温糖 5.77 

 

表２-４ ベリー味の副原料 

原材料 
小麦粉に対する配合割合

（％） 

ミックスベリー 19.23 

 

表３ 乾パンの栄養成分      （100ｇ中） 

乾パンの種類 ピザ味 
りんご

味 

ココア

味 

ベリー

味 

エネルギー 

      （㎉） 
426 454 445 498 

タンパク質 

      （g） 
11.1 10.1 10.4 10.6 

脂質     （g） 9.4 9.2 9.7 9.3 

炭水化物 （g） 70.6 76.4 77.7 89.5 

食物繊維 （g） 3.3 3.3 4.1 4.2 

 

３.製品の細菌検査 

作成した乾パンを、脱酸素剤とともに袋詰め後直ち

に密封し（図３）、それを食品品質検査業者に依頼して、

製造後０ヶ月と３ヶ月後の乾パンについて細菌検査を

実施した。 

その結果、３ヶ月常温で保存した場合、一般細菌

300CFU/g 以下、黄色ブドウ球菌および E.Coli は陰性で

あり、品質は良好であった。今後はもう少し長い期間、

例えば年間単位で保管した際の品質検査を実施したい

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

図３ 乾パン（密封状態） 

 

４.調査結果 

『第 23 回全国産業教育フェア愛知大会』において４

種類の乾パンを試食していただいた 211 名を対象にア

ンケートを実施した。その結果は以下の通りである。 

 

⑴性別 

 対象者の性別は、男性 74 名、女性 129 名、無回答 8

名であった。 

 

⑵年齢 

 高等学校および専門学校の生徒対象のイベントであ

ったため、対象者の年齢は 10 代 175 名、20 代 5名、30

代 3 名、40 代 15 名、50 代 10 名、60 代 2 名、70 歳以

上 1名と比較的低年齢傾向であった。 

 

⑶家庭で非常時のための食料を備蓄しているか 

 
 

 

⑷備蓄食料に乾パンは含まれているか（備蓄している

105 名を対象とする） 

 
 乾パンを備蓄食料に含んでいないと答えた人の理由

として「他の食材（缶詰など）がある」、「高齢者には

固そう」、「口の中がパサつく」、「あまりおいしくない」

といった理由があった。 

 

⑸乾パンを備蓄食料に選んだ理由（備蓄食料に乾パン

を含んでいる 86 名を対象とする） 

 ・賞味期限が長い（59 名） 

105

106

0 50 100

している

していない

人数

86

19

0 50 100

含まれている

含まれていない
人数
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 ・すぐに食べられる（18 名） 

・味が好き（15 名） 

 ・軽くて保存に場所をとらない（8名） 

 ・その他（4名） 

 

⑹今回試食した 4種類の乾パンのうち一番好きな味 

 【1位】りんご味（79 名） 

  ・風味が強く、一番味がしっかりしていた。 

・シナモンとリンゴの味がとても合っていておい

しかった。 

  ・味とほのかな香りが良かった。 

・さわやかな風味が良かった。 

  ・甘くて食べやすかった。 

 【２位】ピザ味（62 名） 

  ・味がしっかりしていておいしかった 

  ・香りがよくて、ピザを食べているような気がし 

  た。 

  ・甘くなく、食べやすかった。 

  ・トマトの味がしておいしかった。 

 【３位】ベリー味（36 名） 

  ・ベリーの味がしっかりしておいしかった。 

  ・ほんのりと甘い香りがしておいしかった。 

  ・後味が良かった。 

  ・風味が良かった。 

 【４位】ココア味（25 名） 

  ・お菓子みたいでおいしかった。 

  ・甘くておいしかった。 

  ・一番風味があった。 

  ・噛んだ瞬間、サクサクしてココアの味が広がっ

たのがよかった。 

  

⑺今回試食した４種類の乾パンについての感想 

・それぞれの味がしっかりしていて、風味もよく、

どれもおいしかった。 

 ・乾パンは非常食のイメージがあったが、こんなに

おいしいとは思わなかった。 

 ・普通に売られているものよりおいしかった。 

 ・歯ごたえは普通の乾パンと同じなのに、味がいろ

いろあっておいしかった。 

 ・こんな乾パンがあれば、地震がきても幼い子ども

にも安心だと思った。 

・こういう乾パンが市販されて、普及すると良いと

思った。 

 

⑻今後、どんな味の乾パンがあると良いと思うか 

・チョコレート味（24 名） 

・チーズ味（17 名） 

 ・オレンジ味（12 名） 

 ・フルーツ味（12 名）   

・カレー味（11 名） 

・抹茶味（11 名） 

・イチゴ味（11 名） 

・バナナ味（6名） 

・キャラメル味（4名） 

・プリン味（4名） 

・その他  

  

５.まとめ 

 いうまでもなく災害は突然起こるもので、もしもの

時に備えて生活用品や食料など、必要なものを準備す

ることは重要である。備蓄品の内容は各家庭の家族構

成や年齢構成などの事情によって異なる。中でも備蓄

食料は、それらの要素以外に嗜好によっても必要なも

のが異なり、家族の嗜好に応じた備えが必要である。 

 乾パンは備蓄食料として優秀であり、アンケートの

結果にもあるように非常時のための食料を備蓄してい

る人のうちの 82％（105 名中 86 名）が実際に乾パンを

備蓄している。しかしその食味についてはバリエーシ

ョンが少なく、嗜好性の面では改良の必要性があると

考えられ、またその改良には大きな可能性があると考

える。 

 今回、私たちが乾パンに４種類の副原料を加えるこ

とで味と風味を付与し、備蓄食料としての価値に嗜好

性を加えたことで、備蓄食料でありながらお菓子を食

べる時のような“食べる楽しさ”も期待できると思わ

れる。 

 さらに、乾パンが栄養価の優れたお菓子として普段

から利用されながら、有事の場合には備蓄食料として

も活用できるという、乾パンの新たな価値が生まれる

ものと考える。 

 今回は特に乾パンの嗜好性に重点をおいて取り組ん

だが、本学で製造した乾パン 100g のエネルギーが茶碗

約２杯分のご飯に相当することから、栄養価の面でも

主食としての価値は証明できた。 

今後は今回のアンケート結果を参考に、他の栄養成

分、例えばカルシウムや食物繊維などにも着目し、機

能性や栄養バランスを供えた乾パンも考えていきたい

と考えている。 
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学生アンケート調査結果の報告 
 

2013年４月実施新入生編 

 
 

平野 緑・高橋 徹* 

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科 

*瀬木学園大学事務局 

 

 

 

本学では2000年4月から学生の意識調査を行ってきた。今回(平成25年度)は新入生だけのアンケート調査である。入学

するにあたってどのような事柄から本学を選んだのか、本学に何を求めているのか、入学前の不安などを探ってみた。アンケ

ートのフォームは最後に載せた。アンケートの内容は昨年度と一部異なる部分があるためグラフに昨年度のデータがないとこ

ろがある。 

アンケート回答者数は以下の通りで、入学者のほぼ全員である。 

表１ アンケート回答者数（コース別）       表２ アンケート回答者数（男女別） 
  １回生 編入生 計  男性 女性 計 

養護 44 3 47 養護 0 47 47 

保体 52 1 53 保体 39 14 53 

心理 39 0 39 心理 12 27 39 

人間 15 0 15 人間 8 7 15 

計 150 4 154 計 59 95 154 

Ｑ４．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）（Ｑに続く番号はアンケート用紙の質問番号である。） 

 
図１ 本学の情報の入手先 

1．担任の先生から  2．進路指導の先生から  3．担任・進路指導以外の先生から  4．先輩・友人から   
5．大学展会場  6．大学展以外会場  7．学校のみずほ大パンフ  8．学校以外のみずほ大パンフ  9．情報誌   
10．ダイレクトメール  11．ホームページ  12．Ｗｅｂサイト  13．新聞・駅の広告  14．瀬木学園出身者  
15．周囲に通学者が居る  16．瑞穂高校（短大）に通学  17．以前から知っている  18．その他 
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本学（愛知みずほ大学）の名前の情報源は、例年同様、在学している学校の「1～3.先生からの情報」が一番多い。約半数

の学生が答えている。昨年は次に多かったのは「14.瀬木学園出身者が周りにいるから」41名だったが、今年度は１名のみで

逆にネット「11.ホームページ」「12.Ｗｅｂサイト」からが34名と増えている。 

 

Ｑ５．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)  

 
図２ 本学を選んだ理由 

 

1． 勉強したい分野  2． 学力に合っている  3． ｶﾘｷｭﾗﾑ適切  4． 指導が良い  5． 少人数教育 

6． チューター制  7． 資格取得  8． 就職率  9． 学費安い  10． 高校の先生のすすめ  

11． 短大の先生のすすめ  12． その他の先生のすすめ  13． 先輩・友人のすすめ  14．親・兄弟・親戚など

のすすめ  15． 周囲の者が在学・卒業している  16． 通学に便利  17． 特にない  18.その他 

 

 
学生が本学を選んだ理由としては、「1.自分が勉強したい分野である」と答えた学生が最も多く約6割の学生が答えている、

続いて多いのは「5.少人数教育」「6.チューター制」という順で回答が多かった。昨年度多かった「16.通学に便利」は減って

いる。これくらいの通学時間は普通だという認識かもしれない。「○○のすすめ」という10 1^4の項目に関しては、昨年度は、

129名いたが、今年度は46名と減っている。「10.高校の先生のすすめ」を除くと昨年78名だったのが今年度は12名と激減

している。これはどういう傾向であろうか。身近な人のすすめよりは、ネットなどの情報で選択したといえるのだろうか。こ

れからの推移をみていきたい。「7.資格取得のため」は前年度より10名増えている。 

 

「7.資格取得のため」本学を選んだと答えた学生たちが目指す資格は以下の通りである。コースを選択している時点で、

目指す資格も決まっているが、目指す資格をコメントで記入してある数である。 

 

表３  目指す資格 
資格 人数

養護教諭 13

保健体育教員 11

臨床心理士 1

栄養士 1

計 26
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Ｑ６．本学のオープンキャンパスに参加されましたか。 

 

 

図３ オープンキャンパス参加者数 
 
 

Ｑ７．本学を受験された募集区分は何でしたか。 

 

1．ＡＯ入試 

2．一般公募 

3．自己推薦 

4．同窓会推薦 

5．推薦入学（専門学科/総
合学科） 

6．一般入試 

7．大学センター試験利用 

8．社会人入試 

9．第３年次編入学（推薦） 

10．第３年次編入学（一般） 

 
図４ 受験区分 

 

1位 「6.一般入試」、2位 「2.一般公募」、3位に「1.ＡＯ入試」と「5.推薦入学」という順である。 
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Ｑ８．入学したら参加したい部、同好会、サークル、団体などがありますか。 

 

表４  参加したい部の有無     表５  参加したい部、サークルの内訳（学内） 

  人数 参加したいクラブ 人数 

学内にある 16 バトミントン部 2 

学外にある 2 スポーツサークル 3 

まだわからない 126 野球部 2 

特にない 9 バレーボール部 2 

計 153 バスケット部 1 

ダンス部 1 

軽音部 2 

音楽系 1 

学生会 1 

学園祭の企画 1 

計 16 

同じ学生が複数の部を希望している。学生会への参加や、学園祭の企画をやりたいという学生は今まで見られなかったが、

これはオープンキャンパスで新入生と接している先輩学生たちを見てのことだろう。 

 

部活動希望の学生が少ないのは環境整備がまだなのが大きいと思われる。徐々に環境が整っていくのでそれとともにクラブ

活動も活況を呈するようになると思う。 

 

Ｑ９．現在、あなたが不安なことや心配なことがありますか。 

 

図５ 不安の有無 
悩みを抱えている学生は約5.6割である。件数は86件。昨年は6.3割だったので少し少ない。 

表6 男女別不安の有無 
悩みがあると答えたのは女性の6割以上で、男性は４割くらいである。これは例年の傾向

だが、女性の方が悩みを吐露しやすい傾向があると思われるので、実態とは異なるかもしれ

ない。 

  不安ある 

男性 26 

女性 60 
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Ｑ１０．Ｑ９で「ある」と答えた方のみ不安なことや心配なことの内容を答えてください。 

表7 新入生の男女別不安の内訳 
  男 女 計 

学習関係 14 27 41

心身の健康 1 9 10

友人作り 16 36 52

経済的問題 1 7 8

その他 0 3 3

計 32 82 114

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図６ 男性の不安                 図７ 女性の不安       

ここで目立つのは男女ともに “友人作り”である。これは新しい環境に溶け込めるのかどうかは友人作りにかかっている

と思っているのであろう。次に心配しているのは“学習関係”である。心身の健康に不安を抱えている人は10人いる。6％と

いうのは多いのか少ないのか判断は難しいが大きな問題だと思う。 

表8 コース別不安項目別件数 

  学習関係 心身の健康 友人作り 経済的問題 その他 計 

養護 18 5 20 4 1 48 

保体 11 0 6 1 0 18 

心理 9 5 19 3 1 37 

人間 3 0 7 0 1 11 

計 41 10 52 8 3 114 

Ｑ１１. あなたは現時点で、卒業後の進路についてどう考えていますか。 

 

図８ 卒業後の進路 
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Ｑ１２. 就職すると回答した学生の就職希望先（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 希望する就職先 

Ｑ１３. 進学すると回答した学生の進学希望先 

図8卒業後の進路、図9希望

する就職先、図10希望する進

学先も昨年とほぼ同様の傾向

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 希望する進学先 

 

今回は名古屋キャンパス開校の２年目で新校舎オープンの年であった。入学者が前年度より４割以上増えている。アンケー

トに表れているのは、本学の情報入手先は瀬木学園関係者や身近な人々の影響は減少傾向で、逆にネットを利用して情報を集

めているようである。その点はこれからも注目していく必要があると思う。 

 

参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第1号―2007、瀬木学園紀要第2号―2008 

瀬木学園紀要第3号―2009、瀬木学園紀要第4号―2010、瀬木学園紀要第5号―2011、瀬木学園紀要第6号―2012 

瀬木学園紀要第7号―2013 
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（１年・編入生用）  アンケート調査のお願い     Ｈ２５年度 

愛知みずほ大学 

皆さんは、新たに愛知みずほ大学での生活をスタートされますが、私たちは皆さんがより良い学生生活

が過ごせるようにお手伝いしていきたいと考えています。皆さんをよく理解するため、どんな契機で本学

に来られ、どんなことを気にしておられるのかなどについてのアンケートを実施したいと思います。皆さ

んのアンケート調査へのご協力をお願いします。 

■

以下のアンケート 1～12 について、該当する番号に

鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）して下さい。 
アンケートの解答欄は裏面もあります。 

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

●
●
●

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
1 貴方が所属するコースを教えてください  
 ①.保健・養護コース ②.保健体育コース 

③.心理・カウンセリングコース 

④.人間科学コース 

① ② ③ ④    ●
            

2 貴方の学年を教えてください  
 ①.１回生 ②.編入生 ① ②         ●
3 貴方の性別を教えてください  
 ①.男性  ②.女性 ① ②         ●
4 本学の名前を何で知りましたか（複数回答可）  
 ①.担任の先生から聞いて 

②.進路指導の先生から聞いて 
③.担任・進路指導以外の先生から聞いて 
④.先輩・友人から聞いて 
⑤.大学展の会場で 
⑥.大学展以外の説明会の会場で 
⑦.愛知みずほ大学のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを学校で見て 
⑧.   〃         どこかで見て 
⑨.情報誌の大学案内資料を見て 
⑩.ダイレクトメールで見て 
⑪.愛知みずほ大学のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見て 
⑫. Yahoo など Web サイトの広告で見て 
⑬.新聞広告や駅での広告を見て 
⑭.周りに瀬木学園出身者がいるから 
⑮.周りに本学に通学している人がいるから 
⑯.瑞穂高校（短大）に通学しているから 
⑰.以前から知っていた 
⑱.その他 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ⑤、⑥と回答され方は具体的な会場を記述願います  

 ⑧と回答され方はどこで見たかを記述願います  

 ⑨と回答され方は誌名等が解れば記入して下さい  

 ⑰、⑱と回答され方は具体的に記述願います  

5 あなたが本学を選んだ理由は何ですか（複数回答可）  
 ①.自分が勉強したい分野である 

②.自分の学力に合っている 
③.カリキュラムの内容が適切 
④.教育・指導が良いと聞いた 
⑤.少人数教育に関心を持ったので 
⑥.チューター制に関心を持ったので 
⑦.目指す資格を取得するため 
⑧.就職率の高さ 
⑨.学費が比較的安くすむ 
⑩.高校の先生のすすめ 
⑪.短大の先生のすすめ 
⑫.その他の先生のすすめ 
⑬.先輩･友人のすすめ 
⑭.親･兄弟・親戚などのすすめ 
⑮.兄弟･親戚･先輩･知人が在学･卒業している 
⑯.通学に便利である 
⑰.特にない 
⑱.その他 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ③に回答され方は、特にどんな分野・系統ですか  

 ⑦に回答され方は具体的に記述願います  

 ⑫に回答され方は具体的に記述願います  

 ⑱に回答され方は具体的に記述願います  

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
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           ■
 該当する番号に鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）

して下さい。 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

●
●
●

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
6 本学のオープンキャンパスに参加されましたか  
 ①.参加した  ②.参加しなかった ① ②       ●
7 本学を受験された募集区分は何でしたか 

 ①.AO 入試   ②.一般公募 
③.自己推薦  ④.同窓会推薦 
⑤.推薦入学（専門学科／総合学科） 
⑥.一般入試  ⑦.大学センター試験利用入試 
⑧.社会人入試 
⑨.第 3 年次編入学（推薦） 
⑩.第 3 年次編入学（一般） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
       
       
           

8 あなたは、入学したら参加したい部、同好会、サークル、団体などがありますか 
 ①.学内にある 

②.学外にある 

③.まだわからない 

④.特にない 

① ② ③ ④       ●
 ①、②と回答され方は具体的に記述願います 

 
 

9 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか  
 ①.ある  ②.特にない ① ②         ●
10 9 番の問いで「①ある」と回答した方のみ、不安なことや心配事の内容を答えてください。 

 ①.学習関係 

②.心身の健康 

③.友人づくり 

④.経済的問題 

⑤.その他 

① ② ③ ④ ⑤    ●
 ⑤と回答され方は具体的に記述願います 

11 あなたは現時点で、卒業後の進路についてどう考えていますか。

 ①.就職する 

②.進学する 

③.その他 

④.まだ考えていない 

① ② ③ ④    ●
 ③と回答され方は具体的に記述願います 

 

12 11 番の問いで「①就職する」と回答した方のみ回答してください。 

 ①.一般企業 

②.公務員 

③.教員 

④.福祉関係 

⑤.病院 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥     ●
 ⑥と回答され方は具体的に記述願います 

 
 

13 11 番の問いで「②進学する」と回答した方のみ回答してください。  
 ①.大学院 

②.専門学校 

③.留学 

④.その他 

① ② ③ ④       ●
 ④と回答され方は具体的に記述願います 

 
 

14 その他に何か述べたいことがあれば、書いてください。  
  

 

  

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ 
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International School Psychology Association 

（ISPA、国際学校心理学会）の動向について 

 

大久保 義美 
愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

  35th International School Psychology Association 

Conference：Conference report and research trend 

Yoshimi OKUBO 

Aichi Mizuho Jr. College 

 

This report introduces International School Psychology Association (ISPA) Conference 2013, held in July 17

－20、2013 in Porto ,Portugal. This report informs about the atmosphere of  European international 

conferences , and also reviews research trend in ISPA Conferences. 

 

Key words: ISPA、international conference, school psychology, research trend, Europe 

 

１．The International School Psychology 

Association (ISPA)について 

The International School Psychology Association 

(ISPA) は、1975 年からヨーロッパ系の学校心理学者

らが国際コロキウムを始めたことに端を発する。ISPA

はこのコロキウムをベースに 1982 年に正式に発足し

た機関であり、UNESCO に加盟する非政府組織でもある。

発足以来、ISPA は学校心理学の発展に寄与するととも

に、学校心理学の専門職が確立されていない国での専

門職の普及を推進してきた。これらの目的を達成する

ために、毎年異なる国で大会が開催されている。世界

中から専門家がやってくることによってホスト国の専

門職の発展が進み、また世界中の専門家のための議論

の場を提供している。 

発足時の 1982 年から 32 年間に渡って、大会では学

校心理学を巡る様々なテーマが取り上げられてきた。

表１．は正式な学会となって初めて開催された 1982

年大会から 2015 年の第 36 回大会までにおけるＩＳＰ

Ａ大会の開催地とテーマである。1980 年代から 1990

年代にかけて「心理的虐待」（1983 年）、「防止プログ

ラム」（1988 年）、「危機にある子ども」（1990 年）など

緊急性の高いテーマが多く取り上げられてきた。2000

年代以降は特定の危機的状況にある子どもにスポット 

を当てたテーマは減少し、その代り「21 世紀に向けた
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心理学と教育」（2001 年）「変わりゆく社会と学校心理

学」（2008 年）「グローバル化と多様化が進む中での教

育心理学」（2011 年）のように「社会と教育」また「多

様性の受容」という大きな視点からのものが増えてい

る。大会テーマの変遷は、学校心理学が発展している

ことを示すと同時に、学校心理学の抱える問題もまた

拡大していることを示していると思われる。 

 

表 1．ＩＳＰＡ大会の開催地とテーマ 

YEAR LOCATION THEME 
1982 Stockholm, 

Sweden 
Children, the mirror 
of society 

1983 Indianapolis, 
Indiana, USA 

Psychological abuse 
of children and youth

1984 Orleans, France Communication 
1985 Southampton, 

England 
The psychologist’s 
role in creating 
harmony in the home, 
school, society 
throughout the world

1986 Nyborg, 
Denmark 

Professional roles and 
functions of the school 
psychologist 

1987 Interlaken, 
Switzerland 

Overcoming barriers 

1988 Bamberg, 
Germany 

Prevention, 
preventive strategies 
and programs 

1989 Ljubliana, 
Slovenia  

School psychology in 
the social context 

1990 Newport, Rhode 
Island, USA 

Children at risk: 
therapies and 
interventions 

1991 Braga, Portugal School psychology 
and human 
development 

1992 Istanbul, Turkey Respect children as 
persons: an 
imperative 

1993 Banska-Bystrica, 
Slovakia 

School psychology in 
and for democracy 
and the changing 
world 

1994 Campinas, 
Brazil 

The challenge of 
school psychology: the 
child’s future in 
school, family and 

society 

1995 Dundee, 
Scotland 

Educating children 
toward mutual 
respect and tolerance

1996 Eger, Hungary Continuity and 
change: 
organizations, 
groups, individuals in 
crisis 

1997 Melbourne, 
Australia 

School psychology 
making links: making 
the difference 

1998 Jurmala, Latvia Identity and self- 
esteem: interactions 
of students, teachers, 
family and society 

1999 Kreuzlingen, 
Switzerland 

Global thinking – 
individual acting 

2000 Durham, New 
Hampshire, 
USA 

School psychology 
around the world: 
many languages, one 
voice for children 

2001 Dinan, France Psychology and 
education for the 21st 
century 

2002 Nyborg, 
Denmark 

Education for all – 
how inclusive can you 
get? 

2004 Exeter, England School Psychology: 
whose needs, whose 
benefits? 

2005 Athens, Greece Promoting the 
wellbeing of children 
and youth: challenge 
for the school 
community, the 
family system and the 
school psychologist 

2006 Hangzhou, 
China 

Mental health and 
education: students, 
teachers and parents 

2007 Tampere, 
Finland  

Meeting individual 
and community 
needs  

2008 Utrecht, The 
Netherlands 

School Psychology in 
a changing society 



資料 
 

42 

 

2009 Bugibba, Malta School Psychology for 
diversity 

2010 Dublin, Ireland School Psychology: 
Making life better for 
all children 

2011 Vellore, India Educational 
Psychology in the 
context of 
globalization, 
diversity and societal 
challenges 

2012 Montreal, 
Canada 

Helping the world’s 
children realize their 
dreams 

2013 Porto, Portugal The future of School 
Psychology services: 
Linking creativity 
and children’s needs 

2014 Kaunas, 
Lithuania 

Children’s Rights and 
Needs: Challenges to 
School, Family, and 
Society 

 

表 2．ＩＳＰＡ大会の開催地と地域別の開催数 

REGION NUMBER OF MEETINGS
Europe 23 
North America 4 
Asia 2 
South America 1 
Oceania 1 
Middle East 1 

 

表 2．は、地域別開催地数である。開催地はヨーロ

ッパが中心であるが、他に南北アメリカ、アジア、オ

セアニア、中東と広範囲に渡っている。これは ISPA

の Mission Statement によると、ホスト国の専門職の

確立と普及を目指して、まだそれらが十分でない地域

を意図的に選ぼうとしているようである。この点から

見ると、北アメリカは別としても、アジア、南アメリ

カ、オセアニア、中東などでは、学校心理学関係職が

まだ専門職として確立されていないとみなされている

ともいえる。日本ではまだ開催されたことはない。 

 

２．ＩＳＰＡ第 35 回大会に参加して 

(1)第 35 回大会レポート 

ISPA 第 35 回大会はポルトガルのポルト大学（Porto 

University、Portugal）において 2013 年 7 月 17 日か

ら 20 日までの 4日間に渡って開催された。 

ポルトはポルトガルという国名の由来となった街で、

現在ではリスボンにつぐポルトガル第 2 の都市である。

ドウロ川の河口に位置し、14 世紀から 15 世紀の大航

海時代にポルトガルが世界へ進出していった出発地で

あった。特産物のポート・ワイン（ポルト・ワイン）

は 14 世紀中頃からポルトガル北部で生産が始まり、ド

ウロ川を経てポルト港から出荷されてきた。現代では

サッカー・チーム「ＦＣポルト」の本拠地としても知

られている。 

今大会の主催者となったポルト大学は、広大な敷地

に法学部・理学部・芸術学部・建築学部・心理教育学

部など 14 の学部を持ち、27,184 人の学部生と 9,673

人の大学院生を有するポルトガル最大の大学である

（学部数・学生数は 2013 年 4 月現在）。ISPA 第 35 回

大会は心理教育学部において開催され、世界各国から

総勢 389 名の研究者が参加し、日本は 16 名であった。 

 
写真１．ポルト大学心理教育学部校舎の前に立つ筆者 

 

 

写真２．参加者でにぎわう受付カウンター 

 

大会は 4日間の日程で、基調講演 4、ワークショッ

プ 10、テーマ・セッション 8、ポスター・セッション

3（ポスター発表計 75 件）が行われた。 
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大会初日には受付と ISPA 主催によるワークショッ

プならびに由緒ある古い教会でのオープニングセレモ

ニーが行われ、スタートから盛り上がった。 

二日目にはテーマ・セッション、ポスター・セッシ

ョンの他に、Alexander Grob 教授（ポルト大学心理教

育学部）による基調講演”Assessing cognitive and 

developmental functions across childhood ”があっ

り、わかりやすく温かみのある話ぶりに引き込まれた。

日本で聞く心理アセスメントの話はやや冷たく固く感

じられることが多いことと比べて、Grob 教授の講演は

人間へのやさしさと温かさに満ちており「これが南国

風なのか」と感じた。 

三日目は前日と同じくテーマ・セッション、ポスタ

ー・セッションと基調講演があった。どれも興味深い

ものであったが、知り合った参加者と話すのに熱中し

てしまい、発表を充分に聞かないままに終わったのは

残念であった。しかし一方で、多くの参加者と知り合

い、またそれらの人々から多くの情報が得られたこと

は大変有益であったと思う。 

四日目はテーマ・セッション、ポスター・セッショ

ン、”Social and emotional education”と”Crisis 

intervention :ISPA’s response”の２つの基調講演

が行われ、最後にお別れパーティであった。 

学会の中心たる基調講演・テーマ＆ポスター・セッ

ション・ワークショップは全体にゆったりのんびりし

た雰囲気の中で行われた。また各国から研究者が集ま

る貴重な機会だけに、研究者同士の情報交換と親睦を

図るための工夫があった。たとえば参加者を少グルー

プ（グループ内で同じ国からの参加者が重ならないよ

うにしてあった）に分けてコーヒーブレイク時に親睦

が図れるようにしてあったり、参加者全員のアドレス

を記したものが配付されたり、というものである。 

随所に温かいもてなしがあり、昼食時にも参加者同士

がごく自然に話せるように素朴な工夫がなされていた。 

 

写真３．参加者が昼食に集まる大学のカフェテリア。 

さまざまな言語が飛び交う。 

(2)我々の発表 

 大会二日目に、共同研究者 2名とともに“Perception 

Gap between Japanese Teachers and High-school 

Students on Developmental Disorder Tendency” 

という題で研究発表を行った。高校生と教員を同時に

調査することによって、発達障害に関する認識のズレ

を探り、生徒理解に寄与することを目的とするもので

ある。内容詳細は後の付表のとおりである。 

 

写真４．ポスターの前に立つ筆者。さあいよいよ 

発表を控えて緊張中。 

 

 我々の発表には予想以上に反響があり多くの質問を

受けた。しかし、英語でのやり取りに舞い上がってし

まい詳細な記録が作れなかったことを本当に残念に思

う。質問はおおまかに分けると、(1)研究の方法論(2) 

発達障害を持つ高校生についての日本の状況(3)研

究結果についての理解と同意に関するものであった。 

 後日、チェコ共和国 MASARYK 大学教育科学部紀要の

編集委員長である Milan Pol 教授から、紀要 Journal 

Studia  Paedagogica への投稿要請をいただき、大変

うれしく思った。またそれと同時に、国際学会で発表

するということは広い世界と繋がることだとしみじみ

感じた次第である。 

 

付記 

(1) ISPA ホームページの URL 

http://www.ispaweb.org/ 

(2) 付表（今回の発表。次ページより全 3ページ） 

Sachiko Hida, Yoshimi Okubo & Mikie Suzuki：

Perception Gap between Japanese Teachers and  

High-school Students on Developmental Disorder  

Tendency 
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「学生生活及び学修環境向上のためのアンケート」集計・分析結果 

 

 

愛知みずほ大学インスティテューショナル・リサーチセンター 

（主筆：桜井 栄一） 

 

 

 

学生生活の実態を把握し、本学が課題として取り組んでいる課外学修時間や学修環境の向上に資する為、学生生活及び

学修環境向上のためのアンケート調査を 1 年次学生全員に対し 10 月に実施した。調査項目は東京大学 大学経営・政策研

究センターや（株）ベネッセが実施しているデータと比較対照ができるよう考慮して IR センターで作成した。調査はマ

ークシート方式の調査用紙を利用し、初年次教育カリキュラムの一つ「日本語コミュニケーション演習」の担当教員の協

力を得て授業時間内に実施した。対象学生数 152 名に対し回収数は 103 名で、回収率は 67.7％であった。 
 
★日常生活について 

質問1. 大学に入学してから夏休みが終わるまで、あなたはどんなことに力を入れてきましたか。次の項目

について、当てはまるものを１つ選んで下さい。 
表 1 入学から夏休みまでに力をいれたこと 

 
とても力
を入れた

まあ力を
入れた 

あまり力
を入れな
かった 

全く力を
入れてい

ない 

大学に入
ってから
やってい

ない 
大学の授業 18 58 25 2 0 
サークルや部活動 12 10 13 8 60 
大学の授業以外の自主的な勉強 5 25 36 22 14 
学校行事やイベント 4 18 25 24 31 
アルバイト 43 30 6 4 17 
社会活動（ボランティアなど） 12 9 17 18 47 
趣味 34 38 22 4 2 
読書（マンガ・雑誌を除く） 6 15 22 32 26 

 
図 1 入学から夏休みまでに力をいれたこと 

 
【考察】学生が力を入れて取り組んでいる内容は、アルバイト、趣味、授業の順である。課外活動や社会活動に対する関

心が低いが、1 年前期であることが原因である可能性もある。学年が上がった際の経過を確認したい。 
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質問2. 前期（夏休み前までの学期）では、大学にはどの程度きていましたか。また授業にはどれくらい出

席していましたか。 

 
図 2 大学に来ていた日（週当たり） 

 
図 3 授業への出席率 

 

【考察】新カリキュラムは必修科目が多く、パソコン演習や野外レクリエーション演習など複数クラス開講クラスのクラ

ス割りの都合もあって、時間割上週 5 日大学に通う学生が多くなっていると考えられる。授業への出席率も、1 年前期と

いうこともあり、高い学生が多い。 

 
質問3. 大学に来た日は、授業や自主的な学習、サークル活動、友人とのおしゃべりなどすべて含めて、平

均何時間くらい大学に滞在していますか。 

 
図 4 大学での平均滞在時間（1 日平均） 

 

質問4. 以下のような場所で過ごすことがどのくらいありますか。 
表 2 大学内で過ごす場所 

  よくある ときどきある あまりない ほとんどない

学内 図書室（1 号館 4 階） 5 19 18 59 

空き教室 5 16 30 49 

1F サロン 37 23 17 23 

2F ラウンジ 18 23 17 43 

4F ラウンジ 19 25 24 32 

5F ラウンジ 16 34 16 33 

4F ウッドデッキ 2 19 27 54 

5F 情報処理室 4 19 25 55 

5F 体育室 7 23 16 56 

瀬木学園図書館 5 4 14 76 

4 号館自習室 1 3 4 92 

学外 アルバイト先 31 20 17 32 

友人宅 13 24 22 39 
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図 5 大学内で過ごす場所 

 
【考察】2013 年度に完成した 1 号館は、学生の居場所を作ることにも配慮して設計されている。1F サロンや 2F～5F のラ

ウンジはその為に設けられたものである。これらのサロン・ラウンジの利用率は他の場所に比べ高く、学生の居場所つく

り、という目的は一応果たされていると考えられる。1F サロンが多いのは収容人数が多いためと考えられる。 

 

質問5. 前期の最も普通に過ごした一週間について、生活時間を教えて下さい。時間数は月曜日から日曜日

まで、そのことに使った合計の時間を記入して下さい。 
 

表 3 一週間の生活時間（授業期間） 
項目 1 週間で使った時間 

 0

時
間 

～5

時
間 

～10

時
間 

～15

時
間 

～20

時
間 

～25

時
間 

～30

時
間 

～35

時
間 

～40

時
間 

～45

時
間 

45

時
間
以
上 

授業への出席 2 2 16 66 14 2 1 0 0 0 0 
授業の課題・準備・復習 9 79 8 2 3 2 0 0 0 0 0 
授業と関係のない学習 43 47 11 1 1 0 0 0 0 0 0 
サークル・クラブ活動 66 26 3 1 4 1 1 0 1 0 0 
アルバイト・仕事 25 3 12 11 27 11 4 6 1 1 2 
通学 8 45 28 13 4 1 2 1 0 0 1 
友達づきあい 7 21 33 18 11 4 2 1 1 0 5 
社会活動（ボランティア等） 76 17 5 0 1 0 3 0 0 0 1 
読書（マンガ・雑誌を除く） 53 43 3 0 0 1 3 0 0 0 0 
テレビや DVD などの視聴 6 23 30 17 11 2 5 2 3 1 3 
インターネットや LINE など 2 16 24 9 11 7 11 3 4 1 15
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図 6 一週間の生活時間（授業期間） 

 
【考察】本学では単位の実質化に向け、課外学修時間の伸長に取り組んでいる。その起点としての上記の調査だが、予習・

復習の時間は 5 時間以下の学生が大半で、平均値は 3.67 時間であった。多くの学生が週 10 科目程度を履修していること

から、今後、各講義での予習・復習の徹底などの施策が必要と考えられる。 
 また、テレビや DVD などの視聴やインターネット・LINE などに非常に多くの時間を費やしている学生が多いことが

分かる。 
 
質問6. 夏休み期間の最も普通に過ごした一週間について、生活時間を教えて下さい。時間数は月曜日から

日曜日まで、そのことに使った合計の時間を記入して下さい。 
表 4 一週間の生活時間（夏季休暇中） 

項目 1 週間で使った時間 
 0

時

間

～5

時
間 

～10

時
間 

～15

時
間 

～20

時
間 

～25

時
間 

～30

時
間 

～35

時
間 

～40

時
間 

～45

時
間 

45

時
間
以
上 

学習 38 2 16 66 14 2 1 0 0 0 0 

サークル・クラブ活動 88 79 8 2 3 2 0 0 0 0 0 

アルバイト・仕事 25 47 11 1 1 0 0 0 0 0 0 

通学 80 26 3 1 4 1 1 0 1 0 0 

友達づきあい 7 3 12 11 27 11 4 6 1 1 2 

社会活動（ボランティアなど） 84 45 28 13 4 1 2 1 0 0 1 

読書（マンガ・雑誌を除く） 66 21 33 18 11 4 2 1 1 0 5 

テレビや DVD などの視聴 2 17 5 0 1 0 3 0 0 0 1 

インターネットや LINE など 3 43 3 0 0 1 3 0 0 0 0 
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図 7 一週間の生活時間（夏季休暇中） 

 
【考察】一般的には休み中はアルバイト・仕事の時間を増やすものと考えられがちであるが、今回の調査では授業期間中

と大きな差は認められなかった。顕著に時間が増えているのはテレビや DVD などの視聴であり、この点が特徴的である。 

 
質問7. あなたは本（マンガを除く）を一ヶ月に何冊くらい読みますか。 

 
図 8 一カ月の読書数 

 
【考察】1 冊も読まない学生が半分近くを占めており、全国大学生活協同組合連合会の調査（2014 年 2 月 26 日公表 

40.5%）と同様の傾向を示している。GPA、読書時間共に正規分布していないので正確ではないが、5 で調査した読書時

間と GPA の間には弱い正の相関が認められる。 
 
質問8. あなたは、どのような友達とよく話をしていますか。 

表 5 良く話す友達 
 よくある ときどきある あまりない ほとんどない 

クラス・同じ授業のともだち 92 6 2 3 
サークルなどのともだち 21 15 6 61 
上記以外のともだち 55 29 7 11 
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図 9 良く話す友達 

 

【考察】大学で過ごす時間の多くは授業時間である為、クラス、同じ授業の友達と良く話すことになると考えられる。実

際の学生の話を聞いても、同じ授業を受けていることから友だちになるケースが多くある様子である。サークルの友だち

との会話が少ないのは 1 や 5 の調査から分かるようにサークル・部活動に加入している学生が少ないためと考えられる。 
 

質問9. 以下のようなことについてだれに相談しますか。（あてはまるものすべてを回答） 
表 6 相談相手 

 
教員 職員 

友人・ 
先輩 親 

特に誰にも

相談しない 
勉強のこと 12 1 37 10 23 
将来のこと 12 1 21 27 17 
日常生活のこと 1 0 56 24 19 

 
図 10 相談相手 

 
【考察】友人や両親への相談が主であるが、勉強のことや将来のことに関しては教員・職員に相談する学生が一定数存在

する。一方でこれらのことに関して「特に誰にも相談しない」学生が 2 割程度おり、これらの学生が教員・職員に相談し

やすい体制を作ることが課題である。 
 

質問10. あなたの住居は以下のどれに当てはまりますか

表 7 住居 
住居 人数 

自宅 69 

賃貸アパート・マンション 30 

その他 3 

 
図 11 住居 
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【考察】名古屋キャンパスに移り、交通機関が便利になったこともあり、豊田キャンパスと比べ自宅から通学する学生の

比率が増えている。豊田キャンパスでは自宅から通う学生とアパートなどから通う学生の比率はほぼ同率となっていた。 

 
質問11. 1 か月の生活費（授業料を除く）をどのようにまかなっていますか。1 万円単位（端数は四捨五入）

で金額を答えてください。 
表 8 生活費のまかない方 

 0

円 

～5

万
円 

～10

万
円 

～15

万
円 

～20

万
円 

～25

万
円 

～30
万
円 

～35

万
円 

～40

万
円 

～45

万
円 

50

万
円
以
上 

両親等から 51 39 9 2 1 1 0 0 0 0 0 
奨学金 79 15 7 0 1 0 1 0 0 0 0 
アルバイト・給与 29 30 34 5 0 0 0 0 1 0 4 
その他 87 10 3 0 0 0 1 0 0 0 2 

 
図 12 生活費のまかない方 

 
図 13 一カ月の生活費の総額 

【考察】学生多くは生活費の総額が 10 万円程度まであり、自宅から通う学生の比率が多いことによると考えられる。両

親からの拠出に比べ、アルバイトによる収入が多いことが特徴的である。 
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質問12. 授業料をどのようにまかなっていますか。割合を全体で 10 割になるようにお答えください。 

 
図 14 授業料のまかない方 

【考察】授業料に関しては両親の全額負担と、両親＋奨学金により拠出する学生が多数を占める。アルバイ

トにより何らかの形で学費を賄う学生は 2 割程度で、先の調査項目と併せると、アルバイトをしている学生

（8 割程度）の多くは生活費（両親との同居が多いことを考えると多くは小遣い）が目的であることが分か

る。 
 

★授業とカリキュラムについて 

質問13. これまで受けた授業では、下のようなことがどれくらいありますか。またそれは必要ですか。 
表 9 学修効果向上に関する取り組み（経験と必要性） 

 経験したか 必要か 

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

あ
ま
り
な
か
っ
た 

あ
る
程
度
あ
っ
た 

よ
く
あ
っ
た 

必
要
で
は
な
い 

あ
る
程
度
必
要 

非
常
に
必
要 

授業内容に興味がわくよう工夫されている 13 31 52 6 5 62 36 

理解がしやすいように工夫されている 9 37 52 5 4 43 55 

TA などによる補助的な指導がある 51 30 16 4 24 58 20 

出席が重視される 1 19 39 44 10 42 49 

最終試験の他に小テストやレポートなどの課題が出

される 
0 16 62 25 13 65 24 

適切なコメントが付されて課題などの提出物が返却

される 
21 44 29 8 13 55 34 

授業中に自分の意見や考えを述べる 18 52 28 4 24 64 12 

グループワークなど、学生が参加する機会がある 11 20 44 28 21 56 17 
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図 15 学修効果向上に関する取り組み（経験） 

 
図 16 学修効果向上に関する取り組み（必要性） 

 
【考察】学生の授業経験に関する調査では、「グループワークなど学生が参加する機会がある」授業をある程度以上経験

している学生が多数を占めた。これは、新カリキュラムでアクティブラーニングを取り入れた授業科目を増やしたことに

よると考えられる。必要性に関する調査でも、このような授業が必要であると答える学生が多数を占めていることから、

アクティブラーニングの利点がある程度は学生に浸透していることが分かる。 
また、本学では「時間数不足」の制度があり、講義に関し 3 分の 2 以上の出席がないと定期試験の受験資格を失う。さ

らに、アクティブラーニングを取り入れた講義が多いこともあり、ほぼ全ての学生が出席を重視する授業を経験している。

必要性の調査でも出席が重視される授業を必要と答える学生が多く、この点に関しても学生の理解を得られていると考え

られる。 
「最終試験の他に小テストやレポートなどの課題が出される」授業についても、経験、必要性ともに高い比率となって

いる。一方で、「適切なコメントを付されて課題などの提出物が返却される」授業を経験した学生の比率は低く、必要性

を感じる学生の比率は高い。適切なコメントを付した提出物の返却は、授業改善の重要な要素である、との事例も多数報

告されており、今後の課題の一つとなると考えられる。 
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質問14. あなた自身は、授業に対してどのように取り組んでいますか。 
表 10 授業への取り組み方 

 あてはまらな

い 
あまりあては

まらない 
ある程度 

あてはまる 
あてはまる 

興味がわかない授業でもきちん

と出席する 
4 3 30 66 

なるべく良い成績をとるように

している 
4 8 37 53 

グループワークやディスカッシ

ョンに積極的に参加している 
7 24 49 23 

先生に質問したり、勉強の仕方

を相談したりしている 
30 45 16 12 

必要な予習や復習はした上で授

業にのぞんでいる 
20 43 31 9 

 
図 17 授業への取り組み方 

 
【考察】興味のわかない授業でもきちんと出席し、なるべく良い成績をとるように心がける学生が多数を占める一方、先

生に質問・相談したり、予習・復習を行ったりする学生の比率は低い。これらのことから、比較的受け身な学習姿勢の学

生像が想像される。グループワークやディスカッションへの参加に関しては中間的な結果になっているが、これは、初年

次教育で PBL などのアクティブラーニング手法が多く取り入れられていることが原因の一つとして考えられる。 
 
質問15. 大学での学び方について、あなたの考えに近いものを選んでください。 

表 11 大学での学び方 
A ←A に近い B に近い→ B 

授業はとり方があらかじめ決まっ

ているほうがよい 
20 30 22 31 授業は自分で好きなようにとり

たい 重心※ 0.14 

授業の意義や必要性を教えて欲し

い 
30 43 17 13 授業の意義や必要性は自分で見

出したい 重心※ ‐0.6 

授業の中で必要なことは全て扱っ

て欲しい 
44 42 8 8 授業はきっかけで、後は自分で

学びたい 重心※ ‐1 

自分のレベルにあった授業をして

欲しい 
32 42 19 10 授業は難しくてもチャレンジン

グな方がいい 重心※ ‐0.7 

専門以外のことも広く学びたい 
11 30 31 30 

専門分野を深く学びたい 
重心※ 0.38 

※重心：(A に最も近い回答数×-2+ A に近い回答数×-1+ B に近い回答数×1+ B に最も近い回答数×2)
÷全回答数   マイナスの値が大きければ A に近い考えの者が多く、プラスの値が大きければ B に

近い考えが多いことを示す指標としている。（解答は間隔尺度ではない為、数学的な厳密性には欠ける） 
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A ←A に近い B に近い→ B 

授業はとり方があらかじめ決まっ

ているほうがよい 
授業は自分で好きなようにとり

たい  

授業の意義や必要性を教えて欲し

い 
授業の意義や必要性は自分で見

出したい  

授業の中で必要なことは全て扱っ

て欲しい 
授業はきっかけで、後は自分で

学びたい  

自分のレベルにあった授業をして

欲しい 
授業は難しくてもチャレンジン

グな方がいい  

専門以外のことも広く学びたい 専門分野を深く学びたい 
 

図 18 大学での学び方 
 

【考察】顕著な傾向としては、「授業の意義や必要性を教えて欲しい」「授業の中で必要なことは全て扱って欲しい」「自

分のレベルにあった授業をして欲しい」考えに近い学生が多いことである。これは、質問 14 の結果と同様に、学修に関

して受け身の姿勢の学生が多いことを表していると考えられる。 
 
★卒業後の進路 

質問16. 卒業後の進路についてどのような希望をもっていましたか。また今もっていますか。 
表 12 卒業後の進路希望 

 大学に入学したとき 
（いくつでも○） 

現在の希望 
（いくつでも○） 

民間企業に就職する 6 9 
公務員になる 14 6 
教師などの専門職につく 42 34 
自営など上記以外の形で就職する 1 1 
大学院などに進学する（海外含む） 7 2 
その他 5 3 
決めていない 17 13 

 
図 19 卒業後の進路希望 
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【考察】「教師などの専門職につく」希望を持っている学生が多いのは、教員を主要な目指す進路とする「養護・保健コ

ース」「保健体育コース」の入学者が多いことからと考えられる。入学後に「教師などの専門職につく」希望を持つ学生

が減っているが、これは、各種ガイダンスや教員・先輩の話などを聞いて教員になることの大変さを意識するためと推測

される。 
 

質問17. 就職する上で、次の点はどの程度重要と思いますか。 
表 13 就職に重要なこと 

 重要ではない ある程度重要 きわめて重要

どの大学（大学院）を出たかということ 31 59 13 
どの分野を専攻したかということ 16 53 34 
個人としての能力 2 21 80 

 
図 20 就職に重要なこと 

 
【考察】出身大学・専攻よりも個人としての能力を重視する傾向が顕著である。本学が著名大学ではないことを意識した

回答と考えられる。（上述のような考えを持つ故に本学を自覚的に選択する場合、不本意入学だが、“前向きな”捉え方を

している場合の両方が考えられる。）この意識を本学での自発的な学修に繋げていくことが課題である。 
 
質問18. 仕事にどのようなことを望みますか。あなたの考えに近いものを選んでください。 

表 14 仕事に望むこと 
A ←A に近い B に近い→ B 

チームで仕事をして成果を分かち

合う 
31 38 26 8 

個人の努力が成果に結びつく 
重心※ －0.6 

あらかじめ決められたことを形に

する 
14 37 30 22 新しい商品やサービスを生み出

す 重心※ 0.09 

年齢や経験を重視した給与 
16 30 30 27 個人の業績や能力が大きく影響

する給与 重心※ 0.21 

残業が多くてもキャリアアップで

きる 
9 19 41 33 残業が少なく自分の時間が持て

る 重心※ 0.69 

一つの仕事で専門家になること 
18 29 35 20 いろいろな仕事を幅広く経験で

きること 重心※ 0.1 

※重心：(A に最も近い回答数×-2+ A に近い回答数×-1+ B に近い回答数×1+ B に最も近い回答数×2)
÷全回答数   マイナスの値が大きければ A に近い考えの者が多く、プラスの値が大きければ B に

近い考えが多いことを示す指標としている。（解答は間隔尺度ではない為、数学的な厳密性には欠ける） 
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A ←A に近い B に近い→ B 

チームで仕事をして成果を分かち

合う 
個人の努力が成果に結びつく 

 

あらかじめ決められたことを形に

する 
新しい商品やサービスを生み出

す  

年齢や経験を重視した給与 個人の業績や能力が大きく影響

する給与  

残業が多くてもキャリアアップで

きる 
残業が少なく自分の時間が持て

る  

一つの仕事で専門家になること 
いろいろな仕事を幅広く経験で

きること  

図 21 仕事に望むこと 
 
【考察】「個人の努力が成果に結びつく」仕事よりも「チームで仕事をして成果を分かち合う」仕事を志向する学生が多

い。また、「残業が多くてもキャリアアップできる」仕事よりも「残業が少なく自分の時間が持てる」仕事を志向する学

生が多い。 
これらからいわゆる「上昇志向」とは異なる、チームワークと自分の時間を重視する傾向が伺える。 

 
質問19. 大学を卒業後のキャリアについてどう考えていますか。 

表 15 キャリア観 
 そう思わない ある程度思う そう思う 

すぐに就職して最初から正社員・正規の職員になる 13 49 41 

すぐに就職するが正社員・正規の職員にこだわらない 48 45 10 
すぐに大学院などに進学する 76 22 5 
就職してから大学院への進学を考える 84 15 3 

資格試験･公務員試験などに合格するまで就職しない 45 30 10 
卒業後すぐには就職しなくてもよい 82 16 5 
最初の就職先にできるだけ長く勤める 11 35 57 
何年かして転職や独立をする 61 34 8 

結婚･出産したら仕事をやめる (女性のみ) 32 31 7 

 
図 22 キャリア観 
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【考察】正職員になり、最初の就職先にできるだけ長く勤める、という安定志向の学生が多いことが分かる。一方で、教

員志望者が多いため、「資格試験･公務員試験などに合格するまで就職しない」という学生が半数程度いることも特徴とな

っている。 
 
★その他 

質問20. 中学・高校での経験について、あてはまるものを選んでください。 
表 16 中学・高校での経験 

中学３年生のころの成績 
下の方 中の下 中くらい 中の上 上の方 

28 24 27 15 9 

高校１年生のころの進路希望 
就職する 専門学校 短大 大学 

考えていな

かった 

7 13 3 60 20 

高校３年生のころの 家や塾

での１日の勉強時間 

してい 
ない 

1 時間 
程度 

2 時間 
程度 

3 時間 
程度 

4 時間 
以上 

29 21 19 15 19 

大学入学資格検定 
受けていない 受けた 

78 24 

 
図 23 中学 3 年生の頃の成績 

 
図 24 高校 1 年生のころの進路希望 

 
図 25 高校３年生のころの 家や塾での１日の勉強時間 
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図 26 大学入学資格検定 

 
【考察】高校３年生のころの 家や塾での１日の勉強時間が 1 時間以下の者が半数を占め、学習をする習慣のついていな

い学生が入学してきていることが分かる。課外学修時間向上の為には、このような学生に如何に学修の習慣を身に付けさ

せるかが課題となる。 
 
質問21. あなたは、これまでに次のようなことを感じたり思ったりしたことがどのくらいありますか。 

表 17 大学生活での悩み 
 ほとんどない あまりない ときどきある よくある 

生活に熱意がわかない 18 38 33 14 

友達のことで悩みがある 29 35 29 10 

先生のことで悩みがある 51 27 14 11 

授業の内容についていっていない 23 28 41 11 

授業に興味・関心がわかない 16 34 36 16 

進級や卒業ができるか心配だ 27 23 27 26 

他の学科・学部・大学や学校に入り直したい 31 17 32 23 

大学を辞めたい 54 20 15 14 

経済的に勉強を続けることが難しい 59 25 15 4 

まわりの学生がやる気がない 19 26 35 23 

やりたいことが見つからない 37 18 35 12 

 
図 27 大学生活での悩み 
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【考察】「他の学科・学部・大学や学校に入り直したい」「まわりの学生がやる気がない」との回答が多く、第 2 希望以降

で入学した不本意入学の学生が多いことが伺える。これらの学生に対しては、質問 17 にあるような「就職に必要なもの

は大学名ではなく、個人の能力」という意識に訴えかけるなどの方策で積極的な学修に導いていく必要がある。 
一方で、「授業の内容についていっていない」「進級や卒業ができるか心配だ」といった悩みも半数程度の学生が抱いて

おり、ピアサポート等、何らかの学修サポートの仕組みも検討の必要がある。 
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「人材の採用に関するアンケート」集計・分析結果 

 

 

愛知みずほ大学インスティテューショナル・リサーチセンター 

（主筆：桜井 栄一） 

 

 

 

本アンケートは愛知みずほ大学の取り組みが社会の要請に応えるものであるか等を検証するため、事務局企画・広報室

が企画し、株式会社マクロミルに依頼して 2013 年 06 月 19 日（水）～2013 年 06 月 21 日（金）にかけて実施したもので

ある。分析はインスティテューショナル・リサーチセンターで実施し、結果を就職希望者向けの履修モデル策定等に利用

した。本稿では、集計結果とテキストマイニングによる分析の結果を掲載する。 

なお、後述する回答者の構成などを参照すると、回答者の多くは採用に関わっているものの人事以外の部署に所属して

おり、企業の従業員数や業種の構成比も全国平均や中部地方の平均と大きく異なっているため、本アンケートが全国や中

部地方の全企業を母集団とする標本調査となっていない点に注意する必要がある。 

回答者の総数は 2062 名である。 

 

1.回答者の構成 

1-1.性別と年齢

表 1 性別 

性別 回答数 

男性 1503 

女性 559 

 
図 1 性別

表 2 年齢 
年齢 回答数 

20 才～24 才 32 

25 才～29 才 182 

30 才～34 才 253 

35 才～39 才 362 

40 才～44 才 344 

45 才～49 才 366 

50 才～54 才 299 

55 才～59 才 224 

 
図 2 年齢 
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1-2.地域

表 3 地域 

地域 回答数 

北海道 48 

東北地方 77 

関東地方 410 

中部地方 1094 

近畿地方 274 

中国地方 61 

四国地方 19 

九州地方 79 

 
図 3 地域 

 
1-3.職業・所属部署

表 3 職業 

職業 回答数 

公務員 177 

経営者・役員 182 

会社員(事務系) 996 

会社員(技術系) 331 

会社員(その他) 376 

 
図 3 職業

表 4 所属部署 
所属部署 回答数 

全国（人事_1 年以内関与） 100 

全国（人事_2～5 年以内関与） 78 

全国（人事以外_1～5 年以内関与） 853 

中部（人事_1 年以内関与） 23 

中部（人事_2～5 年以内関与） 13 

中部（人事以外_1～5 年以内関与） 995 

※全国・中部の別はマクロミル社のアンケート依

頼時の分類 

 
図 4 所属部署 
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1-4.業種

表 5 業種 
業種 回答数 

水産・農林 6 

鉱業 3 

建設 131 

食品・飲料 52 

繊維工業 3 

衣料・繊維 15 

木材・木製品 8 

家具・装備品 5 

パルプ・紙 11 

化学・化学品・化粧品 41 

薬剤・医薬品 20 

ゴム製品 4 

プラスチック製品 20 

窯業・土石業 7 

鉄鋼・非鉄 15 

金属製品 32 

機械器具 36 

電気機器 79 

輸送用機器 65 

精密機器 39 

情報通信機器 8 

その他製造【   】 39 

化学医薬卸 8 

衣服繊維卸 5 

食料飲料卸 10 

電気機器卸 18 

輸送機器卸 4 

その他機器卸【   】 6 

その他卸【   】 30 

百貨店 6 

スーパー・コンビニエンスストア 17 

衣服・履物小売 14 

食品・飲料小売 10 

各種車輌小売 6 

家庭機具小売 4 

家電・電気器具小売 9 

 
医薬品・化粧品小売 9 

その他小売【   】 24 

銀行・信託 34 

消費者金融 2 

クレジット 6 

証券・先物 7 

保険 29 

その他金融【   】 4 

不動産 42 

鉄道 12 

道路輸送 46 

水上輸送 3 

航空輸送 6 

倉庫 20 

郵便・運輸サービス 26 

飲食店 22 

旅行 8 

通信 22 

電気・ガス・水道 24 

賃貸・リース 10 

宿泊所・ホテル 17 

理容・美容 3 

娯楽 27 

放送 6 

出版・印刷 30 

広告・調査 1 

SIer/NIer、システムコンサルフ

ァーム、ベンダー 
15 

情報サービス 55 

ソフトウェア 53 

病院・医療 114 

老人福祉・介護 78 

教育 87 

その他サービス【   】 193 

官庁・自治体 169 

その他団体【   】 31 

その他【   】 41 
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図 5 業種 

1-5.従業員数 

表 6 従業員数 

従業員数 回答数 

５人未満 77 

５人～１０人未満 123 

１０人～２０人未満 180 

２０人～３０人未満 104 

３０人～５０人未満 160 

５０人～１００人未満 215 

１００人～２００人未満 201 

２００人～３００人未満 139 

３００人～５００人未満 144 

５００人～１，０００人未満 173 

１，０００人～３，０００人未満 149 

３，０００人～５，０００人未満 85 

５，０００人以上 312 

 
図 6 従業員数 
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2.単純集計 

2-1.大学の知名度 

表 7 大学の知名度（2062 名中） 

大学名 「知っている」と答えた数 

愛知学院大学 1312 

愛知東邦大学 460 

愛知みずほ大学 381 

大阪人間科学大学 195 

神奈川大学 1480 

関西学院大学 1739 

至学館大学 528 

中京大学 1809 

東海学園大学 746 

人間環境大学 264 

早稲田大学 1987 

知っている大学はない 26 

 

 
図 7 大学の知名度 
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2-2.大学を知った媒体 

表 7 大学を知った媒体 

  

愛
知
学
院
大
学 

愛
知
東
邦
大
学 

愛
知
み
ず
ほ
大
学 

大
阪
人
間
科
学
大
学 

神
奈
川
大
学 

関
西
学
院
大
学 

至
学
館
大
学 

中
京
大
学 

東
海
学
園
大
学 

人
間
環
境
大
学 

早
稲
田
大
学 

大学のパンフレット 10.9% 10.7% 11.8% 17.4% 7.9% 8.7% 9.7% 8.8% 10.3% 12.1% 9.6%

大学のホームページ 10.4% 13.5% 13.4% 20.5% 8.4% 8.9% 9.1% 8.6% 9.9% 14.0% 10.2%

大学の就職課が主催するイベント 3.4% 5.7% 4.2% 6.7% 2.7% 2.6% 3.0% 3.1% 3.6% 6.4% 3.1%

進学情報サイト 11.8% 12.6% 10.2% 20.0% 10.2% 12.0% 10.8% 9.7% 9.0% 12.1% 12.2%

進学情報のための書籍・雑誌 10.8% 10.0% 9.4% 12.8% 10.8% 12.1% 12.1% 10.4% 10.2% 9.5% 12.7%

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング

サービス） 
1.4% 2.2% 1.0% 6.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.9% 3.4% 1.5%

テレビＣＭ 3.3% 3.0% 1.8% 5.6% 2.1% 2.6% 3.0% 4.6% 3.9% 3.8% 4.2%

ラジオＣＭ 1.0% 1.1% 0.8% 2.1% 0.5% 0.4% 0.6% 0.8% 1.2% 3.0% 1.3%

新聞広告 7.3% 7.6% 7.1% 5.1% 6.0% 5.9% 7.6% 6.5% 6.7% 6.1% 6.5%

駅・ホームなどでの看板広告 6.6% 5.4% 6.8% 9.2% 3.2% 2.9% 2.8% 4.4% 5.4% 7.2% 3.5%

電車の社内広告 4.0% 2.2% 3.1% 5.1% 1.8% 2.1% 2.1% 2.7% 2.3% 4.5% 2.1%

同僚、家族・友人などの口コミ 26.1% 26.7% 24.7% 11.8% 25.6% 29.2% 22.9% 27.0% 25.5% 17.8% 31.2%

その他 8.1% 7.2% 6.8% 4.6% 11.3% 6.6% 7.8% 8.5% 4.4% 6.1% 7.7%

わからない・忘れた 33.0% 29.1% 28.3% 22.1% 34.1% 35.4% 32.6% 34.9% 33.6% 28.4% 35.2%

 

 
図 7 大学を知った媒体 
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2-3.健康科学を学んだ人材の採用意向

表 8 健康科学を学んだ人材の採用意向 

採用意向 回答数 

採用したい 144 

やや採用したい 850 

あまり採用したくない 816 

採用したくない 252 

 
図 8 健康科学を学んだ人材の採用意向 

 

 

2-4.健康科学を学んだ人材に適した職種

表 9 健康科学を学んだ人材に適した職種 

職種 回答数

営業／営業企画 235 

財務／会計／経理 27 

総務 441 

人事 415 

販売／サービス 156 

購買／物流 26 

仕入／商品管理 36 

一般事務／営業事務 75 

企画 173 

広報／IR 118 

調査／マーケティング 139 

経営企画／事業企画 62 

経営管理／コンサルタント（会計／戦略など） 29 

コンサルタント（人事） 150 

コンサルタント（IT 関係） 16 

カスタマーサポート 43 

情報システム 29 

研究／開発 267 

生産 63 

生産技術／品質管理／検査 110 

 
建設／工事 18 

MR／医療用具営業（医薬） 429 

管理栄養士、栄養士 843 

介護福祉士、ヘルパー 864 

保健師 815 

スポーツインストラクター／運動指導員 885 

スポーツ施設管理・運営スタッフ 661 

薬剤師 282 

看護師 460 

准看護師 359 

理学療法士 499 

作業療法士 389 

歯科衛生士 180 

その他医療機関従事者 17 

美容部員 186 

保育士 317 

幼稚園教員 268 

教員（幼稚園以外） 237 

塾講師 35 

その他 20 

適していると思う職種はない 131 
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図 9 健康科学を学んだ人材に適した職種 

 

2-5. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」に対する評価と採用意向

表 10 評価 

評価 回答数 

魅力的だと思う 145 

やや魅力的だと思う 843 

あまり魅力的だと思わない 827 

魅力的だと思わない 247 

 

図 10 評価 

表 11 採用意向 

採用意向 回答数 

採用したい 120 

やや採用したい 721 

あまり採用したくない 966 

採用したくない 255 

 

図 11 採用意向 
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表 12 魅力的な点 

魅力的な点 回答数

「健への探究 ― 豊かで活力ある健康社会に貢献する人をめざして ― 」 246 

健康社会をめざし探究しつづけ、その社会において人と向き合う姿勢と専門性を発揮する力を持つ人材を

育成する大学です 
354 

愛知みずほ大学は、平成５年に開学した「人間科学部 心身健康科学科」の１学部１学科の大学です。 117 

「健康科学概論」「心理行動科学概論」「未来デザイン演習」といった科目を履修することで人間、健康

及び社会を理解し、 「身体の健康」「精神の健康」「人間の福祉」について総合的に学びます。 
342 

卒業生の活躍の場は、学校教育、医療・福祉分野、食品や薬品を扱うメーカー、公務員など多岐にわたっ

ています。 
332 

本学の母体である学校法人は、ドイツに留学した医学博士の父子によって、昭和１４年に「日本女性に対

する 保健衛生・科学的知識の向上」を建学の精神として創設されました。「母子手帳」の発案者も理事

長を務めていました。 

196 

少人数教育に徹し、チューター制を通じて教員との距離も近く、１人ひとり、丁寧に学生を支援し続けま

す。 
304 

「キャリア開発」や「就職のための戦略」を始めとした授業や、社会とのつながり（地域貢献、連携事業、

官学連携、 インターンシップ）を通じて自律した学生を育成しています。 
291 

取得できる主な資格 1.中高一種教員免許状（保健体育・保健） 2.養護教諭一種免許状 3.レクリエー

ションインストラクター  4.日本心理学会認定心理士 など 
357 

魅力的だと思う点はない 40 

 

図 12 魅力的な点 
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2-6.学修効果向上の為の取り組みに対する評価 

表 13 学修効果向上の為の取り組みに対する評価 

  

授
業
科
目
の
精

選
と
区
分 

ナ
ン
バ
リ
ン
グ 

ク
ォ
ー
タ
ー
制 

ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ 

学
修
コ
ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ 

勉
強
学
び
の
姿

勢
の
再
構
築 

学
生
ス
タ
ッ
フ

の
登
用 

海
外
の
大
学
と

の
姉
妹
校
提
携 

良い取り組みだと

思う 
20.6% 17.2% 13.5% 21.7% 18.0% 16.1% 19.4% 23.6% 

やや良い取り組み

だと思う 
63.7% 61.9% 62.1% 63.4% 59.3% 53.9% 56.1% 59.2% 

あまり良い取り組

みだと思わない 
13.1% 17.2% 21.3% 12.3% 18.3% 22.0% 20.4% 14.2% 

良い取り組みだと

思わない 
2.6% 3.6% 3.0% 2.6% 4.5% 8.0% 4.1% 3.0% 

 
図 13 学修効果向上の為の取り組みに対する評価 

 

2-7.2014 年度の新卒採用意向

表 14 2014 年度の新卒採用意向 

採用意向 回答数 

採用を予定している 1115 

採用は予定していない 574 

わからない 373 

 
図 14 2014 年度の新卒採用
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2-8.新卒採用で重視する点 

表 15 新卒採用で重視する点 

重視する点 回答数 

採用実績のある大学の卒業生であること 358 

就職実績の高い大学の卒業生であること 207 

偏差値の高い大学の卒業生であること 224 

業務と関連のある学問を学んでいること 1023 

専門的な知識を身につけていること 969 

資格を取得していること 540 

留学経験があること 85 

語学が堪能であること 268 

インターンシップの経験があること 123 

その他 442 

 

図 15 新卒採用で重視する点 
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2-9.1 年以上の長期留学経験を重視した新卒採用

表 16 2013 年度採用での重視度合 

重視度合 回答数 

あてはまる 63 

ややあてはまる 192 

どちらともいえない 425 

あまりあてはまらない 326 

あてはまらない 1056 

 
図 16 2013 年度採用での重視度合

表 17 2014 年度採用での重視度合 

重視度合 回答数 

あてはまる 60 

ややあてはまる 206 

どちらともいえない 487 

あまりあてはまらない 330 

あてはまらない 979 

 
図 17 2014 年度採用での重視度合 

 

3.自由回答項目のテキストマイニングによる分析 

 

以下で報告するテキストマイニングは、立命館大学産業社会学部准教授の樋口耕一氏が開発したフリーソフトウエアである、「KH 

Corder」を利用した。 

 

3-1. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と学んだ学生の採用意向

（2-6 表 11・図 11）の理由（自由回答項目）の特徴語分析結果 

表 18  

評価 
 

魅力的だと思う  
やや魅力的だと思

う 

あまり魅力的だと思

わない 
魅力的だと思わない

理由 

（頻出語） 

健康 10.1% 健康 15.9% 必要 10.8% 大学 10.0% 

人間 9.4% 人材 9.6% 会社 8.6% 必要 7.0% 

人 7.3% 知識 9.1% 当社 8.2% 内容 5.8% 

社会 7.1% 採用 9.0% 業務 8.0% 職種 5.5% 

多い 6.6% 学ぶ 8.8% 大学 6.9% 業務 5.3% 

精神 6.3% 人 8.0% 関係 6.3% 弊社 4.9% 

人材 6.3% 社会 7.2% 職種 5.1% 関係 4.8% 

期待 6.2% 専門 7.1% 弊社 5.0% 仕事 4.7% 

学ぶ 5.8% 分野 6.4% 特に 4.8% 低い 4.5% 

仕事 5.8% 人間 6.3% 内容 4.7% 当社 4.3% 
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3-2. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）とその

理由（自由回答項目）の特徴語分析結果 

表 19  

採用意向 採用したい  やや採用したい あまり採用したくない  採用したくない 

理由 

（頻出語） 

人間 11.1% 健康 19.1% 必要 11.8% 必要 10.1% 

健康 9.5% 人材 10.2% 採用 9.3% 大学 7.1% 

人 7.1% 知識 9.5% 当社 9.0% 業務 6.0% 

学ぶ 6.4% 人 9.4% 会社 8.8% 職種 6.0% 

多い 6.2% 学ぶ 8.8% 業務 8.6% 会社 5.6% 

社会 5.9% 社会 8.4% 大学 8.2% 当社 5.3% 

人材 5.7% 人間 7.3% 専門 7.2% 内容 5.3% 

身体 5.2% 学生 6.1% 関係 6.7% 全く 5.3% 

心身 4.8% 持つ 5.3% 職種 6.6% 特に 4.8% 

精神 4.6%  考える 5.3% 分野 5.8%  関係 4.7% 

 

3-3. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）の理由

（自由回答項目）のクラスター分析結果 

 

図 18 
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3-4. 3-1～3-3 に関する考察 

 
「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価や採用意向に関する肯定的な回答の中で共通して顕著に見られ

るキーワードには「健康」「人間」「人」「学ぶ」などがある。 

 評価や採用意向で共通して上位となる「健康」に関してクラスター分析の結果を参照すると、「健康」と共に有意な頻

繁さで利用されているキーワードには、「管理」「社員」「心身」「メンタル」「精神」などが見られ、本学に肯定的な層に

は、社員の心身、特にメンタル面での健康管理能力を期待する傾向が見られることが分かる。 

 また、クラスター分析によれば、「人間」「人」「学ぶ」などのキーワードは同時に使われる傾向が見られるが、同時に

「心理」「興味」などのキーワードも共に使われていることが分かる。このことから、心理に興味があり、人間や人につ

いて学んだ学生を求めている傾向が伺える。これは、キーワード「健康」に関しての考察と符合する。 

 

3-5. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と「健康科学」の領域の

人材育成をさらに広げるために今後求められる教育内容やコース(自由回答項目)の特徴語分析結果 

表 20  

評価 
 

魅力的だと思う  
やや魅力的だと思

う 

あまり魅力的だと思

わない 
魅力的だと思わない

求められ

る教育内

容・コー

ス（頻出

語） 

健康 5.7% 教育 9.6% 科学 5.4% 分かる 5.9% 

社会 5.5% 健康 8.9% 企業 5.1% 必要 5.8% 

教育 4.9% 社会 8.7% 大学 4.5% 特に 5.7% 

必要 4.4% コース 6.0% 専門 4.4% 学生 4.7% 

専門 4.4% 特に 5.7% 考える 3.7% 人材 4.5% 

コース 4.4% 内容 4.9% 育成 3.7% 大学 3.5% 

心 4.1% 人 4.7% 良い 2.8% 自分 3.2% 

介護 4.0% 分野 4.6% 学習 2.7% 一般 2.9% 

人 4.0% 実践 4.5% 資格 2.7% 領域 2.3% 

実習 3.9% 実習 4.1% 求める 2.5% 勉強 2.2% 

 

3-6. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）と「健

康科学」の領域の人材育成をさらに広げるために今後求められる教育内容やコース(自由回答項目)の特徴語

分析結果 

表 21  

採用意向 
 

採用したい  やや採用したい 
あまり採用したくな

い 
採用したくない 

求められ

る教育内

容・コー

ス（頻出

語） 

健康 5.9% 教育 9.2% 社会 8.1% 特に 6.2%

関係 5.2% 健康 8.2% 必要 6.9% 分かる 5.1%

 

カリキュ

ラム 5.0%  社会 7.8% 科学 5.5%  人材 4.4%

社会 4.9% コース 6.8% 分野 5.1% コース 4.2%

心理 4.4% 人 5.1% 大学 5.0% 内容 4.2%

人材 4.3% 知識 4.5% 内容 4.9% 科学 4.0%

医療 3.7% 企業 4.5% 企業 4.6% 学生 4.0%

体験 3.7% 実習 4.1% 専門 4.6% 学ぶ 3.6%

現場 3.6% 実践 3.9% 学ぶ 4.4% 一般 3.2%

コース 3.5%  メンタル 3.9% 考える 4.0% 就職 3.0%
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3-7. 「健康科学」の領域の人材育成をさらに広げるために今後求められる教育内容やコース(自由回答項目)

のクラスター分析結果 

資格

取得

人材

育成

自分

考える

力

自ら

身

現場

実習

実践

授業

学習

体験

実際

人間

関係

介護

医療

福祉

メンタル

心

多い

人

精神

医学

心理

領域

科学

健康

能力

ニケーション

分野

専門

知識

必要

明確

学ぶ

具体

コース

就職

内容

教育

大学

学生

社会

出る

会社

研修

実務

経験

戦力

勉強

分かる

良い

特に

一般

理解

環境

持つ

企業

連携

取り組み

研究

求める

高齢

対応

積極

行う

カリキュラム

ターンシップ

充実
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人材

育成
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考える

力
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身

現場

実習

実践

授業

学習

体験

実際

人間

関係

介護

医療

福祉

メンタル

心

多い

人

精神

医学

心理

領域

科学

健康

能力

ニケーション

分野

専門

知識

必要

明確

学ぶ

具体

コース

就職

内容

教育

大学

学生

社会

出る

会社

研修

実務

経験

戦力

勉強

分かる

良い

特に

一般

理解

環境

持つ

企業

連携

取り組み

研究

求める

高齢

対応

積極

行う

カリキュラム

ターンシップ

充実
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図 19 
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3-8. 3-5～3-7 に関する考察 

 
「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価や採用意向に関して肯定的に回答した群では、健康、教育など

の語が頻出しているが、これらは質問内容に含まれる語である為、回答の傾向を把握するに当たっては有意ではない。ク

ラスター分析の結果を参照しても、「健康」は「科学」と、「教育」は「内容」「大学」などと結びついており、今後求め

られるコース・教育内容の把握はできない。 

傾向に関して有意性が認められる語としては「カリキュラム」はクラスター分析では「インターンシップ」「充実」な

どと結びついており、また、「体験」「実習」「実践」「現場」などの語も比較的頻出いる上にクラスター分析でも互いに結

びついていることが分かる。これらから、職場などでの体験を含む実践型の教育内容の提案が多いことが分かる。 

また、「心理」「心」「メンタル」等の語は、頻出しつつ互いに結びついており、Q8 で見られたようにメンタル面での健

康管理能力が求められている傾向もみられる。 

「コース」に関しては、「就職」「学ぶ」「明確」などという語と結びついており、コースで学ぶ内容や就職先などの明

確化が求められていると考えられる。 

 

3-9. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」の評価（2-6 表 10・図 10）と新卒の採用で重視する

点 （2-8 表 15・図 15 「その他」自由回答項目)の特徴語分析結果 

表 22  

評価 
 

魅力的だと思う  
やや魅力的だと思

う 

あまり魅力的だと思

わない 
 魅力的だと思わない

採用で重

視する内

容（頻出

語） 

やる気 2.7% 人間 3.9% やる気 2.2% 人間 4.0%

体力 2.0% 人柄 1.7% 能力 2.0% 人柄 2.2%

コミュニケ
ーション 

1.8% 
 

人 1.7% 人 1.7%
 

やる気 2.1%

人 1.7% 人物 1.5% 特に 1.4% 強い 1.2%

能力 1.7% 重視 1.5% 採用 1.1% 性格 1.2%

人材 1.3% 
 

コミュニケ
ーション 

1.5% 高い 1.1%
 

常識 1.2%

高い 1.3% 意欲 0.9% 学歴 0.8% 人物 1.1%

重視 1.2% 書類 0.7% 新卒 0.8% 高卒 0.8%

新しい 0.7% 本人 0.7% 本人 0.8% 基礎 0.8%

評価 0.7%  仕事 0.6% 持つ 0.6%  資質 0.8%

 

3-10. 「愛知みずほ大学 人間科学部 心身健康科学科」で学んだ学生の採用意向（2-6 表 11・図 11）と新卒

の採用で重視する点 （2-8 表 15・図 15 「その他」自由回答項目)の特徴語分析結果 

表 23  

採用意向 
 

採用したい  やや採用したい 
あまり採用したくな

い 
 採用したくない 

採用で重

視する内

容（頻出

語） 

人間 2.2% 人間 3.4% やる気 2.6% 人間 3.5%

高い 1.5% 能力 2.2% 人柄 1.7% 人柄 1.8%
コミュニケ
ーション 1.4%  

コミュニケ
ーション 1.8% 人 1.7%  新卒 1.1%

人柄 1.3% 人 1.8% 特に 1.2% 採用 1.1%

人 1.3% 重視 1.5% 人物 1.2% 高卒 0.8%

条件 0.8% 人物 1.2% 採用 1.1% 大学 0.8%

前 0.8% 特に 1.1% 本人 1.0% 動機 0.8%

評価 0.8% 意欲 1.0% 高い 0.9% 志望 0.8%

モラル 0.8% 書類 0.8% 社会 0.7% 前向き 0.8%

当てはまる 0.8%  選考 0.7% 新卒 0.7%  性格 0.8%

 

3-11. 3-9～3-10 に関する考察 

 
特徴的な傾向としては、本学の教育内容や本学からの採用に肯定的な企業と否定的な企業で、頻出語に大きな違いがな
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いことがあげられる。 

共通して、「人間」「人柄」「人」「やる気」などの語が多く、いわゆる「人物重視」の傾向が読み取れる。 

本学の教育内容や本学からの採用に肯定的な企業に特徴的な語としては、「コミュニケーション」がある。これらの企

業はコミュニケーション能力を重視する傾向が伺えるが、複数回答項目“のその他”項目であって度数は少ない（数件程

度）である為、明確な傾向とは言い難い。 
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一般消費者を対象とした食育の実践と健康度チェックの結果報告 

 

松原 愛香・村瀬 瑠美 

愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

 

1．始めに 

 栄養士とは、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士

の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする

者」と栄養士法により定義されている。また、同法に

おいて、「栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄

養士の養成施設において 2 年以上栄養士として必要な

知識及び技能を習得した者に対して、都道府県知事が

与える」とされている。本学では、栄養士養成施設と

して、食を通してさまざまな人々の健康に貢献できる

栄養士を育てている。 
栄養士養成施設では、厚生労働省により定められて

いる「栄養士養成施設カリキュラム」に基づいて、具

体的な講義内容や実習内容を決めている。このカリキ

ュラムには、教育内容が示されており、それぞれにお

いて教育目標が立てられている。教育内容は 6 つに分

けられており、そのうちの 1 つに「栄養の指導」があ

る。この分野では、「個人、集団及び地域レベルでの栄

養指導の基本的役割や栄養に関する各種統計について

理解する。また基本的な栄養指導の方法について修得

する。」1）ことを目的としている。 
本学において「栄養の指導」の分野は、栄養指導論、

栄養指導論実習、実践栄養指導論演習、公衆栄養学の

4 科目で構成されている。その中の栄養指導論実習で

は、個別指導や集団指導の指導方法についての学習と

技術の習得のために、様々な実習を行っている。その

実習内容の１つに大規模小売店での一般消費者に対す

る食育活動を毎年行っている。「地域に知らせよう食文

化！やってみよう食育！」をテーマとし、多くの食文

化について知らせるとともに、「安全・安心な食品の知

識」や「地域で獲れる食材」についての関心を高め、

「食育」の必要性についての理解を図ることを目的と

している。 
本年度においても、食物栄養専攻（栄養士課程）2

年生 29 名の学生による一般消費者に対する食育活動

の実践を行った。「お米と魚のコラボフェア」と題し、

米と魚に関する内容について 6 つのブースに分けて実

施した。その実施内容についてまとめるとともに、一

般消費者の食習慣や生活習慣の調査のために同会場で

実施した、全 10 項目からなる健康度チェックの結果

について報告する。 
 
2．方法及び結果 

1）対象 
短大近郊（徒歩 30 分）の大規模小売店に買い物に

来ていた一般消費者を対象とした（大規模小売店：ス

ーパーマーケット「イオンモール熱田」名古屋市熱田

区）。小売店の顧客数は平日 30,000 人、土・日 50,000
人となっている。 
2）実施期間及び実施場所 

2013 年 10 月 26 日（土）及び 27 日（日）の午前

10 時から午後 4 時に、同小売店催事場（約 13m2）に

て行った。 
3）食育活動実施内容 
本年度の表題を「お米と魚のコラボフェア」とし、

米と魚に関する内容について「知識・知恵・体験」の

3 点からのアプローチを行った。さらに、知識のコー

ナーを 3 ブース、知恵のコーナーを 1 ブース、体験の

コーナーを 2 ブースと各コーナーを細分化することで、

様々な情報を提供できるようにした。 
知識のコーナーでは、昔の熱田浜に関するパネルの

掲示、全国の寿司に関するパネルの掲示、魚と米に関

するクイズを行った。昔の熱田浜に関しては、尾張名

所図会「熱田の濱 夕上り 魚市」や魚介類の格付け

に関するパネルを 3 枚掲示した。魚介類の格付けに関

する内容等も取り入れることで、昔の熱田浜の食だけ

でなく江戸時代の食に関する知識の周知を図った。全

国の寿司に関するパネルでは、日本地図を用いて各都

道府県の寿司の紹介を行った。魚と米に関するクイズ

は、全 10 問からなる問題を、26 日（土）の午前・午

後、27 日（日）の午前・午後の計 4 種類作成した。ま
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た、クイズに参加した者には、参加賞として米 80g を

贈呈した。 

知恵のコーナーでは、鰯の手開きの方法を紹介した。

手開きの順序を示したパネルを掲示するとともに、鰯

の模型を使用し、手開きの方法を説明した。また、手

開きした鰯を使った献立（蒲焼き、つみれ汁）の紹介

も行い、より調理してもらえるよう工夫した。 
体験のコーナーでは、三角おにぎりの作成や箸を使

ったゲームを行った。三角おにぎりの作成では、白飯

を使用し、実際におにぎりを作る体験をしてもらった。

男性、女性、子どもで握る白飯の量を 140g、120g、
100g とすることでより握りやすいようにした。おにぎ

り作成のコツやおにぎりとおむすびの違いを記したパ

ネルの掲示も行った。箸を使ったゲームでは、30 秒間

で大豆を空いている皿に何個移動できるかに挑戦して

もらった。また、正しい箸の持ち方のパネルの掲示を

行い、ゲームをしながらも情報提供するようにした。 
4）健康度チェック結果 
 健康度チェックに使用したパンフレットを図 1 に示

す。左半分を健康度チェックシートとし、右半分では

メタボリックシンドロームの判定基準や BMI につい

ての情報提供を行った。半分で切れるようにして、左

半分の健康度チェックシートは回収、右半分は資料と

して回答者に持ち帰ってもらうようにした。健康度チ

ェックシートは、健康状態、運動習慣、食習慣等全 10
項目の質問に対し、あてはまる項目にチェックを入れ

る形式とした。それに加え、性別、年代、BMI の記入

もお願いした。回答者数は 114 名で、そのうち性別、

年代、BMI 等の記入漏れがあったものを除いた 77 名

（64.5％）を有効回答者数とした。性別、年代の内訳

は表 1 の通りであった。また、全体の BMI 平均値は

22.04 であった。 
 
 
図 1 健康度チェックの様式 

 

 
 
表 1 健康度チェック回答者の性別および年代の内訳 

項目 n（％） 

総数 77 

性別 

男性 

 女性 

 

35（45.5） 

42（54.5） 

年齢区分 

 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 

 

1（1.3） 

2（2.6） 

39（50.6） 

22（28.6） 

4（5.2） 

7（9.1） 

1（1.3） 

1（1.3） 

 
 
表 2 健康度チェック各項目におけるチェック人数 

および割合 
項目 n（％） 

健康状態は良好ですか 68（88.3）

からだを使う運動をしていますか 32（41.6）

食事の時間は楽しいですか 72（93.5）

適正体重を知っていますか 50（64.9）

朝食を毎日きちんと食べていますか 65（84.4）

食事は腹八分目を心がけていますか 32（41.6）

食事をするときは食品の組み合わせ

を考えていますか 
42（54.5）

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 
38（49.4）

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 

60（77.9）

野菜・果物・海藻を毎日食べるように

していますか 
60（77.9）
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健康度チェック各項目におけるチェック人数、チェ

ック割合を表 2 に示す。1 人あたりの平均チェック数

は 6.74 項目であった。「食事の時間が楽しい」、「健康

状態が良好」、「朝食を毎日きちんと食べている」の 3
項目でチェック割合が高く、いずれの項目でも 8 割以

上の者がチェックをしていた。一方、「からだを使う運

動をしている」、「食事は腹八分目を心がけている」、「に

んじん・ほうれん草等の緑や黄色の野菜を毎日食べて

いる」のチェック割合は低く、半数に満たない結果と

なった。 
 健康度チェック各項目におけるチェック人数、チェ

ック割合を BMI 区分別（やせ BMI＜18.5、ふつう 

BMI≧18.5、＜25、肥満 BMI≧25）に分けたものを

表 3 に示す。やせの者において、「食事は腹八分目を

心がけている」、「食事をするときは食品の組み合わせ

を考えている」、「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る」の 3 項目でふつう、肥満の

者よりチェック割合が高かった。その他の項目におい

ては BMI 区分別での違いは見られなかった。 

 

3．考察 

1）一般消費者に対する食育活動実施の考察 
大規模小売店にて、学生による一般消費者への食育

活動を実施した。TPP 問題や魚介類摂取量の減少など

を踏まえ、今年度は「お米と魚のコラボフェア」と題

した食育活動を行った。米と魚に関する内容を 6 つの

ブースに分けることで、様々な観点から米と魚に触れ

られるようにした。また、買い物に来ていた一般消費

者を対象とするため、様々な年齢層に対応できるよう

な工夫もした。今後は、一般消費者が必要としている

内容に近づけていくために、各ブースの来場者数の調

査などを実施し、どのような内容で需要が高いかを見

ていきたいと思う。しかし、対象者の需要ばかりを考

えるのではなく、こちら側が提供したい情報も加味す

ることで、対象者側と実施側の両方が満足できる食育

内容にしていく必要があると考える。 
2）健康度チェック結果についての考察 
健康度チェックにおいて、8 割以上の者が「食事の

時間が楽しい」、「健康状態が良好」と回答した。それ

に対し、「食事は腹八分目を心がけている」や「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る」

といった項目にチェックした者は半数以下だった。チ

ェック割合が高かった項目は、心理的なことを問うた

ものが多く、チェック割合が低かった項目は、行動に

関することを問うたものが多かった。心理的な面は、

意識しようとしなくても何気なく感じることができる

が、行動に関する面は自らの意志で行動変容しようと

思わなければ、実践することは難しい。そのため、心

理面に関する項目と行動に関する項目とで違いが出て

きたのかもしれない。 
BMI 区分別のチェック割合をみると、「食事は腹八

分目を心がけている」、「食事をするときは食品の組み

 

表 3 健康度チェック各項目における BMI 区分別チェック人数および割合 

項目／BMI 区分 やせ n（％） ふつう n（％） 肥満 n（％）

健康状態は良好ですか 11（84.6） 43（89.6） 14（87.5） 

からだを使う運動をしていますか 5（38.5） 21（43.8） 6（37.5） 

食事の時間は楽しいですか 11（84.6） 45（93.8） 16（100.0） 

適正体重を知っていますか 8（61.5） 30（62.5） 12（75.0） 

朝食を毎日きちんと食べていますか 13（100.0） 40（83.3） 12（75.0） 

食事は腹八分目を心がけていますか 10（76.9） 18（37.5） 4（25.0） 

食事をするときは食品の組み合わせを考えていますか 12（92.3） 24（50.0） 6（37.5） 

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 
10（76.9） 20（41.7） 8（50.0） 

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（76.9） 37（77.1） 13（81.3） 

野菜・果物・海藻を毎日食べるようにしていますか 11（84.6） 35（72.9） 14（87.5） 
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合わせを考えている」、「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る」の 3 項目において、

やせの者で高い結果となった。すべての項目でふつう

体型の者のチェック割合が高くなると予想していたが、

結果は異なっていた。今回のチェック表は、基準値等

を設定しておらず、回答者自身の判断でチェックをし

ている。そのため、チェックする際の判断基準が個々

で異なっていたことが予想される。つまり、やせの者

において、実際の摂取量は少ないが、基準値を満たし

ていると思っている者が多かったのかもしれない。実

際に、BMI が高値の者ほど、食事量を過小に見積もっ

ているという報告もある 2）。今回の結果においても、

BMI の違いによる過小評価、過大評価が影響している

可能性が高いことが考えられる。今後は、基準値の提

示や、回答者による実際の摂取量の記述など数値デー

タを基に調査していく必要があるだろう。 
 
4．まとめ 

 栄養教育論実習の中で、大規模小売店にて栄養士課

程の学生による食育活動を実施した。今年度は「お米

と魚のコラボフェア」と題し、米食や魚食の普及を行

った。今後は、一般消費者が必要としている内容につ

いての調査などを行い、さらに充実した内容に発展し

ていけたらと思う。 
 健康度チェックでは、一般消費者の健康意識や食意

識をみた。運動習慣のある者、腹八分目を心がけてい

る者の割合は低く、食事の時間が楽しい者、健康状態

が良好な者の割合は高かった。また、BMI 区分別にチ

ェック割合をみたものでは、やせの者で食品の組み合

わせを考えている者や毎日野菜を摂取している者の割

合が高かった。これらの結果から、行動面に関する項

目より心理面に関する項目においてチェック割合が高

いこと、やせの者において過大評価をしている可能性

が高いことが問題となった。今回の調査では、基準値

の設定をしていなかったため、このような結果になっ

たことが予想される。今後は、基準値の設定や実際の

摂取量の記述など、数値データを基にした同様の調査

を行う必要があると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
1）「管理栄養士・栄養士養成施設カリキュラム等に関する検

討会」報告書 
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0102/s0205-1_11.html 

2）柳井玲子 他：若年男女における食事量の過小・過大評価

と身体的・心理的要因および生活習慣との関係，川崎医療

福祉学会誌 Vol.16 No.1，p109-119 （2006） 
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著書 

著者 題目 組織 発表年月 

宇野智子・佐藤祐造 

 

 

 

“治せる”医師を目指す 疾患・症状別 はじめ

ての漢方治療-原典条文と最新エビデンスに基づ

いた漢方医学実践(編集:後山尚久):各論 内科

内分泌・代謝科 18.肥満・メタボリックシンド

ローム 

診断と治療社

(pp.82-85) 

2013 年 5 月 

宇野智子・佐藤祐造 “治せる”医師を目指す 疾患・症状別 はじめ

ての漢方治療-原典条文と最新エビデンスに基づ

いた漢方医学実践(編集:後山尚久):各論 内科

内分泌・代謝科 19.糖尿病 

診断と治療社 

(pp.86-91) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 内科学第 10 版(総編集者:矢崎義雄):リハビリテ

ーションと運動療法 

朝倉書店

(pp.141-144) 

2013 年 6 月 

佐藤祐造 たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医

学 発見!血糖値を下げる新常識:血糖値を下げる運

動の新・常識大公開! 

学研パブリッシング 

(p77、pp.87-95) 

2013 年 9 月 

宇野智子・佐藤祐造 “治せる”医師をめざす 方剤別はじめての漢方

100-個別医療を実現するためのさじ加減の極意

-(後山尚久編集):防風通聖散 

診断と治療社

(pp.66-69) 

2013 年 12 月

宇野智子・佐藤祐造 “治せる”医師をめざす 方剤別はじめての漢方

100-個別医療を実現するためのさじ加減の極意

-(後山尚久編集):防已黄耆湯 

診断と治療社

(pp.182-185) 

2013 年 12 月

佐藤祐造・宇野智子・

北村伊都子 

ヴィジュアル糖尿病臨床のすべて 糖尿病患者

の食事と運動-考え方と進め方-(編集主幹:荒木

栄一、専門編集:山田祐一郎):3 章糖尿病運動療法

の理論と実践 運動療法の目的、効果、エビデン

ス 

中山書店

(pp.168-176) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 四季の健康 風媒社(pp.1-192) 2014 年 3 月 

川瀬基弘 なごやで探そう！カタツムリ，なごや生きもの一

斉調査・2012 陸貝編 報告書 

名古屋生物多様性保

全活動協議会 

2013 年 

川瀬基弘 新城市の軟体動物．in「新城市の自然誌－昆虫・

動物編－」 

新城市立鳳来寺山自

然科学博物館 

2014 年 

土田満（分担執筆） VEGETARIAN-ism 、21 世紀のライフスタイル「ベ

ジタリアニズム」 

米国の菜食事情（分担執筆） 

フードジャーナル社 2014 年 4 月 
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総説 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 脂質異常症の最新情報(III)具体的運動療法 ドクターサロン.57 巻

6 号(pp.446-450) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 体力科学 Q.内臓脂肪燃焼に効果的な有酸素運

動の方法 

日本医事新報.第 4651

号(pp.68-69) 

2013 年 6 月 

佐藤祐造 巻頭言 スポーツ医科学の今後の展望 デサントスポーツ科

学.34 巻(pp.2-3) 

2013 年 6 月 

佐藤祐造 第三の脂肪をカンタン減量!3 日で危険な筋細胞

内脂肪を減らせる! 

たけしの健康エンタ

ーテインメント!みん

なの家庭の医学.3 巻

(pp.86-87) 

2013 年 6 月 

北村伊都子・佐藤祐造 糖尿病の三大療法②運動療法 UP-TO-DATE 看護技術.59 巻 9 号

(pp.21-27) 

2013 年 8 月 

宇野智子・北村伊都

子・佐藤祐造 

特集 糖尿病-深化する疾患コンセプト 糖尿病

の漢方治療-最新のエビデンス- 

カレントテラピー.31

巻 9 号(pp.971-976) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 特集 糖尿病運動療法-今すぐできる工夫と今後

の課題- 日本における糖尿病運動療法の現状と

今後の課題 

プラクティス.30 巻 5

号(pp.562-568) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 心身科学部の夜明け 心身科学部紀要.心身

科学部開設 10 周年記

念特別号(pp.6-8) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 生活習慣病を予防するための食事・運動習慣 健康保険. 67 巻 10 号

(pp.16-21) 

2013 年 10 月

佐藤祐造・渡邉智之・

荒川聡美 

特集 糖尿病運動療法:運動指導成功のためのノ

ウハウ-ホップ・ステップ・ジャンプ- 総論 糖

尿病運動療法の流れ 

臨床スポーツ医学.30

巻 10 号(pp.923-929) 

2013 年 10 月

佐藤祐造 健康特集 糖尿病の予防と治療:食事・運動面か

ら 

一般社団法人健康評

価施設査定機構 広

報誌「すこやか」.2013

秋冬号(pp.2-4) 

2013 年 12 月

佐藤祐造 運動がもたらす血糖コントロール効果 素晴らしい一日.2巻 3

号(pp.40-45) 

2014 年 1 月 
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総論 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 陸産貝類の調査と評価 JEAS ESSAY. JEAS 
news 

2013 年 

川瀬基弘 博物学研究 その６ 

瑞穂高等学校のラパキビ花崗岩～ 

瀬木学園紀要 2013 年 

 

 

 

原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

Yoshida Y・ Xue D・ 

Yoshida Y・ Zhang Y・ 

Ma D・ Sato Y and Wang 

P 

Current situation of clinical trials in 

Beijing and Shanghai, China. 

International 

Journal of Clinical 

Pharmacology and 

Therapeutics.51 巻 5

号(pp.433-440) 

2013 年 5 月 

末田香里・伊藤みゆ

き・酒井映子・佐藤祐

造 

米飯の食後血糖上昇に及ぼす牛乳たんぱく質・脂

質の影響 

日 本 病 態 栄 養 学 会

誌 .16 巻 2 号

(pp.191-198) 

2013 年 7 月 

Shimomura J・Morita 

I ・  Nakagaki H ・ 

Ohsawa I and Sato Y 

Study on the risk factors of injures resulting 

in hospitalization in primary school students.

School Health.9 巻

(pp.33-44) 

2013 年 8 月 

小林亮平・宇野智子・

佐藤祐造 

防風通聖散がラットのインスリン感受性に及ぼ

す影響 

心身科学部紀要.9 号

(pp.1-9) 

2013 年 12 月

末田香里・酒井映子・

宇野智子・佐藤祐造 

健常大学生における朝の豆腐・納豆食が昼の米飯

摂取後の食後血糖に及ぼす影響-大豆製品のセカ

ンドミール血糖上昇抑制効果(2)- 

心身科学部紀要.9 号

(pp.31-38) 

2013 年 12 月

Kubota M・ Sato Y・ 

Khookhor O・ Ekberg 

K・ Chibalin A.V.and 

Wahren J  

Enhanced insulin action following 

subcutaneous co-administration of insulin and 

C-peptide in rats. 

Diabetes Metabolism 

Research and 

Reviews. 30 巻 

(p124-131) 

2014 年 2 月 

渡邊源市・佐藤祐造 日本人2型糖尿病患者におけるシタグリプチンの

臨床効果 

新薬と臨床 63 巻 2 号

(pp.192-199) 

2014 年 2 月 

末田香里・宇野智子・

酒井映子・佐藤祐造 

 

健常大学生における豆腐、豆乳の血糖上昇抑制効

果-摂取タイミングの検討- 

愛知学院大学心身科

学研究所紀要「心身科

学」6巻1号(pp.55-60) 

2014 年 3 月 
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原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

酒井映子・森岡亜有・

内藤正和・末田香里・

佐藤祐造 

児童の肥満および痩身の実態と生活習慣との関

連 

愛知学院大学心身科

学研究所紀要「心身科

学 」 6 巻 1 号

(pp.99-108) 

2014 年 3 月 

川瀬基弘・早瀬善正・

安藤佑介・西岡佑一郎 

高知県猿田洞より産出したアツブタムシオイガ

イ属化石種サルダアツブタムシオイガイ（新称）

を含む化石陸産貝類相 

Molluscan Diversity 2012 年 

川瀬基弘・西尾和久・

森山昭彦・市原俊 

名古屋市で発見されたビロウドマイマイ類 なごやの生物多様性 2014 年 

後藤多知子・荒井幸

子・小澤美奈子・金子

寛子・佐藤順子・下村

淳子・田嶋八千代・西

川優子・山崎隆恵 

（学会共同研究）「健康相談活動に必要な能力（力

量）の枠組みについての検討（１）－日本健康相

談活動学会誌及び学術集会に抄録集における記

述内容の分析－ 

日本健康相談活動学

会誌 

2012 年 4 月 

宮澤洋子・富永国比

古・土田満 

青年期女性における月経前症候群（PMS）の実態

について 

瀬木学園紀要 2013 年 6 月 
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研究報告 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘・野呂達哉 名古屋市におけるヌマガイとオオタニシの生息

状況 
かきつばた 2013 年 

川瀬基弘・村瀬文好 10 陸産貝類調査［Ⅱ－４ 熱田神宮の生物調査と

外来生物対策］ 
都市部における生物

多様性の保全と外来

生物対策事業報告書

（平成 24 年度 環境省

生物多様性保全推進

支援事業） 

2013 年 

川瀬基弘 Ⅱ－７ なごや生きもの一斉調査２０１２・陸貝

編．都市部における生物多様性の保全と外来生物

対策事業報告書 

平成 24 年度 環境省生

物多様性保全推進支

援事業 

2013 年 

川瀬基弘・西尾和久・

市原俊・村瀬文好 
名古屋市に生息する陸産貝類 瀬木学園紀要 2013 年 

川瀬基弘 愛知県渥美層群の貝類化石（速報）～鵜飼修司コ

レクションの貝類化石～ 
瀬木学園紀要 2013 年 

川瀬基弘・西尾和久・

森山昭彦・市原俊 
新城市のヒラマイマイ 鳳来寺山自然科学博

物館館報 
2014 年 

川瀬基弘・村瀬文好・

高柳茉友子・石黒鐐三 
9 陸産貝類調査［Ⅱ－４ 熱田神宮の生物調査と

外来生物対策］．都市部における生物多様性の保

全と外来生物対策事業報告書（平成 25 年度 環境

省生物多様性保全推進支援事業） 

なごや生物多様性保

全活動協議会 
2014 年 

浅香智也・鳥居亮一・

池竹弘旭・川瀬基弘・

藤田宏之・山本大輔・

向井貴彦 

2012 年における矢作古川（矢作川分岐点～小島

橋）の淡水動物目録 
碧南海浜水族館年報 2014 年 

早瀬善正・川瀬基弘・

木村昭一 
庄内川河口で確認された名古屋市新記録を含む

絶滅危惧貝類 5 種 
かきつばた 2014 年 

川瀬基弘・波多野順・

田上正隆 
岐阜県初記録のカタマメマイマイ かきつばた 2014 年 

川瀬基弘・村瀬文好 名古屋市初記録のヤマタニシとコベソマイマイ かきつばた 2014 年 

村松常司・梶岡多恵

子・林典子・下村淳

子・後藤多知子・鎌塚

優子他 

養護教諭をめざす学生を対象とした「養護教諭の

力」を高めるためのサマーセミナーを実施して 
東海学校保健研究 2014 年 2 月 

川瀬基弘・市原俊 名古屋市守山区で発見された外来シジミ かきつばた 2013 年 
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資料 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 糖尿病と

歯周病の深い関係 

ひとつぶ日和.5 月号

(pp.10-12) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 盆踊り INFORMO.77 巻(p.8) 2013 年 6 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 夏の血糖

コントロール 

ひとつぶ日和.7 月号

(pp.10-12) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 糖尿病の

合併症〜糖尿病神経障害編〜 

ひとつぶ日和.9 月号

(pp.10-12) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 身体活動のすすめ INFORMO.78 巻(p.8) 2013 年 9 月 

佐藤祐造 特集「医学博士」が提唱する奇抜で突飛な「健康

法」は信じられるか? 

週刊新潮.9 月 19 日号

(p40) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 血糖値と

深い関わりを持つ「三大栄養素」の役割 

ひとつぶ日和.11 月号

(pp.10-12) 

2013 年 11 月

佐藤祐造 注目の大麦βグルカンは、朝摂ると太りにくい体

に…。ふだんの健康(げんき)がいちばん大事。大

麦β-グルカン 

クロワッサン.37巻 21

号(p117) 

2013 年 11 月

佐藤祐造 くらしの泉 Health 冬こそ運動療法を INFORMO.79巻(2014特

集号)(p16) 

2013 年 12 月

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 "第二の脳

"と呼ばれる腸と血糖値の深い関係 

ひとつぶ日和.1 月号

(pp.10-13) 

2014 年 1 月 

佐藤祐造  続・研究方丈記 

(pp.1-117) 

2014 年 2 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 血管が若

返る!筋トレ&ストレッチのすすめ 

ひとつぶ日和.3 月号

(pp.8-11) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 国民健康・栄養調査の結果を

チェック 

INFORMO.80 巻(p8) 2014 年 3 月 

 

 

 

ノート 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 自然豊かな名古屋 41 種の陸貝を発見～「なごや

で探そう！カタツムリ」調査から見えたこと～ 

生きものシンフォニ

ー５号 

2012 年 

川瀬基弘 名古屋市内でニッポンマイマイを発見！ 生きものシンフォニ

ー７号 

2013 年 
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 教育講演「糖尿病の運動療法」(学会発表) 第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造・宇都宮一典 シンポジウム「運動療法の今後の展望」(座長) 第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 シンポジウム「運動療法の今後の展望」運動療法

の現状:運動療法調査研究委員会成績から(学会

発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

横地正裕・吉田和仁・

渡邉智之・佐藤祐造 

シンポジウム「運動療法の今後の展望」下肢の運

動器疾患を伴う患者に対する運動療法:チーム医

療体制による実施(学会発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

荒川聡美・渡邉智之・

曽根博仁・小林正・河

盛隆造・渥美義仁・押

田芳治・田中史朗・鈴

木進・牧田茂・大澤

功・田村好史・佐藤祐

造 

わが国における糖尿病運動療法の実施状況に関

する調査研究(第三報)-糖尿病患者の運動療法実

施に影響を与える因子について-(学会発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

仲森隆子・村田和也・

門口紅・西濱康太・金

児竜太郎・井田諭・藤

原僚子・高橋宏佳・渡

邉智之・佐藤祐造 

Dual 生体インビーダンス法による腹部内臓脂肪

蓄積におよぼす生活習慣と食習慣の影響につい

ての研究(学会発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

岡田節朗・古川理志・

池尻真希子・高橋博

幸・佐藤祐造 

中高年糖尿病患者の運動療法継続1年後の下肢筋

肉量変化:健常者、高血圧患者との比較から(学会

発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

渡邊源市・佐藤祐造 日本人2型糖尿病患者におけるシタグリプチンの

臨床効果(学会発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

小林亮平・長崎大・宇

野智子・大澤俊彦・佐

藤祐造 

肥満誘発性2型糖尿病モデルラットにおける自発

走運動と防風通聖散がインスリンシグナル伝達

系のタンパク量に及ぼす影響(学会発表) 

第 56 回日本糖尿病学

会年次学術集会(熊

本) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 市民公開講座「健康長寿」老化防止に役立つ運動:

生涯現役を目指して(学会発表) 

第 67 回日本栄養・食

糧学会大会(名古屋) 

2013 年 5 月 

佐藤祐造 (実行委員) 第 67 回日本栄養・食

糧学会大会(名古屋) 

2013 年 5 月 
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 内分泌・代謝疾患(座長) 第 64 回日本東洋医学

会学術総会(鹿児島) 

2013 年 6 月 

小林亮平・宇野智子・

佐藤祐造 

防風通聖散と身体トレーニングの併用が高脂肪

食誘発インスリン抵抗性モデルラットに及ぼす

影響(学会発表) 

第 64 回日本東洋医学

会学術総会(鹿児島) 

2013 年 6 月 

佐藤祐造 ランチョンセミナー「アディポネクチン 健診に

おける日米の話題」(座長) 

第 54 回日本人間ドッ

ク学会学術大会(浜

松) 

2013 年 8 月 

佐藤祐造 糖代謝(座長) 第 54 回日本人間ドッ

ク学会学術大会(浜

松) 

2013 年 8 月 

森圭子・佐藤祐造 地域住民の災害への意識及び家庭の非常食に関

する研究-栄養学的検討-(学会発表) 

第 60 回日本栄養改善

学会学術総会(神戸) 

2013 年 9 月 

宮地理恵子・川崎和

彦・服部健治・佐藤祐

造 

愛知県糖尿病治療に関する調査報告(学会発表) 第 60 回日本栄養改善

学会学術総会(神戸) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 糖尿病とその合併症(座長) 第 68 回日本体力医学

会大会(東京) 

2013 年 9 月 

Sueda K・Sakai E・ Uno 

T and Sato Y 

Effect of pre/post rice consumption of milk and 

fermented soybean on postmeal glycemia and 

insulin responses in healthy students.(学会

発表) 

20th International 

Congress of 

Nutrition(Granada, 

Spain) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 教育講演「肥満症と整形外科疾患」(座長) 第 34 回日本肥満学会

(東京) 

2013 年 10 月

小林亮平・宇野智子・

佐藤祐造 

肥満誘発性2型糖尿病ラットにおける運動と防風

通聖散がインスリンシグナル伝達系に及ぼす影

響(学会発表) 

第 34 回日本肥満学会

(東京) 

2013 年 10 月

佐藤祐造 教育講演「低酸素トレーニングによる生活習慣病

予防・改善の可能性」(座長) 

第 63 回日本体質医学

会総会(久留米) 

2013 年 10 月

仲森隆子・村田和也・

門口紅・西浜康太・金

児竜太郎・井田諭・藤

原僚子、高橋宏佳・渡

邉智之・佐藤祐造 

Dual 生体インビーダンス法による腹部内臓脂肪

蓄積測定の意義についての研究(学会発表) 

第 63 回日本体質医学

会総会(久留米) 

2013 年 10 月
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

大熊康裕、金倉洋一、

金子幸夫、佐藤祐造 

麻黄剤による肥満治療の有効性について-クリニ

ック受診者 280 名の検討-(学会発表) 

第 43 回日本東洋医学

会東海支部学術総会

(名古屋) 

2013 年 11 月

Khookhor O and Sato Y Combination of the herbal medicine with 

voluntary runnung exercise improves in vivo 

insulin sensitivity in diabetic rats.(学会発

表) 

International 

Diabetes Federation 

2013(Melbourne, 

Australia) 

2013 年 12 月

Okada S ・  Furukawa 

M ・  Ikejiri M ・ 

Takahashi H and Sato 

Y 

Change in leg muscle volume in Japanese older 

adults with T2DM after 1-year fitness 

center-based resistance training.(学会発表)

International 

Diabetes Federation 

2013(Melbourne, 

Australia) 

2013 年 12 月

佐藤祐造・野村卓生 シンポジウム「運動と栄養」(座長) 第 17 回日本病態栄養

学会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 1 月 

佐藤祐造 特別講演「ドック健診の評価:質の評価の重視」

(学会発表) 

日本総合健診医学会

第 42 回大会(東京) 

2014 年 1 月 

佐藤祐造 専門医単位取得のための指定講演(専門医、非専

門医、上級 CDE)糖尿病の運動療法 up to date(座

長) 

第 48 回糖尿病の進歩

(札幌) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 (理事長) 第 18 回日本体力医学

会東海地方会学術集

会(知多) 

2014 年 3 月 

後藤多知子・荒野幸

子・小澤美奈子・金子

寛子・佐藤順子・下村

淳子・田嶋八千代・西

川優子・山崎隆恵 

学会共同研究「健康相談活動に必要な能力（力量）

の枠組みについての検討 

―日本健康相談活動学会誌及び学術集会抄録集

における記述内容の分析―」（中間発表） 

日本健康相談活動学

会第 7 回学術集会 

2011 年 3 月 

松本美保・中村裕子・

土田満 

高校生におけるボディイメージの是正に向けた

検討～２報 

第 60 回日本栄養改善

学会総会  

2013 年 09 月

渡辺美恵・山田小夜

子・土田満 

養護教諭の研究活動と職務に対する自己効力感

との関連（第１報） 

－研究活動の現状についての調査結果の分析― 

第 21 回日本養護教諭

教育学会学術総会 

2013 年 10 月

成瀬眞佐子・土田満 聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援に関

する検討～１報 

第 72 回日本公衆衛生

学会総会  

2013 年 10 月
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

Hida Sachiko, Okubo 

Yoshimi, Suzuki 

Mikie 

Perception-gap of Japanese Teachers and 

High-school Students on Developmental 

Disorder Tendency 

International School 

Psychology 

Association 

Conference 2013 

(Porto,Portugal) 

2013 年 7 月 

 

 

 

講演 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 生活習慣病の運動処方(肥満・糖尿病・脂質異常

症)(講演会) 

第 24 回日本体力医学

会スポーツ医学研修

会(東京) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 糖尿病・糖尿病合併症の予防-運動療法を中心に

-(講演会) 

大学連携遠隔授業(日

進) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 健康長寿を目指して(講演会) なごや健康カレッジ

OB 会(名古屋) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 糖尿病の治療戦略と漢方(講演会) 第 23 回 静清 漢方臨

床談話会(静岡) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法指導マニュアルを中心

にして」(講演会) 

第 22 回甲賀湖南糖尿

病研究会(甲賀) 

2013 年 8 月 

佐藤祐造 糖尿病の予防〜栄養と運動からのアプローチ〜

(講演会) 

スギ薬局管理栄養士

勉強会(安城) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 糖尿病の治療:食事・運動・薬物療法(講演会) NPO 名古屋臨床薬剤師

研究会(大垣) 

2013 年 7 月 

佐藤祐造 健康診断と糖尿病(健康講話) 河村電器産業株式会

社健康講話(瀬戸) 

2013 年 8 月 

佐藤祐造 運動と健康づくり:メタボリックシンドロームを

中心にして(講演会) 

平成 25 年度日進市運

動普及推進員・体操指

導者養成講座(日進) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病の運動療法をめぐる最近の話

題」(講演会) 

第1回福岡西部生活習

慣病運動療法研究会

(福岡) 

2013 年 9 月 

佐藤祐造 糖尿病の予防〜栄養と運動からのアプローチ〜

(講演会) 

ユタカファーマシー

管理栄養士勉強会(大

垣) 

2013 年 9 月 
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講演 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造・池田信男 特別講演「米国のヘルスケアにおけるアディポネ

クチンの役割」(座長) 

アディポネクチン講

演会(名古屋) 

2013 年 10 月

佐藤祐造 糖尿病を意識した心臓病医療の up to date-循環

器専門医の立場から-(座長) 

2013 年度医療スタッ

フのための糖尿病セ

ミナー”We are up for 

self-care”SHIZUOKA

「糖尿病患者のハー

トをまもる」(静岡) 

2013 年 11 月

脇昌子・佐藤祐造 質疑応答・パネルディスカッション〜フロアから

の質問を元に〜(司会) 

2013 年度医療スタッ

フのための糖尿病セ

ミナー”We are up for 

self-care”SHIZUOKA

「糖尿病患者のハー

トをまもる」(静岡) 

2013 年 11 月

佐藤祐造 生活習慣病の予防と運動 第5回東名古屋健康カ

レッジ(日進) 

2013 年 11 月

佐藤祐造 糖尿病・メタボリックシンドロームの予防:食生

活と運動習慣(講演会) 

第7回移植患者さんと

ともに(社会保険中京

病院)(名古屋) 

2013 年 11 月

佐藤祐造 生活習慣病と健康スポーツ医学 愛知学院大学

での 10 年(講演会) 

平成 25 年度愛知学院

大学心身科学会講演

会(最終講義)(日進) 

2014 年 1 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題」

(講演会) 

第 23 回倉敷糖尿病合

併症研究会(倉敷) 

2014 年 1 月 

佐藤祐造 基調講演「食事とインクレチン」(座長) 日医生涯教育協力講

座 セミナー「糖尿病

患者さんの食習慣を

考慮に入れた薬物治

療(名古屋) 

2014 年 2 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題」

(講演会) 

第1回糖尿病Physical 

Act 研究会(東京) 

2014 年 2 月 

佐藤祐造 「健康長寿社会を担う指導者の育成」について

(講演会) 

中部日本社会体育研

究会研修会(名古屋) 

2014 年 2 月 

佐藤祐造 糖尿病患者に対する運動処方と運動療法の実際

(講演会) 

(公社)日本理学療法

士協会主催 糖尿病

理学療法研修会(運動

療法)(名古屋) 

2014 年 2 月 
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講演 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 老化防止に役立つ運動-高齢者こそ活発な日常生

活を-(講演会) 

名古屋アルファ・クラ

ブ新年講演会(名古

屋) 

2014 年 2 月 

佐藤祐造 もう迷わない・外来診療ではじめる積極的インス

リン導入(座長) 

平成 25 年度愛知県糖

尿病対策推進会議学

術講演会(名古屋) 

2014 年 3 月 

長嶋正實・佐藤祐造 シンポジウム「学校現場における各科の今日的健

康課題」(座長) 

平成 25 年度学校保健

シンポジウム(主催:

愛知県医師会)(名古

屋) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 生活習慣病を予防しよう:食生活と運動習慣を考

える(講演会) 

平成 25 年度桑名市健

康講演会(桑名市中央

保健センター)(桑名) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 肥満予防改善のためのアクアフィットネスの適

応と禁忌(講演会) 

平成 25 年度第 6 回メ

ディカルアクアフィ

ットネスインストラ

クター(肥満予防改

善)講習会(日本スイ

ミ ン グ ク ラ ブ 協

会)(大阪) 

2014 年 3 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題:

理論と指導方法」(講演会) 

T-Friends セミナー

(名古屋) 

2014 年 3 月 

後藤多知子 養護教諭の職務とキャリア発達ー組織マネジメ

ントの視点からー 

知県平成 25 年度養護

教諭5年経験者研修会 

2013 年 11 月

土田満 健康へ栄養学からの誘い～生活習慣病を予防し

てアンチエイジング～ 

愛知教育大学同窓会

54 年次研修会 

2013 年 2 月 

土田満 平成 25 年度第 1 回大学シリーズ講座 

健康へ栄養学からの誘い 

～アンチエイジング、そして長寿へ～ 

名古屋市生涯学習セ

ンター主催 

2013 年 10 月

土田満 平成 25 年度第 1 回大学シリーズ講座 

健康へ栄養学からの誘い 

～植物性食品の豊富な食事で健康に？～ 

名古屋市生涯学習セ

ンター主催 

2013 年 11 月

土田満 シニアのためのシリーズ講演会 

食と健康～長寿と食について学び、元気に過ごそ

う～ 

名古屋市生涯学習セ

ンター主催 

2013 年 12 月

土田満 食育セミナー 

若者の食の乱れは深刻～生活習慣病を予防、食事

でいきいきと～ 

三菱電機ビルテクノ

サービス労働組合 

2014 年 1 月 
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講演 

著者 題目 組織 発表年月 

大久保義美 うつ症状を訴える生徒への対応 愛知みずほ大学瑞穂

高校第2回職員研修会 

2013 年 11 月

 

大久保義美 赤ちゃんはなぜ可愛いのか 岐阜県立坂下高校平

成 25 年度性講話 

2013 年 6 月 

 

後藤のり子 乳幼児保育 社会福祉法人愛知県

社会福祉協議会第１

回保育士就職支援研

修会 

2013 年 11 月

 

 

 
その他 

著者 題目 組織 発表年月 

後藤多知子 平成 25 年度学生授業評価ベストレクチャー賞 愛知みずほ大学 2014 年 3 月 
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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 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        所     属         身  分 

筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

 

○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   ３．ノート  ４．資料   ５. 情報 

     ６．その他(具体的に：        ) 

 

○使用ワープロソフト名 ［                   ］ 

＜注意事項＞ 

・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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瀬木学園紀要投稿規程 

1．投稿資格者 

 投稿資格者は次の通りとする。 

（1）愛知みずほ大学教員（非常勤講師を含む）、愛知みずほ大学短期大学部教員（非常勤講師

を含む）、愛知みずほ大学瑞穂高等学校教員 

（2）愛知みずほ大学大学院院生、大学院修了者および研究生 

（3）愛知みずほ大学学部学生、卒業生および研究生 

 (4) 愛知みずほ大学短期大学部学生および卒業生 

（5）その他、特に紀要委員会で承認された者 

 

2．投稿原稿の区分 

 投稿原稿の区分は原則として、総説、原著論文、ノート、資料、情報およびその他に区 

分する。その他には修士論文ならびに卒業論文を含めるものとする。 

いずれも印刷物として未発表のものに限る。なお、総説は原則として紀要委員会が依頼し 

たもの、あるいは、紀要委員会があらかじめ認めたものとする。ノートとは原著論文に比 

べて簡単なもので独創性のあるもの、資料とは資料として価値のあるもの、あるいは簡単 

な実験結果または調査結果等をまとめたもの、情報とは新規な情報（用語解説、国際会議 

報告なども含む）として価値のあるものとする。その他、紀要委員会が企画あるいは依頼し 

たもの、または認めたものを掲載することがある。 

 

3．原稿の体裁 

（1）原稿は原則として和文または英文とする。ただし、その他の外国語文も認めること 

   がある。 

（2）原稿は英文抄録を付ける。その構成は題目、氏名、所属、 

   200 語以内の要約（和文を併記）、5語以内のキーワード（和文を併記）とする。 

（3）原稿の作成は、紀要委員会が作成した原稿作成用フォーマットに準拠するものとする。 

   その他については別途定める。 

 

4．図表について 

（1）本文とは別紙とし、本文右端にそれらの挿入位置を明記する。 

（2）図 1、図 1、表 1、表 2（第 1図、第 2表などとしない）のように通し番号を付ける。 

なお、写真は図に含めるものとする。 

（3）用紙 1枚につき 1つの図表等を記入または貼り付けする。なお、掲載時における 2 

   種の横方向サイズ、すなわち 15cm もしくは 7cm のいずれかを選択し、用紙最上段に 

   明記する。 

（4）原稿末尾に全図表の表題および説明文をまとめて記入する。 

（5）原図は活字となる部分を除き、そのまま製版が可能なものとする。製版が不適当で 

   あると認められる図は描き直すことも可能であるが、それに関わる実費は著者負担 

   とする。 

（6）カラー原稿による投稿の場合、これに関わる経費は著者負担とする。 



99 

5．引用文献の表記方法 

（1）次の 2種の方式、すなわち、（A）本文中引用順列記方式および（B）著者姓アルフ 

   ァベット順列記方式のいずれかを選択できるものとする。稿末での文献列記におい 

   ては、著者が 3名以内なら全員、4名以上なら筆頭者のみを記す。雑誌名の省略形 

   について、医学医療系の論文では、日本医学図書館協会編:日本医学雑誌略名表、 

   外国のものは Index Medicus 所載のものに従う。また、自然科学系、人文社会系の 

     論文では、それぞれの分野の慣例に従い、記載する。 

 （A）本文中では 1), 2), 3)・・のように片カッコを付け肩に小さく書く。稿末では通 

   し番号順に番号を添えて列記する。 

 （B）本文中に著者姓と年号を併記する。同一著者および同一年に複数の論文がある場 

   合は、（瑞穂ら、1978a）、（瑞穂ら、1978b）などと a，b，cを添えて区別する。 

   稿末では筆頭著者の姓のアルファベット順に列記する。列記における番号は不要。 

（2）稿末の文献列記形式は次の（a），（b）のいずれかとする。ただし、上記（B）を 

   選択した場合は（b）に限るものとする。 

・雑誌の場合 

（a）著者姓名：論文題名、雑誌名、巻（号）、引用最初頁一最後頁、（西暦発行年） 

 ＜例＞ 25）Mizuno, M. et a1．: Polysaccharides from Agariscus blazei  Stimulated 

     Lympbocyte T-Cell Subsets in Mice. Biosci. Biotech. Biochem.,62（3）， 

     434-437（1998）． 

（b）著者姓名（西暦発行年）：論文題目（総説のみ）、雑誌名、巻（号）、引用最初頁—最終 

    頁． 

 ＜例＞ Mizuno, M. et a1.（1998）：Polysaccharides from Agariscus blazei  Stimulated 

     Lympbocyte T-Cell Subsets in Mice.，Biosci. Biotech. Biochem., 62(3)，434- 

     437． 

・単行本の場合 

（a）編著者姓名：単行本題目、引用最初頁—最終頁、発行所、（西暦発行年）. 

 (b) 編著者姓名（西暦発行年）：単行本題目、引用最初頁—最終頁、発行所. 

 

6．校正 

   著者は紀要委員会の要請に応じて校正を行うものとする。 

 

7．別刷について 

   別刷を必要とする者は必要部数を表紙の右上端に朱書する。なお、その経費は著者 

  負担とする。 

 

8．原稿提出要領 

  提出原稿は電子データとともに担当の紀要委員に提出する。 

 

9．投稿原稿の採否および掲載順序 

   投稿原稿の採否および掲載順序については紀要委員会で審議し、決定する。 
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10．投稿料 

     印刷頁 1頁につき          円の投稿料を徴収する。ただし、紀要委員会の依頼 

  原稿の場合は無料とする。 

 

11．投稿についての注意事項 

（1）ヒトを対象にした論文は、世界医師総会（World Medical Assembly）において承認 

  されたヘルシンキ宣言（1964 年承認、1989 年修正）の精神に則って行われた研究であ 

  ること、また動物を用いた論文については「実験動物の飼育および保管並びに苦痛軽減 

  に関する基準」（平成 18 年 4 月 28 日、環境省告示第 88 号）などを遵守して行われた研 

  究であることを論文中に記載する。 

（2）調査、資料等を取り扱う研究の場合、個人情報の取り扱いについては、個人情報 

  保護の観点から十分配慮された研究であること。 

 

12. 本紀要に掲載された論文の著作権は愛知みずほ大学に帰属するものとする。 

 

13. 利益相反(COI)について  

  投稿にあたって、医学・医療に関する論文或は産学共同に係る論文の場合、すべて 

  の著者は投稿時から遡って過去 1年以内における利益相反(COI)について、所定の様式 

  (*別にお送りします)に従って申請する。利益相反関係については論文の末尾に、謝辞 

  または文献の前に掲載される。COI 状態がない場合は、「申告すべき COI 状態はない。」 

  などの文言を記載する。 

 

附則 

1．本規程の改正にあたっては本学および愛知みずほ大学短期大学部の教授会にはかり、 

  その了承を得るものとする。 

2．本規程の解釈にあたって疑義が生じた場合は紀要委員会において検討し、その結果を 

  公表する。 

3．本規程は平成 17 年 11 月 14 日より施行する。 

附則（12. 著作権関係の追加） 

この規定は、平成 19 年 月 日から施行する。 

附則(内容の一部訂正と利益相反(COI)関係の追加) 

 この規程は、平成 26 年 6 月 20 日から施行する。 



101 

 



102 

 

       紀要委員会委員（ｱｲｳｴｵ順） 

 上原 正子  （愛知みずほ大学短期大学部） 

 後藤 和史  （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 佐藤 祐造＊ （愛知みずほ大学大学院人間科学研究科長） 

 高橋 健太  （愛知みずほ大学・短大事務局） 

 高橋 徹   （愛知みずほ大学・短大事務局） 

 土田 満   （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 森際 眞知子 （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 渡辺 千津子 （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 

      ＊委員長 
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