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総説

進化的パーソナリティ論３
: 心理学的現象の実在性

安念

保昌

愛知みずほ大学人間科学部

Evolutional Perspective on Personality 3
: Existence of Psychological phenomena

Yasumasa ANNEN
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
This article discusses about the scientific existence of psychological phenomenon under the influence of indication
of lower reproducibility and reliability in psychological articles by the "Science" committee (2015). The main point
is that psychology should again realize the meaning of the phenomena than the reproducibility of psychological data.
The psychological phenomenon occurring at present is only the artifact that an animal brought about even if the
structural elucidation of psychological data is studied in detail. Pursuing reproducibility is seemed like how one can
watch the same dream. The questionnaire survey analyzes the self-image that a person made up carefully like a
dream. The only existence of psychological phenomena is the historic lineage that a certain characteristic had been
survived in the evolutionary process. Even if so, however, it is the only one-time example that occurred on the earth,
which means that it is doubtful whether psychology or life sciences have universality. To get true universality, we
should study extraterrestrial beings, if we can. Otherwise, it is necessary for psychology to compare phenomena
involve in ecosystems.
Key Word: meaning of traits; psychological phenomena; ecosystem
心理学は、人の心や行動の多様性を扱う科学であ

論は、そちらに譲るとして、この問題を契機として、

る。科学を標榜するからには、同じ手続きで再度実

心理学的現象の科学的実在性について、進化的原点

施して同じ結果が得られなければならない。それが、

に立って、考えてみようとするのが、本論の目的で

再現性である。しかし、2015 年 8 月、Science 誌が、

ある。

その再現性と信頼性に疑義を挟んで問題となってい
１． Kosslyn Island 実験

る(Open Science Collaboration, 2015)。Science

Kosslyn ら(1978)は、実験参加者に仮想の島の地

誌は、2008 年、心理学における権威ある 3 つの雑誌：
Psychological Science (PSCI), Journal of

図を詳細に描かせた後で、地図を伏せて地図上のラ

Personality and Social Psychology (JPSP), and

ンドマーク間をイメージ内で徒歩にて移動してもら

Journal of Experimental Psychology: Learning,

い、その所要時間を計測した。そして移動に要する

Memory, and Cognition (JEP: LMC)をえらび、そこ

時間が、描かれた地図上の距離に比例しているとい

から、ランダムに 100 の論文を選んで、心理学者総

うことを見出した。この古典的な空間処理課題は、

勢 270 名で、再現可能性について調べた。それらの

心理学基礎実験などで、繰り返し追試を行ってきた

、相関係数の
論文は、t 検定、F テスト（分散分析）

(安念, 2015a,b)が、基本的にそうしたきれいな相関

３つの統計指標において、最初の研究では、97%に有

が得られたことは、これまでに一度もなかった。作

意な差を示していたが、再検証した結果、有意にな

成された地図内での方位テストで方向音痴か方位正

ったのは、３９％であり、6 割が再現できなかった

常かで群分けをすると、後者においては、作成され

ことを報告した。この問題の検証は、Science 誌や、

た地図上での距離に比例して、イメージ内での移動

今年心理学評論

2016)におい

時間が伸びることが見られたが、方向音痴群では、

ても日本人心理学者が、議論を重ねているので、議

それがなく、どれ位の距離を移動しても、所要時間

(友永・三浦・針生,
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に変わりはないことが分かった。

的な訓練が施されることも出てくる。そうした能力

この仮想の島の地図を描く作業それ自体は、逐次

課題は、本来は、過去の課題を前もって訓練される

的になされる手作業であるが、自分で描いたことに

ことを期待されていない。学力においてすらそうで

より、全体の経路情報も把握されているはずで、方

あるが、過去問に取り組む受験生の在り方によって、

向音痴群の人たちは、そうしたイメージ内での認知

学力テストも変化せざるを得なくなる。改訂されて

地図が成立していないために、所要時間も適当で、

ゆく知能検査においても、しかりである。その精度

方位感覚もずれてしまうと考えられるが、Kosslyn

が上がれば上がるほど、ある種の選択圧としての選

の研究では、きれいな相関が示されていたため、方

抜的意味合いを含んだ能力検査は、その検査状況を

向音痴のデータを除外するなどの前処理がなされて

含んだ社会的環境の中で、本来の能力でないものを

いたものと考えられる。

測定していることになる (小林ら, 2006; 伊藤ら,

しかし、方向音痴の要因だけが、この空間的表象

2002)。この社会環境的圧力は、
「家柄」、
「血筋」、
「家

内での非常に心理学的な現象に関わっているのであ

系」といった言葉に代表されるように、世代を超え

ろうか。基礎実験演習という 3 時間通しの実験時間

た、実質的な選択圧として、形作られるものもある。

をもらってやっているが、実験参加者は、どんなに、

しかし、自由に想像した島を描かせ、正確さなど

自分の描いた地図が広大なものでも、直径 10km ほど

の要請もなしに移動時間を測る Kosslyn 課題のよう

ある、仮想の島の端から端まで、現実に近いイメー

な、人の特徴を測定しようとした時、さらに何を測

ジで移動したら、3 時間ぐらいかかってしまうこと

っているのか分からない事態が出てくる可能性があ

になり、ランドマーク間 3 区点間を取って実験し、

る。

それを、地図作成時間を含めて交代するため、どう

性格を見ようとすると、観察法、面接法、質問紙

しても最大 20 分程度以内に納めないといけなくな

法、作業検査法、投影法といった検査法に分かれる

るという気持ちが、実験参加者の中に生まれてきて

が、多くの卒論や修論などで行われるのは、質問紙

しまうことになる。その制約は、実験者は述べずに、

検査であろう。しかし、
「検査時にその本人が認知し

自由にやってもらっているにもかかわらず、である。

ている自己の性格が測定されると、考えられる。換

Kosslyn の実験においても、イメージ内で移動する

言すれば、質問紙法による性格検査は、
『検査時点で

という場合に、その実験参加者の常識的な時間配分

のその本人の持つ性格に関する自己概念』を測定し

を、実験者との関係性の中で案分しているという現

ているのであって、将来の行動を予測するような比

象、すなわち、イメージ内での移動にかかる時間を、

較的変わりにくい性格特性を測っているわけではな

生活生態系すなわち周りとの関係や、自分のその後

い (戸田, 1994)」
。これは、Markus (1977)が提唱し

の予定との関係で、イメージ内距離とうまく調整で

た、セルフスキーマである。自己の特定領域で、自

きる能力を測っていることが、このデータの本質な

己に関する知識を体系化していく枠組みであり、そ

のかもしれない。そうした能力は、方位感覚と何ら

のセルフスキーマに関わる情報は素早く、緻密に処

かの関連があるとはいえるのかもしれないが。

理されるが、それに当てはまらないとほとんど処理

心理学的現象は、データがいかに厳格にとられて

されなくなる。

いようが、生活生態系に隠されている次元、要因を

もしそうであるなら、性格特性間の関係を研究し

的確に見出し、是正していかなければならない。そ

ている多くの研究は、心の本質的構造を研究してい

の隠された時限は、データがとられている現場をつ

るというよりは、万人が描いているセルフスキーマ

ぶさに、長年にわたってみていくことではじめてみ

が、こういう構造を持ちやすく、ある性格特性同士

えてくる。

が、何らかの関係を作り上げられやすいのだという
ことを研究していることになってしまう。それはそ

２．心理測定

れで、全く意味がないというわけではないが、人は、

心理学が測ろうとするデータは、大別すると、人

自分の特徴をどのように理解する傾向があるのかを

の持っている能力と、人の特徴に分けられる。上記

調べているのであり、それはある意味、人が作り上

のイメージ内探索課題としての Kosslyn 実験を、能

げる虚構の世界の研究をしていると言えるかもしれ

力課題として、優秀者を選抜して、何らかの報酬が

ない。真の心の構造は、奥に隠されていると言って

与えられるようにした場合、かなり違った様相にな

もよい。

ったかもしれない。能力として捉えられる、様々な

そうしたセルフスキーマが作り上げられてゆく過

発達検査や、学力、知能といった様々な指標におい

程で、色々な影響を受けてしまう。一番大きいのは、

ては、子供を見守る親の立場で、将来を慮り、教育

質問紙検査を受けるまでに、個人の生活文脈上、ど

3
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のような物語に世界にいたかである。これは、何か

進化して、多様な存在が生まれてきた。
「自然界の多

小説を読んでいる途中であったり、テレビドラマや

様性は対称性の破れと相互作用の多様性(種類、強度、

映画を見た後であるか、衝撃的な事件や事故が世間

到達距離、階層性)の組合せによって引き起こされて

を包み込んだ後であるとか、記憶に残る話を聞いた

いる。それにつれて物質の発展・進化も多様な形態

後、感情を伴う動画を見た後などにおいて、形成さ

や種類が可能となる」(菅野, 1992)。ここにおいて

れるセルフスキーマに何らかの影響が、作用・反作

初めて、物質の特徴の概念が生まれてくる。また、

用として起こってくることに関係している。

新たな物質に進化していく存在と、消滅していく物

次に、質問文の理解がどの程度なされるかが、大

質に分かれる進化の基本原理は、生物の進化に限っ

きな変動因になってくるが、それは、質問項目数と

たことではなく、特徴の概念は、根源的に、進化と

の兼ね合いで、調査参加者が、生活生態系の中でそ

裏腹の物であると言える。

の調査に時間を落ち着いて割ける程度と関わってく

物質が多様に進化した末に、生命系が誕生してく

る。短時間で済ませたいと考える参加者は、質問文

る。ごく初期の、誕生したばかりの生命は、単一の

にあるキーワードが、セルフスキーマの意味ネット

特徴を持った多様性の乏しい存在であったであろう。

ワークにどの程度合致するかで、6 件法、7 件法など

環境のちょっとした変動ですぐに消滅して、再び誕

で処理されてゆく。しかし、質問項目の意味、概念

生を繰り返していたものと考えられる。環境の変動

が、わからないか、考えたこともないような内容で

がほとんどない状況で、その生命の特徴に、微妙な

ある場合、データとしては空白にされるよりは、中

差異が蓄積されてゆくが、生き残りには関係がない

間値に割り当てられてしまい、心理測定があいまい

ので変動の次元を認識することはできない。しかし、

となってしまう原因になる。心理測定の再現性を低

ある時、環境の変動が、揺れていた微妙の差異の次

くさせている主因の一つがここにあると言える。ま

元で対称性が破れ、ある方向の特徴の生物だけが生

た、調査時の天候、気圧、月齢や時間帯、参加者の

き残りやすくなる。例えば、乾燥に対する抵抗力を

気分、健康、睡眠時間、薬や酒の影響など多様な影

仮定してみると、環境が乾燥する方向に変わったと

響が関わってくるが、大量のデータを取ることで、

きにその抵抗力を持った個体だけが生き残り、その

再現性への影響は抑えられる。

特徴が、伝わってゆく。このようにして、特徴ある

膨大になされている性格特性の研究は、同時に

いは、性格を考える次元が生まれる。しかし、環境

とられた様々なテストバッテリー間の相関やパス構

要因が、一方的な方向のみを生かすようにした場合、

造の形であらわされ、性格的な特徴の構造が明らか

それに対称的な特徴が消滅して再び、その次元が認

にされてきているが、これまでの議論からすれば、

識されなくなる場合も出てくる。そうして、次元が

構築されたセルフスキーマの意味ネットワークが、

隠されてゆくか、認識すらされなくなる場合と、環

質問項目のキーワードとプライミング的な連鎖を起

境の揺り戻しで、あるいは別の生き残り方をしてい

こしやすさの構造を調べていることになる。こうし

る生命で特性次元として誕生してくる場合もあるで

た研究で、モデルの整合性が問われることがあって

あろう。こうした点で、物質進化と生命の進化はレ

も、特性の系統発生的、個体発生的起源を考えた、

ベルが異なっていても、特徴の持つ意味とそれが認

モデルが作られることがほとんどない。心理学が、

識される枠組みは同じであると言えるかもしれない。

自ら作り上げたセルフスキーマの虚構の学問ではな

物質の特徴、物性に多様性がないと考えがちであ

く、”科学”になるためには、そういった視点が必要

るが、放射性物質を考えると、様々な時間スパンで、

になってくるであろう。

物質は変化してゆく。短時間内では、その特徴は、
数学的に規定される計算可能な動きつまり、特徴を
持つが、その組み合わせで出来上がる化合物、そし

３．「特徴」の進化生物学的意味

て有機物として複雑になると、その動きや特徴が計

科学を目指す心理学が、対象とする性格(特性) の、

算によって予測されにくくなってゆく。

進化生物学的意味を考えてみよう。帰無仮説として、

Langton(1990)は、様々なパラメータをいじくって、

全く特徴に差がない物質存在を考えてみる。宇宙空

セルオートマトンの動きを 4 つに分類している。

間にその物質しか存在しない場合に、
「特徴」を言及

Class Ⅰ：固定点(limit point)に進化するセル

し考える認識論的な概念すら存在できない。それし

オートマトン

かない場合に、比較の対象がなく、
「特徴」を考える

Class Ⅱ：固定サイクル(limit cycle)に進化す

ことができないからである。物理学の教えによれば

るセルオートマトン

(菅野, 1992; 志岐, 2014)、宇宙の起源より物質は

Class Ⅲ：ストレンジアトラクタに連動してい

4
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るようなカオス行動に進化するセルオー
トマトン
Class Ⅱは、次のようなものがある。
Class Ⅳ：効果的に長い推移(transients)を保
つセルオートマトン
物質進化の一つの枝において、いわゆる複雑系が
進化して、計算論的予測が全く立たない自律的動き
をする、生命現象に似たクラスⅣのセルオートマト
ンが計算シミュレーションの中で生まれてくると述
べている。
Langton は、Conway(1970)(Gardner,1970)のライ
フゲームという生命の誕生、進化を簡易なモデルで
シミュレートしたゲームをやりつくして、カオスの
縁(Edge of chaos)の考えを生み出したが、そのライ
フゲームで Class ⅠからⅣを見てみよう。ライフゲ
ームは碁盤の目状の各セルに規則が埋め込まれてお

例えば、上図の３種類があるが、真ん中のオートマ

り、そのセルの次の時間ステップの存在の規則は、

トンは、２ステップごとの交代である。一番上のオ

次の４通りである。

ートマトンは、９ステップ目で、サイクルに入り、
一番下のオートマトンは、１４ステップで、元の形

①０のセルに隣接しているセルが３つあれば、

に戻る。

次の時間１が立つ(誕生)

Class Ⅲは、乱数を発生させてみて代表させると、

②１のセルに隣接する１のセルが２つか３つあ
れば、次の時間も１のままである(生存)
③１のセルに隣接するセルが１個以下ならば、
０になる(過疎)
④１のセルに隣接するセルが４個以上あると、
０になる(過密)
適度な密度なら、維持されるが、過密でも過疎で
も死滅し、また、適度な状況で、新たに誕生してく
るという自然のモデルを模した規則である。それら
の規則を、エクセルのセルに埋め込んで、前面にコ
ピーして、適宜、1,0 を埋め込んでいけば、再計算
ごとに、パタンが変化していくことが分かる。ここ
では、フリーウェアの
LifeExplorer1.4.1 を使って、少

上のような形になるが、この

しその世界を垣間見てみる。

ランダムドットはすぐにかす

Class Ⅰは、定義により、はじめ

みが取れてゆき、数百時間ス

から、全く変動しないブロックで

テップの後には、左の図のよ

ある。

うに、
部分的エリア(楕円で囲
ったところ)において、
自律し
た活動を持っているように見
える塊がいくつか存在してゆく（Class Ⅳ）
。

また、次の３つは、３－４時間ステップ後にハチ

しかし、最終的には、下の図のような、固定点

の巣と呼ばれる固定した形になって変動しなくなる。

(Class Ⅰ)と、周期回をするオートマトン（Class Ⅱ）
だけからなる、変化の少ない状態で安定する。
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いが、生殖機能をオートマトンの部品から、空間的
に構築できることをある程度意味している。これ以
上は、本稿の趣旨からそれるので、ユニバーサルマ
シンとしての LIFE ゲームを扱った Rendell (2015)
などの研究を参照していただきたい。

このように単にランダムに配置するだけであれば、
ある程度は長続きするが、変化し続ける寿命は獲得
できない。しかし、下図の r ペントミノと呼ばれる
オートマトンは、形は、単純であるので、すぐに
ClassⅠかⅡに落ち着くように見えるが、
212 時間ステップ頃には、５つのグライダ
ー(次の図の〇で囲ったもの)を矢印の方向
の無限空間に放出し、さらに、７０１時間ステップ

クラスⅣの長い推移すなわち、自律的セルオート

目には、６番目のグライダーを放出している（Conway

マトンの寿命は、計算シミュレーションの時間的縮

は４６０時間ステップで、見るのをあきらめている

尺をどうとらえるかにもよるが、この地球上の生命

が、活動的な領域が無限に続くかどうかわからない

現象は、未来永劫続くものではなく、よほどの宇宙

としている(Conway, 1970)）
。1000

1000 のトー

移住技術の発展がなければ、太陽の終焉とともに、

ラス上のマトリックスで試したところ、1104 時間ス

生命も再び、何らかの物質に分解されてゆく。ある

テップ目には、Class ⅠとⅡの安定状態に達した。

いは、宇宙空間を漂える最少の有機物質(ウィルスの

しかし、それまでにあわせて、６個のグライダーが

ようなもの)になって拡散するかもしれない。よって、

放出され、数学的オートマトン空間では、活動は停

生命現象は、有限な長さを持った推移を保っている

止していないことになる(下図参照)。計算上は、無

セルオートマトンであると言えるのかもしれない。

*

限が作れないので、上下の端と、左右の端がつなが

この自律的オートマトンの動きには、上で見てき

っているトーラス構造であれば、いつかは戻ってき

たように、ある種の"特徴"を持っている。生命の発

て、安定構造を破壊するか、新たな活動を起爆する

生の現場では、これが何度も繰り返されたと考えら

か、計算をやり続けなければならない。計算したと

れる。長時間推移出来た特徴のもとになったパラメ

ころ、4600 時間ステップ頃、１つのグライダーが舞

ータをばら撒き、LIFE ゲームで言えば、例えば r ペ

い戻って、安定構造と反応して、新たに２つのグラ

ントミノの特殊な空間的配置によって、長く生き延

イダーを放出している。また、8648 時間ステップに

びる手段を持ち合わせたセルオートマトンの群れが

１個のグライダーが舞い戻って、安定構造を破壊消

出てきて、現世の生物の仕組みに繋がっていくもの

滅させている。それ以降、何度も、グライダーは舞

と考えられる。それが、この地球上では遺伝子の仕

い戻るが、飛行ルートがそれていて安定しているた

組みであり、推移の動きの特徴が、生き残りに影響

めか、６６万時間ステップでも生物数１５５で安定

を持つようになって、この地球上での生命の誕生と

している。この r ペントミノの配置は、１つしか許

なると考えることができる。しかし、遺伝子に頼ら

されないわけではなく、複数適切な空間に配置され

ない生命現象もあり得るし、あり得たのかもしれな

たときに、再度 r ペントミノが誕生してゆくと、あ

い。そうした意味で、心理学に限らず、現代の生命

る程度の寿命を持ったオートマトンが、再生産され

科学の研究は、この地球という環境での１事例研究

てゆくことを考えないといけないであろう。もっと

だと言っても構わない。

も、残存した安定系と相互作用して単純にはゆかな
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４．自由意志と協調性の進化

もしれない。

「アーチファクト "artifact"」という言葉は、
「人

心理学の使命は、階層性の異なる"artifact"の構

工物」と訳されるが、この言葉の意味をこれまでの

造において、より低次の"artifact"、高次の

議論で捉え直すと、境界がぼやけてくる。その対義

"artifact"をどのように生み出す特徴があるのかを

語・反対語を考えてみると、日本語には「自然物」

調べることにあると言える。しかし、その人工的に

という言葉がある。日本的感覚では、むしろ日本文

自由な振る舞いをするというのは、自然と性の選択

化においてこそ、人の文化も自然の一部とみなして

圧がかかっていない場合の話で、選択圧がある場合

きた長い歴史があるが、明治維新以降、西洋の言葉

にかなりの制約を合理的に受けるはずで、4 割の再

を端的に翻訳してきたプロセスで、自然か、人工か

現性は、そこから来ていると言ってもいいのかもし

の対比が、日本語の辞書的に出てきてしまうのであ

れない。その合理性を明らかにすることが、心理学

る。

の課題であるともいえる。

しかし、英語には、"artifact"の対義・反対語が

地球上において、Class Ⅳの物質過程は、何らか

存在しない。なぜなのだろうか。"artifact"の対に

の生命現象"artifact"と関わっているものとみなさ

なっている概念は、自然をも作り出してきた、(神的

れてしまう。天文学の世界では、恒星の光の強弱の

な)決定論的世界だからではないだろうか。敢えて造

周期から、その周囲の惑星系を推測しようとする研

語すれば、"determifact" なのかもしれない。Class

究があり、しかし、最近、ケプラー宇宙望遠鏡で宇

ⅠからⅣまではすべて、コンピュータによるシミュ

宙を観測する研究者が、その光の増減に説明のつか

レーションの世界で、プログラムによって、全て決

ない現象を見いだした(Boyajian, et. al., 2015) 。

定されている。カオス自体もプログラムによって決

説明がつくのは、ClassⅠ（恒星の位置)、ClassⅡ(恒

定されていて、その先に、決定的世界から逃れ、あ

星の周期)、ClassⅢ（恒星の爆発)であろう。地球か

る寿命をもって、自由意志を持っているかのように

ら 1500 光年先にある恒星 KIC8462852 は、時に光を

振る舞う、依然として"artifact"ではないが、Class

2 割前後減じ、周期性はなく、不規則である。その

Ⅳのオートマトンが発生する。さらにその上の、寿

星がまだ若いのであれば、惑星になりきっていない

命を永らえさせる仕組みになると、例えば、遺伝子

岩石や塵の集まりで光がさえぎられることもあるが、

を生み出し、38 億年の歴史の中で、多様な生命現象

太陽と同じくらいの恒星であるという。彗星かとも

を作り上げてきた自然の姿が全て"artifact"なので

疑われたが、2 割も減光する理由にはならない。そ

ある。だが、"artifact"は、もう一段上の"artifact"

こで出てきたのが、高度な文明を持つ生物が、恒星

を作り上げる。それは、遺伝子の縛りから逃れ始め

の周りに巨大な建造物を張り巡らして、エネルギー

た、ヒトの歴史にあり、1 万年前ごろに文字を作り、

を吸収しているという説である(Wright, et. al.,

木や岩、そして紙に記録を残し始めた。さらに、高々

2014) 。 NASA の研究者からは、その結論は早すぎ

70 年ぐらい前に発明されたコンピュータに記録が

るとは言われているが、いまだに、合理的な説明は

残り始めてからは、加速度的にその記録される量が

なされていない。

高まってきて、コンピュータが情報の取捨選択をし

銀河系には 2000 億以上の恒星が渦をなしている

て学習する、Deep Learning の時代になり、さらに

と言われているが、そういった銀河が、宇宙には 7

上位の"artifact"を生み出しそうになっている。こ

兆個以上あると欧州宇宙機関は推測している。それ

れらすべて、多様な階層を持つ、物質過程から生み

ぞれの恒星に、惑星が公転しているとして、この地

出された"artifact"である。

球上にだけ、生命が誕生したと考えることは、不自

本稿は、心理学的データの科学的な意味を問うと

然であろう。1960 年代、電波望遠鏡で地球外知的生

ころから始まっているので、話を戻すと、遺伝の影

命の探査に乗り出した Drake は、ドレイク方程式に

響の強い「気質」は生得的なもので、
「性格」の基盤

おいて、地球外文明の数 N を推定した。

となっている。しかし、上で述べたように、多様な

N= N*･fp･ne･fl･fi･fc･fL･L

社会的経験や学習によって、セルフスキーマが構築

N*:銀河系内の恒星の数

され、それを参照して、性格が語られることになる

fp:それらの恒星の中で惑星系を持つ割合

が、どちらも、階層の違いはあるが、"artifact"で

ne:その中で生命存在に適した環境を持つ惑
星の数

あることには変わりはない。後者は、自由意志を伴
う自己意識が介入する分、甚だしい人工物、”虚構”

fl:そのような惑星で生命が発生する確率

を扱っていることを覚悟すべきで、それで、4 割の

fi:その生命が知的生物にまで進化する確率

再現性があるというのは、いい方だと考えるべきか

fc:その知的生物が電波交信技術を含む技術
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文明に達する確率

あった。血縁の近さで、その特徴を簡単に見つけや

fL:その惑星の中で、技術文明世界の存在する

すかったが、認知記憶能力が広がるとともに、恩恵

期間の割合

を与えてくれた個体を覚えておき、その者に、恩恵

L :技術文明の平均寿命

のお返しをするという形(互恵的利他主義)で、血縁

この式から、銀河系内で 2 万もの知的生命が住む惑

を超えた協調性の広がりを達成できる種が生まれて

星が、銀河系内に存在すると推定した(Drake &

くる。このためには、集団を形成して個体識別がで

Sobel; 1992)。その 7 兆倍もの数の知的生命体が、

き、過去の事象を記憶せねばならない。また、集団

この宇宙には居ることになるのだが。

内でずるい個体や裏切り者をすぐに見つけ出し、懲

Class Ⅳに相当する文明について、その能力的進

罰を加えるか、排除する行動を引き起こすことも必

化段階を、Kardashev (1964)は、その文明の消費す

要(社会契約説 (Tooby & Cosmedis,

るエネルギー量の観点から、3 つに分類している。

うした活動で、社会内では、安定した協調性のある

第 1 段階：その惑星上で得られるレベルのエ

姿を達成できる集団と、そうでない集団に分かれる

ネルギー消費量で、4×1019 erg/sec (1

種が出てくる。調和的な集団では、包括適応度が高

erg は、1g の物体を 1cm/sec/sec の加

まり、生き残っていくが、争っている集団は、淘汰

速度で 1cm 動かすときの仕事量) のエ

されていくことになる。問題は、うまくいっている

ネルギー消費をする段階

集団の間で、さらに大きな集団にまとまって、協調

第 2 段階：所属する恒星の放射エネルギーを

2007))で、そ

的に様々な問題に対処できるかどうかということで

利用する段階で、4×1033 erg/sec の

ある。これは、ｎ人囚人のジレンマゲームを形成し

エネルギー消費をする段階

ている問題である。数学としてのゲーム理論では、

第 3 段階：所属する銀河のスケールでエネル

各個人の利益と損失の総和がゼロとなるゼロサムゲ

ギーを利用する段階で、4×1044

ームの他は、囚人のジレンマゲームとチキンゲーム

erg/sec のエネルギー消費をする段階

が主にあるだけであることが証明されており、どの

現時点では、ヒトの文明はカルダショフスケール

レベルにあるのかは、地球上の 1 事例の問題ではな

の第 1 段階のまだ低いレベルにあると言える。

く、普遍性を持っていると考えられる。

これ以降の段階も考えられてはいる(LoBuono,

こうしたやり方で、エネルギー消費によるカルダ

2006)が、問題は、ドレイク方程式の変数 L の技術文

シェフスケール以外に、文明の協調的進化段階を測

明の平均寿命であろう。人類の文明が、未来永劫不

ることもあり得るかもしれない。
「トリバースレベル」

滅であれば、科学技術は、発展して、太陽光パネル

とでも名付けられる段階である。この地球上の人類

で太陽を囲むような軌道上に敷設し、クリーンなエ

文明は、残念ながら、戦乱の絶えたことはないため、

ネルギーを電磁波に変換して地上に送るぐらいのこ

かなり低いレベルであることは確かである。

とは、現段階でも構想だけはすることはできる。し

第 0 段階："Artifact"は存在せず、全てが物質過

かし、そこに至る前に、国家間の対立が激しくなり、

程である

紛争、戦争となって自滅するかもしれず、生き残っ

第 1 段階：ClassⅣのオートマトンが生まれては消

てゆくことが、いかに重要であるかを意味している。

滅している

心理学の課題である、ヒトの“特徴”つまり性格

第 2 段階：ClassⅣのオートマトンが、持続的な存

特性の問題は、すべて、上記の生き残ってゆけるか

続の仕組み(遺伝子)を獲得し(生命の誕

どうかにかかっている。個人の問題でもあるが、集

生）、増殖し始める

団や、国家、地球規模での生き残りに繋がる問題で

第 3 段階：生命が様々な特徴を獲得し(種の分化)、

ある。そこで、重要となるのが、協調性の進化

同族、同株への協調性を獲得する(血縁淘

(Trivers, 1985)である。個体としてのエネルギー問

汰)

題すなわち、食物をいかに効率よく、安全に獲得す

第 4 段階：集団内での個体識別、認知記憶能力が

るかは重要な特徴であるが、資源が限られていると、

高まり、互恵的利他関係が築かれる

生き残りのために、競争が起こってくる。競争のあ

第 5 段階：集団を超えて、互恵的利他関係が築か

げく、ほんの少数だけが生き残ることをやってゆく

れる

と、多様性が失われ、環境のちょっとした変動で絶

第 6 段階：生息している惑星上で、互恵的利他関

滅していくこともある。最初は、血縁の近いものだ

係が築かれる

け協力し合うというやり方(血縁淘汰)で協調性は進

第 7 段階：惑星を超えて、互恵的利他関係が築か

化したが、多様性のある生き残りに関しては問題が

れる
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Wright ら(2014)が考えた高度な文明を持つ生物

暗箱に入ろうとさえしなくなる。こうした特徴が、

は、競争のみしていたのでは、到底、恒星の周りに

数世代で変わりうるということは、このげっ歯類の

巨大な建造物を張り巡らすまでには、至らないであ

進化的背景における環境において、生き残りに関わ

ろう。そこに至らなければ、恒星の死とともに、生

る、かなり強い選択圧が存在したことを推測させる。

命は死を迎え、第 0 段階の物質過程に戻ることにな

これは、両方の可能性があったことを意味しており、

る。生き物の特徴、人の特性を扱うのが心理学であ

片方であれば、遺伝的変動が起きないだろうからで

るとするなら、上記の段階それぞれにおける基礎的

ある。このようにして、生物の特性の次元が見えて

な特性から、現在の特性がどのように生まれている

くるのであり、アイゼンク(1965) の言葉で言えば、

かを探ることは、科学的に意味のあることであると

臆病さ、あるいは、外向性・内向性の次元であろう(安

言える。

念, 1986; 1988; 1989)。
この次元の両極は、どちらも、行き過ぎると、生
き残りにくいことが分かってきている。暗くて狭い

５．諺に見られる対称性

ところから外に全く出られなくなった系統(筑波高

上記、第 3 段階において、様々な特性が生まれて

情動系ラット)は、屋外フィールドでは地下の穴の中

くるプロセスを、考えてみよう。うまくいった特性

では、安定した社会を築いて、安定した個体数を維

を次の世代に残すという仕組み(すなわち、今あるシ

持していたが、これは、フィールドにおいて、我々

ステムでは遺伝であるが)によって、発現のプロセス

が毎日餌をやりに行っていたおかげである。外に出

で誤差が生じ、多様性が生まれてくる。ランダムな

ることを非常に嫌い、餌場の真下まで穴を掘って、

変動をしている間は、その変動の幅をもって、特性

そこから、やっとのことで、食べに来ていたが、自

であると気づくことは無い。もっとも、気付くのは、

然界でうまくそのような環境を見つけられればいい

それをテーマにしている研究者しかいない(意識す

のだが、そうでなければ、エネルギーの面から、個

ら持たない生物においては、なおさらであるが、心

体数は維持できないであろう。

理学は、それを本人の気づきとして、研究対象とし

一方、外に出て活発に動き回る系統(筑波低情動系

ている)。ある時、環境の変動で、その特性の変動す

ラット)は、どんどん新しい空間を確保できればよか

る振幅の一方を好む状況(対称性の破れ)が発生する。

ったが、1 畳のラットにしては広大なフィールドに

その状況が長続きすれば、その種内での特性は消失

おいても、狭すぎて、社会的優劣が付かない社会が

し、種間比較においてだけ意味を持つ特徴となる。

できたために、発情メスをめぐって、秩序ある性行

その一方を好む状況が止まり、逆の端を好むことが

動ができずに、後出産発情のメスが、性行動に追わ

起こると、その振幅軸に沿った特性次元が生じるこ

れて、子育てができずに、子が育たなくなって、集

とになる。様々な特徴を持った種が、多くの特性次

団はクラッシュした(安念, 2001)。両極に人為的選

元で多様性を持ち、いつ来るかわからない環境変動

択圧をかけたからそうなったのであり、本来は、中

に対して、生き残りの可能性の幅を広げるのである。

間の幅の中に入って、揺らいでいたものであろう。

我々も、150 年以上実験室内で飼われていたシロ

しかし、時に、新たな土地に出てゆかねばならない

ネズミ(Rattus norvegicus)に、人為的な選択圧を掛

危機的状況もあるが、その場に踏みとどまるか、新

け、ある特性に関して両極の方向に選択交配を行っ

天地で、しっかりとした社会を作り上げる必要もあ

てきた(Fujita, Annen, & Kitaoka, 1994)。25cm 四

る。そう言った環境の変動の幅が、特性の次元を作

方の薄暗い小部屋に、ネズミを閉じ込め、それに繋

り上げていくと考えことに、心理学としての科学的

がる比較的明るい直線走路にどの程度出て動き回る

基盤を見出すことができる。

のかという選択基準であった。自然界でのネズミは、

前者の高情動系は、諺で言えば、
「君子危うきに近

土中に穴を掘って、生活しており、その穴から外に

寄らず」であり、後者の低情動系は、
「虎穴に入らず

出て、どれくらい動き回るかというのを模した設定

んば虎子を得ず」に相当することになる。諺とは、

である。遺伝率は、5 割程度で、数世代で、きれい

人が長年の経験から機能的に抽出した、発見法、所

に分離し、兄妹交配を同時に行っていたため、20 世

謂ヒューリスティックスのようなものである。人は、

代を超えて、近交系となっている。一方の系統は、

全ての経験を体験できるわけでもなく、また、全て

暗箱から、一歩も出られないどころか、箱の中でう

の体験の知識も持てるわけではないので、自分の限

ずくまり、恐怖のあまり、失禁排便までしてしまう。

られた経験や知識の中から集約され、人の言葉に乗

もう一方の系統は、直線走路に通じるギロチンドア

って、諺が出来上がるものと考えられる。

をあげた瞬間に外に出て、外を動き回るようになり、

藤井(1929)は、
「諺の研究」において、
「いまだ完
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全なる学術的定義を下し得たる者なし，これ畢竟諺

ただし、人為的な選択交配によって、他の様々な

そのものの性格の然らしむる所にして，また如何と

行動的形質に同時に差異が生じてきていて、例えば、

もすべからざるなり｡」と述べ、諺を定義することが

攻撃性においても、明確な差が、選択基準と同程度

難しいことを書いている。また、檜谷(1979)は、こ

にはっきりと見られた(Annen,1984; 1985)。これは、

とわざの曖昧さと両義性について研究し、
「諺の有す

選択基準である情動性(小さな暗箱から、明るい走路

る意味の重層性と、ある意味での曖昧さは、それゆ

にどれくらいよく出るか)に関わる遺伝子に変動が

えに受け取る側にさまざまな解釈のはばを与える。

起きた時に、それと連動して攻撃性に関わる遺伝子

その解釈のはばが諺を受け取る側それぞれの環境や

にも変化が起きたとみることもできるが、遺伝子に

状況に合わせ、各自の心に引き寄せたもっとも妥当

よる変化が、多面発現的にタンパク質レベルでの変

な意味に狭められて一つの指針を与えるのである。」

化につながる場合と、行動的な変化を観察者に攻撃

と述べている(p.26)。

性の枠組みでとらえさせてしまう可能性もある。た

心理学が研究対象としてい

る人の心も、諺以上に定義ができない存在であるが、

とえば、筑波高情動系ラットは、ギロチンドアの開

曖昧で両義的な諺で集約されている心のありようを、

きで急に明るい走路が見えることに失禁してしまう

多くのデータから統計的に、どちらが正しいのか決

くらい、環境の変化に震え上がってしまう。よそ者

着図っているともいえる。また、諺が、セルフスキ

のラットが入って来ただけで、ギロチンドア以上の

ーマを作り上げるときのスキーマになっている可能

変化となってしまうので、攻撃性という前に、震え

性もある。実際には、心理学的場面、日常の生活場

あがって、何もできなくなってしまったのではない

面をことごとく詳細に場合分けして、その時は、ど

だろうか。一方、筑波低情報系ラットは、環境の変

ちらを採用するのかと判断を迫っているのが、心理

化にいち早く対処して、外に出ていけるため、よそ

テストであるといえよう。

者が入ってきても即時、普通の攻撃行動を行うだけ

「三人寄れば文殊の知恵」なのか、
「船頭多くして

でも、攻撃的に見えてしまう。このように行動レベ

船山に上る」なのかは、意思決定する人の過去の経

ルで、現象学的に関連しているように見えてしまう

験や、その状況をどうとらえているか、問題の性格

のかもしれない。

などで、多様な答えが出てくるであろう。
「転石苔生
さず

人の心理学で、様々な性格特性間の関連を見る場

A rolling stones gather no moss」は、意味

合、脳の構造、その奥にある、遺伝子、タンパク構

が二重性を孕んでおり、苔を味わい深い肯定的なも

造レベルで、関連がみられる場合は当然あるであろ

のとして捉えるのか、汚い否定的なものとして捉え

う。また、それは、遺伝子まで特定出れば、の話で

るかで、異なってきて、人間関係や人生の価値観も

あるが、その進化的プロセスも含めて、非常に科学

関わってくる話である。「果報は寝て待て

に値する研究対象であるはずである。

Everything comes to those who wait.」なのか、
「鉄
は熱いうちに打て

しかし、上記にあるように、人自身が、基底にあ

Strike while the iron is hot.」

る特性から、現象学的な見え方の多面発現を、本人

なのかは、事柄や、状況次第であり、そのどちらを

の築き上げたセルフスキーマを介して、関連してい

意思決定するかのアドバイスには、諺は役に立たな

るか、真逆であるか、関係がないかを判断している

いが、結果を振り返って、こうだったと短く認識す

としたら、セルフスキーマという創作の世界で、人

ることには役立ち、その要約されたことが、自分の

はどのように認識しやすいのかという虚構性の高い

指針やセルフスキーマの形成につながってきたと考

研究を行っていることになってしまう。そうだとし

えることができる。

たら、なおさら、四割程度の再現率でも十分なのか

振り返って、自分に関わる事象を短い言葉にまと

とあきらめざるを得ない。

め、それが共有されてきたものが諺であるが、これ
は、そこまで起きていた事象をまとめるという、ヒ
トの持っている特徴であり、ヒト以外の動物では、

６．生きていることの意味

過去経験によって行動が形成されてゆき、集団内の

生物種は、単独で生きているわけではなく、食物

他個体や子供の行動を規制することはあっても、言

連鎖によって、太陽と地球のエネルギーがいきわた

葉を持たないため、諺のようなもので自己を形成し

るように、同じ遺伝暗号を共有した１本の生命の樹

てゆくことにはつながらない。まして、人為的な選

の枝葉が、食べ合いをしている構造である。これを、

択交配されたラットが、自分自身の性格は選択され

簡単な構造にパッケージした商品があって、
「エコ・

てきたから、こうだと考えていることは、想像する

スフィア」と呼ぶ。

ことすらできない。

ガラス容器に、水と空気、砂、小石に、小魚ある

10

総説

いは小エビと水草とバクテリアを入れて密封し、外

価値を持ちうる。

から入るのは、ガラス越しの光と熱だけという単純

人口減少社会に突入した日本で、いたるところで、

なものだが、
「光＋熱⇒水草⇒酸素⇒魚が水草を食べ

廃墟・廃村がみられ、かつてこういう暮らしをして

る⇒排泄物⇒バクテリアによる分解⇒水草の栄養」

いたと感慨にふけるうちは、まだいい。理解できる

という閉鎖系ができ、10 年くらいはうまいバランス

知的存在がいなくなる、あるいは、星自体がなくな

でそれぞれが生き続けるという。これを、似たよう

る遠い先のことを考えた時に、今の心理学の対象と

な閉鎖系の江戸のエネルギー事情について紹介した

している現象は、デカルト(2006)が「省察」で言う

石川(1993)は、次のように述べている。
「密閉された

ところの、悪魔に夢を見せられている虚構の世界と

世界、ミクロコスモスを見ていると、生物たちはま

違いが無いように見えてしまう。その時でも、確実

るで自分たちの力だけで生きているようだ。しかし、

に科学的実在として言えるのは、物質から誕生した

ここでも、けっして無から有が生じているわけでは

生命進化のある可能性として、このような条件では、

ない。生命現象をささえているのは、外から光と熱

このような生き様と特徴を持った生命現象が起きえ

の形で供給され続けているエネルギーにほかならな

るのだという事例であろう。そのことを合理的に分

い。暗闇にしておけば、遠からず水草は枯れ、魚も

かってくれる存在に出会わなければ、虚無しか残ら

バクテリアも死滅する。ミクロコスモスの実験を見

ないであろう。しかし、2016 年 8 月 27 日、地球の

た人は、いったい何という危なっかしい世界だろう

生命の起源は他の惑星や彗星など宇宙から飛来した

と思う。まるで、一筋の細い糸で絶壁の上から吊る

という仮説を検証するための「たんぽぽ実験」が行

されているような生活ではないか。だが、よく考え

われ、宇宙空間に漂っているかもしれない生命の痕

ると、われわれの住んでいるこの地球上の世界も、

跡を捉える装置が、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）

基本原理はまったく同じで、大変危なっかしいこと

から米カリフォルニア沖約 500 キロの太平洋上に戻

に変りはない。ただ、机の上に置くことのできるガ

った。分析結果は、2017 年になるが、生命の宇宙起

ラス容器よりもサイズが大きくて、生きている生物

源説が正しいとすれば、太陽の爆発で、星がなくな

の種類が多いため、危なっかしさが見えにくいだけ

ったとしても、生命の種が、宇宙空間を漂い、どこ

なのだ。
」

かで、合理的知性が誕生して、これまでの何かに気

江戸の世からガラスの器の生態系は世界レベルに

付いてくれる可能性が出てくる。これは、まさに、

なったが、本質は何も変わっていない。すべて地球

Conway の LIFE ゲームで、ｒペントミノから、無限

上で循環・閉鎖しているエネルギーの流れの中で、

空間に放出されてゆくグライダーのようなもので、

体重の２％しかない脳が、体全体の２０%もエネルギ

どこかで出会う安定系と、化学反応を起こして、生

ーを消費せざるを得なくなるくらい他者のことを気

き続けるかもしれないこととよく似ているように見

にかけ (バーン・ホワイトゥン, 2004）
、 その中で

える。心理学として科学的に絶対存在している対象

セルフスキーマを作り上げてきたヒトの心理を扱っ

をつきつめてゆくと、そうした進化可能性だけが実

ていることを、再度捉え直すべきであろう。物質エ

在しているのかもしれない。

ネルギー過程から始まり、幾重にも積み重なっ
た”artifact”

構造体としての心の活動は、その

階層ごとのいろいろな支えから出来上がっており、
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小学５・６年生の食意識・食行動と自己意識との関係性
A survey study based on the fifth and sixth garades of elementary school pupils about relationship
between self-consciousness and meal consciousness with their behaviors

上原 正子※1 松原 愛香※1 大場 和美※1 加藤 象二郎※2
※1 愛知みずほ大学短期大学部

※2 愛知みずほ大学

Masako Uehara, Aika Matubara，Kazumi Ohba, Zojiro Katoh
*1 Aichi Mizuho Junior College

*2 Aichi Mizuho College

It was surveyed to clear the gender differences among the upper grades of elementary school pupils whom
have public and private self-consciousness by usage of Self-Consciousness Scale for School Pupils. And it was
also performed to clear the relationships between meal consciousness with their behaviors and private selfconsciousness. A relatively high relationship among meal consciousness, eating behaviors, and mental
development of pupils was obtained as a main result. Especially, survey items which had higher relations with
the mental and emotional developments were the first consideration to meals and school lunch, pleasant
feelings and light-hearted greetings to meals. From this survey, suggestive result obtained that affluent mental
development in school pupils need dietary education, that is, “Shokuiku”.
Keyword Super shokuiku school

Self-consciousness Elementary school pupils

月）等により、学校における食育のための指導体制の整

Ⅰ はじめに
平成 26 年度、文部科学省は「スーパー食育スクール

備を図ってきた。さらに運用面では、
「栄養教諭を中核

事業」※1 を立ち上げた。背景として、① 栄養教諭の配

とした食育推進事業」※9 による実践事例やその成果に

置は都道府県により差があること、② 食育の指導体制

より、食育の充実を図ってきた。

に地域で差があること、③ 食育に取り組んだ成果を科

スーパー食育スクール事業は、学校における食育の

学的に検証する必要があることを挙げている。また事

定着をより一層図るため、市町村や学校が大学や企業、

業の目的は、子どもたちの「食事の重要性の理解」
「生

生産者、関係機関等と連携し、食育を通じた学力向上、

活習慣の改善」
「食品を選択する能力の習得」
「食に関す

健康増進、地産地消の推進、食文化理解など食育の多角

る感謝の心の醸成」
「社会性の習得」
「食文化の理解」に

的効果について科学的データに基づいて検証を行うこ

つながる食育のモデル実践プログラムの構築と示して

とを期待したものであり、教育としての食育の可能性

いる。

を数値で示す新たな試みである※1。

小中学校における「食育」は、学習指導要領の改訂※

本学は西尾市教育委員会からの依頼を受けて、平成

20 年 3 月 27 日）から始まったといえる。総則

27 年度研究指定校である西尾市立福地南部小学校※10

に「学校における食育の推進」が盛り込まれ、関連する

（以下、
「研究指定校」
）における各学年の研究結果につ

教科には「食育」が明記された。同時に、食育を担う新

いて、データ処理・分析を行った。

2（平成

たな教育職として「栄養教諭」※3 が創設された（平成

筆者らは櫻井茂男の「児童用自己意識尺度」※11 を用

17 年 4 月 1 日）
。現在、栄養教諭は全国に 5,356 名※4

い、高学年のデータ処理・分析を行った。

が配置されているものの、公立小学校 20,558 校、中学
校 9,707 校

※5

「児童用自己意識尺度」は、子どもの自己意識の個人

においては十分とはいえない状況にある。

これまで国では、食生活学習教材の作成※6（平成 21

差を測定するために作成された尺度であり、公的自己意
識と私的自己意識から構成されている。注意を向けるの

年 3 月）
、学校給食法の改正※7（平成 21 年 4 月 1 日施

が自己の外面かそれとも内面かにより違いがある。

行）
、
「食に関する指導の手引」の改訂 （平成 22 年 3
※8

「自分の内面
私的自己意識については、櫻井ら※11 は、
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に注目できるようになってくる頃であり、そうできる児
童のほうが自己意識が発達しており自分をよく認識でき

食意識は「食事の時間は楽しいですか」
「食事は健康
に過ごすために大切だと思いますか」の 2 問とした。

るため、そうでない児童よりも対人不安傾向が低く、自

なお、留意点として、
「朝ごはん」はご飯だけでなく

己顕示欲求（よい意味で、自己主張）が強く、孤独感は

パンも含まれること、
「家族一緒」には「家族全員」か

それほどなく、自分に自信をもって行動していること

「家族の誰かと一緒」という複数の人をいうことを書き

（コンピテンス）が示唆されている」と述べており、児

添えた。

童の私的自己意識の傾向は、精神的・発達的な指標、適

(3) 学校給食

応の指標として用いることが可能であると提案してい

食行動として、
「給食は残さず食べていますか」を設
問とし、
「残さず食べる」
「あまり残さない」
「残すこと

る。
先に筆者らが行った「児童用自己意識尺度」を用いた
研究※12 では、① 先行研究と比べ、公的自己意識は男女
とも大きな差が認められたものの、私的自己意識に差は

が多い」
「いつも残す」の 4 つの選択肢を設けた。
食意識は「給食の時間は楽しいですか」
「給食を残さ
ず食べることは大切なことだと思いますか」
「給食に嫌

みられなかった、② 公的自己意識と私的自己意識とも

いなものがでてきても食べる自信はありますか」の 3 問

男女間に差があった、③ 共食の頻度の違いにより、私

とした。回答は「かなりある」
「まあまあできると思

的自己意識得点に差が認められ、食事と自己意識の間に

う」
「あまり自信がない」
「まったく自信がない」に「わ

関係性があることが示唆された、などの結果が得られて

からない」を入れて 5 選択肢とした。
(4) 自己意識

いる。
そこで本研究では、高学年児童を対象として「児童用

公的自己意識は「おとなが自分のことをどう思ってい

自己意識尺度」を活用した調査を行い、公的自己意識・

るか気になる」
「髪形や服装に気を使う」
「人が見ている

私的自己意識に学年間、性別による差がみられるかどう

と自分をよく見せようとする」
「自分のうわさが気にな

かについて検証し、さらに、食意識や食行動が私的自己

る」
「みんなの前で何かする時自分の動作やかっこうが

意識と関係性があるかについて検証することとした。

気になる」
「何かしている時、みんなが自分のことをみ
ているような気がする」
「自分が他の人にどう思われて

Ⅱ 方法

いるか気になる」
「はじめて会った人にはなるべく自分

1 対象者と調査方法

の良いところばかり見せようとする」
「賛成、反対を決

スーパー食育スクール事業を実施するにあたり、研究

める時、手を挙げている人が多い方に自分もてをあげて

指定校を研究介入校とし、同西尾市内にある M 小学校

しまう」の 9 問であり、自分の外面（服装や髪形）や他

を非研究介入校とした。

者に言動などに注意を向けやすい傾向にあるかを判断す

対象者は研究介入校及び非研究介入校の 5・6 年生、

る。私的自己意識は「今、自分がどんな気持ちなのか考

251 人とし、本事業の開始時である 7 月と 5 か月経過し

えることがある」
「自分のしたことや言ったことを後か

た 11 月に実施した。いずれも登校時の朝の会の時間に

ら反省してみることがある」
「ほかの人を見るように、

自記式質問紙用紙を配布し、記入後すぐに回収した。

自分のことを考えてみることがある」
「自分の気持ちが

2 調査内容

かわると、すぐに自分で気が付く」
「自分が本当にした

(1) 個人属性

いことは何だろうと考える」
「自分のことをじっくり考

児童の個人属性として、学年、年齢、性別、家族数、

える」
「自分の考えをはっきりさせておきたい」
「みんな

兄弟姉妹数を記入させた。

と考えが違っても『自分はぜったいこう思う』というこ

(2) 家庭の食事

とがある」
「自分が正しいと思ったことはやりとげる」

設問は食行動の 7 問と食意識の 2 問とした。

「ものごとはあまりじっくり考えない」の 10 問であ

食行動は「朝ごはんを食べますか」
「朝ごはんは家族

り、自己の内面や感情や気分に注意を向けやすい傾向を

一緒に食べますか」
「朝起きて、朝ごはんを食べる前は

判断する。
公的自己意識及び私的自己意識は、回答選択肢の 4 段

お腹がすいていますか」
「夕食は、家族一緒に食べます
か」
「食事中にテレビをみますか」
「家庭での食事の調理

階を 1～4 までの得点として単純集計し、回答者それぞ

や準備・片づけなどの手伝いをしますか」
「食事の前後

れの公的自己意識得点、私的自己意識得点とした。

にあいさつをしますか」の設問に、
「いつも食べる」
「１

3 解析方法

週間に 4 日以上」
「1 週間に 1～3 日くらい」
「いつも食

分散分析（js-STAR 2012）を用いた。また、家庭の

べない」等の頻度や、
「いつもする」
「だいたいする」

食事及び給食に関する質問項目と私的自己意識との関係

「しないことが多い」
「しない」等の程度からなる 4 つ

性を、統計ソフト SPSS Ver.23 を用いて検定を行っ

の選択肢を用意した。

た。
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表 4 非研究介入校の自己意識得点（7 月調査）

Ⅲ 結果
1 公的自己意識と私的自己意識の得点
研究介入校と非研究介入校を併せて学年・性別に解析
した結果、公的自己意識得点は、5 年生男子 16.61、女

男子
女子
全体
男子
女子
全体

5年生

子 20.58、6 年生男子は 18.99、女子は 22.72 となった
6年生

（表 1、図 1）
。また、私的自己意識得点は 5 年生男子
24.88、女子 25.32、となり、6 年生は男子 27.54、女子

公的自己意識
私的自己意識
標準偏差
標準偏差
平均
平均
16.74
4.87
25.43
5.75
**
20.75
4.99
26.03
4.78
18.90
5.32
25.75
5.26
18.68
5.89
27.02
5.27
*
21.87
4.96
28.52
4.38
20.00
5.74
27.64
4.97
+ p<0.10 * p <0.05 ** p<0.01

ns

ns

28.46 となった（表 2・図 2）
。
公的自己意識について、学年と性別を要因とする 2 要

表 5 研究介入校と非研究介入校の比較（7 月調査）

因分散分析の結果は、学年（5 年生と 6 年生）の間に
１％水準（F(1,247)=11.57, P<.01）
、性別（男女）の間
に１％水準（F(1,247)=33.72, P<.01）でそれぞれ有意

研究介入校

5年生

差がみとめられた。また２つの要因間に交互作用はなか

非研究介入校

18.78

5.36

研究介入校

21.76

5.72

非研究介入校

20.01

5.82

6年生

った。

公的自己意識
平均 標準偏差
18.43 5.20

ns

+

私的自己意識
平均 標準偏差
24.29
6.95
25.70

5.33

28.35

5.55

27.64

4.97

ns

私的自己意識については、学年（5 年生と 6 年生）の
間に 1％水準（F(1,247)=16.51, P<.01）で有意差がみと

また、7 月と 11 月の自己意識得点の比較では、公的

められたものの、性別（男女）の間には有意差はみとめ

自己意識得点が 5 年生は 18.43 から 18.57 に、6 年生は

られなかった。

21.26 から 22.80 となり、やや高くなったものの、t 検
定による群間に差はみられなかった（表 6）
。私的自己
意識得点は 5 年生が 24.29 から 24.71 とやや高くなり、

表 1 公的自己意識得点の結果（n=251）
学年
5 年生
6 年生

性別

平均得点

標準偏差

6 年生は 28.35 から 27.81 とやや低くなった。

男(n=56)

16.61

4.73

女(n=60)

20.58

5.00

表 6 研究介入校における 7 月と 11 月の得点比較

男(n=70)

18.99

5.67

女(n=65)

22.72

5.25

公的自己意識
標準偏差
平均
18.43
5.20 ns
18.57
5.75
21.76
5.72
ns
22.80
5.21

5年生
6年生

表 2 私的自己意識得点の結果 (n=251)
学年
5 年生
6 年生

性別

平均得点

標準偏差

男(n=56)

24.88

6.51

女(n=60)

25.32

5.55

男(n=70)

27.54

5.40

女(n=65)

28.46

4.98

7月
11月
7月
11月

私的自己意識
標準偏差
平均
24.29
6.95
ns
24.71
7.17
28.35
5.55
ns
27.81
6.07

研究介入校における公的自己意識の 11 月の得点は 7
月より 5 年生男子がやや高くなり、女子が低くなった。
6 年生は男女とも高くなり、より強く有意差がみとめら
れた。非研究介入校の得点は、5 年生男女及び 6 年生女
子が低くなった（表 7）
。
研究介入校の 5 年生の私的自己意識得点は男女ともや
や高い得点となったものの、研究介入校 6 年生及び非研

また、研究介入校、非研究介入校別に集計した結果

究介入校の 5・6 年生全てが 7 月より低い結果であっ

は、2 校とも公的自己意識の男女に差がみとめられたが

た。

(表 3、4）
、2 校間の差はみとめられなかった（表 5）。
表 3 研究介入校の自己意識得点（7 月調査）

5年生

6年生

男子
女子
全体
男子
女子
全体

公的自己意識
私的自己意識
標準偏差
標準偏差
平均
平均
16.43
4.61
24.28
7.37
**
20.33
5.01
24.29
6.48
18.43
5.20
24.29
6.95
19.40
5.31
28.54
5.71
**
23.50
5.39
28.21
5.43
21.76
5.72
28.35
5.55
+ p<0.10 * p <0.05 ** p<0.01

ns

ns
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表 7 公的自己意識得点及び私的自己意識得点の学校・

Ⅳ 考察

学年・性別一覧

5
年
生

6
年
生

研究
介入校

非研究
介入校

研究
介入校

非研究
介入校

男子
女子
男子
女子
男子
女子
男子
女子

7月
11月
7月
11月
7月
11月
7月
11月
7月
11月
7月
11月
7月
11月
7月
11月

人間にとって食べることは、個体の生命を維持するた
公的自己意識
標準偏差
平均

私的自己意識
標準偏差
平均

16.43
17.08
20.33
19.92
16.74
15.83
20.75
20.20
19.40
20.68
23.50
24.35
16.68
18.71
21.87
20.97

24.28
24.36
24.29
25.08
25.43
24.93
26.03
24.86
28.54
27.68
28.21
28.09
27.02
26.80
28.52
27.16

4.61
6.25
5.01
4.66
4.87
5.11
4.99
4.82
5.31
5.53
5.39
4.34
5.89
5.18
4.96
5.43

**
+

**
**

*
**

*
+

7.37
7.17
6.48
7.15
5.75
5.07
4.78
5.05
5.71
6.69
5.43
5.56
5.27
5.60
4.38
3.94

めに不可欠な行為だけでなく、心理的、社会的な意味を
もつ。食と心理的、社会的との関連性の研究からはさま
ns
ns

ざまな結果が得られている。
例えば、食事と心理および行動パターンの研究※13 では、
食事の場面での「よい思い出」は「家族」
「話す」や「自

ns
ns

分」
「ペース」などとの関連がみられたり、
「よくない思
い出」は「マナー」
「寂しい」
「一人」との結びつきがみ

ns
ns

られたりしている。食事と QOL の研究※14 では、夕食の共
食頻度が高い者のうち自発的コミュニケーションが多い

ns

群と少ない群では「毎日の楽しさ」
「食事の楽しさ」
「主

ns

観的健康感」に有意な群間差がみられている。また、学
「相互協調性自己観
校給食の社会心理学的研究※15 では、

2 食行動や食意識と私的自己意識の関係性

の内面化の過程と、学校給食への認知や態度が形成され

食行動や食意識に関する質問項目の単純集計の結果は
表 8－1，8－2 のとおりである。

る過程との間に、複雑な関係があること」が示唆されて
いる。そして保育士への質問紙調査※16 では、幼児期の給

食行動では、朝食を家族（大人）と一緒に食べていな
い日がある児童は 55%、夕食は 30%、食事中テレビを

食が「こどもの仲間関係を育む時間になっている」
（「非
常に思う」52.8%）と捉えている研究がある。

「いつも見る」あるいは「見る方が多い」児童は

本研究は子どもの自己意識の発達の視点から精神的・

63%、であった。また、食事の手伝いを「いつもする」

発達的な指標の現状を捉えるとともに、食行動や食意識

あるいは「だいたいする」は、男子 27.8%、女子 47.2%

との関連性を調べたものである。

となり 20%近くの差がみられた。

自己意識に関する本調査結果と先行研究※11 の比較で

食意識では、食事を「とても楽しい」と答えた児童は

は、公的自己意識に関して 5・6 年生ともかなり低い得点

39%であり、男女の差は男子が 34.1%、女子が 44%で

となっている（参考 1）
。筆者が行った研究※12 でも同様な

あった。また「食事の大切さ」は「とても思う」が

結果が得られており、近年の子どもの傾向と捉えること

78.9%と高いものの、その一方で「食事の楽しさ」は

ができると考える。公的自己意識は自己の外面（服装や

39%であった。

髪形）や他者に対する言動などに注意を向けやすい傾向

この結果をもとに、回答群を 2 群に集計し、群別に私

のことだけでなく、社会不安と密接な関係にあることが

的自己意識得点の平均を求め、t 検定による群間差を求

指摘されている。本研究の結果からは、
「みんなのうわさ

めた（表 9）。

が気になる」
「自分がどう思われているか気になる」のよ

有意差がみとめられた項目は、食行動の「食事前後の

うな子どもの姿が見えてくる。さらに、学年別、男女別

あいさつ」を「いつもする」群(27.41)とその他の群

に群間差がみとめられたことから、女子よりも男子に、

(25.14)、食意識の「食事の楽しさ」が「とても楽し

5 年生よりも 6 年生にその傾向が強いことが分かってき

い」群(27.92)とその他の群(25.77)、「食事の大切さ」の

た。また、研究介入校と非研究介入校の比較では差が見

「とても思う」群(27.22)とその他の群(24.53)、
「給食の

られなかったことから、年齢・性別による児童の傾向と

大切さ」の「とても思う」群(27.16)とその他群(24.82)

して捉えることができる。
一方、私的自己意識の性別・学年進行による量的変化

であった。
また、食行動の「食事中のテレビ視聴頻度」は「見な

には有意差は認められなかったものの、女子の方が高く、

い・見ない方が多い」群(27.81)と「見る方が多い・見

学年進行によって高い結果となることがわかってきた。

る」群(25.95)、「食事の手伝い頻度」の「いつも手伝

このことは自己意識だけでなく他の認知的側面からも同

う・手伝う方が多い」群(27.68)と「手伝う時もある・

様な結果が得られており※17 子どもの発達として妥当な

手伝わない」群(25.99)、食意識の「給食で嫌いなもの

得点が得られたものと推察できる。また、先行研究の得

を食べる自信」の「とてもある」群(27.83)とその他の

点よりも高い結果であったことは私的自己意識が精神

群(26.16)でも有意差が認められた。

的・発達的な指標であることから、子どもの心の発達が
子どもを取り巻く社会、教育、家庭、環境等のさまざま
な要因により変化してきているとも考えられる。
7 月と 11 月の公的自己意識の比較では研究前後に群間
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差がみられたものの、非研究介入校においても同様な差

Ⅴ 結論

がみられたことから、スーパー食育スクール事業による

食行動や食意識と子どもの心の発達は有意な関連性が

変容とは捉え難い。また私的自己意識は研究前後に変容

みられた。特に子どもに情緒的・発達的な指標が高かっ

はなく、5 年生男子を除き、得点が一様に下がった。その

た項目は、食事と給食の大切さを思うこころ、食事の楽

原因を結果から考察することはできず調査の限界である

しさを感じること、食事の前後に挨拶をすること、であ

と考える。

った。心を育てる食育の事業実践の何が有意に働いたか

食行動や食意識と私的自己意識の関連性では多くの関

は検証できなかったものの、子どもたちの豊かな心の発

連が示唆された。家庭の食事や給食をとても大切に思う

達には積極的な食育活動と高い関連性のあることが示唆

子どもが 70～80%あり、
「大切」という意識が高いことに

された。

気づく。5・6 年生は、
「食事は大切」
「食事の前後にあい
さつをする」
「給食は残さず食べる」等について、家庭や

本研究は、スーパー食育スクール事業の一環として行

学校の様々な場面で学習してきている。その学習により、

われました。本研究の調査実施にあたり、協力いただき

より良い食事の態度が理解でき、日常の食事の場で望ま

ました西尾市教育委員会、西尾市立福地南部小学校、調

しい行動ができる子どもたちが、情緒的・発達的に高い

査に回答いただいた児童の皆様に深謝申し上げます。な

得点となったと考えられる。食事の時間が子どもたちに

お、本研究にあたり、開示すべき COI 状態はありませ

とって情緒的・発達的な要因になっていることが示唆さ

ん。

れた。
本研究の今後の課題として、
「食事の楽しさ」の更なる
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食事の楽しさ
とても楽しい
まあまあ楽しい
あまり楽しくない
全然楽しくない
食事の大切さ
とても思う
まあまあ思う
あまり思わない
思わない
分からない
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19.1
51.0
11.6
65.7
21.5
7.2
5.6
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128
29
165
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18
14

78.9
15.9
1.6
1.2
2.4

19.1
17.9
33.5
29.5

48
45
84
74

198
40
4
3
6

69.2
19.2
11.2
0.4

173
48
28
1

39.0
52.6
7.2
1.2

26.0
56.4
17.6

65
141
44

98
132
18
3

45.0
16.3
25.9
12.7

%

113
41
65
32

n（人）

全体

家庭の食事の食行動・食意識に関する調査結果

朝食の共食頻度
いつも
週4日以上
週に1～3日
ひとり
朝食前の空腹
いつも
半々
空腹でない
夕食の共食頻度
いつも
週4日以上
週に1～3日
ひとり
食事中のテレビ視聴頻度
見ない
見ない方が多い
見る方が多い
見る
食事の手伝い頻度
いつもする
手伝うことが多い
手伝う時もある
手伝わない
食事前後のあいさつ
いつもする
だいたいする
しないことが多い
しない

表8－1

94
18
1
1
2

46
59
10
1

73
23
10
10

24
25
57
10

21
23
38
34

82
23
11
0

24
66
26

55
18
29
14

81.0
15.5
0.9
0.9
1.7

39.7
50.9
8.6
0.9

62.9
19.8
8.6
8.6

20.7
21.6
49.1
8.6

18.1
19.8
32.8
29.3

70.7
19.8
9.5
0.0

20.7
56.9
22.4

学年別

104
22
3
2
4

52
73
8
2

92
31
8
4

22
23
71
19

27
22
46
40

91
25
17
1

41
75
18

58
23
36
18

77.0
16.3
2.2
1.5
3.0

38.5
54.1
5.9
1.5

68.1
23.0
5.9
3.0

16.3
17.0
52.6
14.1

20.0
16.3
34.1
29.6

67.9
18.7
12.7
0.7

30.6
56.0
13.4

43.0
17.0
26.7
13.3

6年生
n（人）
%

（ｎ＝251）

47.4
15.5
25.0
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5年生
n（人）
%

学年別・男女別
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27
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68
14
1

79
29
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27
44
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83
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1
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2.4
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3.2
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6.3
7.9
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55.6
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60.3
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%

男女別

108
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1
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2

55
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4
2
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4
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8
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65
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0.8
1.6

44.0
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46.4
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9.6

女子
n（人）
%

原著

給食の楽しさ
とても楽しい
154
まあまあ楽しい
78
あまり楽しくない
13
全然楽しくない
6
給食の大切さ
とても思う
195
まあまあ思う
50
あまり思わない
2
思わない
1
分からない
3
給食での嫌いなものを食べる自信
かなりある
72
まあまあある
104
あまりない
54
まったくない
16
分からない
5

食
意
識

181
36
31
3

給食を残さず食べるか
残さず食べる
あまり残さない
残すことがある
いつも残す

n（人）

%

32
44
27
9
4

88
24
1
1
2

77.7
19.9
0.8
0.4
1.2
28.7
41.4
21.5
6.4
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66
40
9
1
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1
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37.9
23.3
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7
1
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1.5

6年生
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%
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5年生
n（人）
%

学年別・男女別

61.4
31.1
5.2
2.4

72.1
14.3
12.4
1.2

全体

学校給食の食行動・食意識に関する調査結果

食
行
動

表8－2
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1
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1
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2

82
34
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3
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14
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1
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n（人）

35.7
38.9
18.3
6.3
0.8
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65.1
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78.6
11.1
9.5
0.8

%
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55
31
8
4
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1
0
1
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44
6
3
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2

21.6
44.0
24.8
6.4
3.2

80.0
18.4
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0.0
0.8
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35.2
4.8
2.4
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17.6
15.2
1.6

女子
n（人）
%
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それ以外
食事の大切さ
とても思う
それ以外
給食の楽しさ
とても楽しい
それ以外
給食の大切さ
とても思う
それ以外
嫌いなものを食べる自信
とてもある
それ以外

食
行
動

食
意
識
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いつもではない
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週6日以下
食事中のテレビ視聴頻度
見ない、見ない方が多い
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食事の手伝い頻度
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手伝う時もある、手伝わない
食事前後のあいさつ
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残すことがある

表9
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26.99
26.08
27.16
24.82
27.83
26.16
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24.53
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25.77

181
70

27.92
25.77

27.41
25.14
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86
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27.68
25.99

94
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26.75
26.33

173
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27.81
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27.79
26.24
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186

93
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26.16

5.73
5.79

5.75
5.71

5.75
5.89

5.64
5.99

5.69
5.73

5.73
5.97

5.68
5.81

5.67
5.82

5.82
5.71

5.59
6.30

6.07
5.70

5.95
5.53

全体
平均
S.D.

153
98

n（人）

*

**

**

**

**

*

*

+

44
82

96
30

83
43

90
36

44
82

99
27

79
47

35
91

49
77

82
44

33
93

75
51

n（人）

27.35
25.85

26.83
24.97

26.81
25.56

26.92
25.06

27.38
25.74

26.99
24.08

26.37
26.38

27.71
25.84

27.08
25.92

26.63
25.91

27.65
25.92

27.25
25.10

6.07
6.10

6.08
6.05

5.94
6.38

5.94
6.38

5.56
6.30

6.03
5.94

6.02
6.31

5.68
6.22

5.78
6.30

5.52
7.11

6.24
6.03

6.05
6.02

男子
平均
S.D.

*

+

+p<0.10

28
97

99
26

71
54

108
17

54
71

82
43

86
39

59
66

44
81

91
34

32
93

79
46

n（人）

+

*

**

*

**

*

**p<0.01

5.04
5.51

5.39
5.25

5.52
5.41

5.37
4.90

5.76
5.00

5.33
5.75

5.15
4.80

5.66
5.22

5.76
5.09

5.65
5.01

5.89
5.32

5.85
4.66

*p<0.05

28.59
26.43

27.48
24.64

27.20
26.51

27.46
23.41

28.34
25.81

26.96
26.79

28.38
23.72

27.66
26.20

28.63
25.98

26.85
26.88

27.94
26.53

26.77
27.33

女子
平均
S.D.
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キセルガイモドキ属の特徴と COⅠ遺伝子からみた
分子系統関係
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はじめに

従来の分類

キセルガイモドキ属 Mirus Albers, 1850 は，キセル

キセルガイモドキ属の従来の分類は次の通りであ

ガイモドキ科 Enidae に属する細長い蛹形右巻きの

る．東（1982）は本属を以下の 5 種にまとめている

殻をもつ陸産貝類である（写真 1～6）．殻表は成長

（先頭の番号は，東（1982）の番号をそのまま掲載）
．

脈のみで平滑であり，殻内部に軸壁板や閉弁を持た

109-1．Mirus andersonianus (Moellendorff, 1885)

ないことから，種毎の殻の形態的特徴は乏しい．

クリイロキセルガイモドキ
109-2．Mirus andersonianus echigoensis

現在，日本産のキセルガイモドキ属は 5 または 6

(Pilsbry and Hirase, 1903)

種に分類されているが，キセルガイモドキ属の種間
エチゴキセルガイモドキ

の形態的差異が少ないこと，多くの種や亜種がつく

110-1．Mirus japonicus (Moellendorff, 1885)

られたこと，さらにこれらの一部は充分な根拠もな

フトキセルガイモドキ

く亜種やシノニムにまとめられたこと，種間の中間
的な形態を持つ個体が存在する（種間の形態的差異

［Syn. Buliminus exotorris ominesis (Pilsbry, 1900)］

が不連続にならない）ことなどにより，従来の殻形

110-2．Mirus japonicus ugoensis (Pilsbry and Hirase,

態に基づく分類はやや混乱している．

1908)
ウゴキセルガイモドキ

そこで，本研究では，キセルガイモドキ属６種の

110-3．Mirus japonicus hokkaidonis (Pilsbry, 1901)

標本を収集し，殻形態に加えてミトコンドリア COI

エゾキセルガイモドキ

遺伝子の塩基配列の解析を行い，従来の分類の妥当

110-4．Mirus japonicus daisianus (Kuroda, 1945)

性を検討した．

ダイシキセルガイモドキ
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写真 1．キセルガイモドキ
愛知県豊田市

写真 2．キセルガイモドキ
愛知県新城市

写真 3．クリイロキセルガイモドキ
岩手県北上市和賀町 夏油温泉

写真 4．フトキセルガイモドキ
岐阜県大野町稲富 石山

写真 5．ホソキセルガイモドキ
高知県室戸市 室戸岬

写真 6．キカイキセルガイモドキ
沖縄県国頭村宜名真
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110-5．Mirus japonicus murotonis

2-parameter 法で行い，各ノードにおける信頼性を評

(Kuroda and Habe, 1945)

価するため 1,000 回のブートストラップ値を求めた．

ムロトキセルガイモドキ
＊

Mirus japonicus vastus

結果および考察
(Pilsbry and Hirase, 1908)

形態的に大きな差異のあるキカイキセルガイモド
キ Luchuena reticulate (Reeve, 1849) ［図版 1－1］を

オオキセルガイモドキ
111．Mirus reinianus (Kobelt, 1875)

アウトグループとして，キセルガイモドキ属各種の
ミトコンドリア COI 遺伝子における分子系統樹を作

キセルガイモドキ
112．Mirus rugulosus (Moellendorff, 1900)

成した（図 1）．
ブートストラップ確率が 70%に満たない分岐は信

ホソキセルガイモドキ
113．Mirus gracilispira Kajiyama and Habe, 1961

頼性が低いため，各種間の分岐位置と近縁関係を推

ヤセキセルガイモドキ

定することは出来なかった．

これに対し，湊（1988）と肥後・後藤（1993）は，

属各種に比べて，キセルガイモドキ属各種は，殻表

種毎の殻形態に顕著な差異が見られるオオギセル
東（1982）がフトキセルガイモドキの亜種としたム

が成長脈のみで平滑であり，殻内部に軸壁板や閉弁

ロトキセルガイモドキを別種として，キセルガイモ

を持たず，種毎の殻の形態的特徴は極めて乏しいこ

ドキ属を 6 種に分類した．本研究は東（1982）の見

とが知られている．しかし，COI 遺伝子の分子系統

解に従い，和名・学名はこれに準拠した．

樹と比較すると，オオギセル属各種（川瀬ほか，2016）
と同様に，属内あるいは種内の遺伝的多様性が高か
った．

分析方法
煮沸して肉抜きをした軟体部から腹足の一部（数

ヤセキセルガイモドキは，本属の中で極めて細型

mg）を切り取り，DNeasy Blood & Tissue Kit（QIAGEN,

で矮小であることから殻形態だけで他の個体とは容

Hilden），または，Asahida et al.（1996）の方法で

易に識別が可能であり，岡山県高梁市成羽町羽山の

genomic DNA を抽出・精製し，PCR により COI 遺伝

個体［図版 2－50, 51］は，東（1982）の図示した標

子（658bp）を増幅した．PCR には，TaKaRa PCR

本と極めて類似していた．しかし，COI 遺伝子の結

Thermal Cycler Dice（タカラバイオ株式会社, 滋賀）

果は岡山県真庭市神庭（神庭の滝）［図版 1－8］お

を 用 い ， PCR 酵 素 に は Speed STAR HS DNA

よび岡山県高梁市成羽町羽山［図版 1－9］で得られ

Polymerase（タカラバイオ株式会社, 滋賀）を使用し

たキセルガイモドキと大きな違いは見られなかった．

た．プライマーには，LCO1490 と HCO2198（Folmer

ヤセキセルガイモドキの分布特異性（岡山県）を考

et al., 1994）を用いた．反応条件は，94℃1 分の加熱

えると，本種は，キセルガイモドキ属のこの地方で

後，98℃5 秒/50℃15 秒/72℃10 秒を 30 サイクル，
72℃

の地域個体群から種分化してきた可能性が考えられ

5 分，または，94℃40 秒/46℃40 秒/72℃1 分を 5 サ

る．なお，東（1982）は，模式産地の岡山県高梁市

イクル，94℃40 秒/51℃40 秒/72℃１分を 35 サイク

成羽町以外にも，ヤセキセルガイモドキが新潟県糸

ル ， 72℃5 分 で 行 っ た ．PCR 産 物 は ExoSAP-IT

魚川市の標高 400m 内外の石灰岩地帯（明星山）に

（Affymetrix, CA）で精製した後，BigDye Terminator

棲息することを記しているが，肥後・後藤（1993）

v3.1Cycle Sequencing Kit（Applied Biosystems, CA）

が本種の分布域は岡山県のみとしている点を考慮す

を用いて蛍光ラベルし，Applied Biosystems 3500xL

ると，新潟県のヤセキセルガイモドキについては遺

Genetic Analyzer（Applied Biosystems, CA）により塩

伝子分析を含めた再検討が必要であろう．

基配列を決定した．

エゾキセルガイモドキは，キセルガイモドキより

証拠標本は，SDNCU（the Specimen Depository of

やや小型であることで区別される．岩手県宮古市崎

the Graduate School of Natural Sciences, Nagoya City

鍬ヶ崎のエゾキセルガイモドキ？［図版 2－52, 53］

University：名古屋市立大学大学院システム自然科学

も同様の殻形態を示したが，COI 遺伝子は，岡山県

研究科標本庫）に収蔵されている．塩基配列は，

高梁市成羽町羽山のヤセキセルガイモドキ［図版 2

BOLD（Barcode of Life Data Systems）に登録した（表

－50, 51］に最も近い結果となった．このように，

1）．

離れた地域間で類似した遺伝子塩基配列を持つ理由

分子系統樹は解析ソフト MEGA6（Tamura et al.,

については，偶然の可能性も考えられるため，分析

2013）を用いて，近隣結合法（Neighbor-Joining 法）

個体数を増やした再検討の必要性がある．

により作成した．また，遺伝子距離の算出は Kimura

ホソキセルガイモドキは，細長い蛹形のキセルガ
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表1．キセルガイモドキ属各種検討個体の情報
採集年月日

標本番号

BOLD登録番号

SDNCU標本番号

沖縄県国頭郡国頭村宜名真（茅打バンタ園地）

2011/3/3

1

ADB9000

A2311

愛知県豊橋市石巻町南山（石巻山）

2003/7/3

2

ADB7900

A2259

滋賀県東近江市九居瀬町（永源寺ダム）

2003/8/31

3

ADB7899

A2260

岐阜県揖斐郡池田町片山

2004/5/31

4

ADB8208

A2262

徳島県那賀郡那賀町高野

2004/6/15

5

ADB9085

A2264

徳島県阿南市加茂町（太龍寺山）

2004/6/16

6

ADB9085

A2265

徳島県阿南市加茂町（太龍寺山）

2004/6/16

7

ADB9085

A2266

岡山県真庭市神庭（神庭の滝）

2004/10/4

8

ADB8207

A2267

岡山県高梁市成羽町羽山

2004/10/5

9

ADB8207

A2268

広島県神石郡神石高原町相渡（帝釈峡）

2004/10/6

10

ADB9089

A2269

高知県高知市春野町弘岡中（荒倉神社）

2004/11/8

11

ADB9084

A2270

高知県高知市春野町弘岡中（荒倉神社）

2004/11/8

12

ADB9084

A2271

高知県香南市野市町兎田

2004/11/8

13

ADB9086

A2272

高知県香美市土佐山田町逆川（龍河洞）

2004/11/10

14

ADB9086

A2273

高知県香美市土佐山田町逆川（龍河洞）

2004/11/10

15

ADB9086

A2274

徳島県阿南市加茂町（太龍寺山）

2004/11/11

16

ADB9085

A2275

徳島県阿南市加茂町（太龍寺山）

2004/11/11

17

ADB9085

A2276

静岡県浜松市北区引佐町栃窪

2005/3/15

18

ADB9088

A2278

福井県大野市箱ヶ瀬（白馬洞）

2006/8/7

19

ADB7899

A2279

愛知県豊橋市石巻町南山（石巻山）

2007/6/8

20

ADB7900

A2280

静岡県静岡市清水区伊佐布（伊佐布北滝）

2007/10/17

21

ADB7989

A2281

静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝）

2007/10/18

22

ADB7990

A2282

静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝）

2007/10/18

23

ADB7990

A2283

三重県いなべ市藤原町大貝戸（藤原岳）

2009/5/21

24

ADB7899

A2285

三重県いなべ市藤原町大貝戸（藤原岳）

2009/7/16

25

ADB7899

A2287

静岡県静岡市清水区伊佐布（伊佐布北滝）

2009/10/2

26

ADB7989

A2288

福岡県北九州市小倉南区市丸（平尾台）

2010/6/29

27

ADB9087

A2289

福岡県北九州市小倉南区市丸（平尾台）

2010/6/29

28

ADB9087

A2290

大分県佐伯市本匠因尾（前高明神社）

2010/10/14

29

ADB7902

A2291

静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝）

2010/11/15

30

ADB7990

A2292

2011/2/7

31

ADB7901

A2293

和名
キカイキセルガイモドキ

キセルガイモドキ

採集地

和歌山県東牟婁郡古座川町川口（明神神社）

クリイロキセルガイモドキ

フトキセルガイモドキ

ホソキセルガイモドキ

ヤセキセルガイモドキ

エゾキセルガイモドキ？

和歌山県東牟婁郡古座川町川口（明神神社）

2011/2/7

32

ADB7901

A2294

新潟県五泉市小山田（菅名岳）

2005/7/2

33

ADB7471

A2304

34

ADB7472

A2305

新潟県五泉市小山田（菅名岳）

2005/7/2

岩手県北上市和賀町岩崎新田（夏油温泉）

2008/9/8

35

ADB7470

A2306

岩手県北上市和賀町岩崎新田（夏油温泉）

2008/9/8

36

ADB7470

A2307

岩手県八幡平市松尾寄木（八幡平）

2008/9/11

37

ADB8858

A2308

岐阜県揖斐郡池田町片山

2002/11/1

38

ADB7330

A2258

岐阜県揖斐郡池田町片山

2004/5/31

39

ADB7330

A2263

岐阜県揖斐郡池田町片山

2005/2/24

40

ADB7330

A2277

三重県いなべ市北勢町別名（藤原岳）

2009/5/20

41

ADB7331

A2284

三重県いなべ市北勢町別名（藤原岳）

2009/7/15

42

ADB7331

A2286

岐阜県揖斐郡大野町稲富（石山）

2011/11/9

43

ADB7332

A2295

岐阜県揖斐郡大野町稲富（石山）

2011/11/9

44

ADB7332

A2296

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬（石山）

2011/11/10

45

ADB7332

A2297

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬（石山）

2011/11/10

46

ADB7332

A2298

高知県室戸市室戸岬町（室戸岬）

2004/11/10

47

ADB7679

A2301

高知県室戸市室戸岬町（室戸岬）

2004/11/10

48

ADB7679

A2302

高知県室戸市室戸岬町（室戸岬）

2004/11/10

49

ADB7679

A2303

岡山県高梁市成羽町羽山

2004/10/5

50

ADB7101

A2299

岡山県高梁市成羽町羽山

2004/10/5

51

ADB7101

A2300

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎

2008/9/14

52

ADB8859

A2309

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎

2008/9/14

53

ADB8859

A2310
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図 1．キセルガイモドキ属各種のミトコンドリア COI 遺伝子における分子系統樹
分岐点の数字は結合の信頼度を表すブートストラップ確率（％）を示す．
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イモドキに比べてやや円錐形に近い蛹形，矮小，濃

クリイロキセルガイモドキは，太いタイプ［図版

色であることから殻形態により区別でき，高知県室

2－33］と細いタイプ［図版 2－34, 35, 36］の 2 タイ

戸市室戸岬町（室戸岬）のホソキセルガイモドキ［図

プがあり，新潟県五泉市小山田（菅名岳）
［図版 2－

版 2－47, 48, 49］も同様の殻形態を示した．なお，

34］と岩手県北上市和賀町岩崎新田（夏油温泉）
［図

大分県佐伯市本匠にもホソキセルガイモドキの確認

版 2－35, 36］の細いタイプについては，別産地でも

記録があり（浜田，2014），本研究に用いた大分県佐

COI 塩基配列が類似していた．一方，同産地でも，

伯市本匠因尾（前高明神社）のキセルガイモドキ［図

新潟県五泉市小山田（菅名岳）の太いタイプ［図版

版 2－29］もホソキセルガイモドキと中間的な特徴

2－33］と細いタイプ［図版 2－34］では塩基配列が

を示す部分が認められた．しかし，標準的なホソキ

かなり相違していた．

セルガイモドキ（殻長 20mm

殻径 6mm）より大型

なお，本研究に用いたクリイロキセルガイモドキ

のため，キセルガイモドキとして扱った．

（殻形態により同定されたクリイロキセルガイモド

キセルガイモドキは，キセルガイモドキ属の他種

キ）については，いずれも立ち木の樹上を匍匐する

に較べると，広域に分布しているが，本研究により，

個体をサンプリングしており，他の種類が主に倒木

遺伝的な種内多様性が大きいことが示された．図 1

下や礫下でサンプリングされたことを考慮すると，

に見られるように，COI 遺伝子塩基配列による分子

生態的な違いが種の違いをある程度反映していると

系統樹では，キセルガイモドキは，福井県，滋賀県，

思われる．

三重県が一つのクレードにまとまるが，概ね県別に
異なるクレードを形成しており，各クレードの枝が

まとめ

比較的長かった．これは陸貝の移動能力の乏しさに

キセルガイモドキ属各種は，岡山県真庭市神庭（神
庭の滝）［図版 1－8］および岡山県高梁市成羽町羽

由来すると考えられる．
ただし，和歌山県東牟婁郡古座川町川口（明神神

山［図版 1－9］のような例外を除いて，わずかな殻

社）［図版 2－31, 32］のキセルガイモドキは，枝が

形態の違いにより概ね分類・同定でき，ミトコンド

特に長く，これらの個体と他県のキセルガイモドキ

リア COI 領域の解析でもよく似た結果が示され，さ

との遺伝子塩基配列の違いは，キセルガイモドキ属

らに遺伝子の種内多様性（地域毎の多様性）が大き

内の種間変異よりも大きかった．さらには塩基配列

いことが示された．

を詳細に比較したところ，キセルガイモドキ属内で

COI 遺伝子の塩基配列分析により，キセルガイモ

は 188 箇所で塩基の多様性がみられ，和歌山県東牟

ドキ属各種は，ある時期に一斉に日本各地に分布を

婁郡古座川町川口（明神神社）の個体［図版 2－31,

拡げ，その後，各地にとどまって種分化した可能性

32］の COI 遺伝子のみに固有な箇所が 20 箇所存在

が示唆された．

することが明らかとなった．COI 遺伝子の塩基配列

殻形態の変化の大きなものは現在別種として扱わ

の分析結果は，この和歌山県のキセルガイモドキが

れており，殻形態に顕著な違いが認められない地域

隠蔽種である可能性を示唆している．

個体群はキセルガイモドキ，またはフトキセルガイ

フトキセルガイモドキは，地域毎に殻の太さ（殻

モドキとして一括りにされているが，COI 遺伝子塩

径）に顕著な違いが見られた．岐阜県揖斐郡池田町

基配列分析により，和歌山県東牟婁郡古座川町川口

片山のフトキセルガイモドキ［図版 2－38, 39, 40］

（明神神社）
［図版 2－31, 32］のキセルガイモドキ

は膨らみが極めて強く，東（1982）が図示したウゴ

が隠蔽種の可能性を示した．

キセルガイモドキ，ダイシキセルガイモドキや別属
のキカイキセルガイモドキに近い輪郭を呈する．一
方，岐阜県揖斐郡池田町片山以外のフトキセルガイ
モドキの輪郭は，キセルガイモドキと岐阜県揖斐郡
池田町片山［図版 2－38, 39, 40］のフトキセルガイ
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「保健室の先生をめざす会」における学生交流に関する一考察
―

仲間と育つ養成教育をめざして

―

A Study of the Meeting to Interact with the Course Students by
‘ The Group of Students Aiming to Become the Teacher of
the health room’
― For a Yogo Teacher Training Education to Grow up with
the Teammates of the Course ―

後藤多知子 ・ 中林

恭子 ・ 舘英津子 ・ 渡辺千津子

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Tachiko Goto・ Kyoko Nakabayashi ・ Etsuko Tachi・ Chizuko Watanabe
Division of Sciences、 Department of Human Sciences、 Aichi Mizuho College

キーワード：
Key words：

養護教諭養成教育
学生交流
保健室の先生をめざす会
Yogo teacher training education ,
interact with teammates
a group of students aiming to become the teacher of the health room

Abstract
The purpose of this study is to analyze the effect of an exchange meeting organized by ‘the
group of students aiming to become the teacher of the health room ’ on the students in the Yogo
teacher education course. The meeting was attended by all 58 Yogo course students of all grades
and intended to promote exchanges among them. Afterwards we conducted an anonymous
questionnaire survey in September 2015 and analyzed it. The survey result shows that the
meeting had a significant effect on a large number of students who participated. Most of all,
it helped them become aware of Yogo teachers’ philosophy and also of the importance of having
teammates, which are both valuable in the Yogo teacher training education. The result
suggests it is significant for the group to continue to have such meetings.
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Ⅰ

はじめに

1. 開催目的・意義

平成 20 年の教職員免許法施行規則改正により、教

⑴ 養護教諭志望学生の学年を超えた交流の促進

職に関する必修科目として「教職実践演習」が新設さ

・学生、コース教員が授業外の自由な雰囲気で一堂

れた。新規採用時に求められる資質能力を学生が修得

に会して交流し､互いの理解や信頼関係の構築に

できるように、卒業直前まで教育することが強化され

繋げる。

た。

⑵ 実習に関する理解の促進

ところで、養護教諭の養成大学は全国的に増加して

・4 年生の体験や本音の感想を聞き、実習や学校現

いる。中でも東海地区は全国で最も養成大学・短期大

場の理解、実習までに必要な準備活動の理解に繋

学が多い。学生募集の激戦地区として養成大学は特色

げる。

を明確にし「学生に選ばれる大学」をめざし「学生を

⑶ 学生同士が学年を超えて「養護教諭職」について考

どう育てるか」が問われている。

える機会となる。先輩や後輩の話から自身の職業適

本大学は１学科の小規模大学である。その特徴を強

性について考える機会となる。

みとし「１人１人の学生に親身に丁寧に支援し育て

⑷ 各学生の現時点での「養護観」の形成に繋がる。ま

る」ことが養護・保健コースの目標である。しかし、

た、現在の自分の「養護観」を認識する。

学生に対して過保護や過干渉な支援にならないように
留意している。学生自身が主体として「大学生活をい

2. 開催日時

かに送るか」「どうキャリアデザインしようと考えて

2015 年 9 月 15 日（13 時半～17 時）

いるか」が成長の鍵を握っていると考えている。
取組の１つとして、平成 22 年度から「保健室の先

3. 参加者

生をめざす会」（以下、「めざす会」）を、カリキュラ

・養護教諭志望学生の 1～4 年生の合計 58 名および

ム外で養護・保健コースとして実施している。教員側

コース教員 4 名

の意義としては、ポートフォリオ作成の一斉指導の機
会や、学習方法等の指導の機会としている。学生側の

4. プログラム

意義としては、養護教諭志望動機の明確化、コミュニ

1) 学生代表による開会のあいさつ

ケーション能力の向上、仲間作り、養護教諭としての

2) 教員代表のあいさつ

知識理解の向上である。学生は「めざす会」に１年生

3) 4 年生の実習発表（13 名）

次から参加することで養護教諭志望のモチベーション

・指導案、教材、写真、色紙等の実物の提示

向上を図り、同学年の学生同士が養護教諭の職務や現

4) グループ交流

状について話し合う機会となっている 1)。

・1 グループ 6～8 人。（学年、出身、養護実習学

これまで「めざす会」は主に学年毎に実施してきた

校種等を参考にグルーピング）

が、2015 年度は内１回を保健室の先生を目指す学生

・グループ毎に 4 年生リーダーにより進行。

の「コース交流会」として、1 年生から 4 年生までを

（大学生活に関する資料を配布し後輩に説明。

一堂に会して参加させ志望学生の交流の場とした。そ

4 年生は実習、授業、科目履修、教員採用試験

の評価を行い、課題を明確にし効果的な養成教育につ

対策、一般就職活動についてなどの質問を受

なげたい。

ける。）
・希望がある場合は、メールアドレスを交換。

Ⅱ「めざす会」における「コース交流会」の実施内

5) コース交流会に関するアンケートの記入

容（2015 年度）

6) 教員代表のあいさつ

本大学では養護実習を 4 年生前期に、保健科教員免

7) 4 年生代表の閉会のあいさつ

許状取得を併せて希望する学生は、3 年生後期に教育
実習を履修する。科目「実習事前事後指導」の中で、

5. その他

教育・養護実習報告会（保健体育教員志望学生と合

・4 年生の実行委員 6 名を中心にして、４年生全員

同）が実施されている。

で企画準備当日運営を行う。

「めざす会」の「コース交流会」においては養護教

・4 年生の実習での指導案を事前に印刷、冊子にし

諭志望の学生が全学年参加して、養護・保健実習報告

当日、参加者に配布。

を行い、学年を超えて交流した。 (写真 1,2)
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意義だったか」の質問項目に対し、全員が肯定する結
果であった。
「全くその通り」と回答した学生は約７割
であった。また「コースの学生同士の交流ができたか」
の質問項目では約８割が「全くその通り」と回答した。
「養護教諭をめざす意欲が高まったか」の質問項目で
は参加者の 85.4％が肯定する結果であった。「先輩に
聞きたいことがあるか（4 年生はこれまでに聞きたか
ったこと）」の質問項目に対しては、学生の 6 割が肯定
する回答であった。
「コース教員に聞きたいことがある
写真 1

養護・保健実習の報告の様子

か」の質問項目については、学生の 4 割が肯定する回
答であった。
各質問項目についてχ2 検定をした結果、有意な
（ｐ＜0.05 とする）学年間の回答の割合の差は認めら
れなかった。
図 1、図 2 は「実習報告会（コース交流会）の参加
は有意義だったか」の質問項目に対し、
「全くその通り」
と「まあその通り」と答えた学生の理由について、自
由記述回答結果をテキストマイニングした共起ネット
ワーク図である。図 1 より、コース交流会は 1～3 年生

写真 2

グループ毎の交流の様子

にとって、今後自分が経験する「実習」や「採用試験」、
「体験」の「話」、「意見」を「先輩」に「聞ける」会

Ⅲ「コース交流会」の評価

と言う意義があった。また「先輩」と「交流」し「知

（学生アンケート回答結果の分析）

り」、自分のことについて「考える」
、
「思う」場となっ
た。図 2 によれば、4 年生にとっては「いろいろ」な

1. 調査時期・対象・方法・倫理的配慮

「学年」の「学生」の「意見」や、同学年の「実習」

参加した学生 1～4 年生合計 58 名に対して無記名自

についての話を「聞けた」という意義があった。また

記式質問紙調査を行った。全員から回答を得た。回答

「学年」を超えた「交流」の場として意義があったこ

は中立的な「どちらでもない」という回答を除外し、

とが分かった。

4「全くその通り」、3「まあその通り」
、2「あまりそう

図 3 は、
「養護教諭をめざす意欲が強くなったか」の

ではない」、1「全くそうではない」の 4 件法の選択式

質問項目に対して、
「全くその通り」と「まあその通り」

とした。また回答理由を自由記述とした。

とした理由について、学生が自由記述した文章をカテ

倫理的配慮として、回答内容を本研究以外の用途に

ゴリ－化した結果である。カテゴリーの抽出はコース

は使用せず個人データとしての漏出はないこと、回答

教員４名で相談しながら行った。また、１人につき１

は自由であり無記入でも不利益を被らないこと等を口

つのカテゴリーになるように相談しながら主と読み取

頭で説明した。

れる理由のカテゴリーに学生を分類した。

2. 分析方法

で 1～3 年生で最も多かったのが「4 年生の姿に触発さ

その結果、「養護教諭への志望意欲が高まった理由」
統計パッケージ SPSS for Windows ver.17 および計

れた」であった。次に多かったのが「養護教諭のやり

量テキスト分析ツール KH Coder を用いた。

がいの認識」であった。また、めざす上での「悩みや

KH Coder は、計量テキスト分析やテキストマイニン

不安の軽減」や、大学生活の「これまでの振り返り」

グのためのソフトウェアで、質問紙調査における自由

ができたことや、4 年生の話から「実習の達成感を認

記述回答やインタビュー記録などの日本語テキスト型

識」し、自分がめざす意欲に繋がっていた。4 年生に

データを計量的に分析するために使用されている。計

ついては、6 名のうち 4 名はこれまで一緒に活動して

量テキスト分析とは、文字データを数値化しデータを

きた「仲間の存在の再認識」が意欲の強化に繋がって

整理、分析、理解する手法である。

いた。また、参加が「養護教諭をめざす意志決定」や
「養護教諭職のやりがいの認識」に繋がっていた。

3. 回答結果

具体的な学生の自由記述は、表 2 に一部まとめた。

表 1 より、
「実習報告会（コース交流会）の参加は有

「意欲が強くならなかった学生の理由」として 8 名の
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自由記述を表 2 に示した。理由として、1～3 年生は、

階の「養護教諭アイデンティティ」の構築や、さらに

養護教諭か一般就職かで余計に迷ったり、4 年生は「他

は「カレッジアイデンティティ」
（大学の個性化）の形

にやりたい職業がある」、「就活しているから」と記述

成や「コース文化」の形成に繋がるだろう。
「コース交

していた。

流会」の実施の継続が課題である。

表 3 は「先輩やコース教員に聞きたいことがある」

全学年の学生とコース教員が一堂に会する時間設定

と回答した学生の自由記述内容をカテゴリー化した結

が大変難しい。今回は夏季休業中に設定したため、自

果である。先輩に聞きたいこととして、多かったのは

宅に帰省していた遠方出身の学生が参加しなかった。

「大学生活」と「実習」についてであった。次いで「自

学生が参加しやすい時期を考慮し、年に複数回実施す

治体別教員採用試験対策」、「一般就職」についてであ

ることが効果的であろう。

った。コース教員に聞きたいことは「自治体別教員採

4 年生の一部の学生の「養護教諭職」へのモチベー

用試験対策」が最も多く、次いで「学校現場の経験、

ション持続も課題である。教員採用試験の 1 次試験結

教員としての指導方法」、「勉強方法」であった。

果後に一般就職活動を行っている学生もいる。養護教
諭の就職を希望している学生も、卒業後に就職ができ

4. 考察・まとめ

るかどうか不安を募らせている。コース教員として、

「コース交流会」は、開催目的・意義を確信できた。

個別の不安を受け止め、免許状取得へのモチベーショ

大多数の学生にとって有意義であったことが分かった。

ン維持と向上に繋がる教育活動の工夫が必要である。
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や考え方が学生に影響を与えていた。仲間の言葉は心
を揺さぶり、これまでの生活を振り返ったり、今後に
ついて考える機会となっていた。一般就職に進路変更
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図１

実習報告会が有意義な理由についての共起ネットワーク（１～３年生、回答者ｎ＝４５）

学生

｢他学年の意見が聞け、勉強になった｣

｢他の４年生の実習報告を聞いて、同じ悩み

「他学年の学生と本音で話し合うことがで

があったことなど共感できた｣

きた」

「４年生同士でも意見交換の機会になった」

「下級生の不安な気持ちを聞くことができ
た」
意見
聞ける

学年
いろいろ

実習

「養護教諭をめざす気持ちが高まった」
｢自分の就職活動の体験が参考にしてもら
えたと思う｣

聞く
交流

図２

実習報告会が有意義な理由についての共起ネットワーク
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養護教諭志望学生が進路を変更するプロセスについて
中林

恭子・後藤多知子・舘英津子・渡辺千津子
愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Kyoko Nakabayashi ・Tachiko Gotow・ Etsuko Tachi・Chizuko Watanabe
Division of Sciences、 Department of Human Sciences、 Aichi Mizuho College

Abstract
This study examines the adjustment process of students in yougo-teacher program who decide not to pursue
the career.

Based on interviews with three such students, we analyzed their adjustment process to their

career goal change on seven dimensions: ①commitment to becoming a yougo teacher; ②facing trouble; ③
reaching a limit; ④resignation; ⑤decision on course change; ⑥grope for a new career course; and, ⑦
decision on a new course. We can regard this process as confirmation and re-establishment of their identity
as university students. In addition, the course change is found to have brought out an affirmative result in
students’ minds and thus can be considered a means of coping with stress.

Faculty assistance is needed in

leading students determine their career path based on their own will.

Key word：yougo－teacher,

career goal change, dentity

はじめに

談相手として、友人に次いでチューターや就職指導室

児童生徒の心身の健康問題が多様化、深刻化し、そ

等の教員が選択される傾向が見られた１）。このことか

の解決が学校にも求められようになった。文部科学省

らも、教員による援助の重要性が示唆される。しかし、

は平成 21 年に学校保健安全法の一部改訂を行い、養

実際に担当教員として進路変更に悩む養護教諭志望学

護教諭を学校内で心身の健康に関して児童生徒の指導、

生にどのように関わればよいのか、どのような援助が

保護者への助言を行う中心的存在として位置づけた。

可能なのか戸惑うことがある。学生にとっては一生の

養護教諭の活躍の場が、広がることによって、養護教

問題でもあり、慎重な対応が求められる、

諭に憧れたり、その仕事に魅力を感じたりして、養護

大学生の進路変更については、山崎の最初に「なり

教諭を目指す学生も増加していると考えられる。また、

たいもの」を選択してから卒業時に最終的に進路選択

学生、保護者の“手に職をつけたい”という資格取得

を行うまでの過程に関する研究２）、安藤の短大生の

の意欲が高まっており、その中で養護教諭免許を志望

進路変更が就職の動機づけに与える影響についての研

する傾向も見られる。

究３）等がある。教員を目指す学生の進路変更に関し

本学では平成 15 年に教職課程の認定を受け、養護

ては、諸川等の初等教育学専攻の短大生の進路変更の

教諭免許状を取得できるようなり、300 名以上の免許

契機に関する研究４）、森下の教育実習生の教職を

取得者を送り出してきた。しかし、養護教諭を目指し

「目指すプロセス」と「諦めるプロセス」に関する研

て入学した学生の中には、さまざまな理由で免許状取

究５）等がある。また、大谷等が養護教諭志望学生の

得を断念したり、進路変更をした学生もいる。そのよ

養護教諭志向に関する研究では在学中の志向の変更が

うな学生を卒業へと指導していくことも、養護・保健

研究している。６）質問紙による統計的な研究がほと

コースの専任教員、教職担当教員（以下担当教員）や

んどであり、質的な研究は十分行われていない。ま

大学の責務であると考える。

た、養護教諭を志望する学生の進路変更についての研
究も行われていない。

進路変更に関して学生が悩んだり、迷ったりする時
に、担当教員の援助が必要であろう。本学の学生の援

進路変更をする学生を有効に援助するためには、学

助要請行動の調査によれば、
「履修・進路」の悩みの相

生が進路変更に至るプロセスを把握することが不可欠
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である。本研究では、学生へのインタビューを通して、

有無、④相談した人は相談相手、⑤相談しなかった人

そのプロセスを検討する。進路変更のプロセスを分析

はその理由、⑥進路変更を決意した時期、⑦進路変更

すること自体に意義があるし、実践的にも有意義であ

を決意した理由、⑧進路変更に関する家族の意見

ると考える。
（４）進路変更後
１

研究の目的

①進路変更後の気持ち、②大学生活の変化の有無

本研究では、学生が養護教諭を志望してから、進路

➂友人関係の変化、④養護教諭イメージの変化、⑤大

変更へと至る過程についてインタビューを行い、その

学生活の満足度

過程を分析することを目的としている。また、その過
程で教員がどのように援助することが効果的であるか

（５）新たな進路

考察する。

①新たな進路の有無、②ある人はその進路を選んだ
時期、➂その進路を選んだ理由、④ない人は進路での

２

研究方法

悩み、⑤今後どのように進路を考えていくか。

インタビュー対象と手続き
調査は養護教諭の志望を変更した本学の学生の中か

４

ら、インタビュー調査を承諾した学生を対象とした。

結果

（１）志望動機
養護教諭になりたいと思った時期は、高校 1 年～３

３名（以下、A、B、C で表記）の学生は、全員３年生
の女性である。

年であり、3 名とも高校生の時期に進路を決定してい

筆頭研究者が協力者に本研究の趣旨について確認書

る。A とＣは他に進路を考えており、それぞれ「養護

を用いて説明し、協力の了解を得た。また、協力者に

教諭以外の教員」「パティシエ」を挙げている。

はインタビューへの拒否権があること、拒否をしても

きっかけについては、Ｂ，Ｃは「中学、高校時代に

不利にならないこと、プライバシーの保護を約束し、

養護教諭に悩みの相談に乗ってもらい、養護教諭に憧

書面による同意書に署名してもらったうえでインタビ

れた」と述べている。
「高校時代が楽しかったので、先

ューを実施した。

生になって母校に戻りたかった」というＡも、
「小、中
学生の時に養護教諭に相談に乗ってもらったこと」を

３

インタビューの構成

挙げている。

インタビューは筆頭研究者が、大学の研究室の学生

保健室の利用状況は、「小、中学校」、「高等学校」、

指導用のスペースを使用して、1 対１で約 40 分の面接

「中、高等学校」と時期は異なるが、良く利用した時

を行った。インタビューの内容は下記の通りである。

期が見られた。きっかけでも述べたが、
「悩み、進路の

また、インタビューは半構成的面接方法で行った。内

相談」のよる利用であり、３名とも身体の不調による

容によっては、関連する事項についても話を聞いた。

利用はほとんどなかったと言う。
入学前の養護教諭のイメージについて、Ａは「相談

インタビューを行ったのは、進路変更後、1 年未満の

しやすい先生」、Ｃは「受け入れてくれる力がすごく

時期である。

大きな存在」と、メンタル面でのケアを中心に養護教
諭の「健康相談活動」に重きをおいている。養護教諭

（１）志望動機
①養護教諭になりたいと思った時期、②きっかけ、

に相談したという体験を通して形成されたイメージだ

➂小、中、高等学校での保健室利用状況、④大学入学

からであろう。一方、Ｂは「悩んでいる子の対応、相

前の養護教諭のイメージ、⑤養護教諭を目指すことに

談。体調不良の子のケア」と心身両面のケアについて

対する家族の意見。

イメージしている。
家族は３名とも養護教諭になることに賛成して応援
したくれたと言う。ただ、Ａは「母親に看護師を勧め

（２）大学生活

られた」と述べている。

①大学生活について（授業、教員・友人関係、大学
生活の満足度）、②大学以外の活動（アルバイト、ボラ

（２）大学生活

ンティア、他の活動）➂養護教諭に関する授業につい

大学生活について、Ａは「高校時代が楽しすぎたの

て、興味の有無、養護教諭のイメージの変化。

で、大学はあまり楽しくない」、Ｂは「高校と大学で
はギャップがあり、大変だった」、Ｃは「1人暮らし

（３）進路変更

に慣れるまでが大変だったし、ホームシックになっ

①悩むようになった時期、②悩んだ理由、➂相談の
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た」と否定的な傾向が語られた。

では話すことができたと、３名とも述べている。

大学以外の活動では、３名ともアルバイトを行った
り、ボランティア活動に参加したりして、充実した

（５）進路変更の決断

日々を送っていたと述べている。

決意をした時期についてＡは「２年の終わり」、Ｂ

講義に関しては、Ａは「養護の授業は楽しかった

は「２年の春休み」、Ｃは「３年の開始前」と述べて

が、看護系の授業が難しく、実技もできなかった」、

おり、３年生になる前には進路変更を決断している。

Ｂは「看護の授業はおもしろかったが、養護の授業、

その理由について、Ａは「厳しくなったので、自分

実技とも想像以上に大変だった」、Ｃは「授業は楽し

で決めた。いっぱい、いっぱいで、ついていくのに死

かった。やりがいもあった。ただ、やることが多すぎ

にそうだった。寝ないでやらないとついていけなかっ

て大変だった」と言う。興味のある授業はあったよう

た」、Ｂは「無理だと思った。大学に行けなくなるので

だが、３名とも異口同音に授業、実技の大変さを述べ

はと不安だった。自分で決断した」、Ｃは「親はできる

ている。

から頑張りなと言っていた。その言葉を信じて頑張っ
てきた。でも、自分の頑張りは限界ではないかと思っ

（３）進路変更の悩み

た。いっぱい、いっぱいだった。自分は精神的に弱い

進路変更で悩んだ時期は、Ａは「１年の終わりから

ところがあるので、教師になったら、ストレスに耐え

２年の初め」、Ｂは「２年の初め頃」、Ｃは「２年の

られるかとか考えた。母親に電話をし、ストレスへの

終わり」と３名とも２年生の時に悩むようになったと

不安とか話した。母は『はっきり言える人でないと先

述べている。

生にはなれないかな』と言ってくれたので、納得でき

悩んだ理由としてＡは「ボランティア活動を始めて

た」とそれぞれ理由を述べている。

子どもと接したが、仕事となると重いと感じた。命の

ＡとＢは自分で決断したが、Ｃは「半分、自分で解

重さというか。責任がとれない。私にはできないと思

決し、半分は親に解決してもらった。1 人で結論を出

った。また、授業も難しくなり、自信をなくした」と

すと間違うかもしれないので」と述べ、親に背中を押

述べている。養護教諭としての職責に耐えられないと

してもらったようである。

感じたようだ。

家族の反応としては、Ａは「始めは良い顔をしなか

Ｃは「本当に養護教諭になれるのかという不安があ

ったが、結局、自分のことだから、自分で決めなさい

った。子どもと関わる上で自分自身に足りないものが

と言われた。大学で何か 1 つは資格を取るように言わ

ある。教えることの難しさを痛感し、教師に向いてい

れた」、Ｂは「母は悔いがなければいいじゃないと言っ

ないのはないかと思うようになった。なぜ、養護教諭

た。父が免許だけでもと言ってうるさかった。まだ、

かと言われると、答えられない」と述べている。自分

引きずっている。時々、不機嫌になる」、Ｃは「不安な

の適性について悩んだようだ。

ことを話したら、辞める方へ背中を押してくれた」と

Ｂは「毎日、大変で気持ちが揺れていた。これが続

述べている。Ｂの父親以外の家族は、進路変更を受け

いたら、大学を辞めることになると思った。自分を追

入れて認めてくれている。

い詰めていたかもしれない。ただ、2年間でやり切っ
た感じがして、いいやと思った」と述べている。

（６）進路変更後
進路変更後について、Ａは「時間に余裕ができた。

（４）相談相手

楽になった」、B は「軽くなった。背負っていたものが

３名とも他者に相談しており、1人で悩んだり、抱

こんなに重かったのかと思った。自分で自分を追い込

え込むことはなかった。相談相手としては３名とも

んでいた気がする。ほっとした。あのまま続けていた

「友人」を揚げ、それぞれが「学生相談の先生」「チ

ら、大学をやめてたかもしれない」、Ｃは「気持ちに余

ューター」「親」にも相談している。

裕ができた」とそれぞれゆとりができて安堵したよう

担当教員に自発的に相談することには躊躇したよう

であり、気持ちが楽になったと述べている。

だ。その理由としては、Ａは「養護の先生はすごいの

大学生活について、A は「ボランティア活動をして

で、近寄りがたかった」、Ｃは「（複数の教員がいる

充実している」、Ｃは「授業も減って生活もだらっとし

ので）誰に相談すれば良いか分からなかった。自分の

ている。のんびりしている。バイトが充実している。

言葉で話すのが苦手なので、話すことが怖かった」と

バイト先でいろいろな子どもと遊ぶのが楽しい」と述

述べている。Ｂは「なぜだろう」と述べるにとどま

べ、それぞれ別の道で大学生活を楽しんでいる。Ｂは

り、理由は明かさなかった。

「授業が減ったので、大学にあまり来なくなった。家
にいることが多い。バイトはしている。何をしたら良

自発的に相談はしなかったが、教員が設定した面接
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いか分からない。何もしないうちに過ぎていく」と戸
惑いを述べている。
今までともに養護教諭を目指してきた友人との関係
については、Ａは「授業が違うので、会わなくなった。

目標へのコミ
ットメント
（傾倒）

悩み

限界

諦め

進路変更の決
断

新たな進路の
模索

しかし、会えば、しゃべる。もともと、そんなに近い
わけではない。変わらない」、Ｂは「養護の子と合わな
くなった。仲の良い子も辞めたので、友人関係は変わ
っていない」、Ｃは「心理の授業を取るようになり、心
理の子と話すようになった。養護の子とは前から仲が
良かった子は話すが、話すことがなくなった」と述べ
ている。基本的な友人関係は続いているものの、会う
機会が減り、目指す方向性が異なってきたため、仲間
意識は薄らいでいるようだ。
養護教諭を志望しなくなっても、養護教諭のイメー
ジは、３名とも変わらないと言う。また、大学生活の
満足度は変化がないと言うが、アルバイトやボランテ

新たな進路の
決定

ィア活動等大学以外の生活の充実度が影響しているよ
うだ。
（７）新たな進路について

図１

進路変更のプロセス

３名とも新たな進路を模索中のようである。A は「保
育士の勉強はしている。来年の４月に試験を受ける。

（１）目標へのコミットメント（傾倒）

今まで学んだことがすべて生きている。医療事務の資

大学入学時から２年間、３名とも養護教諭を目指し

格も取るつもり。辞める時、お母さんが大学でひとつ

て努力をしており、目標へコミットメント（傾倒）し

は資格を取って欲しいと言ったから」と述べている。

ていたと考えられる。Ｃが「進路変更前は一直線しか

資格取得に意欲的ではあるが、どちらを選択するかは

見ていなかった。迷いを捨てていた」と言うように、

決めかねている。

迷うことなく、養護教諭を目指していた時期があった

B は「一応、就きたい職業の資格があって、資格は

と考えられる。

取った。ただ、これで良いのかなと思う。他にもある

Marcia,J.E.のアイデンティティ・ステイタスの研究

のではないかと。就職課でバイトをやってみたらと言

によれば、目標にコミットメントしているのは、いく

われている。これで決めていいのかなと思う」と進路

つかの可能性を吟味し、自分自身で解決に達して、そ

を模索していることを語った。

れに基づいて行動しているアイデンティティ達成型と

Ｃは「子どもと関わる仕事がしたい。障害のある人

親の目標を迷わずに受けいれて自分の目標とし、危機

の支援もできるようになりたい。どうしようかは悩む。

を経験していない早期完了型である７）。本学の養護教

アルバイトにするか正社員になるか。保育士の資格を

諭志望の学生に関する研究で、小、中学生で進路を決

取ろうか」と進路に悩んでいることを語った。しかし、

定し、自らの能力、適性を十分吟味したり、危機を経

「前は一直線しか見ていなかった。迷いを捨てていた。

験することなく志望通り大学に入学した早期完了型の

今は迷いがある。迷う余裕ができた」と迷うことの肯

学生が多いことを示した８）。それに対して、３名は進

定的な面を述べている。

路を高校生の時に決定しているし、ＡとＣは他の進路
も吟味している。ある程度、進路について考えたり、

５

悩んだりしたことが伺える。その危機を経て養護教諭

考察

志望にコミットメントしているアイデンティティ達成

３名のインタビューから、進路変更のプロセスは①

型だったと考えられる。

目標へのコミットメント（傾倒）、②悩み、③限界、
④諦め、⑤進路変更の決断、⑥新たな進路の模索、⑦

（２）悩み

新たな進路の決定と考えられる。ただ、３名とも新た
な進路決定には至っていない状況にあるので、ここで

３名ともに共通していた悩みは、養護教諭になるた

は、進路変更の模索までについてアイデンティティの

めの過程が困難な道のりであるという点にあった。養

側面と適応性の側面から検討したい。

護教諭は学校現場で心身両面からのアプローチができ
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る存在である。そのためには、精神面、身体面の両方

った」という達成感さえ述べている。

に関して学ばなければならない。また、救急処置、健

限界を考える上で、菅沼の〈諦めたきっかけ〉の分

康診断を実施するためには、実技の練習も必要とな

類が有効である。菅沼は「失敗可能性の認識」、「達成

る。３名が「大変だった」と言うように多くの課題に

困難の認識」、「実現不可能の認識」と分類している。

取り組まなければならない。

「失敗可能性の認識」は今後努力を続けても当該の目

また、Ａはボランティア活動を通して、子どもの命

標の達成に失敗する可能性があることの認識、「達成

を任せられる責任の重さに気づき、自分には無理だと

困難の認識」は現状では当該の目標の達成が困難であ

感じている。Ｃはアルバイトを通して、子どもと関わ

るとの認識、「実現不可能の認識」は自分の努力とは

る上で自分自身に足りないものがあることに気づき、

関係なく、当該の目標の実現が絶対不可能であるとい

さらに教えることの難しさを痛感したことから、教師

う認識である。この３概念は時間的経過と目標達成・

に向いていないのはないかと考えるようになった。

実現困難度の認識が伴うと言う９）。限界は「実現不可

養護教諭の職務について学んだり、子どもと接する

能の認識」を得たと捉えることができる。そこに至る

中で、Ａは養護教諭の仕事との困難さに直面し、Ｃは

過程は、３名は「失敗可能性の認識」、「達成困難の認

自らの適性に直面し、アイデンティティが揺らいだと

識」を経て実現不能の認識に至ったと考えられる。

考えられる。Ｂはアイデンティティの揺らぎについて

努力をしても目標に達することが不可能であるとい

は明確に述べていないが、「揺れている時期は辛かっ

う限界を感じることは、どのように対処して良いか分

た」と揺らぎがあったことは述べている。

からなくなっていると捉えることができる。浅野は，

高校時代に進路を決定し、一見、アイデンティティ

わりきり志向尺度の因子として「わりきりの有効性認

を確立しているように見えるが、大学での学びや大学

知」と「対処の限界性認知」を抽出し、前者は抑うつ

内外の経験を積んだりする中で、再度、養護教諭とは

を阻害し，人生における満足感を高めるが後者は、葛

何かという問いや自分の適性、志望動機等に直面した

藤状態の維持による抑うつ症状の長期化や人生におけ

と考えられる。その中でアイデンティティが揺らぎ、

る満足感の低下といったネガティブな心理的影響を及

危機に陥ったと捉えることができる。

ぼす可能性があると述べている10）。３名が限界を感
じた時、Ａは「自信をなくした」、Ｂは「揺れている

３名の志望理由を吟味すると、Ａは「楽しかった母
校の教員になりたい」、Ｂ，Ｃは「相談に乗ってもら

時期は本当に辛かった」、Ｃは「養護教諭になれるの

った養護教諭に憧れて、その先生のようになりたい」

かと思うと、一気に不安になった」と述べている。こ

という思いが語られている。中学、高校時代の居心地

のことから、ネガティブな感情を抱いていたと考えら

の良い場所への回帰が大きな理由として挙がってお

れる。

り、自分が養護教諭に向いているか否かという検討は

そのような状況の中で３名は友人には相談し、Ａは

なされていない。Ｃは母親に養護教諭に向いていると

チューター、Ｂは学生相談の先生、Ｃは母親に相談し

言われているが、自分では考えていない。

ている。しかし、担当教員に自発的に相談できなかっ
たと述べている。

確かに、高校生の時期に適性を考えて進路を決定さ
せることは困難なことは確かである。大学入学後の学

学生の援助要請行動に関する研究では、悩みがあっ

びの中で再度、自分と直面し、適性や志望について考

ても相談しない学生の特徴として相談への抵抗感，自

えることが求められであろう。つまり、アイデンティ

尊感情の低さが関連していることが示唆された。自尊

ティの再確認が必要であり、時にはアイデンティティ

感情の低い人は自己評価を守ることに力を注ぐ。その

の再確立が必要になると言える。

ため、「相談すると、相手から見下されるのではない
か。相手に見下されたショックで傷つくのが怖い」と
いう恐れから回避的行動を取ることがある11）。３名

（３）限界
限界を感じることは、それまでに精一杯努力を重ね

は養護教諭志望学生としての評価下がることやそれに

てきたという経験が前提となるだろう。３名とも異口

よって傷つくことを恐れて担当教員への相談を避けた

同音に養護教諭になることの限界を語っている。Ａは

のではないだろうか。限界を感じながらも、養護教諭

「いっぱい、いっぱいで、ついていくのに死にそうだ

になりたいという思いがあり、担当教員に認められた

った。寝ないでやらないとついていけなかった」、B

いという気持ちや養護教諭を目指す他の学生と比較さ

は「想像以上に大変だった。ついては行けたけど。2

れて見下されるのではないかという懸念を抱いていた

年後期に無理だと思った」、Ｃは「自分の頑張りは限

と考えられる。

界ではないかと思った」と述べている。努力しなけれ
ば、限界を感じることはないであろう。Ｂは「やり切
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の」を考えた時期から大学へ入学するまでの時期が最
実現不能
の認識
達成困難
の認識

失敗可能性

低

の認識

目標達成・実現困難度の認識

高

も高く、次いで専門課程に進学してから、就職活動大
学院進学準備等を始めるまで（大学２年後期〜大学３
年２月）の時期が高い結果になったと言う。前者は入
学した大学、学部により、新たな志望を見出したり、
視野が広がり別の志望を見出した結果ととらえ、後者
の理由として希望する学科に行けなかったことや、専
門課程での生活が自分の期待していたものとは違って
いたことをあげて、今までの選択を放棄して別の志望
を選択する者が多いことを示した13）。
本学の教職課程では２年生から本格的に養護の専門
科目や教職の科目を学ぶようになる。３名も専門的な

時間軸
図２

勉強をする中で進路変更を考えるようになったのであ

諦めたきっかけによる概念間関係図

ろう。また、養護実習は４年時に実施されるが、３年

（菅沼2013）

生の時期に実習校の決定が求められるし、臨床実習が
実施される。森下は教育実習を体験した学生が教職を

（４）諦め

諦めるプロセスについて言及している14）。学生にと

目標を断念することは目標を諦めることである。目
標を達成するように努力することは肯定的に評価され

っては、実習を通して教員の職務の実際を体験した上

るが、目標を諦めることは、否定的に評価される傾向

で、自分の教員としての資質を確認して教員への志望

がある。３名も現実には目標を諦めているが、「養護

動機を確固たるものにすることが望ましいと考えられ

教諭になることを諦めた」という表現は一切しなかっ

る。しかし、教育委員会は「教員となる明確な意志を

たが、このような心理が働き、諦めたことを認めたく

有していること」を実習の要件としている。現状では

なかったからではないだろうか。

３年生の時点で教員になる意志の有無が問われること
になる。そのため、この時点で進路を変更する学生が

しかし、目標達成が不可能な場合、見果てぬ夢を追

出現する傾向にある。

い続けたり、無謀な挑戦を繰り返したりすることは、
肯定的とは言えないだろう。このような場合、諦める

決断を下すことは、自らの責任を伴うことになり、

ことは精神的健康を保つための一つの方略と考えられ

勇気のいる行為である。しかし、アイデンティティの

る。Wrosch等は、目標達成が不可能な場合、目標を諦

獲得のためには、何らかの決断を下さなければならな

めることによって失敗をくり返さない、心理的苦痛を

い。決断を下す責任を回避したり、先延ばしにしたり

和らげるという利点があるとしている。さらに、目標

すると、アイデンティティ拡散の事態に陥ることもあ

の断念（goal disengagement）と、目標への再挑戦

る15）。Ａ、Ｂは自ら決断し、Ｃは親の後ろ盾を得て

（goal reengagement）が適応的な自己制御において

はいるが、自ら決断している。決断することで、３名

重要であると主張している12）。

ともアイデンティティの危機に陥らずに次のステップ

一方、目標達成が不可能な場合も、目標断念が否定

へと進むことができたと考えられる。

的に働くことがあるという研究結果もある。竹中は、

決断後、３名は養護教諭へのコミットメントを辞め

目標断念は主観的幸福感の低さに関連することを指摘

て養護教諭になるための努力をしなくなった。その結

している13）。このように、諦めに関しては肯定的、

果、時間的、精神的なゆとりを得て「気持ちが楽にな

否定的側面が見いだされている。適応や精神的な健康

る」体験をしていた。目標を諦めて変更することで、

等肯定的な面が生じるかどうかは、Wrosch等が指摘す

ストレスや心理的苦痛から解放されたと考えられる。

るように、目標への再挑戦ができるかどうかにかかわ

また、時間的余裕により「迷う余裕」ができたこと

るのではないだろうか。このことに関しては、後述す

は、モラトリアムの時期を得たと考えることができ

る。

る。自分自身を見つめて、将来について考えるモラト
リアムの時期が、アイデンティティの確立のためには

（５）進路変更の決断

必要である。

紆余曲折を経て、３名は養護教諭を志望することを

大学生活の満足度は変化がなく、進路の変更により、

辞める決断をした。その時期は２年生の後期から３年

友人関係には多少の影響があったようだが、問題視し

生の開始前までである。山崎の大学生の進路変更に関

ていない。さらに、アルバイトやボランティア活動等

する研究によれば、進路変更の出現度は「なりたいも

大学以外の生活も充実しているようだ。
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（６）新たな進路の模索

添いながら、学生が自己決定できるよう援助をするこ

進路変更をした場合、新たな目標が見いだせない

とが必要である。特に自発的な援助要請行動を取るこ

と、心身の健康に影響が見られる。田中は目標をあき

とが難しいため、面接を設定して学生の話を聴くこと

らめなければならない事態になった場合、新たな目標

が求められるだろう。現在もこのような支援を行って

を設定できると考える方が、主観的幸福感が高いこと

いるが、今回の研究から学生が悩む時期、進路変更を

を示唆している16）。また、安藤は保育科で進路変更

考える時期が２年生であることが明確になったので、

をした短大生は保育職以外の進路を積極的に選択する

介入が必要な時期に効果的に面接を設定することが可

というよりも、何らかの理由で保育職を断念した結果

能になった。

として他の進路を希望するという傾向にある。そのた

また、適応の面から考えると、諦める過程を支え、

め、就職に対して動機づけられず、無力状態に陥って

目標への再挑戦、再設定への援助が重要となる。新た

しまう傾向にあると言う17）。

な進路決定に向けて、情報の提供やキャリア指導室と

３名の学生は新たな進路を模索中で、進路を決定し

の連携が必要である。

てはいないが、無力状態とは考えられなかった。新た

今回のインタビューの協力者は質問に対して真摯に

な進路として、Ａ、Ｃは「子どもに関われる仕事」を

答えてくれた。今までのインタビュアーとの信頼関係

考え、そのための資格取得に向けて動いている。Ｂは

があったからであろう。しかし、インタビュアーが担

医療関係の資格を取得している。新たな進路の方向性

当教員であったために、配慮した面があった可能性も

は養護教諭に関連があるものである。進路を変更して

否めない。研究のためには第３者によるインタビュー

も、養護教諭のイメージは変化しておらず、肯定的な

が必要かもしれない。

イメージを保っている。このことは、養護教諭を否定

また、目標へのコミットメントし、努力をしていた

したり、拒否している訳ではないことを示している。

が、学生の中にはコミットメントできなかったり、努

関連性のある職種を志向していることも養護教諭志向

力を怠ったりする者もいる。その場合、目標を放棄す

性を保っているからと考えられる。また、新しい進路

るという形での進路変更になる可能性が高く、無気力

に関して「今までの学んだことを生かすことができ

に陥ったり、退学に至ることもある。そのような学生

る」と述べている。このように、養護教諭を目指す選

の進路変更のプロセスや支援に関する研究が今後の課

択をして学んだことを肯定的にとらえられることも、

題である。

心理的安定につながっているのではないだろうか。
まだ、進路が確定していない段階であり、不安も抱

謝辞

いているようであるが、新たな目標を目指す動機づけ

本研究は３名の学生の真摯な質問応答を得て遂行さ

はなされていると考えられる。単に目標を断念したの

れた。本テーマについて理解し、インタビューに快く

ではなく、新たな目標を再設定できたととらえること

応じてくれた学生に著者一同深謝するものである。

ができる。
３名とも進路変更後の方が、表情が明るくなり、生
き生きとして楽しそうな様子である。インタビュー時
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幼児期における楽器活動の可能性
～年長児の楽器・音具を使った自由な遊び場面での観察から～

永津利衣
愛知みずほ大学短期大学部

Rie Nagatsu
Aichi Mizuho Jr. College
キーワード：楽器、年長児、リズム、音楽的関わり

Abstract
The section “Expressions” in the Japan’s Kindergarten curriculum guideline requires the provision of an
area where free use of simple musical instruments is available for the children, thereby children become
familiar with music. The use of musical instruments allows for a variety of educational possibilities, however
it’s noisy, and also it’s often pointed out that teaching to play a musical instrument is to pursue skills and
levels of performance rather than children’s own expression. This study aimed examines how kindergarten
children in 5-year class create sound, rhythm, as seeds of music, and how make musical relation with others
in their free-use of simple musical instruments on children if no instruction is given. We observed three
groups of 5 to 6 kindergarteners, who had just begun to practice marching. They were asked to play freely
for 15 minutes in a room equipped with musical instruments and sound-making toys. Some children
spontaneously created and improvised simple rhythms, and some others made "unity" more naturally even
in a random barrage with childrenʼs inherent ability to create music. Children need to notice and receive
sound in order to start a musical relation with others. So, the energetic rhythm and feedback as defined
musical frame from an adult inspired children into rhythm and made them more active. The result shows
that 5-year children is in the stage of forming musical unity from primitive expressions in such free use of
musical instruments.

Keywords: musical instrument, five-year kindergarten child, rhythm, musical relation
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１．はじめに～問題の所在と研究の目的

けで発展したり、友達との音楽的関わり合いへ広がった

生活の中でさまざまなモノと出会うと、子どもたちは

りしていくかという観点で、年長児の楽器を使った自発

そのモノを観察し、身体や手指を使って探索し始める。

的な音楽行動の一面を明らかにすることを目的とする。

特に楽器は言うまでもなく何らかの音を出すために作ら

年長児を対象としたのは、マーチングをはじめこれま

れたモノで、それぞれ独特の形状はアフォーダンス¹⁾に

でに彼らなりの音楽経験があり、運動機能の発達や、全

より、子どもの興味と操作行動を引き出し、その応答と

体の構成理解、社会的ルールの共有、相手を考慮した言

して音が出現する。乳児に初めて与えられる玩具として

葉でのやりとりができる⁶⁾といった発達段階から、自分

ガラガラがあるように、子どもにとって楽器は魅力的な

の感じたことや考えを楽器を操作して表現につなげるこ

モノの一つといえる。音楽を奏でるだけでなく、その音

とが可能であると考えたためである。

色を味わったり、両手指のコントロールを高めたり、友

２．研究の方法
（１） 場所および部屋の構成

達と音を合わせることで一体感を味わったり社会性を促
進したりすることもできる。ときにはわざと大きな音を

愛知県 I 市にある Y 幼稚園のプレイルームで実施し

たててその刺激を享受したり、またあるときは苛立ちを

た。部屋の中央に、子どもが動きやすいよう２か所に机

発散し昇華したりすることも可能なように、楽器にはさ

を置き、楽器類は手に取りやすいように配置した。
（図 1
楽器を配置したプレイルームの様子）

まざまな機能と有効性が秘められている。

（２）方法

幼稚園教育要領の領域「表現」で取り扱われる内容の
一つに、
「音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽

年長児５～６名の３つグループに順番に入室してもら

器を使ったりなどする楽しさを味わう」²⁾とあり、幼稚

い、それぞれ 15 分間の観察を行った。観察にはビデオカ

園教育要領解説には、
「…簡単な楽器が自由に使える場な

メラとアイパッドを使用し、２方向から録画した。抽出

どを設けて、音楽に親しみ楽しめるような環境を工夫す

行動は、①リズムとして何らかのまとまりが確められ、

ることが大切である」³⁾と示されている。

かつ長めに（20 秒程度以上）続いた部分、②他者との音

これらは自由に楽器を鳴らす「表現」を保証した環境

楽的関わりが見られた部分を抽出し、逐語記録を取って

設定に矛盾して、現実には「子どもの手の届くところに

分析をした。記録は２者で確認した。

用意したつもりの楽器も、むやみやたらとガチャガチャ

本論におけるリズムの定義であるが、単なる音響が

音を立て、振り回すだけの活動にしかなっていないとい

“リズム”として人に認識されるには、音が「統一的な

う意見が散見」⁴⁾している。

まとまり」⁷⁾をもって群化され、繰り返されることが必

では、幼稚園や保育園の現場での楽器を使用した活動

要である⁸⁾。そこで子どもの自由な表現を予想し、連打

はどう行われているのか。楽器は高価で特別なものとし

も含め何らかのパターン繰り返されるものを対象とし

て扱われたり、大太鼓のような一つしかない楽器は順番

た。

に触れる程度の体験しかできなかったりする状況であれ

入室前に担任に「楽器で自由に遊んでよい」という教

ば、子どもが十分に探索し満足するまで音を鳴らすこと

示を依頼した。担任はそばで見守り、筆者は子どもが鳴

ができない。中には、マーチングや発表会に向けた計画

らした音の模倣をして参与し、言葉の指示はしないよう

された楽器の活動について、多くの現場で行き過ぎた音

にした。模倣は①子どもが鳴らしたリズムをそのままま

楽の技術指導が行われているとの指摘も少なくない。⁵⁾

ねる、②子どもから偶然できた変形リズムを整える、③

また一方で、保育者の多忙な業務を助けるはずの CD の

子どもが鳴らしたリズムを一部だけ変える（拡大模倣）
、

“固定された音楽”は、活動自体も、子どもの表現その

④子どもの鳴らしたリズムをオノマトペ（擬音語）でま

ものも画一的にしてしまう危惧がある。保育現場での音

ねる、の４種を行った。観察は 20XX 年 8 月に行った。年

楽および楽器を使った活動実践の難しさが垣間見てとれ

長組は夏休み前から少しずつ秋の運動会に向け、マーチ

る。

ングの練習が始められていた。

では、
「簡単な楽器が自由に使える場」で、子どもは
「むやみやたらとガチャガチャ音を立て」るだけでな
く、どのような音楽的行動をとり、簡単なリズム楽器を
使う楽しさを味わっていくのであろうか。
そこで、マーチングの練習をしている幼稚園の年長児
が楽器や音具で自由に遊ぶ場面を設定し、その様子の観
察することにした。指示や枠組みのない自由な遊び場面
で、子どもたちがどのように楽器や音と関わり、自発的
に音楽的表現を創出していくのか、またそれは子どもだ
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・小型レインスティック（透明で、中のビーズが落ち
て雨のような音がする。マラカスのように振ること
もできる。
）
・アニマルボイス（Playwood 社 短い筒を逆さに向け
ると羊の鳴き声のような音がする。
）
・グラビティチューブ（細長い筒を傾けると中の音源
（図３ 右端。フィルムケースのような小さな筒状の
笛）が動き、ヒューと音程を変えながら音が鳴る。
）
・オーシャンドラム（タンブリン程度の大きさの薄型
の太鼓で、両面に透明の膜が張ってあり、中のビー
ズで波のような音が出る。２個使用。
）
・チャフチャス（南米の民族楽器。木の実がたくさん
付いた軽い音のするガラガラの一種）
・オクタチャイム（木製の薄い音版が筒状に付けてあ
り、かき混ぜるように中でばちを回す。カタカタと
軽い音が鳴る。
）
・スチールドラム（ドラム缶から作られ、音階をもつ
楽器。音の鳴る位置は点線で示されている。小型を
使用。ばちまたはピンポン球で鳴らす。
）
・小型ドラ（１枚のシンバルを厚くしたような形で、
人気があるが、音がかき消されるため途中から中止
とした。写真：図１ ボンゴの手前）
・ウォータードラム（１ℓペットボトルに半分ほど水を
入れた手作り楽器。叩くとボンと深い音がする。図
１ ボンゴの奥）
なお予備観察を年長児と小１男児それぞれ１名ずつに
実施し、彼らが興味をもって触れた楽器、長時間鳴らし
た楽器を使用した。
図 1 プレイルーム

（３）使用音具（図２・３・４・５参照）⁹⁾
楽器は子どもが扱いやすく安全であることを前提に、
できるだけ初めて触れるような種類を選んだ。また、音
の出る玩具や手作りのもの（以後本論では、音具と称す
る）を使用した。中にはウォータードラムのように小さ
な音しか出ない音具を加えた。これは自分で工夫して音
を鳴らしたり聴き取ったりするためである。なお楽器は
取り合いにならず、かつ音源が増えても騒々しくなり過
ぎない小さな音の楽器を混ぜるなど考慮した。
図 2 右手前から小型鉄琴、アニマルボイス、レインス

・大型タンブリン（直径 40 センチのタンブリン。写
真：図１ 奥の机に設置）

ティック、後列：ボンゴ

・ボンゴ（大小二つの打面がある太鼓で、子ども用を
使用した。素手またはばちで鳴らす。
）
・小型鉄琴（１オクターブの音程。後半グループのみ
で使用）
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３．結果
時間の経過とともに子どもの楽器の関わり方に変化が
見られた。初めは楽器の目新しさから多くの子どもが数
秒という単位で楽器を替えた。おそらく音を確かめたこ
とで納得し、次々と目に入ったものを試したのであろ
う。例えばＡ子は好奇心が強く移動が多く見られた子ど
もであるが、開始後２分間に 10 秒以上取り組んだ二つ以
外は、平均 4.9 秒で楽器を替えている。その後、じっく
り観察する様子、リズムの創作、他児との関わりのほ
か、素早い動作の中にゆっくりした動作が現れるように
なった。
以下はそのような中で見られたリズムの創出の様子
図 3 右からグラビティチューブ、オーシャンドラム２
つ、

と、子ども同士の関わりの現れた場面を取り出した。

左手前：チャフチャス、左後ろ：オクタ

なおリズムの「創作」とすると、リズムパターンを作

チャイム

っていく意味合いが強いため、子どもが自然に創り出し
ていくという点で創出という言葉を使う。

（１）一人で鳴らす様子
打楽器類で見られた様子を７例にまとめた。打楽器の
打ち方では、両手同時、左右交互、片手ずつ順番、とい
う手の動かし方が工夫されていた。リズムでは、４分音
符または８分音符、連打が中心であったが、B 男、C 子
（表１）のように自発的にリズムパターンを工夫するケ
ースも見られた。担任によると、マーチングで練習した
リズムに似たものが再生されていたとのことであった。
Ａ子は B 男のリズムの影響を受けて連打を始めたが、
二人が同調して音楽的に関わることはなかった。
Ｄ男は発見したミュート（消音）を工夫し、４拍ずつ
のまとまりを作った。
図 4 スチールドラム

E 男は唯一、一人で歌ったり、動作に声を付けたりし
た事例である。
Ａ子、G 子ともに短時間であったが、柄の先に鈴なり
についたチャフチャスを振る動作から、身体のリズミカ
ルな動作が連動して引き出された事例である。
表 1 打楽器・リズム楽器での様子

打楽器

名前

様

オーシャン

Ａ子

両手に持ち、傾けてじっとビーズの動きを観察したり、仰ぐように振って歩いたりする

ドラム

子

（B 男がボンゴを力強く打ち始める。
「タンタンタンタン・タカタカタカタカ…」
）
→B 男のリズムに合わせるように歩き、両手で振り始める。→机に置き、左右交互に連打
（タカタカタカタカ…）16 拍程度鳴らすと、もう一つのオーシャンドラムに手を伸ばし、
切れ目なく連打を続ける。その熱演ぶりに担任がグッと力を入れてＡ子の方へ腕を伸ばして
チャフチャスを激しく振って参加したが、Ａ子は自分の世界だった。
（20 秒）

ボンゴ

B男

開始直後からボンゴを中心に鳴らした。手首をスナップさせたり、足を後ろに蹴り上げなが
ら打ったり、腕を上げて手拍子を入れたりしてユニークな表現を創出できた。左右交互に 4
分音符で打つことを基本に、開始から４分半経過頃からは両手同時→右手 4 拍→左手 4
拍、フレーズ末に「タン・タン・タン・ウン」と休符を入れたり、
「タン・タン・タカタカ
タン」と 8 分音符を入れたりしてアレンジできた。
（26 秒）
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ボンゴ

C子

ばちを両手に持って左右交互に鳴らした。速いテンポで「タカタカタカタカ…」と続けた
後、頭上でばち打ち 8 回→打面右側 4 回・左側 4 回→両手を同時に鳴らしたところで、他
児が交代を依頼し、すぐに替わる。

ドラ

D男

ドラを強く叩いていたが、右手で押さえてミュート（消音）することを発見し、4 拍ずつミ
ュートとオープン（触らずに普通に鳴らす）を繰り返した。音が強いので、他の男児が来て
何かを言うが耳に入らない様子であった。
（ビデオではこれ以上の様子が観察できなかっ
た）
（20 秒）
いったん離れるが、再度ドラへ戻りミュートとオープンを始める→担任が話しかけ自分の手
を置いてみる。その後、打つのと同時に触って離す（音の変化はあまりない）という動作を
し、最後に全身でリズムをとって打った。タンタンタン…という早めの４分音符のほぼリズ
ムは変わらなかった。
（26 秒）

アニマルサウ Ｅ男
ンド

筆者に見せにきたので、
「グァッグァッグァ…」とオノマトペで返した→上下に振りながら一
人でカエルの歌を歌いながら歩き出す→歌が終わっても振り続ける。…その後、小刻みに
「エイエイエイ…」と言いながら振り、別の場所へ移動。大声で「エーイ」と言ってボール
を投げるような動きを３回し、そのあと無言で音を確かめるように４回振る。
（１分 07 秒）

チャフチャス Ａ子
Ｆ子

振りながらつま先立ちで、ラテンダンスでも踊るかのような軽い足取りをする。
（４秒）
前後に振って拍を明確に鳴らすついでに身体にも動きが伝わり、２拍だけであったが、腰
を中心に前後させて大人がロックを踊るような雰囲気であった。
（５秒）

（２）音程をもつ楽器で見られた様子

ると、一つ一つ追うように鳴らしていく様子が見られ

鉄琴やスチールドラムは子どもたちにとって、異な

た。

る音が鳴る棒や膨らみが規則的に並んだユニークなる
モノである。子どもたちが音程の違いや音階を発見す
表 2 音程をもつ楽器での様子
名前

楽器

様子

G子

スチールド

両手にばちを持って最初からタンタンタンウン（休符）のパターンで丁寧に順番に鳴ら

ラム

した。１音飛ばしで鳴らすと音階が鳴る仕組みにシールが張られており、その部分を鳴
らすことで音階を発見し、知っている旋律を探ろうと試行錯誤していた。担任による
と、ピアノは習っていないそうだ。（１分）

Ｆ子

鉄琴

鉄琴を何度も鳴らし来る。１回 10 秒程度だが、端から順番に丁寧に良い音で鳴らし音
階やグリッサンド（ばちを滑らせる）をした。４・５回目は 20 秒程度、4 分音符で
左、真ん中、右とまんべんなく動いて鳴らす。何かの旋律を再現するわけではないが、
即興的な音の世界に入り込んだ様子で、他児が手を出したり交代を頼んでもマイペース
で続けた。最後はハバネラのリズムのような「ウン・タタン・タン・ターン」というパ
ターンを作って繰り返した。

Ｈ男

鉄琴

乱打をおもしろがっていたが、9 秒後に左肘を机について腰を曲げ、鉄琴に顔を近づけ
てからは、左から順に 1 本ずつ当てるが、４～５音目で外してしまい左端に戻る。４回
試行錯誤後、５回目に右端までたどり着き音階を鳴らすことができると、「あっ」と言
い何かに気付いたような表情をした。すぐにもう一度左から音階を確認するように鳴ら
し、最後に大きく口を開いて嬉しそうな表情をし、乱打をして終了した。途中、他児が
２度手を出してきたが、視線を動かさずに払いのけるほど集中していた。（40 秒）

（３）大人のリズム介入の影響

Ｂ男が一人でボンゴを打っているときに、筆者（大
人）がそのリズムの拍子感を整えたり、一部だけ８分音
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符に変えて拡大模倣したりしてフィードバックすると、

自然と息を合わせた“セッション”が現れた場面であ

彼もすぐにまねをし始めた。平板だった B 男のリズムに

る。Ｄ男と筆者の力強いリズムの音楽的まとまりが、他

精彩が増し、しばらく一緒に鳴らすことがあった。他児

児を引き付けた。

にもこのようなことがしばしば見られた。
表３は、D 男のタンブリン（大型）を筆者がリズム模
倣することで成立した音楽的関わりに他児が加わって、
表 ３ 大人が介入し、友達との音楽的関わりが成立する過程
時間(秒)

Ｄ男

0.00

タンブリンで両手左右交互に、

Ｉ男

Ｊ男

筆者

16 分音符８音＋最後にダンと強
拍でしめる。そばにいた筆者に視
線を向ける。
筆者が打つ間、待つ。

オーシャンドラムで、Ｄ男
と同じ調子で 8 音連打＋強
拍を打ち返す。

強く連打した後、10 音程度の強
い連打。

（音を聴いてドラ
へ移動）
ドラを 1 音、Ｄ男
の強拍後にできた
間（休符）にすか
さず入れる。

筆者が打つ間、待つ。

筆者が打つ間、待

（そばに来て鳴ら

Ｄ男の拡大模倣として 8 音

つ。

すものを探す。ボ

＋連打＋強拍を打つ。

ンゴへ駆け寄る。
）
0.08

連打。Ｊ男の連打が始まること

両手で連打して加

で、勢いが増す。

わる。
遠慮がちにドラで

連打に参加する。

連打を始める。
0.22

連打が長引いて来たので、
両手を上げて強く 4 分音符
１音（タン）を提示する。

0.25

すぐに筆者をまねて強い拍打ちに

すぐに筆者をまね

すぐに筆者をまね

同様に強く拍打ちを続け

変える。

て強い拍打ちに変

て強い拍打ちに変

る。

える

える。2 拍目から

※4 人の音が合っている。

ジャンプしながら

（タン・タン・タン・タン

打つ。

…）

音に寄って来た男

拍を合わせ続け

拍を合わせ続ける。

児がマレットばち

る。

拍を合わせ続ける。

をとりあげ、拍打
ちに参加。→グラ
ビティチューブに
持ち替えて参加。
0.34

他の子どもが集まってきたため、譲ったり、自分から去ったりして、自然にリズムが消滅した。
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（４）友達との同調

り、直前に音楽的高まりが経験されていたことになる。

表３の音楽的関わりが消滅した後も、引き続きボン

45 秒程度という時間であるが、Ｄ男の強く、まとまりの

ゴ、オーシャドラム、ドラなどを個々に鳴らし続けた。

あるリズムに注意を向けたＩ男、Ｊ男、Ｈ男が、楽器に

友達に連打や視線で誘い掛けるなど、再度一緒に音を鳴

走り寄って参加している。

らして盛り上がりを求めるような素振りも見られたもの

また別のグループでは、動きのリズムを同調させる様

の、相手がのってこず、
“セッション”＝音楽的関わりは

子も見られた。H 男はオーシャンドラムのビーズの動き

成立しなかった。大きな音で連打をする場面もあった

がおもしろいようで、両手で抱え込み、激しく横に揺ら

が、それぞれが自分の活動や探索をしており、そこにの

した。すぐにそばにいた E 男がもう一つのオーシャンド

ってくる子どもはいなかった。

ラムを同様に揺らした。二人は言葉を介さずに「揺らす

一方、次の表４は子どもたちだけで音楽的関わりが見

－止める」の動きを楽しそうに合わせていた。

られた事例である。これは表３の３分後に起こってお
表 ４ 子どもだけで音楽的関わりに発展した成立した事例
時間

Ｄ男

0.00

オーシャンドラムを左手

Ｉ男

Ｊ男

Ｋ男

で１音強く打つ。
膝でリズムを取りなが
ら、右タン・ウン（休
符）
・左タン・ウンと合計
４拍打つ。
0.06

8 分音符程度の細かさで、

音に気付いて

12 音ほど続けた後、

空いていたボ

連打になる。

ンゴへ歩み寄
り、左右交互
に優しく打
つ。

0.09

続ける。

続ける。

音に気付いてドラに走り寄り、マレット（毛糸

↓

↓

を巻いた打球の付いたばち）を持って連打を
始める。

0.14

続ける。

続ける。

楽器を探し、レ 机上に置いたドラがずれ落ちそうになるのを、

↓

↓

インスティック 左手で 2 回戻す。

↓

↓

をマラカスのよ →タン・ウン・タン・ウン・連打＋最後に強
うに強く振る。 拍 1 音
この時のウン（休符）は、左手で音を止める
↓

↓

動作を入れている。明らかにドラの位置を直
す動きではなかった。

0.29

Ｋ男のドラの強拍後の間

↓

（休符）を受けて即座
に、
「タン・ウン・タン・

↓

↓

して合わせて

↓

いるというよ
↓

の後連打。
↓

↓

が、音に集中

ウン・タンタンタンタ
ン」とリズムを作る。そ

その場にいる

り、自分のリ

↓

ズムを楽しん
↓

でいる様子に

Ｄ男に応答し連打。意図的ではないかもしれ

うかがえる。

ないが、デクレッシェンド・クレッシェンド

↓

（音をだんだん弱くし、再度強くする）が現
れた。
その後連打より、4 分音符程度の拍を刻む。
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0.45

勢いのあった音が徐々に凝集性を失っていき、自然に子どもが楽器を離れ、次の楽器へ移った。

４．考察

はエネルギッシュでまとまりのあるリズムであった。リ

入室するなり口々に「なにこれ？」と興味津々で、初

ズムには「刺激として聞いているものを活性化する力」¹

めて見るモノを一瞬遠慮がちに扱うものの、すぐに躊躇

¹⁾があり、今回は他の子どもに注意を向けさせ、表現や

なく触れ探索を開始できるのは、それなりに経験を積ん

関わりを活性化させた大きな要素といえる。そして人間

だ年長児ならではである。10 分で飽きてしまうのではと

が「美的感覚を満足させる」¹²⁾ことを求めるのが普遍で

いう筆者や担任の予想とは裏腹に、生き生きと音を出し

あるように、より安定した魅力的なリズムによって、Ｂ

て遊び続ける熱中ぶりであった。音の出にくいグラビテ

男のように即座に新しいリズムを受け入れ、他者との音

ィチューブの振り方を変えたり、吹いたり覗いたりする

楽的関わりを楽しむことができたのではないだろうか。

操作は、
「楽器は音を鳴らすモノ」という確信から起きた

音の遊びからより音楽的な洗練へ向かうには、大人の音

行動である。音の小さいウォータードラムは自ら耳に当

楽的促進が有効であり、これは保育現場の中で教育的配

てて聴き取ろうとするなど、音の探索行動が十分になさ

慮が必要な所以である。

れていた。

一方、表３の盛り上がりの後、再度何人かの子どもが

（１）音やリズムの創出

他児を音で誘い掛けているものの、他児には受け入れら

年長の子どもたちには興奮系の連打もよくみられた

れず“セッション”に発展することはなかった。他児が

が、表 1 の様子から、一部の子どもには 4 分音符と 8 分

自己の音の探求から抜けて、誘い掛けの音へ注意を向け

音符を組み合わせたり、休符を入れてシンプルなリズム

るまでの音楽的まとまり、つまり先述の「美的感覚を満

を創り出すことが可能であった。

足させる」ほどの音楽的魅力やエネルギーが弱かったの

また両手の打ち方の工夫や、ミュート（消音）のよう

ではないかと思われる。

な鳴らし方の工夫をすることもできた。ここでは音の変

つまり、個の音の世界から他者との音楽的な関わりに

化に気付く様子も見られたが、動き自体を楽しんでいる

至るには、他者の音に気付き、受け入れることが必要で

ようにもうかがえた。人間は 2 拍子系を基本としてとら

あることがこの事例からいえる。このような原初的な段

える傾向がある¹⁰⁾が、ランダムな連打の中にも 4 音に近

階は、音楽療法のアセスメントで行われているが¹³⁾、今

い音のかたまりでまとめようとする様子がＡ子、D 男ら

回のように音楽参加への強制力のない自由場面では、子

に見られた。チャフチャスの振りからリズミカルな動き

どもの音やリズムへの気付きという原初的段階から音楽

が引き出されたＡ子やＦ子（表 1）
、オーシャンドラムで

が始まることに改めて気付かされる。さらにその子ども

動きのリズムを同調させたＨ男とＥ男（３．結果の

を他者とつなげ、音楽的関わりに参加させるのは、リズ

(４)）
、そして全身で拍やリズムをとらえるＤ男（表４）

ムや拍感の明確さや、音楽的エネルギ－といえる。

など、身体の動きが時おり自然と現れている。この時期

（３）楽器の利点と問題点
楽器には、ボンゴやドラのように大きな音を出す動的

の音楽的表現は人間のもつリズム感覚を芯に、ときに身

な面がある一方で、鉄琴やウォータードラムのように音

体の動きが連動しながら表出されることがわかる。
音程のある楽器（表 2）では、G 子や H 男は音階を発

に集中させる静的な一面もある。表面の静けさとは反対

見することで満足したようであるが、Ｆ子は音程の不思

に子どもの内面では、聴覚、視覚、触覚といった感覚を

議さを味わうかのように音をつなげ、最終的には旋律的

開き、感じ取り考える力が強く動いているといえる。楽

探索からにパターンをもったリズムを創って満足してい

器活動には、このように感覚面への利点の他に、子ども

る。もし彼らに音階や旋律を作る知識が習得されていた

の主体性、他者と結びつきと同期の喜びといった利点も

ら、
「カエルの歌」や「ドレミの歌」などを奏でたであろ

ある。

う。その点、音階や旋律の知識を習得する前段階にある

反対にどんなに配慮をしたところで音が響くのが楽器

F 子が音程を探る様子は、今後の音楽的成長の点で興味

の使命であり、騒音問題は避けられない。心行くまで十

深い事例である。

分に子どもたちに楽器に触れさせたい思いもある。
「簡単

（２）音楽的関わりへの発展

な楽器が自由に使える場」を設けるには、楽器を吟味

表３、表４ではＤ男のまとまりのある連打に気付いた

し、場所、時間、そして聴覚の過敏な子どもへ十分な配

複数の子どもが楽器に駆け寄り、一緒に演奏して盛り上

慮をしなければならない。しかし今回のように保育者な

がることができた。また３．結果（３）のＢ男ように、

どの大人が、子どもの行動に意味づけすることで、
「騒々

筆者による均衡のとれたリズムに刺激されることで、リ

しさ」の解釈が変わることもある。

ズムに精彩が増し、拍感にのって他者（筆者）とリズム
を合わせることができた。このように、他児を誘ったの
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概念地図を活用した協同的な学習がメタ認知に及ぼす効果の検討
－理科「電流の通り道」の学習を通して－

延実※１・上原 丈弥※２

宮田
※１

愛知みずほ大学(非常勤講師)
※２
名古屋市立田代小学校

本研究の目的は，概念地図法を手段にした協同的な学習によって，メタ認知が高まるかどうかを検討すること
である。そこで，第４学年の理科「電気の通り道」の授業において，子どもが概念地図を描いた後に，グループ
で完成度の高い概念地図の作成をする実践を行った。そして，抽出グループの発言分析と授業後に実施した質問
紙によるデータにより分析した。その結果，次のメタ認知が高まった。グループのメンバーで，自分の知識や概
念を点検し評価をする「グループ学習メタ認知」，経験を基に次の計画を改善する「改善的メタ認知」，そして，
目的や他者の意見に応じて課題解決の方略を調整する「調整的メタ認知」である。また，概念地図法を手段にし
たグループ学習は，学力差があっても個々のメタ認知を高める有効な手段であることが明らかとなった。
キーワード：概念地図，メタ認知，理科，グループ学習，小学生

1．はじめに

ことである。メタ認知は，「メタ認知的知識」とよば

子どもが理解している概念や認識，また，それらの

れる認知についての知識と，「メタ認知的活動」とよ

関係などをどのように捉えているかを文章表現によっ

ばれる認知を統制する過程に分けられる(中道，2008)。

て評価する方法がある(ノヴァック・ゴーウィン，

遠藤(2005)によると，人はメタ認知的モニタリングと

1992)。しかし，それは子どもの語彙力や表現力に影響

して，自分の認知過程を確認・点検し，そして，モニ

されて適切な評価であるとはいい難い。その点，事物

ターした結果に基づき，メタ認知的コントロールとし

間，知識間，人物間などをラベルにして，その間に成

て，自分の認知活動を改善・調整していくとされる。

り立つ関係を線でつなぐ概念地図法は，語彙力や表現

概念地図法に関していえば，地図を描くことによって

力にあまり影響されずに評価することができる。概念

獲得された知識や概念を，子ども自身がもう一段上か

地図法は，これまでに様々な学習場面で活用されてお

ら見つめ直すことで，自らの学習の過程を点検・確認

り，知識の構造化を図ったり，その状態を診断的した

することができる。そして，その結果に基づき，自分

りできる点で評価されている(福岡，2002 ; 堀，2003；

の理解した知識や概念，その関係について捉え直すこ

鈴木・森本, 2013)。教師にとっては，子ども自身の認

とができる。こうして概念地図を描くことでメタ認知

識を絵や簡単な言葉で表現させることによって，多様

が高まるとされる。

な子どもの認識の仕方や考え方を発掘することもでき

このような概念地図法のメタ認知を高める有用性が

る。子どもにとっては，素朴概念を自覚的に再考と検

認められるが，学級の中には単純な作図しかできず，

証の対象とすることが促され，メタ認知の高まりが期

概念の関係性が表現できない子どももいる。また，限

待できる(石井, 2005)。メタ認知の「メタ」とは「高次

られた単元学習の中では，作図に慣れるまでの時間的

の」という意味で，認知(知覚，記憶，学習，言語，思

余裕が見いだせない場合もある。実際の教育現場では

考など)することを，より高い視点から認知するという

このような課題はよく見られる。その場合には，例え
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ば，個々で作図をさせるのではなく，協同的な学習に

ット」「モーター」「光電池」「直列つなぎ」「並列

よって，様々な考えの子どもが意見を出し合って概念

つなぎ」「検流計」といった９個のラベルを書いた付

地図を描くことも考えられる。これは学習不振や学習

箋紙を用意した。グループで必要となったラベルは青

意欲が低下している子どもに対しても有効であろう。

色の付箋紙で作成させる。

また，他の学習者との概念地図と交流しあうことによ

2.5 グループ編成について

り，他者の理解の異質性を知り，逆に自らの理解を捉

グループの構成は学力差のある児童数名で編成す

え直すという相互作用もある(藤本, 2005)。このことか

る。本実践における抽出グループは，A 児，B 児，C

ら，ある概念について多様な認識をもつ子どもが意見

児，D 児の４人で編成する。彼らの関係は比較的良好

交換しながら概念地図を描くことは，子どもは自分自

なため，話し合いが円滑になると予想される。

身の理解について点検や確認を行ったり，筋道が通る

2.6 質問紙

ように考え方を改善，調整したりするのに有効と考え

本研究では，話し合いを通してどのようなメタ認知

られる。つまり，概念地図を活用したグループ学習は，

能力が高まるかを検討する。そのために，木下(2006)

学力差があってもそれぞれに子どものメタ認知を促進

の作成した「メタ認知質問紙」を参考にして「グルー

する有効な手段と成り得る。

プ学習のメタ認知質問紙」として 11 項目を作成し，4
件法で回答を求めた(Table 1)。授業実践の前後におい

そこで，本研究では，概念地図を活用したグループ
学習によりメタ認知のどの側面が高められるかといっ

て学級で一斉に調査を行った。

た学習効果について検討することを目的とする。その
ために，４年理科「電気の通り道」において，まず，

3．結果

単独で概念地図を描く。次に，それぞれの描いた概念

3.1 因子分析結果

地図を持ち寄りグループで完成度の高い概念地図の作

グループ学習におけるメタ認知活動の質問紙 11 項

成を目指すことを中心に授業を行う。そして，授業に

目について，4 年 33 名(男子 18 名，女子 15 名)のデー

おける抽出グループの意見交換の過程を分析するとと

タを基に主因子法による因子分析を行った。初期解に

もに，授業実践の前後に実施した質問紙のデータを分

おける因子の固有値の減衰状況から判断して，4 因子

析する。これらの質的量的なデータから，概念地図を

を抽出した。これらの因子に対して Promax 回転を施

活用したグループ学習が子どものメタ認知に及ぼす効

した(Table 1)。単純構造を示した 11 項目で尺度を構

果を検討する。

成した。

2．方法

自分の意見を考えなおすことがある」「うまくできな

2.1 調査協力者

いとき，先生や友だちにそうだんする」といったグル

第 1 因子は，「話し合いで，友だちの意見を聞いて

愛知県内の公立小学校 4 年生 1 学級 33 名(男子 18

ープ学習の過程で点検や評価などをするメタ認知的活

名，女子 15 名)

動と考えられることから，「グループ学習メタ認知」
と名付けた。第 2 因子は，「自分のどんなやり方がよ

2.2 実践題材

かったか，せつめいできる」「自分がどれくらいでき

４年理科単元「光の通り道」

ているか，自分できちんといえる」といった自分自身

2.3 実践の目的

の状況についてモニタリングし，説明できるメタ認知

本実践では，それぞれの描いた概念地図を持ち寄り，
グループで確認し，相互の意見交換を通して完成度の

的活動と考えられることから，「説明的メタ認知」と

高い概念地図を作図させることを目的とする。抽出グ

した。第 3 因子は，「できるようになりたいとき，や

ループを設定し，既有知識を確認したり点検したりす

る前にやりかたを考える」「新しいことを計画すると

る意見を出しているか，グループメンバーの考えを知

き，今までにうまくできたやり方から考えてみる」と

り，自らの理解を捉え直す言動をしているか，といっ

いった，これまでの経験を基に計画を改善するメタ認

た観点で評価する。

知的知識と考えられることから，「改善的メタ認知」

2.4 概念地図作成までの準備

とした。第 4 因子は，「めあてにあわせて，自分でや

前時に一人一人が電池と豆電球，ソケット，導線を

り方をかえている」「話し合いでは友だちの意見と自

使って豆電球が光る実験を行い，乾電池の中の電気が

分の意見をくらべながら聞くようにしている」といっ

どのように電球にたどり着き，光らせたかを予想し，

た目的や他者の意見に応じて課題解決の方略を調整す

概念地図に描かせる。本時ではグループメンバーが協

るメタ認知的知識と考えられることから，「調整的メ

同で概念地図を作図させる。準備として，概念地図を

タ認知」とした。

描くＡ４用紙，「乾電池」「電気」「豆電球」「ソケ
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Table 1

グループ学習におけるメタ認知質問紙の因子分析結果
質問項目

グループ

説明的

改善的

調整的

学習メタ

メタ

メタ

メタ

認知

認知

認知

認知

- 0 .0 5

- 0 .1 2

0 .7 5

0 .1 9

- 0 .3 0

0 .4 4

共通性

9.友だちの意見を聞いて自分の意見を考えなおすことがある

0 .9 3

- 0 .0 5

3.うまくできないとき，先生や友だちにそうだんする

0 .7 0

0 .0 2

4.うまくできているか，やっているとちゅうで，ふりかえる

0 .6 4

- 0 .0 4

0 .2 7

0 .0 9

0 .6 3

11.話し合いをしていると自分の考えがまとまることがある

0 .6 4

0 .1 5

- 0 .2 3

0 .1 4

0 .5 4

6.できるようになりたいとき，だいじなことは何かを考える

0 .5 6

- 0 .0 2

- 0 .2 2

0 .3 8

0 .6 4

- 0 .1 0

0 .8 8

0 .0 1

0 .0 9

0 .8 1

0 .1 3

0 .8 6

0 .1 1

- 0 .0 3

0 .7 8

- 0 .1 4

0 .0 6

0 .9 3

0 .0 0

0 .8 3

5.自分のどんなやり方がよかったか，せつめいできる
2.自分がどれくらいできているか，自分できちんといえる
1.できるようになりたいとき，やる前にやり方を考える
8.何 か 計画するとき今までにうまくできたやり方から考えてみる

0 .2 4

0 .0 8

0 .5 7

0 .1 5

0 .5 3

- 0 .1 6

0 .1 8

- 0 .0 2

0 .7 1

0 .5 0

10.友だちと自分の意見をくらべながら聞くようにしている

0 .0 4

- 0 .1 8

0 .3 3

0 .6 7

0 .6 4

因 子 間 相関

説 明 的 メタ 認知

0 .0 8

改 善 的 メタ 認知

0 .2 2

- 0 .0 2

調 整 的 メタ 認知

0 .5 0

0 .2 6

7.めあてに合わせて，自分でやり方をかえている

Table

2

α
0 .8 2

0 .8 6
0 .7 1
0 .6 0

0 .1 8

授業前後の学級平均値の比較
授業前

授業後

グループ学習メタ認知

2.21(0.81)

説明的メタ認知

2.68(1.12)

改善的メタ認知

2.27(0.91)

調整的メタ認知

2.55(0.90)
(

3.33(0.60)

***

2.65(0.94)

n.s.

＜

3.00(0.92)

*

＜

3.18(0.74)

*

＜

)は，標準偏差

3.2 授業後における因子平均値の比較

***p＜.001，

*p＜.05

3.3 授業実践

「グループ学習メタ認知」「説明的メタ認知」「改

Table 3 は，4 年理科単元「光の通り道」の実践にお

善的メタ認知」「調整的メタ認知」の４因子について

ける抽出グループの発言記録である。4 名の抽出児は

授業前と授業後の因子得点の平均値を対応のあるｔ検

それぞれが描いた概念地図を持ち寄った。それを基に，

定により比較した(Table 2)。

グループメンバーで意見交換を通して完成度の高い概

その結果，「グループ学習メタ認知」の学級平均値

念地図を作図させることを目的とした。

は，授業前 2.21，授業後 3.33 と授業後が有意に高くな
っていた[t(32)=-5.60，p＜.001]。「説明的メタ認知」

3.4 抽出グループの 4 名の因子得点

は，授業前 2.68，授業後 2.65 と平均値は低下していた

抽出グループの 4 名の児童の授業前後の「グループ

が，有意差はなかった。「改善的メタ認知」は，授業

学習メタ認知」「説明的メタ認知」「改善的メタ認知」

前 2.27，授業後 3.00 と授業後の方が有意に高くなり

「調整的メタ認知」の各因子得点の平均値を比較した

[t(32)=-2.63，p＜.05]，「調整的メタ認知」も授業前

(Table 4) 。授業後の「グループ学習メタ認知」と「改

2.55，授業後 3.18 と授業後の方が有意に高くなってい

善的メタ認知」は A 児以外すべて高くなっていた。
「調

た[t(32)=-2.75，p＜.05]。

整的メタ認知」については 4 名すべてが高くなり，
「説
明的メタ認知」は 4 名すべてが低くなっていた。
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Table 3 授業実践における抽出グループの話し合いの様子
C児：初めは「乾電池」でいい？
全員；うなずく。
C児；次は何にする。
A児：乾電池は電気がつまってる。
D児；やっぱ電気。
B児；電気でいいです。
C児：次は，豆電球でいい
全員；うなずく。
＜解説＞

抽出グループでは，C児が中心となって，乾電池と電気を線で結び，豆電球もつなげていくことがで

きた。しかしこの後は，自分の概念地図と他児の地図を見比べながら，共通点を見いだそうとしてしばらく沈
黙が続いた。自分の認識を点検しようとする試みであったと考える。概念地図の描き方が自己流のため，共通
の事柄も認識しにくかったようである。そこで，各自の地図は机中に入れさせ，4人全員で初めから概念地図を
作成するようにさせた。
B児；豆電球を光らせるには導線がいるよ。
A児；「導線」って付箋がないよ。
D児；豆電球を光らせるにはソケットもいる。
B児；導線も。
D児：それって回路じゃない？
B児：回路って何だった？
C児；回路って導線。
D児；じゃあ，(青付箋紙に導線と書き，貼ろうとして）ここ？
全員；うなずく。
C児；「導線」に何をつなぐ？
D児；大事な物がつなげれるよ。モーター。
B児；（貼ると）ピラミッド型だね。
＜解説＞

D児が「それって回路じゃない？」との発言から，B児は，「回路って何だった」と知識の確認を求

めた。それに対してC児が「回路って導線」と答えるが，二人とも回路と導線の違いはよく分かっていない。D
児は回路を理解しているようだが，「導線」のラベルを貼ってしまう。このグループでは，回路と導線の違い
を曖昧なままにしていた。
しかし，D児が，豆電球と乾電池の線にモーターもつなぐと，B児は「ピラミッド型だね」と概念地図を見る
ことによって回路をイメージできたと考えられる。A児については発言数は少なかったが，他児の意見を聞き，
うなずきながら自分の知識を点検していたと思われる。
C児；（付箋紙の残りを見て）「直列つなぎ」は？
B児；直列つなぎは，明るいけど電気がすぐなくなる。
A児：電気？
D児：「電気」と「直列つなぎ」を引けるんじゃない？
B児：「並列つなぎ」も貼るよ。
C児：並列つなぎは，電気は弱いけど長くつく。
B児：2個でも同じ明るさ！
＜解説＞

ここまでつないだ線の意味をC児とA児が交代に書いていた。さらにつなごうとして「直列つなぎ」

と「並列つなぎ」が似ていそうなのに結ぶ言葉がない。そこで，それぞれの概念地図を見直す。A児以外につな
いでいる子はいない。A児に注目が集まった。
A児：(自分の概念地図を見て)一方通行って書いてある。
D児：「直列つなぎ」も「並列つなぎ」も一方通行？
A児：電気が一方通行。
B児：これをつなごう。
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＜解説＞

ここでは，直列つなぎに着目し，B児は「直列つなぎは，明るいけど電気がすぐなくなる」と発言し

C児も「並列つなぎは，電気は弱いけど長くつく」などと自分の理解を確認することができた。A児は，「電気
？」とつぶやいたが，「直列つなぎ」と「乾電池」という回路をイメージできなかったのかもしれない。しか
し，概念地図に電気と直列つなぎが線で結ばれ，つないだ線の意味が書かれることによってA児は理解を修正し
たり，これまでの学習の過程を思い出したりできたと思われる。「電気が一方通行」の発言は，A児の断片的な
知識であったのかもしれないが，他児の回路の知識やその概念を深めることになったと考えられる。
Table

4

抽出グループの4名の児童の授業前後の平均値の比較

グループ学習

説明的

改善的

調整的

メタ認知

メタ認知

メタ認知

メタ認知

授業後

授業前

A児

授業前
3.00

＞

2.80

4.00

＞ 1.00

授業後 授業前
2.50

2.50

2.50

＜

3.00

B児

2.40

＜

3.00

3.50

＞ 1.50

1.50

＜ 3.50

2.00

＜

4.00

C児

2.60

＜

3.80

4.00

＞ 2.50

1.50

＜ 4.00

3.00

＜

4.00

D児

1.60

＜

3.80

3.00

＞ 2.00

2.00

＜ 3.00

1.50

＜

3.50

4．考察

授業後 授業前

授業後

があるので，A 児は他児のように話し合いをリードす

授業前後の学級全体の因子平均値の比較から，概念

ることはできなかったと思われる。

地図を活用したグループでの協同的な学習は，「グル

しかし，A 児は，他児の意見を真剣に聞いたり，大

ープ学習メタ認知」「改善的メタ認知」「調整的メタ

事なことは何かを一生懸命に考えようとしたりしてい

認知」を高めるのに効果があった。

た。特に，「電気が一方通行」との発言は，メンバー

まず，「グループ学習メタ認知」が高まったのは，

の思案中に直列つなぎと並列つなぎの共通点を再確認

グループで概念地図を完成させるという課題におい

させた発言として注目できる。その発言が契機となっ

て，他児との違いを比べながら方略を調整する営みが

て A 児はグループ学習の終盤からではあるが，積極的

可能であったからだと考える。個人で自分の知識や概

に発言できるようになってきた。

念を点検したり評価したりすることは限界があるが，

このように，学力差があっても，グループ内のメン

グループで学習すると，メンバー同士が課題解決に向

バー同士が自由に発言でき，傾聴し合えることが「グ

けて考えを述べ合う。この活動により「グループ学習

ループ学習メタ認知」を高める重要な条件になると考

メタ認知」が高まるのは妥当な結果だと考える。この

えられる。

点において，抽出グループの話し合いは十分とは言え

次に，「改善的メタ認知」が高まったのは，自分が

ないが，「回路」と「導線」の違いに着目した場面は，

気付かなかった方略や考え方をするメンバーと出会

個々が理解していると思い込んでいる自己の知識や概

い，自分以外の児童のやり方を認知る機会が増えたこ

念を修正できたといえる。

とがその要因と考えられる。具体的には，本授業では，

また，B 児の「ピラミッド型だね」の発言のように，

自己流で作図した概念地図を互いに見せ合ったこと，

他児に対して，概念間のイメージを持たせる効果もあ

メンバーの一人の描いた概念地図を基に協同で改良し

ったと考えられる。このように，個々で作図するとき

たことが効果的であったと考える。少なくとも概念地

に獲得できなかった知識や気付きが，グループメンバ

図の描き方については，自分のこれまで獲得した知識

ーと協同で概念地図を完成させる過程で，獲得できた

や方略を改善しようとする意識が高まったと考えられ

と考える。

る。抽出グループでは，D 児が「豆電球」と「乾電池」

抽出グループでは，B 児，C 児，D 児の「グループ

の線に「モーター」をつなぐことにより，B 児が回路

学習メタ認知」得点が高まっていた。その理由として，

についてイメージできた場面，あるいは，「電気」と

この 3 名が話し合いをリードしていたことが挙げられ

「直列つなぎ」を線で結ぶことにより，A 児はこれま

る。他方，A 児は，発言が少なく，分からないことを

での学習の過程を思い出した場面などは，グループ学

進んで尋ねるまでには至っていない。そのため，グル

習によって，次は「こうするといいんだ」「今度はこ

ープ学習に主体的に関わっているという意識が持て

うしよう」と自分が気付かなかった方略や考え方など

ず，A 児の「グループ学習メタ認知」の得点が下がっ

を間接的な経験として獲得し，次の計画を改善しよう

たと考えられる。この 4 名は仲良しであるが，学力差

とする意識をもてた場面と考えられる。
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このように，授業後には，グループ学習によって，

目的や他者の意見に応じて課題解決の方略を調整する

自分とは異なる方略を学習できたという意識の子ども

「調整的メタ認知」の高まりも見られた。これらは，

は多いと考える。このことは，授業後の「改善的メタ

グループ学習による共通の課題を解決しようとするメ

認知」の因子得点の高まりに表れている。

ンバー相互に生じた意見交流によって得られたメタ認

「調整的メタ認知」については，抽出グループの 4

知能力と考えられる。すなわち，協同で概念地図を描

名すべてが高くなっていた。このグループでは，「め

く過程では，個々の獲得している知識や認識がベース

あてに合わせて，自分でやり方をかえている」「話し

となっての意見交換が発生する。また，それらの発言

合いでは友だちと自分の意見をくらべながら聞くよう

を聞くだけでも自他の獲得していた知識や概念の違い

にしている」という質問項目に合致した学習活動が行

が認識できる。ましてグループメンバーの関係が良好

われていた。つまり，概念地図を完成させるというめ

であれば，発言が促進され，自分自身の知識や概念に

あて(課題)を目指して，自他の描いた概念地図を見比

ついての点検や確認，考え方の改善や調整がより有効

べたり，互いの発言を聞き合ったりする姿が見られた

に働くようになる。

のである。この活動が見られたことから，グループ学

このように，概念地図の完成を目指したグループ学

習によって「調整的メタ認知」が高まったのは，妥当

習には，学力差があってもそれぞれに子どものメタ認

な結果であると考える。

知的知識やメタ認知的活動を高める一定の効果が期待

このような営みは他のグループでも同様に生じたこ

できるといえる。その条件として，メンバー同士が自

とが推察され，授業後の「調整的メタ認知」が高まっ

由に発言でき，傾聴し合える人間関係が醸成されるこ

たと考えられる。多様な認識をもつ子ども同士が話し

とが挙げられる。

合えるグループでの協同的な学習という環境では，グ
ループメンバーの獲得した知識や情報を入手でき，課
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The effect which raises metacognition by drawing a concept map
by a group :
Through learning of science "way of an electric current"
Nobumi MIYATA※１

・

Tomoya UEHARA※2
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Aichi Mizuho College
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Abstract
The purpose of this research is consideration of the effect about whether the collaborative learning by drawing
concept map raises metacognition or not. At the session of science in the 4th grade "electric way", first children
draw a concept map and next children draw the concept map with the high percentage of completion by a group.
I analyze a remark of an abstraction group and data by a questionnaire after lesson.
As a result, the following metacognitions rose. The "group study metacognition" which checks knowledge and
a concept and estimates by a member of a group, The "improving metacognition" which improve the next plan
by experience, and the "adjusting metacognition" which adjust a method of a problem solution according to the
purpose and the others' opinion. It became clear, even if there is a scholastic ability difference, that the group
study by drawing concept map is effective method to raise metacognition.
Key words ：Concept map，Metacognition，Science，Collaborative learning，Schoolchildren.
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言語活動のカリキュラムによる効果についての検討
―「話す」「聞く」の言語力に視点を当てて―

宮田

延実

愛知みずほ大学(非常勤講師)

本研究の目的は，概念地図法を手段にした協同的な学習によって，メタ認知が高まるかどうかを検討することで
ある。そこで，第４学年の理科「電気の通り道」の授業において，子どもが概念地図を描いた後に，グループで完
成度の高い概念地図の作成をする実践を行った。そして，抽出グループの発言分析と授業後に実施した質問紙によ
るデータにより分析した。その結果，次のメタ認知が高まった。グループのメンバーで，自分の知識や概念を点検
し評価をする「グループ学習メタ認知」，経験を基に次の計画を改善する「改善的メタ認知」，そして，目的や他者
の意見に応じて課題解決の方略を調整する「調整的メタ認知」である。さらに，学力差がある集団に対して，概念
地図法を手段にしたグループ学習は，メタ認知を高める有効な手段であることが明らかとなった。
キーワード：言語力，カリキュラム，話す，聞く，小学生

１．はじめに

国語科における，話すこと・聞くこと，書くこと，読

言語力は，知識と経験，論理的思考，感性・情緒等

むことのそれぞれに記録，要約，説明，論述といった

を基盤として，自らの考えを深め，他者とコミュニケ

言語活動の例示である。また，第 6 学年では，調べた

ーションを行うために言語を運用するのに必要な能力

ことやまとめたことについて，討論をする事例を，総

である(文部科学省, 2007)。そのために，中央教育審

合的な学習の時間，あるいは，教科等を横断した課題

議会答申において，「言語力の育成」は，各教科等に

解決的な学習や探求活動の事例として掲載されてい

おいて思考力，判断力，表現力等を育成する観点から，

る。

基礎的･基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動

これらの事例からは，言語力は，様々な学習活動を

を重視するとともに，言語環境を整え，言語活動の充

展開していくうちに育成されていくものであるが，
「話

実を図ることに配慮することが求められるようになっ

すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の言語

た(文部科学省, 2008a)。加えて，新しい学習指導要領

力がどの学習活動でどの程度まで育成されるかは曖昧

(文部科学省, 2008b)では，国語科以外の各教科等にお

である。実際，学習指導要領解説総則編(文部科学省，

いて，教科等の特質に応じた言語活動の充実が記述さ

2008c)においても「これらの学習活動は相互に関連し

れている。

合っており，截然と分類されるものではない」として

各学校の状況をみると言語活動の様々な取り組みが

いる。

すでに進められている。例えば，『言語活動の充実に

やがて，各学校での言語活動の取り組みが始まり，

関する指導事例集小学校版』(文部科学省，2011)にお

その成果と課題を検証する，教育課程企画特別部会に

いて，第 1 学年では，読んだ本について好きなところ

おける「言語活動の検証・改善のための有識者との意

を紹介する事例，第 3 学年では，出来事を説明するス

見交換」（文部科学省, 2014)では，次のような課題例

ピーチを行う事例などが掲載されている。これらは，

が挙げられていた。
1)言語活動についての目的意識や，
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教科等の学習過程における位置づけが不明確であった

２．研究の方法

り，指導計画等に効果的に位置付けられていなかった

研究協力校は愛知県内の公立小学校である。この小

りすることがあるとの指摘や，2)単なる話合いにとど

学校の「話す」「聞く」の言語活動の取り組みは，調

まり形骸化している例，あるいは，言語活動を行うこ

査年度が初年度である。

とが目的化している例である。

1) 研究協力校の実践の概要

これらの状況について，例えば，朝の会で行う輪番

研究協力校の言語活動におけるカリキュラムは，第

のスピーチと聞き手が質問や感想などを述べる実践

1 学年から第 6 学年まで通して，それぞれの発達段階

を，継続さえすれば，スピーチができる力，質問がで

に応じた「話す」「聞く」の基本的な知識技能を高め

きる力が育成されると長年の経験則に従って年間指導

ることが目標である。

計画に位置づけたり，また，言語活動の指導には力を

「話す」の目標は，「メモを見ないで人前でスピー

入れても，指導効果の検証が手薄になっていたりする

チできること」「伝えたいことを話すことができるこ

ことが考えられる。「話す」ことをひとつをとってみ

と」である。高学年については「敬語の使い分けや場

ても，スピーチができる力，敬語を使い分けて話す力，

に応じた話し方ができること」が加わる。

頭の中で考えたことを言葉で伝える力など，様々なレ

「聞く」の目標は，「他者のスピーチに質問ができ

ベルや内容のどれを育成させるかといった目的さえ明

るように聞くこと」「話し合いで出された意見の違い

確にしないまま言語活動に取り組んでいる学校が少な

がわかること」である。高学年については「様々な意

くない。総合的な学習の時間，あるいは，教科等を横

見の違いや要点をつかむように聞くこと」が加わる。

断した学習活動では，その学習活動によって，どんな

そこで，言語活動の全校の取り組みとして，学年の

種類の言語力が育成できるか，さらに曖昧になること

発達段階に応じて，朝の会では毎日 2 名の児童が自分

が危惧される。

の経験した出来事や感想をスピーチし，フロアーから

このような課題が挙げられる中で，まずは，子ども

出された質問に答えることを年間通して実践する。ま

の言語力が育成されるメカニズムを明らかにすること

た，教科に応じて発表会や討論，インタビューの練習

が重要である。その育成の道筋に沿ってカリキュラム

などの言語活動の指導を教科横断的に実践することに

編成や指導展開を作成すれば，目標とする言語力の効

した。

果的な育成が期待できるからである。

2) 調査協力者
調査協力者は，研究対象校の 2 年生 67 名，3 年生 7

そこで，本研究では，「話す」「聞く」といった初
歩的な言語力に絞って，それらがどのように育成され

1 名，5 年生 59 名，6 年生 86 名である。

ていくかを明らかにすることを目的とする。そのため

3) 質問項目と調査時期

に，研究協力校の 5 月と翌 2 月までの約 1 年間の言語

質問項目は，研究対象校の校長に依頼され，言語活

活動の取り組みに着目し，質問紙調査を通して，実践

動の指導成果を評価するために，「話す」「聞く」に

前後の変化から「話す」「聞く」の言語力が育成され

関する 4 項目の質問(Table 1)を作成した。
調査時期は，2013 年 5 月と 2014 年 2 月である。調

るメカニズムを構造方程式モデリングにより明らかに

査協力者には Table 1 の 4 項目について 4 件法

する。
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Table

1

「話す」「聞く」の言語能力についての質目項目

1

メモを見ないで，スピーチすることができる(メモなしスピーチ)。

2

友だちのスピーチを聞いて，しつもんすることができる(スピーチに質問)。

3

話し合いでは，友だちの意見と自分の意見をくらべながら聞く(意見を比べ聞く)。

4

だれにでも，つたえたいことを

きちんと話すことができる(きちんと伝える)。
(

Table

2

)は，質問文を短縮したもの

「話す・聞く」の5月と翌2月の平均値の比較
5月

1

2

3

4

翌2月

メモなしスピーチ

2～3年生

2.48(1.07)

2.51(1.07)

「話す」

5～6年生

2.56(1.06)

スピーチに質問

2～3年生

2.90(0.99)

「聞き話す」

5～6年生

2.40(1.03)

意見を比べ聞く

2～3年生

3.03(1.02)

3.02(0.93)

「聞く」

5～6年生

2.61(1.03)

2.69(0.95)

きちんと伝える

2～3年生

3.06(0.98)

「話す」

5～6年生

2.44(1.09)

＞

2.85(0.94)
＜

＞

*** p＜.001

( )は標準偏差

2.34(1.08) *

2.79(1.02) ***

2.85(0.94)

*

2.61(1.00)
* p＜.05

(あてはまる，少しあてはまる，あまりあてはまらない，あてはまらない)で回答を求めた。
できるのだが，「敬語の使い分けや場に応じた話し方
３．結果

ができること」の目標が加わり，高いレベルのスピー

IBM SPSS Statistics 22.0 により，対応のあるサン

チが求められることや，級友の前で話すことに緊張し

プルの t 検定を実施したところ，有意差があったのは，

たり，他者との比較による抵抗感を感じたりして，そ

Table 2 に示す通りである。

の平均値を下げたことが推察される。しかし，伝えた

低学年では，翌 2 月は 5 月に比べて「きちんと伝え

いことをきちんと話すことについては，場や相手に応

る」の平均値が有意に低下していた［t(137)=2.25，p

じて使い分ける言葉遣いが必要となる。高学年はそれ

＜.05］。有意な値ではないが「メモなしスピーチ」は

ができるようになっていくが，低学年は，パターンが

平均値が高くなっていたが，「スピーチに質問」「意

あるスピーチとは異なり，具体的な場面で，教師に言

見を比べ聞く」は低下していた。

い直しをさせられたり，個別の指導を受けたりするこ

高学年では，「メモなしスピーチ」の平均値が有意

ともあろう。何度も経験してきたスピーチすることへ

に低下し［t(144)=2.40，p＜.05］，「スピーチに質問」

の手応えを感じる一方，「きちんと伝える」ことの難

は有意に高くなっていた［t(144)= -3.96，p＜.001］。

しさを低学年の子どもたちが実感した結果ではないだ

有意な値ではないが「メモなしスピーチ」は平均値が

ろうか。

高くなっていたが，「意見を比べ聞く」「きちんと伝

次に「聞く」は，研究協力校の目標は「他者のスピ

える」が高くなっていた。

ーチに質問ができるように聞くこと」「話し合いで出

「話す」では，メモを見ないでスピーチすることは，

された意見の違いがわかること」であり，高学年の目

低学年は継続することで少しずつレベルが上がるよう

標は「様々な意見の違いや要点をつかむように聞くこ

になると考えられる。高学年では，すでにある程度は

と」が加わっていた。高学年は，高いレベルの「聞く
こと」を目指して言語活動を行った結果が平均値の向
上に表れている。他方，低学年に対しては，スピーチ
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に重点を置いた言語活動であったことから考えると，

を 0.05 以下，CFI を 0.95 以上とする基準から，両モデ

「聞く」に関しての言語能力はそれほど高まらなかっ

ルの当てはまりは十分によいといえる。
低学年の 5 月の言語活動が翌 2 月の言語活動へ与え

たのかもしれない。
以上の平均値の比較からでは，何らかの言語活動に

る影響では，①「きちんと伝える(5 月)」は，「きち

よる指導効果があることが推察されるが，それは，ど

んと伝える(2 月)」を促進していたが，「意見を

んな言語活動によって高められていたかまでは明かに

べ聞く(2 月)」を抑制していた。②「意見を比べ聞く(5

できない。そこで，構造的方程式モデリングにより，5

月)」は，「きちんと伝える(2 月)」を促進していた。

月時の言語活動と翌年の 2 月の言語活動の因果関係を

③「スピーチに質問(5 月)」は，「スピーチに質問(2

分析する。

月)」「メモなしスピーチ(2 月)」「意見を比べ聞く(2

比

月)」を促進していた。④「メモなしスピーチ(5 月)」
は，「スピーチに質問(2 月)」を促進していた。

４．言語力育成モデルの構築
本研究の目的は，小学生の 5 月の時点の「メモなし

低学年の翌 2 月における各言語活動相互の因果関係

スピーチ」「スピーチに質問」「意見を比べ聞く」「き

については，⑤「きちんと伝える(2 月)」は，「意見

ちんと伝える」といった言語力が，実践協力校の言語

を比べ聞く(2 月)」を促進し，それは「スピーチ

活動によって，翌 2 月の言語力に与える影響を検討す

質問(2 月)」を促進し，さらにそれは「メモなしスピ

ることである。そのために，構造方程式モデリングに

ーチ(2 月)」を促進していた。

に

よって言語力育成モデルを作成するのであるが，低学

高学年の 5 月の言語活動が翌 2 月の言語活動へ与え

年と高学年では，言語活動やその目標レベルが異なる

る影響では，①「きちんと伝える(5 月)」は，「きち

ので，別々にモデルを構築した。

んと伝える(2 月)」を促進していなかった。②「意見
を比べ聞く(5 月)」は，「意見を比べ聞く(2 月)」を促

初期のモデルとして，低学年と高学年の両モデルに

進していただけでなく，「スピー

は，5 月の「メモなしスピーチ」「スピーチに質問」

チに質問(2 月)」と「メモなしスピーチ(2 月)」も促

「意見を比べ聞く」「きちんと伝える」
から，翌 2 月の「メモなしスピーチ」「スピーチに質

進していた。③「スピーチに質問(5 月)」は，「きち

問」「意見を比べ聞く」「きちんと伝える」にそれぞ

んと伝える(2 月)」と「メモなしスピーチ(2 月)」を促

れパスを引いた。そして，Amos19.0 により解を推定し

進していた。④「メモなしスピーチ(5 月)」は，「ス

た。両モデルともに適合度が低いため，修正指標に従

ピーチに質問(2 月)」を促進していた。

ってパスを引き，モデルを構築したところ，低学年モ

高学年の翌 2 月における各言語活動相互の因果関係

デルは，Figure 1 に示すように適合度は RMSEA が 0.

では，⑤「スピーチに質問(2 月)」は，「きちんと伝

000，CFI は 1.000 となった。他方，高学年の言語力育

える(2 月)」「意見を比べ聞く(2 月)」「メモなしスピ

成モデルは Figure 2 に示すように適合度は RMSEA が

ーチ(2 月)」をそれぞれ促進していた。

0.000，CFI は 1.000 となった。適合度指標の RMSEA
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Figure 1

Table 4

低学年の言語力育成モデル

低学年のパス係数の推定値と標準誤差
推定値

標準誤差

確率

きちんと伝える(2月)

<--- 意見を比べ聞く(5月)

0.27

0.08 ***

きちんと伝える(2月)

<--- きちんと伝える(5月)

0.22

0.08 **

意見を比べ聞く(2月)

<--- スピーチに質問(5月)

0.24

0.08 **

意見を比べ聞く(2月)

<--- きちんと伝える(2月)

0.33

0.09 ***

意見を比べ聞く(2月)

<--- きちんと伝える(5月)

-0.17

意見を比べ聞く(2月)

<--- 意見を比べ聞く(5月)

0.10

0.08 n.s

スピーチに質問(2月)

<--- メモなしスピーチ(5月)

0.15

0.07 *

スピーチに質問(2月)

<--- スピーチに質問(5月)

0.25

0.08 **

スピーチに質問(2月)

<--- 意見を比べ聞く(2月)

0.26

0.08 ***

メモなしスピーチ(2月)

<--- メモなしスピーチ(5月)

0.17

0.09 n.s

メモなしスピーチ(2月)

<--- スピーチに質問(5月)

0.20

0.10 *

メモなしスピーチ(2月)

<--- スピーチに質問(2月)

0.17

0.10 n.s

*** p＜.001
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Figure 2

Table

5

高学年の言語力育成モデル

高学年のパス係数の推定値と標準誤差
推定値

標準誤差

確率

スピーチに質問(2月)

<---

メモなしスピーチ(5月)

0.23

0.09 **

スピーチに質問(2月)

<---

スピーチに質問(5月)

0.16

0.09 n.s

スピーチに質問(2月)

<---

意見を比べ聞く(5月)

0.16

0.08 *

きちんと伝える(2月)

<---

きちんと伝える(5月)

0.10

0.07 n.s

メモなしスピーチ(2月)

<---

スピーチに質問(5月)

0.17

0.08 *

きちんと伝える(2月)

<---

意見を比べ聞く(5月)

0.16

0.08 n.s

意見を比べ聞く(2月)

<---

意見を比べ聞く(5月)

0.19

0.07 *

メモなしスピーチ(2月)

<---

意見を比べ聞く(5月)

0.18

0.08 *

きちんと伝える(2月)

<---

スピーチに質問(5月)

0.16

0.08 *

意見を比べ聞く(2月)

<---

スピーチに質問(2月)

0.26

0.08 ***

メモなしスピーチ(2月)

<---

スピーチに質問(2月)

0.35

0.08 ***

きちんと伝える(2月)

<---

スピーチに質問(2月)

0.21

0.08 **

*** p＜.001
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５．考察

った。低学年にとってはスピーチに質問する力は，自

(1) 継続指導による直接的効果

他の意見を比べることのできる力につながると考えら

5 月のある特定の言語活動が翌 2 月になって，同じ

れる。ただ，「きちんと伝える」という要素には，や

言語活動に影響を与える「直接的効果」について考察

やもすると，伝えたいことは話すが，傾聴を妨げる作

する。「直接的効果」とは，例えば，5 月の「メモな

用をする可能性が示唆される。

しスピーチ」の取り組みが，翌 2 月の時点で同じ「メ

さらに，「きちんと伝える」に間接的効果を与えて

モなしスピーチ」の言語活動に肯定的な影響を与える

いたのは，低学年では「意見を比べ聞く」，高学年で

ことで，ここでは「直接的効果」と呼ぶ。

は「スピーチに質問」であった。低学年は，自他の意

低学年では，直接的効果があったのは，「スピーチ

見を比べる力が培われると，自分が話し手になったと

に質問」と「きちんと伝える」であった。高学年では

き，相手にきちんと伝わる話ができることを示してい

「意見を比べ聞く」のみであった。

ると考えられる。高学年でも自分が話し手になったと

つまり，継続した言語活動を行うことでその言語力

き，スピーチに質問できる傾聴力があると，場や相手

が伸びていくのは，低学年では，他者のスピーチに質

に応じた話し方がきちんとできると考えられる。

問しようとする「聞き話す」力，伝えたいことをきち

以上のことを要約すると次の通りである。低学年，

んと「話す」力であった。高学年では，自他の意見を

高学年ともにメモなしでスピーチする「話す」力と他

比べて「聞く」力であった。

者のスピーチに質問するための「聞き話す」力は，互
いに高め合う関係があった。高学年では，メモなしで

(2) 言語能力相互の間接的効果

スピーチする「話す」力を伸ばすには，自他の意見を

5 月のある特定の言語活動が翌 2 月になって，異な

比べる「聞く」力も加えて必要である。

る言語活動に影響を与える「間接的効果」について考

自他の意見を比べる「聞く」力を伸ばすには，低学

察する。「間接的効果」とは，例えば，5 月の「メモ

年ではスピーチに質問できる「聞き話す」力が必要で

なしスピーチ」の取り組みが，翌 2 月の時点で「意見

ある。逆に，他者にきちんと伝える「話す」力は，や

を比べ聞く」といった異なる言語活動に影響を与える

やもすると「聞く」力を抑制することが示唆される。

ことで，ここでは「間接的効果」と呼ぶ。

他者にきちんと伝えるという「話す」力を伸ばすには，

まず，「メモなしスピーチ」に間接的効果を与えて

低学年では，自他の意見を比べて「聞く」力が，高学

いたのは，低学年は「スピーチに質問」，高学年は「ス

年では，スピーチに質問できる「聞く」力が必要にな

ピーチに質問」と「意見を比べ聞く」であった。普通，

ると考えられる。

質問はメモなしで行うが，低学年はそれができるよう
になると，メモなしでもスピーチができるようになる

(3) 「話す」「聞く」の言語力の関係

と考えられる。高学年では，レベルが高いスピーチが

約 1 年間の言語学習をした翌 2 月になると，低学年

求められ，メモを見ないで話すことは，ある程度，頭

は，「話す」「聞く」の言語能力に関して，次のよう

の中で話の組み立てができることが前提である。その

な関係があった。それは，「きちんと伝える」から始

前提は，相手のスピーチや意見を聞いて自他の違いを

まり，それが「意見を比べ聞く」を促進し，さらにそ

比べて整理したり，質問することをまとめたりするこ

れは，「スピーチに質問」を促進する。最後にそれは，

とである。このような「聞く」ことが，メモを見なく

「メモなしスピーチ」を促進するといった順序性があ

てもスピーチができることにつながるのであろう。

った。

次に，「スピーチに質問」に間接的効果を与えてい

他方，高学年では，「メモなしスピーチ」「意見を

たのは，低学年，高学年ともに「メモなしスピーチ」

比べ聞く」「きちんと伝える」のそれぞれを促進して

であった。頭の中で組み立てた内容を表出するスピー

いたのは，「スピーチに質問」であった。

チができるようになると，他者のスピーチを聞いて質

つまり，低学年の言語力には，次のような関係があ

問したいことを頭の中で整理できるようになると考え

ると考えられる。低学年なりに自分の伝えたいことを

られる。

「話す」ことができる力は，自他の意見を聞き比べる

そして，「意見を比べ聞く」に間接的効果を与えて

「聞く」という力を促進する。その「聞く」という力

いたのは，低学年では「スピーチに質問」であったが，

は，スピーチの内容に質問したい気持ちになるほど深

逆に「きちんと伝える」はマイナスの間接的効果を与

く「聞く」ことができるようになる。このように，他

えていた。高学年では間接的効果を与えるものはなか

者の意見やスピーチをインプットして頭の中で整理で
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きるようになると，話し手になったとき，メモを見な

「聞く」ことが継続指導によって伸びる言語力であっ

いでも頭の中で構成した内容をアウトプットするスピ

た。

ーチができるようになると考えられる。

また，メモなしでスピーチする「話す」力と他者の

高学年では，スピーチに質問する「聞き話す」こと

スピーチに質問するための「聞く」力は，互いに高め

が，他の「聞く」「話す」の言語能力を促進する作用

合う関係があったので，研究協力校のような日々のス

をしていた。質問するために「聞く」ことは，スピー

ピーチは望ましい言語活動といえる。

チの内容に対しての質問，つまり「話す」ためのアウ

さらに，低学年では，他者にきちんと「話す」こと

トプットを想定した聞き方が求められる。それができ

が，引き金となって他の言語力に次々と影響を及ぼし

る高学年は，インプットする中で自他の意見を比べて

ていた。したがって，低学年は，まず，他者にきちん

「聞く」ことができるようになると考えられる。また，

と「話す」ことを指導することが望ましい。高学年で

「話す」ことでは，何を質問をするかを頭の中で組み

は，スピーチに質問できる「聞き話す」力は，それ自

立てる力が，メモなしでスピーチできる力を促進し，

体が複数の言語力に影響を与えているので，重点的な

相手に相応しい方法できちんと「話す」ことも促進し

指導が期待される。

ていたと考えられる。

以上のように「話す」「聞く」が育成されるメカニ

つまり，低学年では，その子どもなりに「きちんと

ズムについて分析し，研究協力校についての言語力育

伝える」という「話す」力が，自他の意見を比べて「聞

成の実態が明らかになったが，今後は，さらに多くの

く」力を伸ばし，また，それがスピーチに質問できる

小学生を対象にして調査し，より安定した言語力の育

「聞き話す」力を伸ばし，メモを見ないでスピーチで

成メカニズムを明らかにしたい。

きる「話す」力を伸ばすというメカニズムがあった。
高学年では，スピーチに質問できる「聞き話す」力が，
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The Effect by the Curriculum of Language Activity:
Focus on Speaking and Listening
Nobumi MIYATA
Aichi Mizuho College

Abstract

The purpose of this study is to make clear the mechanism how the school children’s skill
such as speaking and listening is brought up, and consider the effect by the curriculum of
language skill at the school under a study. This is the crossing curriculum a morning meetin
g and each subject. I built an upbringing model by a structure equation modeling and analy
zed the mechanism how linguistic skill is brought up in every lower grades and upper grade
s based on investigation date of 283 schoolchildren.
As a result, the following things could be suggested in the effect by this curriculum. 1)T
he skill to make a speech and ask a question raise each other. 2)Even if continuation guida
nce is done, improvement of linguistic skill is limited. 3)The base is talking transmitted to
others in lower grades and asking questions in upper grades to improve the linguistic skill.
key words：language skill，curriculum，speaking， listening，school children
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Abstract
This study examined the characteristics of yogo teachers’ research activities and related factors, with the aim
of clarifying the influences of such activities on work-related duties. The study was conducted within the period
between August 8 and September 12, 2012, involving 124 yogo teachers working at public elementary and junior
high schools located in A-Prefecture.
On factor analysis, 5 factors representing the characteristics of yogo teachers’ self-efficacy were extracted:
“playing a central role in school health-promoting activities”, “managing mental and physical health problems”,
“establishing trust-based relationships with those involved”, “summarizing self-education approaches”, and
“actively addressing health education”.
Factor 1: “playing a central role in school health-promoting activities” was correlated with the following items:
the length of experience, training facility, and experience of making presentations on yogo practice as part of
research activities as subjects’ attributes; levels of difficulty, distress, and comfort based on the impression of
each research activity; practice verification; and research activities as a yogo teacher. Factor 2: “managing
mental and physical health problems” was correlated with: the levels of distress and comfort based on the
impression of each research activity; and practice verification. Factor 3: “establishing trust-based relationships
with those involved” was correlated with: the type of school, the length of experience, training course,
participation in academic meetings as part of research activities, experience of making presentations on yogo
practice, practice verification, and research activities as a yogo teacher. Factor 4: “summarizing self-education
approaches” was correlated with: participation in academic meetings as part of research activities, the experience
of making presentations on yogo practice; levels of difficulty, usefulness, distress, and comfort based on the
impression of each research activity; practice verification, and research activities as a yogo teacher. Factor 5:
“actively addressing health education” was correlated with: the length of experience, training facility, research,
the status of research activities, levels of distress and comfort based on the impression of each research activity,
practice verification, and research activities as a yogo teacher. Only practice verification showed a significant
correlation with all of the 5 factors. Job satisfaction levels and interpersonal relationships in the workplace were
not significantly correlated with any of them.
Based on these results, it may be necessary to objectively organize yogo teachers’ research activities by
analyzing and discussing unclear points and challenges related to yogo practice, which are identified or classified
through practice verification, in order to effectively use their outcomes for future yogo practice. The possibility of
all settings of such practice being appropriate topics for yogo teachers to examine this issue was also suggested.
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Ⅰ はじめに

日々の自己実践を振り返り検証する実践検証を研究の原
点とし，職務上の課題や疑問への問いかけについて，実
践研究として積極的に研究活動に取り組むことが職務へ
の自己効力感を高めることにつながることから，積極的
に研究に取り組むことが重要であることを報告した。学
び続ける養護教諭として，養護教諭だからこそできる実
践を理論化する研究に取り組むことも専門的知識や技術
などを向上させることにつながる活動であると考えられ
る。
前述した背景を踏まえ，本稿では，養護教諭の自己効
力感が職務に影響を与えることを明らかにするために，
養護教諭の自己効力感の特徴と自己効力感に関連する要
因について検討した。

中央教育審議会答申(平成 24 年) 1)において，これから
の社会と学校に期待される役割として，社会の急激な変
化に伴って複雑化・多様化した課題に対応することが求
められると述べられている。また，これからの教員に求
められる資質能力においても，教職生活全体を通じて，
実践的指導力等を高めるとともに，社会の急速な進展の
中で，
知識・技術の絶えざる刷新が必要であることから，
教員が探究心を持ち，
学び続けることが不可欠であると，
「学び続ける教師像」
の確立についても述べられている。
養護教諭は，学校保健活動の推進に当たって中核的な
役割を果たしており，現代的な健康課題解決に向けて重
要な責務を担っている 2)。児童生徒の心身に関わる様々
な課題への適切な対応のためにも，専門的知識や技術な
どを向上させることが期待されている。専門的知識や技
術などの向上は，養護教諭の職務への自信の向上にも重
要な要素となることが考えられる。
Bandura3)は，「自己効力感（self-efficacy）とは，積
極的に課題に取り組むというような認識を意図的に働か
せることであり，この自己効力感が行動の開発や学習へ
の自信や意欲を促す」と定義している。自己効力感は，
ある行動を確実に遂行し，望ましい結果を得ようとする
信念であり，ある行動の先行要因としてその行動の遂行
を促進・抑制し，将来の行動の改善を予測する重要な因
子となる。つまり，その行動に対する自分自身の能力の
捉え方，自己効力感が高いほど実際に行動できる可能性
が高いと言えることから，養護教諭の職務に対する行動
への自信も，自己効力感として捉えることができる。こ
れまで自己効力感に関する研究は，看護の分野で多く行
われており，患者及び看護者の自己効力感を高めること
の重要性が報告されている 4-6)。また，看護学生の自己効
力感に関する研究では，看護教育において学生が達成感
を得やすい目標の設定の重要性が明らかにされている

Ⅱ 研究方法
1．調査対象・調査時期・調査方法
Ａ県内の 2 地区における 7 郡市の公立小・中学校に勤
務する養護教諭 135 名を対象として，2012 年 8 月 8 日
～9 月 12 日に，無記名自記式のアンケート用紙を用いて
調査を行った。各郡市の養護教諭部会長を通じて調査依
頼をし，夏季の養護教諭部会（研修会など）においてア
ンケート用紙を配布して，会の終了後に回収した。
2．倫理的配慮
本調査により得た結果は「コンピュータによって統計
処理および解析を行うこと，および，本調査への協力は
自由意思によるものであること」
を調査依頼文に明記し，
質問紙の返却と同意への署名をもって協力の意志を確認
した。
3．調査内容
質問項目は以下のとおりである。
1）対象者の属性
勤務校種，現在の勤務校の学校規模，現在の勤務校で
の勤務年数，年代，これまでの勤務校種と勤務年数，養
成機関の 6 項目において選択式および記述式とした。
2）研究に関する現状
養護教諭の研究に関する先行研究 17)を参考に作成し
た。学会や研究会への所属，学会への参加経験，論文や
実践の発表経験，現在の研究の状況，研究の種類，共同
研究者の有無，研究で得られた効果についての 8 項目に
ついて選択式および記述式とした。
3）研究のイメージ
養護教諭の研究に関する先行研究 17)を参考に作成し
た。研究の難易度では「易しい」
「少し易しい」
「少し難
しい」
「難しい」
，有益度では「有益」
「少し有益」
「少し
無益」
「無益」
，苦楽度では「楽しい」
「少し楽しい」
「少
し苦しい」
「苦しい」の 3 項目のイメージについて，そ
れぞれ 4 件法の選択式とした。
4）養護教諭の研究活動尺度

7-9)。教育心理の分野においては，自己効力感が低いと，

無気力，無関心，劣等感，抑うつ状態等がみられること
も報告されている 10)。一方，学校保健の分野でも自己効
力感に関する研究 11)は行われているが，養護教諭に関し
ては豊島ら 12)により，勤務年数，実践検証，仕事満足度，
職場の人間関係が養護教諭の自己効力感に影響を与えて
いることや，鈴木ら 13-14) により，管理職のリーダーシ
ップが職場風土を介して間接的に養護教諭の自己効力感
やストレス等，職務態度全般に影響力があることが明ら
かにされている。なかでも，自己効力感と実践検証との
有意な関連が認められたことは，
自己の実践を振り返り，
自己研修や実践への問いかけを行うことで力量が高めら
れ，職能成長が期待できる 12)と考えられる。
養護教諭の専門領域における主な職務内容の中に，
「学
15)
16)
校保健に関わる研究」が示されている 。著者ら は，
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1．養護教諭の自己効力感尺度の得点と回答者の分布
養護教諭の自己効力感尺度を構成する質問項目の得点
と回答者の分布を表 1 に示した。1 つの選択肢に 50％以
上の回答が集中した項目は「1．子どもの痛みや感情を
受け止めたかかわりをする」
「2．個別の健康ニーズに応
じた関わりをする」
「9．保健室外でも，子どもと積極的
に関わる」
「14．養護教諭の日々の基本的な活動をする」
の 4 項目であった。質問項目全体の自己効力感得点平均
値は 5.00（SD＝0.51）でふつう（4 点）を上回っていた。
自己効力感得点平均値の高い項目は「7．保健室での
ルールを子どもに伝える」で 5.98（SD＝0.89）
，次いで
「8．必要に応じて，子どもに対して毅然とした態度を
とる」で 5.92（SD＝1.02）
，
「9．保健室外でも，子ども
と積極的に関わる」で 5.87（SD＝0.80）といずれも大
変高い得点であった。逆に，低い項目は「29．自分の実
践をまとめたり，他からの評価を受けたりする機会をも
つ」が 3.92（SD＝1.30）でふつう（4 点）を下回ってお
り，次いで「28．生活の中の出来事を教材化する工夫を

看護専門学校教員の研究活動尺度に関する先行研究
18)を参考に，
「研究の実践」
「研究意欲」
「研究活動の環境」

の要因から 15 項目を抽出・改編して作成した。すべて
の項目は，
「非常に思う（7 点）
」
「思う（6 点）
」
「少し思
う（5 点）
」
「ふつう（4 点）
」
「少し思わない（3 点）
」
「思
わない（2 点）
」
「非常に思わない（1 点）
」の 7 件法の選
択式とした。
5）養護教諭の自己効力感尺度
養護教諭の自己効力感に関する先行研究 13-14)で作成さ
れた養護教諭の自己効力感尺度の 40 項目のうち，Ａ県
で使用されていない名称について一部変更して使用した。
すべての項目を「非常に思う（7 点）
」から「非常に思わ
ない（1 点）
」の 7 件法の選択式とした。
6）養護教諭の職務への自己効力感の関連要因
職務への自己効力感の関連要因として先行研究 12-14)
で報告されている，養護教諭の仕事への満足度（以下，
仕事満足度と示す）
，
学校内の教職員間の人間関係
（以下，
職場の人間関係と示す）
，
自己の実践の振り返り検証の頻
度（以下，実践検証と示す）を取り上げ，すべての項目
を 5 件法の選択式とした。また，関連要因として報告が
ある勤務年数については対象者の属性，学会参加につい
ては研究に関する現状の中で回答を求めた。
4．分析方法
養護教諭の自己効力感尺度の質問項目については単純
集計し，平均値と標準偏差を算出した。養護教諭の自己
効力感尺度は，主因子法プロマックス回転で因子分析を
行った。養護教諭の研究活動は，研究活動得点平均値を
低値群（～3.84）
（以下，研究活動Ｌ群と示す）
・中間値
群（3.85～4.44）
（以下，研究活動Ｍ群と示す）
・高値群
（4.45～）
（以下，研究活動Ｈ群と示す）の 3 分位で群分
けした。養護教諭の自己効力感尺度の因子分析で抽出さ
れた因子と属性等の要因との関連については，校種，学
会等の所属，学会への参加経験，論文等の発表経験，実
践の発表経験，研究の状況には t 検定，あるいは
Mann-Whitney の U 検定を行った。学校規模，着任年
数，経験年数，養成機関，研究のイメージの難易度，有
益度，苦楽度，仕事満足度，職場の人間関係，実践検証，
養護教諭の自己効力感は一元配置分散分析，あるいは
Kruskal-Wallis の H 検定を行った。多重比較は，
Bonferroni の検定を行った。
統計解析には IBM SPSS Statistics ver.19.0 を用いた。
各検定においては危険率 5％以下を有意水準とした。

する」が 4.33（SD＝1.03）
，
「21．保健主事に適切なア
ドバイスをする
（兼任の場合を除く）
」
で 4.40
（SD＝1.25）
と「34．学校保健組織作りのリーダーシップを取る」で
4.40（SD＝1.20）であった。
2．養護教諭の自己効力感尺度の因子分析
養護教諭の自己効力感尺度を，主因子法プロマックス
回転により因子分析を行った結果を表 2 に示した。
固有値の推移と解釈の可能性，先行研究での因子分析
の結果を参考に 5 因子を採用し，質問が対象者全体を対
象としない 2 項目と因子負荷量が 0.40 未満の 6 項目を
除いた 32 項目について因子を構成した。各因子の
Cronbach のα係数は，0.938～0.859 であった。
第１因子は「34．学校保健組織作りのリーダーシップ
を取る」
「35．学校保健活動を推進するためのコーディ
ネートをする」などの 11 項目からなり，これらが学校
保健活動全般において養護教諭が果たしているリーダー
的役割などを示していることから『学校保健活動のリー
ダー的役割』と命名した。第 2 因子は「1．子どもの痛
みや感情を受け止めたかかわりをする」
「6．保健室に来
室している複数の子どもたちに目配りや声かけをしなが
ら，状況を把握する」などの 8 項目からなり，健康相談
をはじめとする子どもたちとの関わりの場面を示してい
ることから『心身の健康課題への対応』と命名した。第
3 因子は「18．担任から，気になる子どもについての相
談がもちかけられる」
「19．担任の子ども理解について，
支援やアドバイスをする」などの 7 項目からなり，児童
生徒への理解や支援のための他者との連携の場面につい
て示していることから『関係者との信頼関係づくり』と
命名した。第 4 因子は「29．自分の実践をまとめたり，
他からの評価を受けたりする機会をもつ」
「26．自分自

Ⅲ 結果
回収数 130 名（回収率 96.3％）であった。そのうち，
「養護教諭の研究活動尺度」と「養護教諭の自己効力感
尺度」
の全項目に回答があった124 名を分析対象とした。
有効回答率は，91.9％である。
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１．子どもの痛みや感情を受け止めたかかわりをする
２．個別の健康ニーズに応じたかかわりをする
３．子どもの訴えの背景（悩みや生活状況など）を適切に把握する
４．個別の健康ニーズに応じた支援計画を作成する
５．子どもの自己肯定感を高めるような支援をする
６．保健室に来室している複数の子どもたちに目配りや声かけをしながら，状況を把握する
７．保健室でのルールを子どもに伝える
８．必要に応じて，子どもに対して毅然とした態度をとる
９．保健室外でも，子どもと積極的にかかわる
１０．わかりやすい保健指導をする
１１．担任と協力して，保健学習をする
１２．担任と協力して，あるいは独自で保健学習をする
１３．児童生徒の委員会活動で，子どもの興味や関心を引きだす
１４．養護教諭の日々の基本的な活動をする
１５．健康診断や健康相談など，健康管理の方法を工夫して実施する
１６．安全に関する活動を積極的に推進する
１７．環境衛生に関する活動を積極的に推進する
１８．担任から，気になる子どもについての相談がもちかけられる
１９．担任の子ども理解について，支援やアドバイスをする
２０．教職員の心身のサポートをする
２１．保健主事に適切なアドバイスをする（兼任の場合を除く）
２２．保健主事と協力して学校保健活動を行う（兼任の場合を除く）
２３．スクールカウンセラーや相談員・支援員など（地域担当者も含む）とうまく連携する
２４．保護者と子どもの健康実態について話をする
２５．保護者や家族との連携を深める
２６．自分自身のテーマをもって研究する
２７．救急処置・カウンセリングなどの実技能力を身につける研修をする
２８．生活の中の出来事を教材化する工夫をする
２９．自分の実践をまとめたり，他からの評価を受けたりする機会をもつ
３０．自分自身の豊かな感性をはぐくむ
３１．学校医や地域の医療機関と学校の健康実態について話し合う
３２．子どもの問題や学校の問題を，広い視野から見直す
３３．実態に応じた学校保健計画を企画立案する
３４．学校保健組織作りのリーダーシップを取る
３５．学校保健活動を推進するためのコーディネートをする
３６．学校全体の健康実態（レベル）を改善する
３７．気になる子どもの健康実態（レベル）を改善できる
３８．保健室経営方針が教職員に理解される
３９．養護教諭の位置や活動について正当な評価を受ける
４０．校内の主な会議に出席し，発言する

質問項目
ｍ±ＳＤ
5.67 ± 0.79
5.55 ± 0.82
5.50 ± 0.89
4.52 ± 1.04
5.26 ± 1.04
5.61 ± 0.99
5.98 ± 0.89
5.92 ± 1.02
5.87 ± 0.80
4.93 ± 1.04
4.57 ± 1.29
4.42 ± 1.29
4.91 ± 1.13
5.69 ± 0.93
5.35 ± 1.02
4.82 ± 1.05
4.78 ± 1.06
5.65 ± 0.94
5.21 ± 1.08
5.01 ± 1.15
4.40 ± 1.25
4.95 ± 1.17
5.56 ± 1.08
5.33 ± 0.91
5.23 ± 0.96
4.50 ± 1.21
4.98 ± 1.12
4.33 ± 1.03
3.92 ± 1.30
4.80 ± 1.10
4.66 ± 1.18
4.65 ± 1.07
4.67 ± 1.00
4.40 ± 1.20
4.65 ± 1.19
4.63 ± 1.14
4.77 ± 1.03
4.58 ± 1.12
4.71 ± 1.12
4.86 ± 1.05

非常に思う
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5 ( 4.0
3 ( 2.4
2 ( 1.6
2 ( 1.6
3 ( 2.4
4 ( 3.2
3 ( 2.4
1 ( 0.8
4 ( 3.2
9 ( 7.3
5 ( 4.0
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

思う
78 ( 62.9
66 ( 53.2
58 ( 46.8
22 ( 17.7
57 ( 46.0
48 ( 38.7
59 ( 47.6
55 ( 44.4
64 ( 51.6
33 ( 26.6
26 ( 21.0
25 ( 20.2
36 ( 29.0
63 ( 50.8
44 ( 35.5
33 ( 26.6
28 ( 22.6
59 ( 47.6
48 ( 38.7
43 ( 34.7
14 ( 17.9
25 ( 32.1
54 ( 43.5
57 ( 46.0
46 ( 37.1
20 ( 16.1
36 ( 29.0
13 ( 10.5
12 ( 9.7
34 ( 27.4
31 ( 25.0
31 ( 25.0
28 ( 22.6
19 ( 15.3
29 ( 23.4
27 ( 21.8
30 ( 24.2
21 ( 16.9
17 ( 13.7
32 ( 25.8
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

少し思う
21 ( 16.9
34 ( 27.4
35 ( 28.2
41 ( 33.1
29 ( 23.4
34 ( 27.4
17 ( 13.7
18 ( 14.5
30 ( 24.2
41 ( 33.1
36 ( 29.0
26 ( 21.0
34 ( 27.4
21 ( 16.9
40 ( 32.3
41 ( 33.1
39 ( 31.5
32 ( 25.8
37 ( 29.8
38 ( 30.6
18 ( 23.1
17 ( 21.8
28 ( 22.6
36 ( 29.0
41 ( 33.1
36 ( 29.0
34 ( 27.4
36 ( 29.0
22 ( 17.7
28 ( 22.6
34 ( 27.4
30 ( 24.2
34 ( 27.4
38 ( 30.6
35 ( 28.2
39 ( 31.5
50 ( 40.3
39 ( 31.5
44 ( 35.5
40 ( 32.3
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

人数（％）
ふつう
15 ( 12.1
14 ( 11.3
18 ( 14.5
40 ( 32.3
24 ( 19.4
16 ( 12.9
11 ( 8.9
9 ( 7.3
4 ( 3.2
35 ( 28.2
36 ( 29.0
45 ( 36.3
36 ( 29.0
19 ( 15.3
20 ( 16.1
36 ( 29.0
41 ( 33.1
12 ( 9.7
22 ( 17.7
23 ( 18.5
31 ( 39.7
26 ( 33.3
17 ( 13.7
22 ( 17.7
26 ( 21.0
42 ( 33.9
36 ( 29.0
51 ( 41.1
42 ( 33.9
48 ( 38.7
41 ( 33.1
47 ( 37.9
48 ( 38.7
38 ( 30.6
39 ( 31.5
36 ( 29.0
30 ( 24.2
46 ( 37.1
40 ( 32.3
37 ( 29.8
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

少し思わない
0 ( 0.0 )
1 ( 0.8 )
1 ( 0.8 )
17 ( 13.7 )
6 ( 4.8 )
2 ( 1.6 )
0 ( 0.0 )
4 ( 3.2 )
1 ( 0.8 )
8 ( 6.5 )
13 ( 10.5 )
14 ( 11.3 )
8 ( 6.5 )
0 ( 0.0 )
5 ( 4.0 )
8 ( 6.5 )
9 ( 7.3 )
1 ( 0.8 )
6 ( 4.8 )
12 ( 9.7 )
7 ( 3.9 )
2 ( 1.1 )
2 ( 1.6 )
3 ( 2.4 )
2 ( 1.6 )
16 ( 12.9 )
7 ( 5.6 )
18 ( 14.5 )
28 ( 22.6 )
7 ( 5.6 )
8 ( 6.5 )
11 ( 8.9 )
11 ( 8.9 )
19 ( 15.3 )
11 ( 8.9 )
15 ( 12.1 )
9 ( 7.3 )
8 ( 6.5 )
11 ( 8.9 )
8 ( 6.5 )

思う
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
3 ( 2.4
1 ( 0.8
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
1 ( 0.8
5 ( 4.0
8 ( 6.5
3 ( 2.4
0 ( 0.0
0 ( 0.0
3 ( 2.4
2 ( 1.6
1 ( 0.8
2 ( 1.6
1 ( 0.8
4 ( 5.1
3 ( 3.8
2 ( 1.6
0 ( 0.0
1 ( 0.8
2 ( 1.6
2 ( 1.6
3 ( 2.4
14 ( 11.3
1 ( 0.8
6 ( 4.8
3 ( 2.4
1 ( 0.8
5 ( 4.0
5 ( 4.0
3 ( 2.4
4 ( 3.2
5 ( 4.0
3 ( 2.4
2 ( 1.6
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

思わない
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
3 ( 2.4
2 ( 1.6
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
1 ( 0.8
2 ( 2.6
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
0 ( 0.0
3 ( 2.4
0 ( 0.0
1 ( 0.8
3 ( 2.4
1 ( 0.8
1 ( 0.8
0 ( 0.0
0 ( 0.0
2 ( 1.6
1 ( 0.8
1 ( 0.8
0 ( 0.0
1 ( 0.8
0 ( 0.0
0 ( 0.0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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原著

質問項目
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
第1因子：学校保健活動のリーダー的役割
３４．学校保健組織作りのリーダーシップを取る
1.022 -0.159
0.025 -0.113
0.034
0.970 -0.052
0.064 -0.072 -0.036
３５．学校保健活動を推進するためのコーディネートをする
0.928
0.006 -0.145 -0.117
0.059
３３．実態に応じた学校保健計画を企画立案する
0.822 -0.065
0.053
0.097 -0.077
３６．学校全体の健康実態（レベル）を改善する
0.604 -0.003
0.060
0.066
0.018
１７．環境衛生に関する活動を積極的に推進する
３１．学校医や地域の医療機関と学校の健康実態について話し合う
0.594
0.018 -0.133
0.251
0.051
１５．健康診断や健康相談など，健康管理の方法を工夫して実施する
0.540
0.111
0.083 -0.192
0.242
４０．校内の主な会議に出席し，発言する
0.513 -0.067
0.138
0.120
0.087
３７．気になる子どもの健康実態（レベル）を改善できる
0.512
0.090
0.176
0.246 -0.156
３８．保健室経営方針が教職員に理解される
0.478
0.052
0.242
0.183 -0.250
３２．子どもの問題や学校の問題を，広い視野から見直す
0.448
0.111 -0.068
0.361
0.125
第2因子：心身の健康課題への対応
１．子どもの痛みや感情を受け止めたかかわりをする
0.027
0.871 -0.137 -0.024 -0.134
６．保健室に来室している複数の子どもたちに目配りや声かけをしながら，状況を把握する
0.066
0.822 -0.030
0.064 -0.060
２．個別の健康ニーズに応じたかかわりをする
-0.096
0.785 -0.013
0.147 -0.052
0.015
0.733
0.034 -0.221
0.171
７．保健室でのルールを子どもに伝える
-0.103
0.705
0.122
0.132 -0.066
３．子どもの訴えの背景（悩みや生活状況など）を適切に把握する
0.183
0.603
0.016
0.117 -0.138
５．子どもの自己肯定感を高めるような支援をする
0.186
0.568
0.059 -0.314
0.224
８．必要に応じて，子どもに対して毅然とした態度をとる
９．保健室外でも，子どもと積極的にかかわる
-0.294
0.536
0.156 -0.016
0.073
第3因子：関係者との信頼関係づくり
-0.148
0.059
0.880 -0.101
0.128
１８．担任から，気になる子どもについての相談がもちかけられる
-0.007
0.023
0.804 -0.001
0.097
１９．担任の子ども理解について，支援やアドバイスをする
0.050
0.130
0.773 -0.221
0.033
２３．スクールカウンセラーや相談員・支援員など（地域担当者も含む）とうまく連携する
0.126 -0.071
0.679
0.011 -0.042
２４．保護者と子どもの健康実態について話をする
0.076 -0.055
0.633
0.219 -0.098
２５．保護者や家族との連携を深める
0.046
0.071
0.550
0.197
0.078
２０．教職員の心身のサポートをする
第4因子：自己実践のまとめ
0.254
0.069
0.461
0.065 -0.071
３９．養護教諭の位置や活動について正当な評価を受ける
２９．自分の実践をまとめたり，他からの評価を受けたりする機会をもつ
-0.006
0.019 -0.050
0.805
0.129
２６．自分自身のテーマをもって研究する
0.013 -0.046 -0.003
0.803
0.170
２８．生活の中の出来事を教材化する工夫をする
0.054 -0.083
0.027
0.683
0.156
第5因子：保健教育への積極的な取り組み
１２．担任と協力して，あるいは独自で保健学習をする
0.007 -0.148
0.079
0.238
0.784
-0.045
0.085
0.044
0.283
0.681
１１．担任と協力して，保健学習をする
１０．わかりやすい保健指導をする
0.288
0.191 -0.141
0.267
0.418
因子間相関
F1
F2
F3
F4
F5
除外
４．個別の健康ニーズに応じた支援計画を作成する
F1
1.000
0.591
0.660
0.638
0.425
１３．児童生徒の委員会活動で，子どもの興味や関心を引きだす
F2
1.000
0.632
0.294
0.386
１４．養護教諭の日々の基本的な活動をする
F3
1.000
0.445
0.339
１６．安全に関する活動を積極的に推進する
F4
1.000
0.275
２１．保健主事に適切なアドバイスをする（兼任の場合を除く）
F5
1.000
因子分析：主因子法・プロマックス回転
２２．保健主事と協力して学校保健活動を行う（兼任の場合を除く）
２７．救急処置・カウンセリングなどの実技能力を身につける研修を
３０．自分自身の豊かな感性をはぐくむ

身のテーマをもって研究する」などの 3 項目からなり，
研究実践について示していることから『自己実践のまと
め』と命名した。第 5 因子は「12．担任と協力して，あ
るいは独自で保健学習をする」
「11．担任と協力して，
保健学習をする」などの 3 項目からなり，保健教育の実
践を示していることから『保健教育への積極的な取り組
み』と命名した。
3．養護教諭の自己効力感と関連する要因
自己効力感尺度の 5 因子と対象者の属性，研究に関す
る現状，養護教諭の研究活動等との関連について検討し
た結果を表 3 に示した。
第 1 因子『学校保健活動のリーダー的役割』と関連が
認められたのは，対象者の属性における経験年数，養成
機関，研究に関する現状における実践の発表経験，研究

のイメージにおける難易度と苦楽度，実践検証，養護教
諭の研究活動であった。経験年数では，20 年以上の者が
9 年以下の者よりも，養成機関では保健師養成学校・そ
の他と短期大学卒業者が 4 年制大学卒業者よりも自己効
力感得点平均値が有意に高かった。また，実践の発表経
験のある者がない者よりも自己効力感得点平均値が有意
に高かった。研究のイメージにおいては，難易度では，
研究を少し難しいと思っている者が，難しいと思ってい
る者より，苦楽度では，研究を楽しいと思っている者が
苦しいと思っている者よりも自己効力感得点平均値が有
意に高かった。実践検証では，いつも・時々行っている
者が，そうでない者よりも自己効力感得点平均値が有意
に高かった。養護教諭の研究活動では，研究活動Ｈ群と
Ｍ群が研究活動Ｌ群よりも自己効力感得点平均値が有意
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第1因子
ｐ値
学校保健活動のリーダー的役割
ｎ
小学校
82
4.74 ± 0.85
n.s.
中学校
42
4.70 ± 0.89
学校規模
99人以下(A)
42
4.72 ± 0.97
n.s.
100人以上399人以下(B)
54
4.68 ± 0.85
400人以上(C)
21
4.84 ± 0.74
32
4.62 ± 0.97
n.s.
着任年数
1年目
2年目
32
4.58 ± 0.82
対
3年目
20
4.88 ± 0.73
象
4年目
24
4.84 ± 0.95
者
5年目以上
16
4.90 ± 0.75
の
**
経験年数
9年以下(A)
18
4.11 ± 0.75
属
10年以上19年以下(B)
18
4.42
±
0.94
性
20年以上29年以下(C)
46
4.81 ± 0.80
30年以上(D)
42
5.03 ± 0.79
Ｃ，Ｄ＞Ａ
【多重比較】
**
養成課程
保健師養成学校・その他(A)
4
5.59 ± 0.74
短期大学(B)
103
4.78 ± 0.82
4年制大学(C)
17
4.20 ± 0.90
Ａ，Ｂ＞Ｃ
【多重比較】
あり
15
5.06 ± 0.91
n.s.
学会等の所属a）
研
なし
109
4.68 ± 0.85
究 学会への参加経験a） あり
36
4.88 ± 0.92
n.s.
に
なし
88
4.67 ± 0.83
関 論文等の発表経験a） あり
5
3.95 ± 1.22
n.s.
す
なし
119
4.76 ± 0.84
*
る 実践の発表経験a）
あり
89
4.84 ± 0.86
現
なし
35
4.44 ± 0.82
状 研究の状況a）
している
62
4.75 ± 0.83
n.s.
していない
62
4.71 ± 0.90
*
難易度
易しい（A)
8
4.45 ± 0.90
少し易しい（B)
14
4.79 ± 0.86
少し難しい（C)
56
4.99 ± 0.83
難しい（D)
44
4.45 ± 0.83
研
Ｃ＞Ｄ
【多重比較】
究 有益度
有益（A)
43
4.90 ± 0.96
n.s.
の
少し有益（B)
61
4.71 ± 0.76
イ
少し無益（C)
16
4.48 ± 0.95
メ
無益（D)
2
4.05 ± 0.06
【多重比較】
*
ジ 苦楽度
楽しい（A)
7
5.55 ± 0.86
少し楽しい（B)
25
4.91 ± 0.72
少し苦しい（C)
55
4.67 ± 0.82
苦しい（D)
35
4.55 ± 0.95
Ａ＞Ｄ
【多重比較】
仕事満足度
満足・やや満足(A)
101
4.77 ± 0.88
n.s.
どちらでもない（B)
19
4.56 ± 0.78
不満・やや不満（C)
4
4.39 ± 0.77
職場の人間関係
うまく・ややうまくいっている（A)
117
4.75 ± 0.85
n.s.
どちらでもない（B)
5
4.38 ± 1.26
うまく・ややうまくいっていない（C)
2
4.64 ± 0.77
**
実践検証
いつも・時々（A)
75
4.99 ± 0.86
どちらでもない（B)
30
4.39 ± 0.78
あまり・まったく（C)
19
4.25 ± 0.62
Ａ＞Ｂ，Ｃ
【多重比較】
**
養護教諭の研究活動
Ｈ群（4.45～）
42
5.11 ± 0.77
Ｍ群（3.85～4.44）
41
4.86 ± 0.79
Ｌ群（～3.84）
41
4.21 ± 0.78
Ｍ群，Ｈ群＞Ｌ群
【多重比較】
a）はｔ検定またはMann-WhitneyのＵ検定，WilcoxonのＵ検定
無印は分散分析，その後の検定，またはKruskal WallisのＨ検定，Mann-WhitneyのU検定

項目
校種a）

第2因子

±
±
±
±

5.82
5.57
5.63
6.00
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第3因子

ー

±
±
±
±

±
±
±
±

0.61
0.69
0.82
0.95

1.00
0.75
0.67
0.00

n.s.

n.s.

± 0.83
n.s.
± 0.76
± 0.79
± 0.84
n.s.
± 0.30
± 0.40
*
± 0.89
± 0.67
± 0.68
Ａ＞Ｃ
**
5.53 ± 0.76
5.24 ± 0.82
4.94 ± 0.80
Ｈ群＞Ｌ群

5.84
5.22
5.22
5.20

**
± 0.30
± 0.61
± 0.68
± 0.72
Ａ＞Ｃ，Ｄ
5.70 ± 0.67
n.s.
5.55 ± 0.72
5.56 ± 1.01
5.68 ± 0.68
n.s.
5.75 ± 0.72
5.00 ± 0.71
*
5.78 ± 0.72
5.54 ± 0.57
5.46 ± 0.65
Ａ＞Ｃ
5.88 ± 0.51
n.s.
5.63 ± 0.73
5.49 ± 0.75

5.29
5.05
4.96
5.24
5.34
4.86
5.36
5.16
4.93

5.25
5.22
5.30
5.57

6.45
5.74
5.54
5.69

ｐ値

*
5.11 ± 0.84
5.49 ± 0.74
5.18 ± 0.88
n.s.
5.29 ± 0.84
5.25 ± 0.72
5.30 ± 0.76
n.s.
4.91 ± 0.93
5.41 ± 0.71
5.36 ± 0.80
5.39 ± 0.80
**
4.46 ± 0.72
5.17 ± 1.04
5.31 ± 0.67
5.53 ± 0.72
Ｂ，Ｃ，Ｄ＞Ａ
**
5.71 ± 0.69
5.33 ± 0.76
4.58 ± 0.91
Ａ，Ｂ＞Ｃ
*
5.71 ± 0.96
5.18 ± 0.79
5.29 ± 0.95
n.s.
5.22 ± 0.77
4.40 ± 1.35
n.s.
5.28 ± 0.78
**
5.39 ± 0.77
4.88 ± 0.86
4.38 ± 1.06
n.s.
4.12 ± 1.05
4.95 ± 1.03
n.s.
5.01 ± 0.81
5.47 ± 0.76
5.1 ± 0.84

関係者との信頼関係 づくり

n.s.

0.75
0.67
0.56
0.35

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

0.67
0.68
0.87
0.59
0.87
0.67
0.64
0.77
0.64
0.73
0.93
0.59
0.62
0.74

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

5.98
5.63
5.76
5.63
5.18
5.69
5.73
5.51
5.70
5.64
5.31
5.64
5.73
5.68

0.69
0.66
0.76
0.68
0.55
0.63
0.71
0.76
0.66
0.69
0.71
0.60
0.68
0.69
n.s.

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

ｐ値

5.56 ± 0.79
5.70 ± 0.68
5.54 ± 0.69

5.61
5.79
5.52
5.72
5.79
5.66
5.54
5.87
5.64
5.76
5.42
5.83
5.62
5.76

心身の健康課題 への対応

第4因子
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.00
1.17
1.07
1.08
1.02
1.33
0.92
0.90
1.10
0.68
0.95
1.08
1.23
0.84
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

ｐ値

第5因子

5.75
4.70
4.00

4.43
4.47
4.52
4.60
4.90
4.60
4.29
4.95
4.75
4.85
3.78
4.69
4.86
4.75

± 1.06
± 1.08
± 1.16
± 1.02
± 1.01
± 1.06
± 1.08
± 0.92
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Ｈ群＞Ｍ群＞Ｌ群
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4.83 ± 0.79
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3.88
4.38
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に高かった。
第 2 因子『心身の健康課題への対応』と関連が認めら
れたのは，研究のイメージにおける苦楽度と実践検証で
あった。苦楽度では，楽しいと思っている者が少し苦し
い・苦しいと思っている者より，実践検証ではいつも・
時々行っている者があまり・まったく行わない者よりも，
自己効力感得点平均値が有意に高かった。
第 3 因子『関係者との信頼関係づくり』に影響してい
るのは対象者の属性における校種，
経験年数，
養成機関，
研究に関する現状における学会等の所属，実践の発表経
験，実践検証，養護教諭の研究活動であった。校種では，
中学校に勤務している者が小学校に勤務している者より，
経験年数では 10 年以上の者が 9 年以下の者より，養成
機関では保健師養成学校・その他，短期大学卒業者が 4
年制大学卒業者よりも自己効力感得点平均値が高かった。
学会等の所属では，所属している者が所属していない者
より，実践の発表経験では発表経験のある者がない者よ
りも自己効力感得点平均値が有意に高かった。また，実
践検証ではいつも・時々行っている者があまり・まった
く行わない者より，養護教諭の研究活動では，研究活動
Ｈ群が研究活動Ｌ群よりも，自己効力感得点平均値が有
意に高かった。
第 4 因子『自己実践のまとめ』と関連が認められたの
は，研究に関する現状における学会等の所属，実践の発
表経験，研究のイメージにおける難易度，有益度，苦楽
度，実践検証，養護教諭の研究活動であった。学会等の
所属では，所属している者が所属していない者より，実
践の発表経験では発表経験のある者がない者よりも自己
効力感得点平均値が有意に高かった。また，研究のイメ
ージにおいては，研究を少し難しいと思っている者が難
しいと思っている者より，有益と思っている者が，少し
無益，無益と思っている者より，楽しいと思っている者
が少し苦しい，苦しいと思っている者より自己効力感得
点平均値が有意に高かった。実践検証では，いつも・時々
行っている者があまり・まったく行わない者より，養護
教諭の研究活動では，研究活動Ｈ群が研究活動Ｍ群より
も研究活動Ｌ群よりも自己効力感得点平均値が有意に高
かった。
第 5 因子『保健教育への積極的な取り組み』と関連し
ていたのは，
対象者の属性における経験年数，
養成機関，
研究に関する現状における研究の状況，研究のイメージ
における苦楽度，実践検証，養護教諭の研究活動であっ
た。
5 因子のすべてに有意な関連が認められた項目は，実
践検証のみであった。養護教諭の研究活動では，
『学校保
健活動のリーダー的役割』
『関係者との信頼関係づくり』
『自己実践のまとめ』
『保健教育への積極的な取り組み』
の 4 因子で，研究活動Ｈ群は研究活動Ｌ群よりも自己効

力感得点平均値が有意に高いことが示された。また，経
験年数と養成機関で，
『学校保健活動のリーダー的役割』
『関係者との信頼関係づくり』
『保健教育への積極的な取
り組み』に同様の有意差が認められた。仕事満足度，職
場の人間関係においては，すべての因子で有意な関連は
認められなかった。

Ⅳ 考察
1．養護教諭の自己効力感の特徴
本調査では，鈴木ら 13)により開発された養護教諭の自
己効力感尺度を用いて調査を行った。この尺度は，
「養護
教諭として手応えを感じる仕事場面やその時の人間関係」
「養護教諭として自信をもって活動できる仕事場面やそ
の時の人間関係」について，半構造的面接調査により選
定された 40 の質問からなる，養護教諭の実際の職務内
容について表しているものである。本調査ではこの養護
教諭の自己効力感尺度の因子分析から 5 因子が抽出され
た。鈴木ら 13)の先行研究においても同様に 5 因子が抽出
されていたが，構造に違いの認められる部分があった。
第 1 因子として『学校保健活動のリーダー的役割』が
抽出され，第 2 因子である『心身の健康課題への対応』
は，先行研究で第 2 因子『子どもとのかかわり』と第 5
因子『保健室での規範』と命名された 2 つの因子を併せ
た内容で抽出された。
『関係者との信頼関係づくり』は，
先行研究と同様に第 3 因子として抽出された。藤田 19)
は，養護教諭は子どもの問題を通して職場のあらゆる教
職員とつながりをつくるという特異な立場を生かして，
必要な連携と協働を生み出していくと述べている。平成
20 年 1 月の中央教育審議会答申 2)においても，養護教諭
は学校内外の関係機関・関係者との連携を推進し，コー
ディネーターの役割を担う必要があると示されている。
第 5 因子『保健教育への積極的な取り組み』は先行研
究では第 4 因子として抽出されていた。
『自己実践のま
とめ』
と命名した第 4 因子は
「自分の実践をまとめたり，
他からの評価を受けたりする機会をもつ」
「自分自身のテ
ーマをもって研究する」
「生活の中の出来事を教材化する
工夫をする」という研究活動の具体的な内容として捉え
ることができる 3 項目で構成されている。このうち「自
分の実践をまとめたり，他からの評価を受けたりする機
会をもつ」
「自分自身のテーマをもって研究する」の 2
項目は先行研究では除外された項目であったが，本調査
では因子として抽出された。斉藤ら 20)は，養護教諭に関
する学会発表演題の動向を分析した中で，養護教諭に関
する演題が年々増加していることと，発表者の所属の割
合が「大学のみ」は減少傾向にあり，
「大学＋現職」およ
び「現職のみ」が増加傾向にあることをあげ，この傾向
は今後も続くことを指摘している。
本調査対象者のうち，
実践記録の誌上発表や自己実践の口頭発表，原著論文や
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研究報告の発表など，形は様々であるが自己実践をもと
に成果と課題を明らかにしたまとめを発表した経験のあ
る者が 71.8％あったことが要因であると考えられる。ま
た，本調査では，経験年数の多い者が対象者に多かった
ことにより，これまでの経験において研究実践等を発表
する機会が多くあったことが本因子を抽出することに繋
がったと考えられる。従って，職務である研究活動に積
極的に取り組む養護教諭が増えてくることにより，本因
子を抽出する意味はより大きくなるであろう。
2．養護実践における研究テーマ
養護教諭の自己効力感に関連する要因では,経験年数
が増加するほど職務への自己効力感が高まることが先行
研究 12-14)16)で明らかにされており，本調査も同様な結果
が得られた。養護教諭のほとんどは 1 人配置のため，ひ
とりで思考判断しなければならない場面がある。経験年
数が増加することで職務理解が深まり専門的知識や技術
など向上することで，養護教諭の自己効力感を高めてい
ると考えられる。また，本調査では，養成機関の保健師
養成学校・その他と短期大学卒業者が 4 年制大学卒業者
よりも『学校保健活動のリーダー的役割』
『関係者との信
頼関係づくり』
『保健教育への積極的な取り組み』におい
て自己効力感得点平均値が有意に高い結果が得られた。
経験年数では，20 年以上の者が 9 年以下の者よりも『学
校保健活動のリーダー的役割』
『関係者との信頼関係づく
り』
『保健教育への積極的な取り組み』において自己効力
感得点平均値が有意に高い結果が得られた。これらが同
様の結果となったのは，調査対象者の中に，短期大学卒
業者に経験年数の多い者が多くいたためであると考えら
れた。
本調査では，
実践検証をいつも・時々行っている者が，
そうでない者または，あまり・まったく行っていない者
よりも自己効力感のすべての因子において自己効力感得
点平均値が有意に高い結果が得られた。これは，実践検
証を行うことは職務への自己効力感を向上させるという
先行研究 12-13)と同様の結果であった。養護教諭の行う研
究は，児童生徒との関わりである指導や支援活動のなか
からの課題や疑問への問いかけから始まる実践研究が取
り組みやすいことや，自己の実践を振り返り検証する実
践検証が研究活動の原点となり得る 16)。甲斐 21)は，研究
は自分の観察してきたことを実証し，自分の実践活動を
評価し改善していくための重要な作業であると述べてい
る。これらのことから，実践検証によって整理された養
護実践の疑問や課題について分析や考察を行い，研究と
して客観的にまとめていくことが求められていると考え
る。また，こうして積み上げられた研究の成果は，他の
養護教諭が参考にし，今後の養護実践に生かすことがで
きるものとなる。
堀内 22)は，
「養護教諭らしい」研究は，日々の活動の

中での疑問や気づきを基礎にした着眼から生まれると述
べている。養護教諭の自己効力感として抽出された『学
校保健活動のリーダー的役割』
『心身の健康課題への対応』
『関係者との信頼関係づくり』
『自己実践のまとめ』
『保
健教育への積極的な取り組み』の 5 因子は，心身の健康
管理や学校環境の管理を含む「保健管理」
，保健指導，保
健学習，啓発活動を含む「保健教育」
，心身の健康課題へ
の対応や児童生徒の支援に当たっての関係者との連携を
含む「健康相談」
，
「保健室経営」
「保健組織活動」と「そ
の他」の学校保健に関わる研究と示された養護教諭の専
門領域における主な職務内容 2)である。すなわち，養護
実践のすべてが，養護教諭の行う実践研究の研究テーマ
になり得る可能性が示唆された。

Ⅴ まとめ
養護教諭の自己効力感が職務に影響を与えることを明
らかにする目的で，養護教諭の自己効力感の特徴と自己
効力感に関連する要因について検討した。対象はＡ県内
の公立小・中学校に勤務する養護教諭 124 名，調査期間
は 2012 年 8 月 8 日から 9 月 12 日である。以下のよう
な結果が得られた。
1．養護教諭の自己効力感尺度を因子分析し，
『学校保健
活動のリーダー的役割』
『心身の健康課題への対応』
『関
係者との信頼関係づくり』
『自己実践のまとめ』
『保健
教育への積極的な取り組み』の 5 因子が抽出された。
2．第 1 因子『学校保健活動のリーダー的役割』と関連
しているのは，対象者の属性における経験年数，養成
機関，研究に関する現状における実践の発表経験，研
究のイメージにおける難易度と苦楽度，実践検証，養
護教諭の研究活動であった。第 2 因子『心身の健康課
題への対応』と関連しているのは，研究のイメージに
おける苦楽度と実践検証であった。第 3 因子『関係者
との信頼関係づくり』と関連しているのは対象者の属
性における校種，経験年数，養成課程，研究に関する
現状における学会等の所属，実践の発表経験，実践検
証，養護教諭の研究活動であった。第 4 因子『自己実
践のまとめ』と関連しているのは，研究に関する現状
における学会等の所属，実践の発表経験，研究のイメ
ージにおける難易度，有益度，苦楽度，実践検証，養
護教諭の研究活動であった。第 5 因子『保健教育への
積極的な取り組み』と関連しているのは，対象者の属
性における経験年数，養成機関，研究に関する現状に
おける研究の状況，研究のイメージにおける苦楽度，
実践検証，養護教諭の研究活動であった。
3．5 因子すべてに有意な関連が認められた項目は，実践
検証のみであった。仕事満足度，職場の人間関係にお
いては，すべての因子で有意な関連は認められなかっ
た。
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感の形成に及ぼす学校組織特性の影響（第Ⅰ報）―学
校組織における養護教諭の自己効力感の認知構造―，
日本養護教諭教育学会誌，Vol.13，No.1，17-26，2010
14）鈴木薫・淵上克義・鎌田雅史：養護教諭の自己効力
感の形成に及ぼす学校組織特性の影響（第Ⅱ報）―管
理職，
学校組織風土と養護教諭の自己効力感の関係－，
日本養護教諭教育学会誌，Vol.13，No.1，27-36，2010
15）学校経営の視点に立った，保健室経営の在り方調査
委員会：保健室経営計画作成の手引 平成 26 年度改
訂，
（財）日本学校保健会，7-10，2015
16）渡辺美恵・山田小夜子・土田満，養護教諭の研究活
動と職務への自己効力感との関連―研究活動の現状に
ついての調査結果の分析―，東海学校保健研究，38(1)，
45-56，2014
17）中村朋子・藤井寿美子・外山恵子・浅野純美・門田
美千代・河内信子・神戸美絵子・竹崎登喜江・西尾ミ
ツ・松嶋紀子・村木久美恵：養護教諭の研究能力に関
する研究 第 1 報 研究に関する実態調査，日本養護
教諭教育学会誌，Vol.3，No.1，9-20，2000
18）齊藤茂子・天野雅美：看護専門学校教員の研究活動
尺度の開発，看護教育研究学会誌，1 巻 2 号，3-14，
2009
19）藤田和也：養護教諭が担う「教育」とは何か―実践
の考え方と進め方―，山漁村文化協会，58-83，2008
20）斉藤ふくみ・堀内久美子：養護教諭に関する学会発
表演題の動向－日本学校保健学会および日本養護教諭
教育学会の分析から－，熊本大学教育学部紀要，人文
科学，第 53 号，123-131，2004
21）甲斐一郎：研究のすすめ―養護実践研究への期待（特
集 実践・理論・教育の連関～実践を深め，広げるた
めに～）
，学校救急看護研究，Vol.9，No.1，22-25，
2016
22）堀内久美子：養護教諭の研究能力向上に向けて―日
常の「気づき」を大切に―（特集 養護教諭の研究能
力）
，日本養護教諭教育学会誌，Vol.3，No.1，1-4，2000

以上のことから，養護教諭の行う研究は，実践検証に
よって見つけたもしくは整理された養護実践の疑問や課
題について分析や考察を行い，今後の養護実践に生かす
ことのできるよう客観的にまとめていくことが求められ
ていると考えられる。また，養護実践のすべての場面が
養護教諭の行う実践研究の研究テーマとなり得る可能性
が示唆された。
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養護教諭の研究活動が職務への自己効力感に与える影響
Influences of Yogo Teachers’ Research Activities
on Their Self-efficacy Related to Professional Duties
渡辺美恵＊1，土田満＊2，山田小夜子＊3，後藤和史＊2
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Abstract
This study examined the characteristics of yogo teachers’ research activities and related factors, with the aim
of clarifying the influences of such activities on work-related duties. The study was conducted within the period
between August 8 and September 12, 2012, involving 124 yogo teachers working at public elementary and junior
high schools located in A-Prefecture.
On comparing 3 factors associated with yogo teachers’ research activities ([]) and their mean scores for 5 factors
associated with their self-efficacy related to professional duties (‟”), the following factors showed significant
differences: [motivation to conduct research]: ‟playing a central role in school health-promoting activities”,
‟summarizing self-education approaches”, and ‟actively addressing health education”; [environments for
research activities]: ‟playing a central role in school health-promoting activities” and ‟summarizing
self-education approaches”; and [environments for research activities]: all of the 5 factors.
Subsequently, the relationship between yogo teachers’ research activities and self-efficacy related to
professional duties was examined. Among the 3 self-efficacy-related factors, [environments for research
activities] showed a positive correlation with all of the 5 activity-related factors, while [motivation to conduct
research] and [environments for research activities] were positively correlated with all of them, excluding
‟managing mental and physical health problems”. Practice verification showed a positive correlation with the
impression of each research activity, all the self-efficacy-related factors, and [motivation to conduct research] and
[environments for research activities] as activity-related factors.
A model, representing the causal relationships among yogo teachers’ research activities, self-efficacy, and the
related factors, which was created based on the results of covariance structure analysis, revealed the influences
of such activities on their self-efficacy. Practice verification directly influenced their research activities and
self-efficacy, as well as the impression of each research activity; its influence was particularly marked on their
research activities. Yogo teachers’ length of experience showed a direct and marked influence on their self-efficacy,
while also influencing their research activities through the experience of making presentations on yogo practice.
Based on these results, extensive experience of making presentations on yogo practice may promote research
activities, and the results of practice verification as daily reflection may be effectively used for future research
activities, leading to ability formation. The importance of reviewing daily self-education approaches, and
theorizing methods of experience-based judgment, management, and support to avoid unclear and difficult points
was also confirmed, indicating that active attitudes toward research activities are essential.

Key words：yogo teacher，research activities，self-efficacy，ability formation
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Ⅰ はじめに

ていく。まさに，実践する当事者が研究する時代である

中央教育審議会答申(平成 27 年) 1)において，学校が，
複雑化・多様化した課題を解決し，子どもに必要な資質・
能力を育んでいくためには，学校のマネジメントを強化
し，組織として学校教育に取り組む体制を創り上げると
ともに，必要な指導体制を整備することが必要であると
して，
「チームとしての学校」の在り方を示した。専門性
に基づく「チームとしての学校」が機能するためには，
校長のリーダーシップが重要であり，体制を整備するこ
とによって，教職員一人ひとりが自らの専門性が発揮で
きるとしている。また，中央教育審議会答申(平成 24 年)
2)においては，これからの教員に求められる資質能力を，
教職生活を通じて，実践的指導力を高めるとともに，社
会の急速な進展の中で，知識・技能の絶えざる刷新が必
要であることから，教員が探究心を持ち，学び続ける存
在であることが不可欠である（
「学び続ける教員像」の確
立）とした。学校現場では，いじめ・暴力行為・不登校
等生徒指導上の諸課題への対応など，変化する学校に期
待される役割が求められている。養護教諭においても，
教職に対する責任感，探求力，教職生活全体を通じて自
主的に学び続ける力や総合的な人間力を養い，実践的指
導力の強化が求められているといえる。
研修とは，
「研究」と「修養」を意味し，教育公務員特
例法の第 19 条(研修)で，
「教育公務員は，その職責を執
行するために，絶えず研究と修養に努めなければならな
い。
」と規定されている。養護教諭の研修は，現職研修の
必要性に加え，日常執務に関する実践力を高める研修を
必要としているなど，研修ニーズについて明らかにされ
てきている 3-7)。学校保健活動の中核を担う養護教諭にお
いては，社会が求める様々な役割を機能させるための力
量形成が不可欠であり，現職研修の果たす役割は大きく
8)地域の先輩や仲間の養護教諭からの学びや現職研修を
通して専門性を高める 9)ことが示唆されている。
著者らはこれまでに，養護教諭の研究活動は，職務へ
の自己効力感を向上させるための関連要因のひとつであ
る 10)ことや，研究に主体的に取り組む『研究への意欲』

14)。

養護実践を研究としてまとめていくことは，養護教諭
の専門性を高めることにつながる重要な活動であり，現
代的な健康課題に対応するための新たな知識や技能の修
得にもつながる。
養護教諭の研究活動は，養護教諭が自らの専門性を発
揮するために必要な職務への自信である自己効力感の向
上に関係する要因のひとつである 10-12)。しかしながら，
その研究活動が，養護教諭の自己効力感の形成に，直接
的または間接的に影響を与える要因であるかについて明
確にされてはいない。
前述した背景を踏まえ，
本稿では，
専門職としてのアイデンティティーを持ち続けるために
も重要とされる研究活動と自己効力感の関連性について
検討した。

Ⅱ 研究方法
1．調査対象・調査時期・調査方法
Ａ県内の 2 地区における 7 郡市の公立小・中学校に勤
務する養護教諭 135 名を対象として，2012 年 8 月 8 日
～9 月 12 日に，無記名自記式のアンケート用紙を用いて
調査を行った。各郡市の養護教諭部会長を通じて調査依
頼をし，夏季の養護教諭部会（研修会など）においてア
ンケート用紙を配布して，会の終了後に回収した。
2．倫理的配慮
本調査により得た結果は「コンピュータによって統計
処理および解析を行うこと，および，本調査への協力は
自由意思によるものであること」
を調査依頼文に明記し，
質問紙の返却と同意への署名をもって協力の意志を確認
した。
3．調査内容
質問項目は以下のとおりである。
1）対象者の属性
勤務校種，現在の勤務校の学校規模，現在の勤務校で
の勤務年数，年代，これまでの勤務校種と勤務年数，養
成課程の 6 項目において選択式および記述式とした。
2）研究に関する現状
養護教諭の研究に関する先行研究 15)を参考に作成し
た。学会や研究会への所属，学会への参加経験，論文や
実践の発表経験，現在の研究の状況，研究の種類，共同
研究者の有無，研究で得られた効果についての 8 項目に
ついて選択式および記述式とした。
3）研究のイメージ
養護教諭の研究に関する先行研究 15)を参考に作成し
た。研究の難易度では「易しい」
「少し易しい」
「少し難
しい」
「難しい」
，有益度では「有益」
「少し有益」
「少し
無益」
「無益」
，苦楽度では「楽しい」
「少し楽しい」
「少
し苦しい」
「苦しい」の 3 項目のイメージについて，そ

の高さが，養護教諭の力量の向上に関与する可能性 11)
について報告している。また，実践検証が職務への自己
効力感を向上させることから，実践検証によって整理さ
れた養護実践の疑問や課題について分析や考察を行い，
研究として客観的にまとめていくことが求められている
12)ことも報告した。
養護教諭による実践研究の目的は，養護活動の中で疑
問に感じたことを解き明かし，分からないものを分かる
ようにして子どもの健康に貢献していくことであるが，
その多くが，活動の紹介で終わっているという課題も指
摘されている 13)。しかしながら，養護教諭は，日々の自
らの実践をテーマに取り上げて，実践研究としてまとめ
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れぞれ 4 件法の選択式とした。
4）養護教諭の研究活動尺度
看護専門学校教員の研究活動尺度に関する先行研究
16)を参考に，
「研究の実践」
「研究意欲」
「研究活動の環境」
の要因から 15 項目を抽出・改編して作成した。すべて
の項目は，
「非常に思う（7 点）
」
「思う（6 点）
」
「少し思
う（5 点）
」
「ふつう（4 点）
」
「少し思わない（3 点）
」
「思
わない（2 点）
」
「非常に思わない（1 点）
」の 7 件法の選
択式とした。
5）養護教諭の自己効力感尺度
養護教諭の自己効力感に関する先行研究 17-18)で作成さ
れた養護教諭の自己効力感尺度の 40 項目のうち，Ａ県
で使用されていない名称について一部変更して使用した。
すべての項目を「非常に思う（7 点）
」から「非常に思わ
ない（1 点）
」の 7 件法の選択式とした。
6）養護教諭の職務への自己効力感の関連要因
職務への自己効力感の関連要因として先行研究 17-19)
で報告されている，養護教諭の仕事への満足度（以下，
仕事満足度と示す）
，
学校内の教職員間の人間関係
（以下，
職場の人間関係と示す）
，
自己の実践の振り返り検証の頻
度（以下，実践検証と示す）を取り上げ，すべての項目
を 5 件法の選択式とした。また，関連要因として報告が
ある勤務年数については対象者の属性，学会参加につい
ては研究に関する現状の中で回答を求めた。
4．分析方法
養護教諭の自己効力感尺度の質問項目については，先
行研究 12)の平均値と標準偏差，因子分析結果を，また，
養護教諭の研究活動尺度の質問項目については，先行研
究 11)の平均値と標準偏差，因子分析結果を用いた。養護
教諭の研究活動尺度の因子は，
『研究への意欲』得点を低

値群（～21）
（以下，研究への意欲Ｌ群と示す）
・中間値
群（22～27）
（以下，研究への意欲Ｍ群と示す）
・高値群
（28～）
（以下，研究への意欲Ｈ群と示す）
，
『研究活動
の環境』得点を低値群（～17）
（以下，研究活動の環境
Ｌ群と示す）
・中間値群（18～21）
（以下，研究活動の環
境Ｍ群と示す）
・高値群（22～）
（以下，研究活動の環境
Ｈ群と示す）
，
『研究活動の実践』得点を低値群（～11）
（以下，研究活動の実践Ｌ群と示す）
・中間値群（12～
14）
（以下，研究活動の実践Ｍ群と示す）
・高値群（15～）
（以下，研究活動の実践Ｈ群と示す）にそれぞれ 3 分位
で群分けした。養護教諭の自己効力感尺度の因子分析で
抽出された因子と研究活動尺度の各因子得点の 3 分位に
ついては，一元配置分散分析，あるいは Kruskal-Wallis
の H 検定を行った。多重比較は，Bonferroni の検定を
行った。
2 変量の相関は Spearman の相関係数を算出して検討
した。統計解析には IBM SPSS Statistics ver.19.0 を用
いた。各検定においては危険率 5％以下を有意水準とし
た。
また，養護教諭の研究活動が養護教諭の自己効力感に
直接的または間接的に影響を与える要因であるかについ
て検討するために，
共分散構造分析による検討を行った。
より単純なモデルを採択するために適合度指標として
BIC 値を用いた探索的モデル特定化を行った。解析には
共分散構造分析ソフト IBM SPSS AMOS ver.19.0 を用
いた。

Ⅲ 結果
回収数 130 名（回収率 96.3％）であった。そのうち，
「養護教諭の研究活動尺度」と「養護教諭の自己効力感

表1

養護教諭の研究活動と養護教諭の自己効力との関連
研究への意欲
自己効力感因子
Ｈ群 （ｎ＝42）
Ｍ群 （ｎ＝42）
Ｌ群
学校保健活動のリーダー的役割
5.06 ± 0.86
4.73 ± 0.76
4.39
心身の健康課題への対応
5.74 ± 0.66
5.61 ± 0.70
5.66
関係者との信頼関係づくり
5.41 ± 0.92
5.18 ± 0.73
5.13
自己実践のまとめ
4.90 ± 0.93
4.24 ± 0.85
3.58
保健教育への積極的な取り組み
4.99 ± 0.92
4.44 ± 1.06
4.48

（ｍ±ＳＤ）
（ｎ＝40）
± 0.89
± 0.70
± 0.80
± 0.97
± 1.15

Ｆ値
6.748
0.411
1.388
21.561
3.615

Ｆ値
6.642
1.133
2.982
9.122
0.089

**

**

【多重比較】
Ｈ群＞Ｌ群

*

Ｈ群＞Ｍ群＞Ｌ群
Ｈ群＞Ｍ群

**

【多重比較】
Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群

**

Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群

自己効力感因子
学校保健活動のリーダー的役割
心身の健康課題への対応
関係者との信頼関係づくり
自己実践のまとめ
保健教育への積極的な取り組み

Ｈ群
5.04
5.76
5.45
4.69
4.86

（ｎ＝53）
± 0.80
± 0.59
± 0.78
± 0.95
± 0.98

研究活動の環境
Ｍ群 （ｎ＝34）
4.53 ± 0.81
5.68 ± 0.72
5.08 ± 0.80
3.92 ± 1.10
4.35 ± 1.02

Ｌ群
4.47
5.54
5.10
3.92
4.59

（ｎ＝37）
± 0.89
± 0.77
± 0.86
± 0.95
± 1.19

自己効力感因子
学校保健活動のリーダー的役割
心身の健康課題への対応
関係者との信頼関係づくり
自己実践のまとめ
保健教育への積極的な取り組み

Ｈ群
5.17
5.94
5.58
4.77
5.02

（ｎ＝58）
± 0.68
± 0.52
± 0.67
± 1.03
± 0.87

研究活動の実践
Ｍ群 （ｎ＝30）
4.62 ± 0.76
5.44 ± 0.60
5.04 ± 0.77
4.06 ± 0.78
4.40 ± 1.07

Ｌ群
4.12
5.42
4.86
3.57
4.22

（ｎ＝36）
Ｆ値
【多重比較】
± 0.83
22.534 ** Ｈ群＞Ｍ群＞Ｌ群
± 0.83
10.004 ** Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群
± 0.88
11.488 ** Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群
± 0.87
19.236 ** Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群
± 1.16
8.056 ** Ｈ群＞Ｍ群，Ｌ群
**p<0.01,*p<0.05,n.s.:not significant
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尺度」
の全項目に回答があった124 名を分析対象とした。
有効回答率は，91.9％である。
1．養護教諭の研究活動と職務への自己効力感との関連
養護教諭の研究活動の因子別に研究活動得点を 3 分位
で群分けした低値群・中間値群・高値群における，職務
への自己効力感得点平均値を比較検討した結果を表 1 に
示した。
『研究への意欲』では，
『学校保健活動のリーダー的役
割』
『自己実践のまとめ』
『保健教育への積極的な取り組
み』で有意差が認められた。多重比較により『学校保健
活動のリーダー的役割』は研究への意欲Ｈ群が研究への
意欲Ｌ群より，
『自己実践のまとめ』は研究への意欲Ｈ群
が研究への意欲Ｍ群，研究への意欲Ｍ群が研究への意欲
Ｌ群より，
『保健教育への積極的な取り組み』は研究への
意欲Ｈ群が研究への意欲Ｍ群より自己効力感得点平均値
が有意に高かった。
『研究活動の環境』では，
『学校保健活動のリーダー的
役割』
『自己実践のまとめ』で有意差が認められた。多重
比較により『学校保健活動のリーダー的役割』
『自己実践
のまとめ』ともに研究活動の環境Ｈ群が研究活動の環境
Ｍ群，研究活動の環境Ｌ群より自己効力感得点平均値が
有意に高かった。
『研究活動の実践』では，すべての因子で有意差が認
められた。多重比較により『学校保健活動のリーダー的
役割』は研究活動の実践Ｈ群が研究活動の実践Ｍ群，研
究活動の実践Ｍ群が研究活動の実践Ｌ群より自己効力感
得点平均値が有意に高かった。その他の因子では研究活
動の実践Ｈ群が研究活動の実践Ｍ群，研究活動の実践Ｌ
群より自己効力感得点平均値が有意に高かった。
2．養護教諭における研究活動と自己効力感，関連要因
の関係
養護教諭の研究活動と養護教諭の自己効力感，また，
これらと関連する要因の相関係数を表 2 に示した。養護

表2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

教諭の研究活動の因子と養護教諭の自己効力感の因子で
は，
『研究活動の実践』はすべての因子間，
『研究への意
欲』
『研究活動の環境』は，
『心身の健康課題への対応』
を除く因子間に正の相関関係が認められた。また，養護
教諭の研究活動の因子と研究のイメージについても，養
護教諭の研究活動の因子は有益度，苦楽度と正の相関関
係，難易度は『研究への意欲』と正の相関関係があるこ
とが認められた。実践検証は，研究のイメージ，養護教
諭の自己効力感のすべての因子，養護教諭の研究活動の
『研究への意欲』
『研究活動の実践』との間で正の相関関
係が認められた。また，経験年数は実践の発表経験，
『学
校保健活動のリーダー的役割』
『関係者との信頼関係づく
り』との間で，実践の発表経験は『研究活動の環境』
『研
究活動の実践』
『学校保健活動のリーダー的役割』
『関係
者との信頼関係づくり』
『自己実践のまとめ』との間で正
の相関関係が認められた。
共分散構造分析により，養護教諭の研究活動と養護教
諭の自己効力感，関連要因との因果関係を推定したモデ
ルのパス図を作成し，それぞれの関係において因果関係
の方向性を明らかにするため， BIC が最低値となるモ
デルを最適解として採択した（BIC＝432.802，CMIN
＝168.993，CFI＝0.848，RMSEA＝0.105）
。最終的に
探索的モデル特定化による結果をもとに不必要な指標を
削除して再分析したモデルを図 1 に示した。その結果，
養護教諭の研究活動が養護教諭の自己効力感に直接的な
影響を与えていた。また，養護教諭の研究活動は研究の
イメージにも直接的に影響していた。
一方，
実践検証は，
養護教諭の研究活動や研究のイメージに影響を与えてい
るとともに養護教諭の自己効力感にも影響していた。経
験年数は，養護教諭の自己効力感に影響を与えるととも
に実践の発表経験を介して養護教諭の研究活動にも影響
を与えていることが認められた。

養護教諭の研究活動、自己効力刊、関連要因の相関

経験年数
実践の発表経験
難易度
有益度
苦楽度
研究への意欲
研究活動の環境
研究活動の実践
学校保健活動のリーダー的役割
心身の健康課題への対応
関係者との信頼関係づくり
自己実践のまとめ
保健教育への積極的な取り組み
実践検証

1
1.00

2
0.22
1.00

*

3
0.11
0.09
1.00

4
-0.03
0.06
0.00
1.00

5
0.09
0.04
0.51
0.19
1.00

**
**

6
-0.03
0.08
0.21
0.42
0.35
1.00
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*
**
**

7
0.03
0.19
0.17
0.29
0.26
0.51
1.00

*
**
**
**

8
0.01
0.24
0.09
0.37
0.25
0.60
0.66
1.00

**
**
**
**
**

9
0.35
0.22
0.17
0.18
0.24
0.41
0.34
0.54
1.00

**
*
*
**
**
**
**

10
0.09
0.14
-0.08
0.16
0.11
0.07
0.16
0.35
0.57
1.00

**
**

11
0.34
0.27
0.03
0.02
0.08
0.21
0.24
0.37
0.68
0.61
1.00

**
**

*
**
**
**
**

12
0.16
0.25
0.25
0.32
0.22
0.59
0.40
0.55
0.66
0.25
0.43
1.00

14
0.07
0.05
**
0.22
**
0.26
*
0.25
**
**
0.27
**
*
0.17
**
**
0.35
**
**
0.39
**
**
0.25
**
**
0.22
**
0.41
0.28
1.00
**p<0.01,*p<0.05
**

13
0.15
0.15
0.10
0.10
0.12
0.26
0.21
0.38
0.62
0.43
0.49
0.55
1.00

*
**
**
**
**
**
**
*
**
**
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図 1 養護教諭の研究活動と自己効力感の関係

Ⅳ 考察

代的な健康課題への対応にしていくために，養護教諭に
求められている新たな知識や技能であると考えられる。
これらにより，
「実践の発表経験」を積み重ねることが研
究活動へつながることに加え，
「実践検証」である日々の
振り返りの検証が研究活動に生かされ，力量形成につな
がっていくことが推測される。
以上のことから，研究活動に取り組むことが養護教諭
の職務への自己効力感を高めることが明らかになった。
また，
「実践検証」や「実践の発表経験」が研究活動に取
り組むために重要な要因となることも認められた。日々
の自己実践を振り返り，疑問や困難に感じたことを曖昧
にせず，経験によって行った判断・対応や支援の方法な
どを理論化することが重要であり，積極的に研究活動に
取り組むことが必須となることが示唆される。
2．養護教諭の研究活動の課題
新井 23)は養護教諭による実践研究が活発にならない
理由として研究方法が分からない，指導者がいないなど
により研究活動に踏み出せないでいる状況があると述べ
ている。野津 24)は，養護教諭が専門職である限り，その
専門性に立脚した研究活動は必須であり，
「仕事にゆとり
ができたら研究しよう」
「本務に支障がない範囲で研究し
よう」といった，的外れの考え方があるならば改めなけ
ればならない。専門職としての研究活動は，必要な本務
の一つであると述べている。専門職の本務として研究活
動を捉えるなら，卒業後早い段階から出身校の教員の指
導などを得て，実践研究を行うことは重要であると考え

1．養護教諭の研究活動と自己効力感について
「養護教諭の研究活動と養護教諭の自己効力感の関係」
のパス解析の結果，研究活動が養護教諭の自己効力感に
直接的な強い影響を与えていることが認められた。これ
により，研究活動への取り組みが養護教諭の自己効力感
を向上させることが示唆された。また，養護教諭の研究
活動の 3 因子と養護教諭の自己効力感の 5 因子，関連要
因との相関関係について検討した結果から，
「実践検証」
が養護教諭の研究活動，養護教諭の自己効力感，研究の
イメージに関係していることが認められた。さらに，パ
ス解析により，
「実践検証」
は研究活動や研究のイメージ，
自己効力感にも直接的に影響しており，特に，研究活動
への強い影響が示された。
「経験年数」は，直接的に自己
効力感に強い影響を与えるとともに「実践の発表経験」
を介して研究活動に影響を与えていることが示された。
中安 20)は，優れた実践者は日常的な自明性の中に深く
鋭いまなざしを向けた省察によって課題を引きだしつつ
創造的な実践を行っていると述べている。これらは研究
活動として捉えるには十分であり，佐光ら 21)によって明
らかにされた養護教諭が日頃の養護実践で感じている研
修ニーズの一つである「専門的な知識・技術」にも含ま
れるものと考える。また，矢野 22)は，実践者として自ら
を振り返り見えてきた問題や実践の意味に気付くことに
よって，より専門的な教育実践を展開できるような力量
を形成できると述べている。この力量形成こそが，現
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公立小・中学校に勤務する養護教諭 124 名，調査期間は
2012 年 8 月 8 日から 9 月 12 日である。以下のような結
果が得られた。
1．養護教諭の研究活動因子別の 3 分位と職務への自己
効力感の 5 因子別の自己効力感得点平均値を比較検討
した結果，有意差が認められたのは，
『研究への意欲』
では，
『学校保健活動のリーダー的役割』
『自己実践の
まとめ』
『保健教育への積極的な取り組み』
，
『研究活動
の環境』では，
『学校保健活動のリーダー的役割』
『自
己実践のまとめ』
，
『研究活動の実践』では，すべての
因子であった。
2．養護教諭の研究活動と職務への自己効力感の相関か
ら，養護教諭の研究活動の因子と養護教諭の自己効力
感の因子では，
『研究活動の実践』はすべての因子間，
『研究への意欲』
『研究活動の環境』は，
『心身の健康
課題への対応』を除く因子間に正の相関関係が認めら
れた。実践検証は，研究のイメージ，養護教諭の自己
効力感のすべての因子，養護教諭の研究活動の『研究
への意欲』
『研究活動の実践』との間で正の相関関係が
認められた。
3．共分散構造分析により，養護教諭の研究活動と養護
教諭の自己効力感，関連要因との因果関係を推定した
モデルのパス図を作成した結果，養護教諭の研究活動
が養護教諭の自己効力感に直接的な影響を与えていた。
「実践検証」は研究活動や研究のイメージ，自己効力
感にも直接的に影響しており，特に，研究活動への強
い影響が認められた。
「経験年数」は，直接的に自己効
力感に強い影響を与えるとともに「実践の発表経験」
を介して研究活動に影響を与えていた。
以上のことから，
「実践の発表経験」を積み重ねること
が研究活動へつながることに加え，
「実践検証」である
日々の振り返りの検証が研究活動に生かされ，力量形成
につながっていくことが推測された。また，日々の自己
実践を振り返り，疑問や困難に感じたことを曖昧にしな
いよう，経験によって行った判断・対応や支援の方法な
どを理論化することが重要であり，積極的に研究活動に
取り組むことが必須となることが示唆された。

る。即ち養成大学等のバックアップ体制が望まれるとこ
ろである。後藤ら 25)は，養護教諭の研究能力を育成する
時期は，
「養成時の教育」と「現職者の研修」という 2
つに大別することができると述べている。採用者側が実
施する現職者の研修における研究活動を学ぶ機会は必須
であるが，ここで前述した養成機関とのコラボレーショ
ンを組むことができれば，養成課程を踏まえた継続的な
支援体制ができ，現職養護教諭の力量形成に寄与できる
と考えられる。
教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向
上方策について(答申)2)において，教員が大学卒業後も学
びを継続する体制が不十分であり，教員が教職生活全体
にわたって学びを継続する意欲を持ち続けるための仕組
みを構築する必要があること。加えて，自らの実践を理
論に基づき振り返ることは資質能力の向上に有効である
が，現職研修において大学と連携したこのような状況は
十分でないことが取り組むべき課題として指摘している。
そして，教育委員会と大学との連携・協働により，教職
生活全体を通じて学び続ける教員を継続的に支援するた
めの一体的な改革を行う必要があるとする課題を提示し
ている。既に，
「学びと経験の統合」と「経験の再構成」
を役割として養護教諭に対するリカレント教育の取り組
みを始めている大学もある 22)。経験年数に関わらず，現
代的な健康課題に適切に対応していくための知識や技能
が求められる現状において，実践研究に取り組むための
養護教諭の学びへの支援が期待される。
野津 24)は，実践的研究は実践報告とは明確に異なるが，
その点に気付かないまま取り組まれていることが少なく
ないとし，実践報告では，
「行った結果はこうだった」と
いうところで留まることが多く，共通して指摘できるも
のを見出すことは困難であると述べている。本調査を含
め，先行研究における研究活動に関わる用語の定義が曖
昧なままで調査をしているため，比較検討に限界が生じ
ている。今後の課題として，実践研究（実践的研究）と
実践報告を区別して捉え定義づけを行った上で，養護教
諭の行っている研究について明らかにする必要がある。
ただし，実践報告は日々の実践をまとめ公表することに
よって得られる示唆も多く，それなりに意味があること
は言うまでもない。
実践研究(実践的研究)により蓄積された成果は，共通
の立場，
即ち養護教諭全体の共有財産として役立てられ，
多くの実践を効果的で確かな実践へと高めることを可能
にする点で価値があると考える。
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キリスト教受容における情趣の働き
美意識からのアプローチ

樫内 久義
愛知みずほ大学瑞穂高等学校

日本におけるキリスト教受容の形態を日本人の宗教観および美意識を中心とした情趣的傾向に焦点を当て
て考察していく。具体的には，民族宗教としてのキリスト教と日本語に見られる日本人の美意識を手がかり
として，日本文化においてキリスト教がいかなる存在であるか，その一側面について考える。

はじめに

る価値観は共通ないしは似通ったものであることを

日本文化としてのキリスト教をテーマに考察を重

意味する。

ねてきている。

宗教に関しても同様であり，特定の宗教に対する

キリスト教に限らず，信仰は最終的に個人の問題

人々の反応は，それを信仰する人々の「個人」を超

であり，その「うち」にある信仰対象の様相を「そ

えた「背景色」
（価値観を生み出す環境）を示し，そ

のままのかたち」で具体的に把握することは不可能

の文化内での宗教に関する価値がいかなるものであ

である。しかし，その「個人」が属している（自ら

るかを把握する手段となり得る。キリスト教であれ

のアイデンティティーとして積極的に自覚している

ば，それは，日本国内の特定の一部の地域という限

か否かを問わない）文化（
「個人」の人格が形成され

定された範囲を超えた「日本」というスケールで，

る過程と，その後においても「個人」をとりまく風

その受容形態を知る術となり得るのである
（ただし，

土的・習俗的な主な生活環境というべきもの）に影

歴史的背景を主な理由として明らかに地域差はある

響を受けており，個人を超えた広がりの範囲で（た

が）
。

とえば，
宗教的もしくはその他の価値観に基づき
「個

本章の冒頭で「日本文化としてのキリスト教」と

人」として積極的に選択して属するグループやコミ

いう表現を用いたが，その研究対象は，あくまでも

ュニティーを除く，地域，民族等の，生活を「共有」

文化であり，宗教（信仰）そのものに限らない。そ

するゲマインシャフト的な生活文化圏）
，
特定の宗教

の意味で，本稿で考察する対象は「日本人にとって

における信仰形態には，共通の特徴が見られる。そ

のキリスト教」とでも換言できるものである。すな

の特徴こそが，他の特徴を生み出さなかった，その

わち，日本という文化圏内で，キリスト教が，人々

文化内に暮らす人々の価値観を表す（明確にする）

の間において，どのような印象をもって受容されて

ものである。

いるのか（または拒絶されているのか）を中心に考

それは，いわゆる「伝統文化」について考えてみ

察することとなる。本稿では，キリスト教に対する

れば，理解が容易であろう。
「伝統文化」
（もしくは

印象を生み出す源となる日本人の情趣に焦点を当て

「伝統文化」と呼ばれる文化事象）が，伝承しなけ

ながら，かつまた，キリスト教のいかなる性質が，

ればならないという特別な意図により強制的に守ら

その情趣を刺激するのかに注目する。

ねばならぬものを除けば（言語の分野においては，
一部の方言などに見られる）
，
「伝統」を有するとし

民俗宗教としてのキリスト教

て現在においても「生き続けて」いるのであれば，

まずは，日本におけるキリスト教の最大の特徴と

その文化が有する価値は，時代を超えて，同じ文化

いえる性質について確認しておきたい。その特徴と

内に暮らす人々にとって好ましく，その対象に関す

は日本におけるキリスト教は「民俗宗教」であると
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いうものである。

とがある」行動の上位二つが「墓参り」
（
「よくする」

「民俗宗教」とは，「普遍宗教」または「創唱宗

66％・
「したことがある」29％ 計 95％）と「初も

教」と呼ばれ，世界中に信者を有する宗教に対し，

うで」
（
「よくする」55％・
「したことがある」37％ 計

特定の民族や文化圏（国家もしくは地域）において

92％）であった。その二つの「よくする」と「した

のみ信者が存在し，基本的に他民族や他の文化圏へ

ことがある」を合計した割合は，ともに 90％を超え

の布教を目的としないローカルな宗教を指す。

る極めて高いものであった。

その特性を宮家準の定義を用いて紹介すると，概

この結果は，宮家が指摘する①の特徴を顕著に物

ね以下のようなものである。

語っている。また，同機関の同調査（宗教）での「目
には見えないが，宗教上は存在すると考えられてい

年中行事，通過儀礼，俗信などを中心としたこ

るもの」
（以下，
「宗教的なもの」と表記）について

うした宗教を，私は民俗宗教と名付けている。

の回答で「絶対にある」と「たぶんあると思う」と

生活上の必要から，自然発生的に成立した民俗

答えた割合で最も高かった項目が
「祖先の霊的な力」

宗教は，教祖をもたぬわけであるから教説はな

（
「絶対にある」
・
「たぶんあると思う」計 47％）で

い。むしろ儀礼が中心で，伝説や神話がそれを

あった。

説明する形態をとっている。その社会基盤は，

この結果は，「宗教的行動」の項目で最も高い割

家，親族，地域社会，民族などの既存の社会組

合を示した「墓参り」を行う動機と考えられるもの

織である。それ故，普遍宗教のように第三者に

であり，日本人の宗教観において注目すべき特徴と

その教えを広めることはさして必要とはされて

考えられる。

いない。しかし，その儀礼，伝説，神話のなど

また，この「宗教的なもの」の調査結果は，宮家

を自分たちの子や孫に伝えることが強く求めら

の指摘する民俗宗教の特徴の②に当てはまる。ちな

れている。1）

みに，同機関実施同調査の「あなた自身は，何か宗
教を信仰していますか」の項目で「宗教を信仰して

周知のとおりキリスト教は世界において多くの

いる」と答えた人の割合は全体の 39％であり（内訳

信者を有し，
「普遍宗教」の代表格とされる存在であ

は仏教が 34％・神道が 3％・キリスト教が 1％・そ

る。また，キリスト教には『聖書』という「教説」

の他の宗教が 1％）
，その割合は高くない。

が存在し，さらには「教祖」に相当するイエス・キ

その点を鑑みると，「宗教的な行動」と「宗教的

リストも存在する。その点からいえば，キリスト教

なもの」での最も上位を占めた「墓参り」
，
「初もう

を「民俗宗教」として扱うことに違和感が生じるこ

で」
，
「祖先の霊的な力」が，何らかの宗教を信仰し

とであろう。

ていると答えた人以外の人々にとっても，行動とし

しかし，「日本文化としてのキリスト教」の特徴

て示したり，存在として認めたりというように，日

を考えるとき，この「民俗宗教」の特徴が顕著に見

本人の特徴的宗教観を示すものと考えられる。

られる。

その意味でいえば，この調査結果は，宮家が日本

宮家が民俗宗教の特徴として挙げた点でいうと，

人の宗教は民俗宗教であるという説を裏づけるもの

以下のものが，その特徴として挙げられる。

といえる。
次に，日本におけるキリスト教において見られる

①年中行事，通過儀礼を中心としている

民族的宗教的な特徴について指摘する。

②社会基盤が家，親族，地域社会，民族などの既

日本のキリスト教史において，その特殊な歴史的

存の社会組織である

事情（伝来時からの受け容れ，弾圧など）を背景と

③第三者に教えを広めることは必要とはされな

して極めて特殊な信仰形態を有し，本来のキリスト

い

教とは全く異質の宗教として挙げられるものに「カ
クレキリシタン」がある。

2008 年に全国 16 歳以上の国民 1,800 人を対象に

その信仰形態および宗教観は宮崎賢太郎が，『カ

2）

実施された ISSP 国際比較調査 （宗教）での「宗教

クレキリシタンの信仰世界』
（東京大学出版会 1984

的な行動」についての回答で「よくする」
，
「したこ

年）で，その宗教観を詳しく紹介しているが，宮崎
は同書で，
「カクレキリシタン」の信仰を「現代のカ
クレは，歴史的にはフランシスコ・ザビエルによっ

1）

宮家準『生活の中の宗教』日本放送出版協会 1980
年7頁
2） International Social Survey Programme

て日本に伝えられたローマ・カトリック」に由来す
るものであることは明らかであり，二五〇年あまり
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にわたり江戸幕府の弾圧をこうむり，また明治以降

われる墓参り，
「盆」の行事，初詣，通過儀礼であれ

一〇〇年以上の時を経て，カトリック的特質を消失

ば，七五三などがあるが，それらは少なくとも祖霊

し，きわめて日本的な民族宗教のひとつに変容して

崇拝や祈願成就などの信仰に基づく意図を有してい

いることは言を俟たない」
（同書 30 頁）と述べ，
「日

る点でキリスト教のそれと異なる。
もちろん，加藤周一らが指摘してきたように仏教

本的な民族宗教のひとつ」として見るべきと提唱し
ている3）。

も外来の文化であり4），日本人は，それを自分たち

同書で宮崎が挙げる「カクレキリシタン」の信仰

独自の「日本仏教」として変容させた，また，石田

形態の要点を整理すると概ね次のようなものである。

一良が指摘するように神道においても，外来のイデ
オロギーを「着せ替え」のようにまとってきたとい
うように5），日本においては，仏教や神道も不変，

（ａ）自分たち以外への布教は目的とはしていな

絶対的な宗教とは捉え難く，その行事における信仰

い

心の有無や度合いを問題視することも可能だが，ク

（ｂ）原動力は祖先とのつながりを断ってはなら

リスマスやキリスト教式結婚式ほどのファッション

ないという祖先崇拝である
（ｃ）特別な教説も教祖も持たない

化とも呼べるような度合いの形骸化は見られない。

（ｄ）基盤は，家，親族，地域社会である

もちろん，受洗を済ませている信者，または「求道

（ｅ）儀礼中心である

者」と呼ばれ，キリスト教信者となることを目指し
ている人々においては，クリスマスもキリスト教式

同書で宮崎は，
「カクレキリシタン」は，自分たち

結婚式もファッション（形骸）ではないであろう。

以外への布教を目的とはせず，自分たちの子孫に，

しかし，それら二つの行事は，信者もしくは求道者

その教えを伝えることだけを求めている。そして，

以外の一般的日本人にとっても，ごく当たり前の年

その原動力となるものは，祖先とのつながりを断っ

中行事または，通過儀礼として受容されているので

てはならないという祖先崇拝であると指摘する。ま

ある。その点で仏教や神道に起因するものとして行

た，加えて，特別な教説も教祖も持たず，その代わ

われる行事とは異なる。換言すれば，クリスマスと

りに伝説的殉教者らを聖人扱いし，その伝説などを

キリスト教式結婚式というキリスト教起源の二つの

語り継いできたと述べ，その基盤は，家，親族，地

行事は，キリスト教を信仰していない人々の生活の

域社会というゲマインシャフト的世界であり，祖先

中に自然に溶け込み，さらには積極的に選択，関与

が命をかけて守り通してきた儀礼を忠実に継承する

されるものとなっているのである。極論すれば，日

ことを最大の目的としていたと指摘している。

本人全体で考えるとき，クリスマスとキリスト教式
結婚式は，消費される商品のような対象であると言

この特徴は，先に紹介した宮家の「民俗宗教」の

える。その比喩があながち間違ったものではないこ

特徴とまさに合致するものである。
紙面の都合で本稿では，日本文化におけるキリス

とは，二つの行事をめぐる経済効果の面を考えてみ

ト教の民俗宗教的な特徴として，宮家の民俗宗教の

れば納得できるのではないだろうか。その形骸化の

定義に見られる①と宮崎が「カクレキリシタン」の

度合いの大きさは，キリスト教信者が積極的に彼岸

信仰形態で民族主教として挙げる（ｅ）に関してだ

に墓参りをし，盆の期間に仏壇に供え物をし，先祖

け採り上げるが，それこそが日本文化におけるキリ

の霊を火を焚いて迎え，送り火でもって送り出し，

スト教の民俗宗教的性質を最も顕著に表していると

神社に初詣に出かけ，子どもの成長を祝うために祈

思われるとともに最も理解しやすい性質と考えるか

祷を授かることをしないことを鑑みれば明らかであ

らである。

る（もっとも，キリスト教の教会が日本の伝統文化

①（ｅ）の例として誰しもがすぐに思い浮かべら

を尊重する意味で仏教や神道に起因する行事を「形

れる例として，キリスト教を起源とする行事である

骸的」に取り入れている例も少なくはないが）
。すな

クリスマスとキリスト教式結婚式がある。たしかに

わち，極論すれば，キリスト教は，行事や儀礼を中

仏教や神道を起源とする，もしくは，起源とすると

心とするのではなく，
行事や儀礼以外には，
その
「姿」

思われる行事として，年中行事であれば，彼岸に行

が見られない存在であるとも考えられる。その意味
で，信者や求道者以外の日本人にとってのキリスト

3）

宮崎は後に前掲書における「カクレキリシタン」
のキリスト教（カトリック）から民俗宗教への変容
という自らの見解に反省を加えた論文を発表してい
る（
「日本人のキリスト教受容とその理解」国際日本
文化研究センター『日文研叢書 17』1998 年）
。

加藤周一『雑種文化』講談社文庫 1974 年
石田一良編「神道思想集」
（筑摩書房『日本の思
想 14』1970 年）
4）
5）
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教は，ファッションであり，
「上着」的な「はおりも

すなわち，重層的に重なり合い絡み合ってはいる

の」に過ぎないのである。信仰という「核」を失っ

ものの，「神」は「論理」であり，「修辞」であり，

たキリスト教は，外出から戻れば上着を脱ぎ去るよ

「哲学」という，実体を有しない論理の世界，
「頭の

うに，その目的が終われば必要性を失う，形骸化し

中」の世界であると捉えているのである。

た存在なのだ。

実体を持たないということは，ここでは「神」の
神秘性，絶対性を意味しない。あくまでも人間の営

社会との乖離

為である思考の産物であることを意味する。
「神」が

前章では，普遍宗教であるとされるキリスト教が

人間を含む全世界を創造したはずであるのに，そこ

日本においては，その文化の影響を受け，民族宗教

では「神」が後になり人間が先になるという転倒し

として変容していることを述べたが，ここでは日本

た世界が広がっている。もし，中川が指摘するとお

におけるキリスト教の姿を，
「教え」をめぐる教会の

り「神」が論理や哲学であるとすれば，それらを生

在り方と日本社会との乖離に対する批判によって確

み出した文化の価値観，世界観を「神」が超えられ

かめる。日本においてのキリスト教が，いかに本来

るだろうか。
「頭の中」の世界が，思考の範疇に属す

の（または本来のものとされる）キリスト教と異な

るような対象が，果たして信仰という思考を超えた

る姿をしているかを考察することが本稿の目的の一

土壌において根を張ることができるだろうか。

つであるが，それを考えるにあたり，キリスト教の
教えと日本社会との隔たりを把握しておくことが有

日本の社会がキリスト教がどのような環境である

意義と考えるからである。

かを牧師であり，東京大学名誉教授，日本学士院会

まずは，「空洞」というイメージから，その乖離

員でもあった隅谷美喜男が自著『日本の信徒の「神

を生み出す要因としてのキリスト教会に対する批判

学」
』の中で次のように述べている。

から見てみる。
佐久間勤編著『ネイティヴ・インカルチュレーシ

問題は日本の社会が，キリスト教的風俗とは全

ョンの時代』中の一章としてカトリック教会の司教

く無縁な，文字通り〈世俗世界〉であることで

6）

である中川明は「妖怪の棲む教会―NICE 以降の教

ある。先に，日本の信徒は青年期に洗礼を受け

会とその将来」を記している。

て信徒となるものが多数を占めると記したが，

その中で中川はカトリック教会の在り方を，福音

多くの場合，
家庭にあっても唯一の信徒であり，

によって全人類に希望と救いをもたらすと声高に叫

家庭の中で信徒として振る舞うことは初めから

び続けてはいるものの，実際の社会情勢に即した行

困難である。学業を終えて社会に出れば，そこ

動を起こしてはいないとし，その姿勢を批判するに

は一層非キリスト教的世界である。キリスト教

あたり，作家の司馬遼太郎が週刊誌7）に語った次の

の信徒であることを公然化することもしばしば

言葉を引用している。

困難である。ということは，職業社会，更に言
えば一般社会の中で，キリスト教信仰を公然化

ローマの神学校では「神が存在する」という神

し，
企業や一般社会の慣行に異を唱えることは，

学が千数百年行われ続けました。空洞の中に空

極めて困難である。忠実な青年信徒の多くが，

洞の見えない筒があるとして，
これに糸を巻く。

医師や学校教師，保健師等の道を選んだのは，

論理で，修辞で，哲学で巻く。どんどん巻いて

そこに誘因があったと言ってよいであろう。

太くして，中にがらんどうがあるとはとても思

こうして日本のキリスト教会では，聖日に牧

えなくなるほど巻いたものが神，絶対だと思い

師が二階で準備した説教をし，信徒は一階で，

ます。8）

中には週日に聖書を読み，学び，二階建ての途
中まで上る準備をした信徒もいて，牧師の説教

司馬は「空洞」そのものではなく，その空洞があ

に心を澄ませて聞き，共に神・キリストの讃美

るとは思えないほど「論理」や「修辞」や「哲学」

の歌を歌う。そして礼拝が終われば，階段を下

という糸を巻いたものが「神」だとしている。

りて異教の社会に帰って行くのである。9）

1987 年に京都で開かれた第 1 回福音宣教推進全
国会議
7） 『週刊朝日』1996 年 9 月 6 日
8）佐久間勤編『ネイティヴ・インカルチュレーショ
ンの時代』サンパウロ 2004 年 85 頁
6）

以上の引用に見られるキリスト教もしくは信者
9）

隅谷美喜男『日本の信徒の「神学」
』日本キリス
ト教団出版局 2004 年 217・218 頁
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（信徒）の扱いは，牧師の眼を通した姿であるとは
いえ，
ほぼ誰しもが首肯できる姿であろう。
しかし，

日本人の美意識

ここでは，その扱いではなく，その扱いを述べるに

日本人の情趣がキリスト教受容において，どのよ

あたって使用されている「一階・二階」という表現，

うな働きを果たしているかについて，その美意識に

特に「二階」という言葉に注目する。そこに日本に

焦点を当てて考える。その手法だが，
「言葉」を手が

おけるキリスト教受容の形態が現れているからであ

かりとする。なぜなら，
「言葉」は，それを用いる文

る。

化圏の人々の考え方や感性を反映していると考える

隅谷はドイツの思想家で，長く東北大学で教えて

からである。

いたカール・レーヴィットが日本文化を批判した言

言語学者の大野晋は，自著『日本語の年輪』の「ま

10）

『ヨーロッパのニヒリズム』筑摩書房 1974 年）
葉 （

えがき」にあたる章の中で，日本語と「ヨーロッパ

「二階建ての家」の「二階建て」という比喩を用い

語」を比較し，その双方に欠けている言葉について

て日本の教会の姿を表現した。そこでの批判は先ほ

触れている。

どの引用における対象である日本の社会ではなく，
自らが属する教会に向けられているが，それは次の

もちろん，
日本語の方がいつも言葉の数が多く，

ような考えである。

ヨーロッパ語の方がいつも少ないというのでは
ない。ヨーロッパ語にあって，日本語に欠けて

これはなかなか辛辣な批判であるが，日本の教

いる言葉もある。例えば，英語には，
「自然」と

会に姿に言い直せば，二階はカール・バルトや

いう言葉がある。
ネイチュア nature がそれであ

ニーバー，トレルチ，更にはカルバンか女性解

る。このネイチュアにあたる言葉は，日本語で

放の神学か，となる。勉強家の牧師であればあ

は「自然」という他，何も言いようがない。中

るほど，
説教の準備にそうした著作を参考にし，

国語やヨーロッパ語から借り入れたものではな

頭に置いて，説教の核となる聖句の周辺を彩る

い，もともとの日本語をヤマト言葉と呼べば，

のではないであろうか。それは立派なことであ

ヤマト言葉に「自然」を求めても，それは見当

る。だが問題は，それが，日常的な営為の中で，

たらない。何故，ヤマト言葉に「自然」が発見

信徒が悩み苦しんでいる所とどうつながるかで

できないのか。

ある。勢いの赴くところ，説教は二階で準備さ

それは，古代の日本人が，「自然」を人間に

れ，その準備によって説教が語られる。それを

対立する一つの物として，対象として捉えてい

聞く信徒は，異教徒的あるいは無宗教的な思考

なかったからであろうと思う。自分に対立する

と行動に毎日のように追い立てられ，主の御言

一つの物として，意識のうちに確立していなか

葉を聞こうという願いを持って集まった信徒で

った「自然」が，一つの名前を持たずに終った

ある。それはまさに二階建てであって，信徒は

のは当然ではなかろうか。
（中略）

階段の途中まで上るのがせいいっぱいである。

「自然」が「人間」に対立する一つの物とし

誠実な牧師であればあるほど世俗から距離を置

て捉えられなかったのは，日本民族においては，

こうとする。信徒の方は与えられた任務に忠実

深い遠い由来を持つ事柄である。だから，「自

であろうとすれば，牧師の説教との間に隔たり

然」という中国語を学んだ後でも，長い間，日

を覚えるのである。それが日本のキリスト教の

本人は「自然」を一つの物と見る考え方を身に

二階建てである。11）

つけずに来た。それは，単に遠い歴史の時代だ
けでなく，現代の日本人の間でも，根強いこと
のように見える。12）

以上の佐久間と隅谷が指摘した日本におけるキリ
スト教の在り方は，まさに日本社会と乖離したもの
であり，その教会（教義）と，人々（信者ですら）

引用文の最後で大野は，日本人の物の見方につい

との間に少なくとも「階段」で「二階」まで上らな

て，
「それは，単に遠い歴史の時代だけでなく，現代

ければならない隔たりが存在している事情を物語っ

の日本人の間でも，根強いことのように見える。
」と

ている。

述べているが，
「自然」に関してではなくとも，最後
の一文に書かれた内容は，他の事象についても当て

10）

はまることであろう。

『ヨーロッパのニヒリズム』筑摩書房 1974 年

11）隅谷美喜男『日本の信徒の「神学」
』日本キリス
12）大野晋『日本語の年輪』新潮文庫
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美術史研究家の高階秀璽は，大野の『日本語の年

と，
美を表わす言葉は，
クハシ
（細）
，
キヨラ
（清）
，

輪』に述べられた日本人の美意識を表す言葉に対す

ウツクシ（細小）
，キレイ（清潔）
，と入れ代っ

る見解を用いながら次のように述べている。

て来たことになる。日本人の美の意識は，善な
るもの，豊かなるものに対してよりも，清なる

それでは，今日の「美しい」にあたる言葉，つ

もの，潔なるもの，細かなものと同調する傾向

まり「美」を意味する言葉は，昔は何であった

が強いらしい。これは中国では「美」が「羊」

かというと，大野によれば，それは「くはし」

の「大」なるもの，
「麗」が大きな角を二本つけ

（奈良時代）
，
「きよし」
（平安時代）であった。

た立派な
「鹿」
の意味から転じたことを思うと，

「きよし」は，現代でも「清い」というそのま

日本語の大きな特色といえると思う。14）

まの言葉が残っているように，本来は汚れのな
い，くもりのないという意味である。奈良時代

「美」を表す言葉に時代により意味の変遷が見ら

の「くはし」は，今日でも「香ぐわしい」とい

れることを語りながらも，大野は日本人の美意識が

う言葉に残っているが，後に「詳し」となるこ

「善なるもの，豊かなるものに対してよりも，清な

とからも明らかなように，こまかい，あるいは

るもの，潔なるもの，細かなものと同調する傾向が

微細なという意味であったらしい。そのほか，

強いらしい」と述べている。また，大野は同書で，

今日きわめて広く用いられている「綺麗」とい

それら「清（潔）なる」ものや「細かな」もの以外

う言葉は，室町時代頃から登場したが，これも

の「美」として，
「かすか」
，
「ほのか」
，
「わび」
，
「さ

もともとは，汚れのない，清潔な意味であった

び」などを挙げている。そして，それらを「かすか」

という。
（中略）

と「ほのか」については，
「
『かすか』とは，今まさ

言葉の歴史の分析から得られるこのような特

に消えていこうとするその薄さ，弱さ，頼りなさで

色は，おそらく今日にいたるまで続いている日

あり，
『ほのか』とは，そのうしろに多くのものがあ

本人の美意識の特質を物語るものとしてきわめ

りながら，その片はしだけが弱く，薄く，わずかに

て興味深い。13）

示されている場合にいう。
」15）（同書 34 頁）と述べ，
「わび」と「さび」については，
「
『わび』とは，貧

この引用文の最後で高階も大野と同様に，
「昔」の

しさに徹して，それに耐え，世俗の騒ぎから離れた

日本人の物の見方（ここでは「美意識」
）が現代（
「今

美である。
『さび』が孤独に徹し，寂寥を美にまで高

日」
）まで引き継がれていることが述べられている。

めようとするものであるのに対して，
『わび』は，貧

「民俗宗教としてのキリスト教」の章で宮家が日本

しさ，簡素さに徹した美しさを目指している。」16）

の宗教を民俗宗教と呼ぶ根拠として挙げたものの中

（同書 41 頁）

の３点を紹介したが，その②は，宗教以外の範疇に
おいても影響が大きいと考えられるので，その同じ

以上，大野が日本人の美意識の現われとして挙げ

社会基盤において用いられてきた言葉，そして，そ

た言葉の特徴を高階が大野の分析を紹介した箇所を

れを生み出した美意識をはじめとする物の見方は，

含めて整理してみると以下のとおりとなる。

親族，地域社会，民族と範囲を広げながら，時代を
跨いで引き継がれていくことは何ら不思議なことで

「くわし」 細かいもの

はあるまい。

「きよし」 清いもの
「綺麗」 清潔なもの

では，昔から現代にいたるまで引き継がれてきた
美意識とはどういうものか。引き続き大野の分析を

「うつくし」 小さいもの

もとに考えてみる。

「かすか」 薄いもの・弱いもの・頼りないもの
「ほのか」 「うしろに多くのものがありながら片

「綺麗」は室町時代に，すでに「綺麗ずき」な

はしが」弱いもの・薄いもの・わずか

どと使われ，汚れのないこと，清潔なことの意

なもの

味をもっていたが，今日では「美しい」に近く

「わび」 貧しさ・孤独

使われ，やがて「美しい」を追い出して，その

「さび」 貧しさ・孤独（に徹した）寂寥

あとに坐りそうな気配を示している。してみる
14）大野晋『日本語の年輪』新潮文庫
13）高階秀璽『日本美術を見る眼

15）

東と西の出会い』

16）

岩波書店 1991 年 4 頁
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距離感
これらの特徴に共通する性質は，弱小であり，数

遠い：49％（
「とても遠い」22％・
「遠い」27％）

量的に少ないというものである（
「清いもの」
，
「清潔

どちらともいえない：32％

なもの」というのは，余分なものがない状態もしく

近い：17％（
「とても近い」5％・
「近い」12％）

は，ある程度の物質的な欠損を表すものであり，
「少

その他：1％

ない」という性質がもたらす美意識である）
。
これら美意識を表す言葉に近いものとして「愛す

大きさ

るもの」に対して用いられていた古語に「かなし」
，

大きい：56％（
「とても」29％・
「かなり」27％）

「いとし」などの言葉があるが，これらも本来は「愛

どちらともいえない：33％

する」対象の自らの愛情の物足りなさ，もしくは，

小さい：7％（
「とても」2％・
「かなり」5％）

対象そのものの弱さなどに起因する感情であった。

その他：3％

すなわち，日本人の美意識は，弱いもの，小さいも
の，少ないもの（足りないもの）などの物理的，数

深さ

量的に小さく少ないものにより呼び起される傾向が

深い：57％（
「とても」26％・
「かなり」31％）

強いことがわかる。

どちらともいえない：33％
浅い：7％（
「とても」3％・
「かなり」4％）

キリスト教のイメージ

その他：3％

ここでは，前章で指摘した日本人の美意識と日本
人のキリスト教に対してのイメージとを対比させて

「距離感」の調査結果は，ISSP の調査結果を裏づ

日本人の美意識がキリスト教受容に関して，どのよ

け，キリスト教は日本人にとって疎遠なものである

うな影響をもたらしているかについて考える。

ことを示しているが，そのような印象を日本人が抱

先に司教（神父）や牧師という司牧職によるキリ

く要因を考えるために「大きさ」と「深さ」に関す

スト教批判，いわば，
「キリスト教側」からの日本に

る調査結果を手がかりにする。

おけるキリスト教の性質について考えたが，一般的

「大きさ」に関する調査と「深さ」に関する調査

な日本人のキリスト教観（キリスト教に対するイメ

の結果は極めて似通っている。両項目で，
「大きい」
，

ージ）はどのようなものであるのか。

「深い」と答えた回答者の割合は６割近くで，数値

日本においてキリスト教を信仰しているとする

としても 1％しか差がない（
「大きい」56％・
「深い」

人の割合は，先の ISSP の調査ではわずか 1％であっ

57％）
。また，
「小さい」
，
「浅い」と答えた回答者の

た。また，自分の信仰の有無とは別に「親しみを感

割合は全く同じであった（双方とも 7％）
。この二つ

じる宗教」での割合は 13％であった。この「親しみ」

の調査は，大きさと深さという，規模や存在感に関

に関する調査の回答で最も高い割合を示したのは，

する印象を問うものであり，面積と容積の相違はあ

仏教で 65％，次いで神道が 21％の割合を占めた。そ

っても，キリスト教は日本人にとって「大きい」も

の結果から日本人にとってキリスト教は信仰対象と

のである印象を与える存在であることを示している。

しても，また，一般的文化事象としても疎遠な存在

キリスト教は日本人にとって大きな存在である。

であることがわかる。

そして，疎遠な存在である。日本人にとっては，小

その教え，その歴史など，さまざまな要素が相互

さく，親しい存在ではない。

に関わり合ってキリスト教を遠ざける環境を生み出

日本語が物語る日本人の美意識は，小さなものに

しているのであろうが，日本人の情趣，特に先に見

対して心が惹かれ，それを好ましく美しいものと感

た美意識における感性が大きく関わっていると考え

じる感覚であった。その美意識がキリスト教を遠ざ

られる。

けているのではないか。

論者が実施したキリスト教に対するイメージに関

論者の同調査で「遠い」
，
「大きい」
，
「深い」と答

17）

するアンケート調査

のうち，
「距離感」と「大き

えた回答者が挙げた理由はそれぞれ次のようなもの

さ」
，
「深さ」に関する調査結果は以下のとおりであ

であった。

った。
「遠い」
「あまりなじみがない」
・
「キリスト教徒ではない
17）

から」
・
「接する機会がない」
・
「考え方がいまいち

樫内（2004）
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わからない」
・
「基本的に嫌い」
・
「信じられないよ

や善と同じように理想化された価値であり，人

うなことが多い」
・
「近寄りがたい感じがする」

間よりも上位の存在である神に属するものであ
った。したがってそれは，当然他の理想化され

「大きい」

た価値である善や力や智慧と容易に結びつけら

「世界中に広がり大きな組織である」
・
「外国での

れる。ギリシャ神話の世界における「美のコン

信者数の多さ」
・
「宗教の中でもかなり有名」
・
「世

テスト」とも言うべきパリスの審判の物語にお

界宗教の一つ」
・
「誰もが知っている」
・
「雄大とい

いて，
「美」を競うヘラ（ジュノー）やアテネ（ミ

うイメージがある」・「全宇宙の創造主である」・

ネルヴァ）が，パリスに富や力や智慧を約束す

「天地創造の神」
・
「全能」

る話は，このことを暗示しているであろう。そ
して，実際の芸術作品を見ても，たとえばギリ
シャの彫刻のうち，男性をモティーフとしたも

「深い」
「聖書など奥が深い」・「日本人の宗教観より深

ののほとんどが，神々か英雄でなければオリン

い」
・
「創造というスケール」
・
「歴史がある」
・
「根

ピック競技の優勝者のようなスポーツ選手の像

底に愛があり愛するということは奥深い」
・
「十字

であったということは，ギリシャ人たちにおい

架の愛ほど深いものはない」
・
「ややこしそうだと

ては，
「美」への憧れがそのまま「力」への憧れ

思う」

と自然に重ね合わされていたことを物語ってい
る。
端的に言って，
ギリシャの彫刻の美しさは，
何よりも力強さに対する讃美によって支えられ

日本人がキリスト教を「大きい」として感じる要

ていたのである。18）

因は，何か一つの要素に限るものではないだろう。
教義に関する印象，儀礼や信者に対しての印象，教

高階は西欧人の美意識の「根」となっている「
『美』

育界における存在感，ライフスタイルやファッショ
ン等の風俗習慣に関する影響力などというキリスト

が『力強いもの』や『豊かなもの』と結びついてい

教が日本人にもたらした諸事象が生み出したもので

た」ことと対照的なものであるとして日本人の美意

あろう。すなわち，ある一つの限定された分野では

識を捉えている。その美意識とは，弱小な対象（存

なく，さまざまな要素が互いに影響を与えつつ形成

在）と結びつくものである。また，高階はさらに日

された多面的，多元的な「文化」が日本人にもたら

本人の美意識として「否定の美学」なる美意識を指

した印象が「大きい」という日本人の美意識にそぐ

摘した。同書で高階は「否定の美学」について以下

わない印象を生み出したのである。そして，その「大

のように述べている。

きさ」が弱小な存在に「美」を感じる日本人に敬遠
「小さなもの」
「縮小されたもの」と並んで，
「清

されていると考えられる。

らかなもの」
「清浄なもの」に美を見出す日本人
「日本人の美意識」の章で紹介した美術史研究家

の感受性も，また数多くの美術作品のなかにそ

の高階秀爾は同章で紹介した大野晋の「美」を表す

の反映を見出すことができる。伊勢神宮に見ら

言葉の分析を用いて次のように述べている。

れるような，
何の飾りもない白木造りの建物や，
何も描かれていない画面の余白を重要視する美

言葉の分析から得られるこのような特色は，第

学は，まさしくそのようなものであろう。もと

一に，
「うつくしい」がもともと愛情表現を意味

もと「きよら」というのは，汚れやくもりのな

する言葉であったことから明らかなように，き

い状態のことである。つまりそれは，何か良い
、、
もの，豊かなものがあるという積極的な状態で
、、
はなく，余計なもの，うとましいものがないと

わめて情緒的，
心情的であるということであり，
第二に「くはし」
「きよし」に見られるように，
日本人は，
「大きなもの」
「力強いもの」
「豊かな

いう消極的な状態である。それは，いわば「否

もの」よりも，むしろ「小さなもの」
「愛らしい

定の美学」と言ってもよい。多彩な色彩を拒否

もの」
「清浄なもの」にいっそう強く「美」を感

して墨一色にすべてを賭けた水墨画や，派手な

じていたということである。このことは，西欧

装置や動きを極度に抑制した能の舞台に，逆に

の美意識の根となったギリシャにおいて，
「美」

豊かな，奥深い美を見出す感受性は，まさしく

が「力強いもの」や「豊かなもの」と結びつい
ていたのと，
対照的であると言ってよいだろう。

18）高階秀璽『日本美術を見る眼

事実，ギリシャ人たちにとっては，美は，真

岩波書店 1991 年 4 頁
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「きよらか」なものを美しいと見た上代人の感

今回は美意識を採り上げたが，この美意識こそ，

性を受け継いでいる。19）

日本人における他の情趣，たとえば善悪や悲喜など
の「根」になる感覚であるのではないか。日本以外

「何か良いもの，豊かなものがあるという積極的

の文化が「真」や「善」を第一に求めるのに対し，

状態ではなく，余計なもの，うとましいものがない

日本文化は「美」を第一の価値とする土壌である。

という消極的状態」が日本人の美学であり，それを

そして，日本，西欧を問わずすべての文化は，その

「否定の美学」と呼んだ。
「小さなもの」どころか，

「自然」
，
「風土」による影響を避けられず，
「真」で

「
（余計なもの，うとましいものが）ない」という，

あろうと「善」であろうと「美」であろうと，それ

「足し算」ではなく，
「引き算」ともいえる否定的で

らを第一と考える価値観は各文化を生み出す背景と

消極的な美的感覚を日本人の美意識として指摘して

なる「自然」や「風土」抜きには語れない。

いる。

機会があれば，「自然」，「風土」を手がかりとし

日本人にとってキリスト教は，
「遠く」
，
「大きく」
，

ての日本人のキリスト教受容に関しての考察を提示

「深い」ものであるという印象が強い。それは，多

したい。

元的要素に起因するものであるとはいえ，キリスト
教が「世界宗教」という「世界」的なものであると
いう事実（もしくは印象）に拠るところが大きいだ
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日本人の宗教観と美意識を手がかりに試みたが，
その二つに共通する性質は，
「消極的」というもので
はないか。日本人は宗教に対して積極的に向かい合
っているとはいえない。また，その美意識は高階が
「否定の美学」と称するほど消極的な性質のもので
ある。裏を返せば，今回，対象とした西欧の宗教観
および美意識は積極的なものであるといえる。そし
て，積極的宗教観と美意識（積極的美意識に基づく
積極的宗教観といったほうが適切かもしれない）に
選ばれる宗教がキリスト教であるのだ。
日本人にとって，キリスト教はほとんどの日本人
にとって信仰の「深層」まで届いてはいない。それ
は，行事や教育という文化の表層で受け容れられて
いるにすぎない。その理由を考えるときに，日本人
の気質ともいえる情趣の働きについて考えるべきで
ある。
19）高階秀璽『日本美術を見る眼

東と西の出会い』
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The Function of Sentiment to Accept Christianity
The Approach through Japanese Aesthetic Awareness
Hisayoshi KASHIUCHI
Aichi Mizuho College Mizuho Senior High School

I would like to examine the acceptance of Christianity in Japan by focusing on the religious
perspectives of Japanese and the aesthetic awareness as well as Japanese sentiment.
Therefore, I will examine what aspects of Christianity are liked and accepted and those which
are not. To be more specific, Christianity as ethnic religion and the aesthetic awareness of
Japanese words are the focus of this paper.
Keywords: the aesthetic awareness acceptance; Japanese words
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養護教諭志望から進路を変更した学生への支援方法の一考察
～「語ろう会」を実施して～
舘

英津子・中林

恭子・後藤多知子・渡辺千津子

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Etsuko Tachi・Kyoko Nakabayashi ・Tachiko Goto・ Chizuko Watanabe
Division of Sciences、 Department of Human Sciences、 Aichi Mizuho College

キーワード：進路変更、グループ、

はじめに

許状が取得でき筆者の所属する養護・保健コースに入学す

青年期は自分のキャリアについて考え始め職業観や人

る学生は年度によって若干のばらつきはあるものの入学

生観を育成する試行期であり、また学業や課外生活を通し

時においてほぼ全員が養護教諭免許取得を目的として入

て特に自己理解が進む時期である。

学する。しかしここ 2～3 年の傾向では入学生のうち約 4

文部科学省の高等学校キャリア教育の手引き

～５割の学生が 3 年進級時に養護教諭免許状取得を希望

1）によれ

ば高校までの中等教育の段階において自己理解を深め、あ

しない選択をした。

る程度の職業観を確立し、具体的に将来の進路について現

先に述べたように近年は大学全入時代であり今後も就

実吟味を行うことが求められている。しかし実際には

労・進路と自分の適性、能力等の十分な吟味がなされない

2004 年度以降高卒者の 50%以上が大学・短大へ進学する

まま入学し入学してから進路変更する学生が増加する可

2）時代となり「なんとなく」
「みんなが大学へ行くから」

能性は高いと考えられ、今後もさまざまな進路に進んでゆ

「親や（高校の）教員の勧め」など主体的に選択しないま

く学生をどのように育てていくかは大学として取り組む

ま大学に進学してくるものは少なくない。ベネッセ教育総

べき重要な課題と考える。

合研究所の調査（2012）3）では約 90％の学生が「自分の

本論文では 2014 年度から行っている 3 年進級時養護教

将来の方向をみつけたい」
、また 80％以上の学生が「卒業

諭免許状の取得・非取得を選択（以下進路選択）するに至

までの自由な時間を満喫したい」と回答し、これと言った

るまでの本コースの支援体制、養護教諭免許状取得を希望

目的や目標を持たず、むしろそれを探すために大学に進学

しない学生（以下非取得学生）と養護教諭養成に関わる教

してきているものが大多数である傾向を示している。

員（以下コース教員）との懇談会開催の経緯と実施内容に

さらに生徒によっては、多様な入試方法の中でごく少な

ついて述べた後今後の学生支援の方法を考察する。

い入試科目（面接と小論文のみなど）の成績で入学するこ
ともあり、特にその場合は高校段階で自分の興味・関心、

１．進路選択に至るまでの支援体制

能力、適性等の自己理解の深化や将来設計の立案、現実的

1）チューター制度（全学年通じて）

探索や吟味が不十分となりやすい。4）その結果、大学入学

本学の全学的な制度の一つとしてチューター制度があ

以後入学前のイメージとのギャップ悩み、不適応や退学・

る。各コースの教員が各学年 10～15 名ほどの担当（チュ

休学、転学や転部をすることにつながるとも考えられる。

ーター生）を受け持ち大学への適応、出席状況、人間関係、

大学入学以後の意識調査 5)では大学以外の進路変更希望が

履修登録相談などの問題に適宜対応していく。細かな対応

2 割、転学部・転学科希望が 3 割、編入希望が 4 割と少な

頻度、方法等は各チューターとなる教員の裁量の任されて

くない学生が進路変更を意識しているという報告がある。

おり相性などもあり効果には多少の差が生じることがあ

本学でも養護教諭志望で入学してもその後さまざまな

る。

理由で進路変更に至り養護教諭免許取得を選択しない学
2）学修コンシェルジュ面談（1 年次後期 10 月～12 月）

生は少なくない。
本学教員養成のコースは、養護教諭一種、中学・高校教

これも本学の全学的な制度の一つであり学内で学修コ

諭一種（保健体育）
、中学・高校教諭一種（保健）の教員免

ンシェルジュと認定された教職員 2 名と学生 1 名で 30 分
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程度の面談を 1 年生全員に行っているものである。教職員

授業・実習が始まる 3 年に進級する時に志向の変化、自己

のうち 1 名は各コースの担当教員が面談者となり大学へ

の認識の違い、能力や適性の自己受容等により結果的に養

の適応、出席率、成績等についてプライバシーを確保しな

護教諭免許状取得をしない選択をする学生が出てくるこ

がら個別に面談を行っている。養護・保健コースにおいて

とになる。

は入学時にほぼ全員が養護教諭免許状取得を希望してい
るため、学生の個別の状況に応じてボランティア活動の紹

３．懇談会に至る経緯と調査内容

介、授業の自己学習方法、友人関係等の相談についてきめ

1）懇談会開催に至る経緯
非取得学生は将来への選択肢が急に広がり自由な時間

細かく対応している。
3）第１期コース個別面談（2 年次後期 9 月～10 月）

を謳歌しつつも当面の目標を見失うことなどで一時的で

コース教員 2 名と学生 1 名で 20 分程度の個別面談をコ

はあるがメンタル面の不安定さを感じさせ、他の人はどう

ース内学生全員に実施するもので、本コースが独自に設定

しているのかなどを気にする発言も聞かれた。これまで個

して行っている。個々の学生に対してあらかじめコース教

別を主とした支援をしてきたが非取得学生には非取得学

員が授業での様子等を話し合い、各学生の強み・課題、学

生の共通の問題があるため教員が仲介役となりグループ

生の成長後の姿などを教員間で共通認識を持った上で事

として学生同士がより結びつくことで学生への支援がで

前に学生が記載した面談シートを用い成績、出席率、適性、

きないかと考えた。
(1)調査項目

ボランティアやアルバイト経験、奨学金貸与状況、家族の
意向も含め個別面談を行う。必要時、学生相談やキャリア

現状確認に今津らの作成した Public Health Research

支援センターなど学内の別の機関への紹介もしている。面

Foundation ストレスチェックリスト・ショートフォーム

談シートは「養護教諭にどの程度なりたいか」
「自分は養

（以下 PHRF ストレスチェックリスト）6)の中の「Ⅰ．不

護教諭に適性があるか」等主に養護教諭免許取得を今後希

安・不確実感」
「Ⅱ．疲労・身体反応」
「Ⅲ．自律神経症状」

望するのか、そのための覚悟と努力をどの程度持っている

項目の尺度を使用した。この尺度は、成人健常者の日常生

のかなどを 5 段階で回答してもらうものである。面談後不

活におけるストレス反応の表出を多面的かつ短時間で簡

安定になりがちな学生には授業前後において教員から声

便に査定するために開発されたものであり、ストレス反応

をかけ学生へ働きかける。

の心理的側面と身体的側面を同時に測定することができ

4）第２期個別面談（3 年次前期 4 月全体オリエンテーシ

る。また、この尺度の下位尺度は４つあるが、下位尺度ご

ョン時）

とに年代別の平均値と標準偏差がすでに示されており、回

コース教員 1 名と学生 1 名の個別面談を 5~10 分程度行

答者のものと比較することができる。各下位尺度には６つ

う。この面談では第 1 期個別面談の内容を受けて 3 年進級

のストレス症状に関する質問項目がありそれぞれ 3 段階

にあたって免許状取得か否かの意思確認を行っている。そ

評定を行い(ない 0 点、時々ある 1 点、よくある 2 点)合計

れにより履修登録科目の選択も異なってくるためオリエ

得点を算出する。得点が高いほうがストレス度が高い。今

ンテーション時に行っている。さらに面談が必要な学生に

回は下位尺度４つのなかの以下３つを使用した。自記式、

は後日別の日に時間を取り面談を行っている。

記名有りで回収袋を置いておきその場で記載・回収を行っ
た。
懇談会アンケートは懇談会実施の直後に無記名で懇談

２．進路選択に至るまでの学生の状況
養護教諭志望がはっきりしないまま「なんとなく」
「親・

会について「満足したか」
、
「また来たいか」を各 10 点満

先生に勧められた」という理由で入学してきたり、また養

点で何点か、また「今後よりよい会になるために」として

護教諭志望であっても自分の能力、志向、適性等の現実吟

自由に記載してもらった。
（質問紙留め置き法）

味が不十分のまま漠然とした憧れのみで本コースへの入

(2)対象と手続き

学した学生は実際多くみられる。しかしそのように「なん

201×年本学養護・保健コース入学者教職課程登録を

となく」
「資格取得のみ」で入学してきたとしても教員志

したもののうち 3 年進級時に教員免許状取得をしない選

望学生には卒業後教職に就くことを目指していくために1

択をした学生 17 名のうちコース変更などをした学生の除

年次から様々な働きかけがなされていく。講義中・演習中

く 14 名を対象とした。なお本学の場合、教員志望でなく

に、全体あるいは個別に面接以外にも折に触れ職業観・勤

なっても養護・保健コースから所属コースを変更する必要

労観の確立、職業人としての考えさせる働きかけをし、覚

性はなく、養護・保健コースに在籍したまま卒業に必要な

悟を決めて進路を選択することを促すため学生の中には

単位を取得して卒業・就職していくことは可能である。対

授業がつらいと感じるものもいると考えられる。

象者にはアンケート記載は自由であり提出しなくても不

そのような授業や面談を過ごす中で学生は遅くとも 2

利益にならないこと、データの使用許可と個人情報の保護

年次後半から現実的な吟味をし始め、本格的な演習を伴う

について説明し同意を得た者のみ回収袋に提出してもら
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った。

開始されたこともありさらに気後れする学生もいたが全
体として 1 回目よりスムーズに近況報告がなされた。
４）参加学生と教員とのつながり

４．結果

教員にとってストレス度の確認などのほか実際に会っ

１）懇談会の実施内容
201×年7月と12月の2回にわたり懇談会を実施した。

て近況を聞けたことは参加学生の現状把握の機会となっ

各回とも 90 分間、大学内で行った。対象学生 14 名のう

た。教員や親は子どもたちに「気にかけている」ことを積

ち 1 回目は 9 名、2 回目は 8 名出席し、コース教員は 4 名

極的に伝えるほうがその後子どもたち自身が「わかってろ

中 1 回目 4 名、2 回目 3 名出席した。

うとしてくれる」
「話してみよう」という気になりより深

実施した内容は現状アンケート調査（ストレスチェッ

いレベルでのコミュニケーションがすすみ、信頼関係構築

ク）
、ゲーム（1 回目生活リズムの確認、2 回目構成的エン

「先生方とも会う機
につながり易い傾向にあるという 7)。

カウンター「わたしクイズ」
）をした後全員が近況報告を

会が本当に少なくなってしまったけど会えて先生方のい

し、最後に懇談会への満足度等に関するアンケートをおこ

ろんな話が聞けてよかった」等教員との関係に関する記載

なった。12 月開催の 2 回目の懇談会時には近況報告の後

が会終了後のアンケートに寄せられ気にかけている様子

キャリア支援センターより 10 分程度のミニ講座を入れた。

を示せたのではないかと思われた。また実際にその後学生

２）参加学生のストレス状態

から教員へのアクションが増えたと感じる。

今回使用した PHRF ストレスチェックリストの３つの

５）参加学生の就職活動への支援

下位尺度（
「Ⅰ．不安・不確実感」
「Ⅱ．疲労・身体反応」

就職指導室キャリア支援センター（以下キャリアセンタ

「Ⅲ．自律神経症状」
）の中ですべて平均より高かったも

ー）は全学 3 年次の 11 月ごろから一人ずつメールで呼び

のは 1 回目 9 名中 3 名、2 回目 8 名中 3 名で、3 名とも＋

出し就職についての面談を行っている。しかし参加予定の

１SD より高かった。また、2 回とも 3 つの下位尺度で 3

学生の中にはまだキャリアセンターとの面談が出来てい

つとも＋１SD 未満だったものは 3 人しかいなかった。2

なかったり具体的な活動に繋がっていかない学生が少な

回とも同様の傾向であった。参加者は全体としてストレス

くないことがわかった。

度の高いものの割合が高いと思われまた 2 回の調査でそ

そのためまずはキャリアセンターを身近に感じ、活用し

の変化はほとんどなかった。今回、人数が少ないので量的

ながら就職活動に前向きに取り組める」という目標をキャ

統計としての意味づけはできないが、記名式であったため

リアセンターと共有しその目標が達せられるような 10 分

誰が実際にどの程度ストレス度が高いか確認できた。その

程度のミニ講座をセンター職員からしていただいた。講座

結果と懇談会での発言内容や表情など学生の様子を教員

内容はいよいよ就職活動に向きあわなくてはならない不

間で話し合い、今後の授業の時の様子を見ていくことや声

安な学生の気持ちに温かく寄り添う内容であり、職員との

かけの内容などについて教員同士確認した。

顔つなぎもでき、きっかけづくりになったと考えられた。

３）参加学生同士のつながり

６）参加学生による懇談会の評価

同じ立場の学生同士が知り合う機会をつくり学生同士

参加した学生のべ 17 名全員が「満足度」に 10 点満点

が繋がることをサポートすることを懇談会の第一の目的

中 10 の回答をし、
「また来たい」も全員が 10 点満点中 10

とした。そのために学生が自ら自分のことを話すような状

の回答をした。

況を作ることに腐心して構成した。

具体的にゲームについては「こういう体を動かすのは次

身体を動かすゲームで心身をほぐした後ゲームの中で

の時もやりたい」
「自分だけでなく相手のことが知れるゲ

題材にした自分が好きなアーティスト、アニメ等から近況

ームはまたやりたい」などでありまた近況報告についても

報告につながっていったが一部の学生にとっては顔見知

「最初はあんまり喋ったことがない子もいて何を話そう

り程度の集団の中で自分の話をすることを負担に感じる

と思ってたけどいろいろしゃべれて今日は本当に参加し

ようであった。

てよかった」
「みんなの近況もたくさん聞けた。とても楽

履歴書を書いてみて困った、××の資格取得を目標に勉

しかったです」といった感想がつづられ、学生同士の繋が

強をしているなど、より具体的に就職に向けて行動を始め

りの機会づくりとしての目的は達せられたと考えられた。

るなどすでに就職や将来等に向けて動き出そうとしてい

参加学生たちは会の内容について高く評価していた。

る学生もあり、そのことに気後れするのか「特に何も話す
ことはない」といって話し始めるのに時間がかかるものも

５．考察

いた。しかしバイトは何？休日は？と教員や他の学生から

非取得学生へ今後どのように支援していくかそのため

聞かれ、受容的な雰囲気の中で全員が自分の近況について

の体制整備への課題について考察を述べる。

話し、相互に質問をし合った。2 回目の懇談会の時にはで

１）グループの深化への促進について

は時期的にキャリアセンターからのアプローチがすでに

非取得学生の共通項は進路変更をしたことのみであり、
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その経緯も理由も様々であるため凝集性があるとは言え

免許状取得のため主体的に活動する中で教職担当の教員

ない。会を開催する前、非取得学生自らが他の非取得学生

との関わりが極めて密になり同じ目標を共有した学生同

の動向を気にする発言がみられたものの自己開示を積極

士の仲間意識も強くなり充実感を深めていく。その一方で

的にはしたくないタイプの学生も多く近況報告でさえも

非取得学生はコース教員とはほとんど接点がなくなる。そ

負担を感じる学生もいるのではないかと考えられた。実際

の状況の中で非取得学生への支援として何ができるのだ

に具体的に就職や何かの資格取得に向けて行動を始めた

ろうか。

学生達の前で近況を話すことに気後れする様子をみせた

近年の就職選考にはなりすましたり印象を操作したり

り特別に親しくない他人に自分のことを話し始めるのに

できるような面接だけではなく、より実際の行動が見られ

時間がかかるものもいた。参加した非取得学生たちは個々

るグループワークがよく取り入れられておりより実践的

に仲がよいものもいるが、全体としては顔見知り程度でグ

なコミュニケーション能力や主体性が求められている。そ

ループとしてのまとまりはない。そのため最初にゲームな

れを踏まえるとその場で初めて会った人に対しても自分

どで長めのアイスブレイクを行った後に各学生からの近

の意見や考えを伝え他人の意見についても良く聞き前向

況報告の時間とした。学生同士の繋がりの一助としての一

きに意見交換ができるようになるとよいと考える。このよ

定の効果は得られたがわずか 2 回でグループとしての深

うな力は簡単に身に付くものではなく月単位、年単位で授

化を促すことには困難さを感じた。

業の中で育てていくものであると考える。本学では少人数

他人の様子が気になる学生は次の目標が定まらなくて

であるために 1 年次よりグループワークを中心としたア

不安定になり焦っていたりあるいは逃避してあえて何も

クティブラーニングを取り入れているためグループとし

考えないようにしていたのかも知れないと思われた。しか

ての活動が全く初めてではない。しかし特に今回のように

しそれを他人から指摘されるよりグループの中で自ら気

授業とは無関係で対象者の目的も背景が様々な中で明る

づくほうが容易に受け入れられる 7)のではないかと考えグ

く楽しい雰囲気を作ることはできたが学生がグループを

ループという手法を選択した。これについてはさらに後述

通じて自己を深めていけるような支援につなげていく点

する。グループという手法をより効果的にするためには今

については筆者自身の未熟さを感じた。集団の中で刺激し

後の開催回数を増やすことは困難だが少ない回数の中で

たり動かしたりすることと学生自身を成長は必ずしも一

よりグループの深化を促すような働きかけが必要と考え

致するものではないため 8)、他者の考えを知るなかでより

られた。

深く自己を深めていけるようなワークや働きかけが必要

２）学内他部署との連携について

であろう。グループワークの教育方法についてより効果的
な成長を促す支援ができる教育力を身に着けていけるよ

非取得学生に限らず主体性をもたず周囲に合わせてな

う研鑽を積む必要がある。

んとなく大学に入学してくる学生にとって未知なる将来
について進路を決めるという重要な決断をしていくこと

おわりに

は大変なストレスである。そこに大学として支援をするシ
ステムとして本学のキャリア支援センターがある。非取得

本学の養護教諭コースの学生は入学時、ほぼ全員が養護

学生にとって特に今後の学生の活動に大きくかかわるで

教諭免許取得を希望するが 3 年進級時には 4~5 割の学生

あろうキャリア支援センターと連携をとることとした。

が進路を変更し免許状取得を希望しなくなる。そのような

本学のような小規模校では他部署との教職員同士が顔

学生への一支援方法として専門コース担当教員との懇談

を合わせる機会が多くまた学生の顔と名前を一致させる

会の開催を実施した。実施内容はストレス度チェック、構

ことも比較的容易である。そのため大学の成績や出欠状況

成的エンカウンター、近況報告、就職活動への支援などで

以外の性格や志向といったデータ化しにくい情報も共有

ある。参加学生はストレス度の高い学生が多かったが懇談

し合え目標や目的について審議した上で今回ミニ講座を

会の実施を高く評価し、学生同士のつながり、教員とのつ

行ってもらった。具体的な対象者について話し合うことで

ながりを確認するものであったという示唆を得た。

より対象者に添った支援につなげられることを実感した。

一方課題としては 1)グループの深化への支援 2)学内他
部署との連携 3)教員の教育力の向上が考えられた。

しかし顔つなぎとしての役割は果たせたが今回の懇談
会がその先の就職活動に結び付いたかどうかは判断でき

謝辞

ない。学生には大学全体で応援しようとしているという気

本懇談会の実施にあたり、平成 27 年度愛知みずほ大学

持ちを少しでも感じられ今後の相談や活動につながって

学長裁量経費 教育改革支援事業」による支援を受けまし

くれれば良いと思う。

た。感謝いたします。

３）教員の教育力の向上
本コースは 3 年次から教員免許状取得を希望する学生
は授業の予習・復習、自己学習、ボランティアとますます
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個別の問題を抱える青年期(高校生・大学生)の支援について
発達障害に関する支援のフレームワークと対応方法
安藤

剛司

愛知みずほ大学短期大学部

Kouji Ando
Aichi Mizuho Jr. College

1 はじめに
2007 年 4 月 1 日、学校教育法が改正・施行され、
障害のある児童生徒は、学習の場として、特別な場あ

3 個別の問題の捉え方

るいは通常の学級で行なうことが示されている。通常
の学級での教育では、各校は学習上または生活上の支
援を考慮した教育を推進することになり、主に LD、

ることを目指して行う教育活動である。各学校におい

生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、
個性の伸長を図りながら、社会的資質、行動力を高め
ては、生徒指導が教育課程の内外において一人一人の
健全な成長を促し、自ら自己実現を図っていくための
自己指導能力の育成を目指すという生徒指導の意義を

ADHD、高機能自閉症等を対象にしている。
文部科学省は、この学校教育法改正の 5 年前、つまり
2002 年 2 月から 3 月かけて「通常の学級に在籍する

踏まえ、教育活動全体を通して一層の充実を図ってい
くことが求められている。
しかし、児童生徒が抱える課題は、一人一人によって

特別な支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調
査」を行っている。その結果は、LD のように学習面
に困難のある者が 4.5%、ADHD や高機能自閉症のよ

さまざまであるので、全体を対象にするような一般的
な指導だけで解決できるという場合はむしろ少ないと
考えられる。すなわち、児童生徒全体に 対する指導

うに行動面に困難のある者が 2.9%、そのいずれかもし
くは両方に困難のある者が 6.3%の割合で、通常の学級
に在籍していることが報告されている。発達障害の児

の前に「個」としての問題を確実にとらえる視点を怠
ってはならない。
とくに、個別の課題を抱える児童生徒の指導につい

童生徒の在籍状況の判明とその後の学校教育法改正に
よりに行われた支援教育を受けた児童生徒が現在、高
校大学等に在籍していることを再認識して、高等学

ては、その課題ごとの特質を踏まえて指導することが
必要となる。個別の課題を抱える児童生徒の悩みを解
決するためには、全体指導の中では解決が困難であり、

校・大学等が教育活動に取り組むことが求められてい
る。
※文部科学省のこの調査は、担任の教員等の回答に基

原因となっている個別の課題の改善に取り組まなけれ
ばならない。教員は、児童生徒の性格、能力、生活環
境、交友関係などの特性や問題を理解しつつ、児童生

づくもので、LD の専門家チームによる判断や医師に
よる診断ではないので、その結果が、LD、ADHD、
高機能自閉症の児童生徒の割合を示すものではないこ
とに留意する必要がある。

徒からの兆候の早期発見につとめ、問題行動の事実を
性格に把握し、背景を明らかにした上で、個別課題に
関わる専門的な知識に基づいて、学校での指導、家庭

2 研究のすすめ方
すべての高校・大学は、一定数の発達障害の生徒学
生が在籍していることを前提として、その支援の在り

への支援、関係機関との連携などへの働きかけをして
いくことになる。
個別の課題を抱える児童生徒への指導については、

方を確認しておかなければならない。文部科学省から
委嘱された「高等学校における発達障害支援モデル事
業」の研究結果及びその後の資料、関係機関の動向か

個別課題の特質を理解することが必要であり、その後、
個別課題に応じた専門的な対応をすることが、問題行
動の効果的な解決に結びつくことになる。

ら、特別な支援を必要とする生徒学生への支援の在り
方、具体的な支援方法など支援体制の整備について整
理し、考察した。
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(1) 個々が抱える障害特性の把握
LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機

※ 発達障害の定義については、発達障害者支援法
( 平成 17 年 4 月 1 日施行 )には「自閉症、アスペルガ

能自閉症などの発達障害の特性は、生まれつきの特性
であり、生涯にわたるにわたる特性である。それらの
特性が単独でみられる場合もあるが、複数の特性を複

ー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠
陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって
その症状が通常低年齢において発現するものとして政

合して有する場合もあり、幼少期についた診断名が成
長に伴い変わっていく場合もあり、こうしたことから、
障害特性の把握にとどまることなく、個々の児童生徒

令で定めるもの」とされている。
4 高等学校における発達障害支援
(1) 教員の意識改革と支援体制の整備

が抱えている特性を把握することが重要である。
(2) 特性把握の留意点
教育現場でも障害名や診断名が話題になることが多く

ア

校内委員会の設置
必要な支援をおこなうにあたっての企画・調整・連
絡等を行う委員会を校内に設置する。設置するにあた

なってきている。発達障害に関する知識や情報が広が
ることは必要なことであるが、診断は医療関係者が行
うべきことであることから、教育関係者が確実な根拠

り、近隣の特別支援学校等の専門的な知見を有する教
職員をオブザーバーとして、新たな課題に対応する視
点の意識づけを図る。これにより、必要な支援を行う

や具体的な情報もなく、安易に障害名を挙げ判断する
ことは慎重にしなければならない。児童生徒のその時
の精神状態や状況によっても、障害特性に似たような

ための具体的な指導・助言を受けることができること
になる。構成員としては、校長、教頭、当該担任、生
徒指導主事、教育相談部、保健部、養護教諭、スクー

言動をとることがあることから、言動をすべて特定の
障害にあてはめてとらえてしまう危険性があると認識
すべきである。

ルカウンセラーなどとする。
組織の例として図 1 を示す。＜図 1 挿入＞

校長

教頭

校内委員会

教務主任

生徒指導主事

職員会議

保健部

養護教諭

スクール
カウンセラー

図 1 校内委員会の組織の例

イ

特別支援教育コーディネーターの決定。
学校の特別支援体制の整備を進める中心的人物を決

話し合う事例検討会実施する。内容は発達障害や特別
支援教育に関する教職員の理解の向上を図るものとす

定する。資質として、人間関係調整能力、カウンセリ
ングマインド、ネットワークを構築する情報収集力、

る。

障害のある児童生徒の教育に関する知識があることが
求められる。

(2) 発見と認知
スクールカウンセラーを中心とした教育相談活動を

ウ

生徒の実態把握と現職研修の充実
生徒の実態について、共通理解を図るため、全教職

行う中で、担任、教科担任などから授業や特別活動、
部活動での、度重なる問題行動や特異な言動の対処に
こんなんを感じている事例を校内委員会で検討する。

員による会議を行い、情報収集を行う。特別な配慮の
必要な生徒の様子や具体的な支援方法について報告を
行う。また、全教職員参加の現職研修を実施し、担任

その中で、スクールカウンセラーと連携を図り個別的
な指導が必要となる場合は、学年会や生徒指導部とも
連絡を図り支援体制を検討する。

が抱えている困難事例について、有効な支援について
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(3)

支援対象生徒の把握の困難さの解消

告を促す手段として、新入生全員を対象に、調査票を

「障害者のある児童生徒の視点に立って、一人一人の
ニーズを把握して必要な教育支援を行う」と、特別支
援教育の基本的な考え方として明示されている。また、

使うことも一つの方法である。以下にその概要を示す。
「特別な支援を必要とする生徒の健康調査票」
（仮称）
を保護者に渡し、申し出を希望する人に提出をしてい

「『特別支援教育』とは、障害のある児童生徒等の自立
や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するとい
う視点に立ち、児童生徒等の一人一人の教育的ニーズ

ただく(封筒は厳封、直接担任へ渡すことを原則)。

を把握し、その持てる力を高め、適切な指導や支援を
おこなうものである。」とある。入学試験に合格し、入
学してきた生徒が「教育上の特別な支援」を必要とす
る生徒か否かは「わからない」。他の生徒と同じ入学試
験を受け、合格した入学生の中から、特別な支援を要
する生徒(特に、発達障害の生徒)を把握するのはかな
り困難である。把握するためには。現状では、本人あ
るいは保護者から申し出によるしかない。自主的な申
特別な支援を必要とする生徒の健康調査票の主な質問項目を挙げる。
(例)
・生徒氏名
・過去に、医療機関で、学習面、行動面、情緒面についてしんだんをうけたことがありますか。
はい

LD

いいえ

ADHD

アスペルガー症候群

自閉症

その他(

)

その他、気になることがあれば記入してください。

・過去に、医療機関・教育相談機関・スクールカウンセラーに相談したことがありますか。
はい

いいえ

(4) 生徒や保護者への啓発と発信
ア 生徒に対する啓発
支援を必要とする生徒一人一人が「障害」を理解し、

続いてしまうことも少なくない。できないことばかり
に注目し、良さを認める機会を失ってしまう傾向があ
る。認められることよりも叱責される機会が多いほど、

周囲がサポートできるよう相互の理解が生まれる学校
づくりを目指して、生徒対象の日常の指導、講演会、
関係映画の鑑賞会等を実施する。近隣の大学と連携し、

児童生徒は不安定さを増し、適応状態がさらに悪化す
ることになる。
学校としては、児童生徒の目先の問題にばかり注目

発達障害により特別な支援を必要としている学生に対
する学習支援の現状、キャリア支援の方法等について
理解を深める。

せず、保護者、家族も問題を抱えているという視点で
見守ることが必要である。特に、行動面に課題を抱え
ている児童生徒の場合は、しつけや養育の問題を指摘

イ

されることが多く、保護者自身も自信を失い、孤立し
ている場合も多くみられる。保護者が担任や学校に相
談する気持ちを持てるかどうかは、両者間に信頼関係

保護者との協働

発達障害のある児童生徒の保護者は大きな不安を抱
えている。わが子への期待感や焦りから、苦手なこと
を強いたり、注意や叱責を繰り返したり誤った対応が

があるかどうかである。学校が家庭の問題点を指摘し、
保護者が学校の対応への不満を述べ合うのでは、事態
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の改善にはならない。学校の考えを一方的に押し付け

近年、これらと連携して就労支援を行う就業・生活支

る対応ではなく、保護者の考えを受け止めながら、情
報を共有し、適切な対応について両者が一緒に考えて
いく姿勢が大切である。

援機関が増えている。
具体的には、ハローワークが行う関係機関と連携した
使用会社の就職と定着支援「地域障害者就労支援事業」

(5) 専門機関との連携

や地域障害者職業センターによる就労移行支援事業所
への助言、援助の実施、就業・生活支援センターなど
がある。

発達障害は確定診断が難しい障害である。幼児期に
ーの診断名が児童期、青年期に代わるケースも少なく
ない。教育的支援を考えるときは、診断名、障害名よ

(7)

インターンシップ

りも児童生徒自身の特性であり、資質、性格やその時
の心理状態等を含めて総合的にとらえる必要がある。
教育委員会の巡回相談や専門班を活用するなど、医療

障害者の雇用促進等に関する法律で就労支援に向け
た制度改革の流れを受け、各地域で多様なキャリア教
育が行われている。地域状況に応じた多様なインター

や福祉、教育の専門機関と連携を図り、児童、生徒の
特性を多角的にとらえることが大切である。関係機関
との連携に当たっては、個別の教育支援計画を作成す

ンシップは、障害のある人の新たな職域を開く可能性
を持っている。産業構造の変化に伴い、障害のある人
の就職先は、従来の製造業中心から、流通・サービス、

るなどをして、学校が主体となり教育的支援に必要な
情報を収集し、学校としての支援の方向性・具体的方

事務補助等へと職域が広がっており、こうした変化を
受け、高校では多様なインターンシップに取り組んで
いる。障害のある生徒のインターンシップはキャリア

法について助言を求め、個別の指導計画に反映させて
いくようにする。

教育を推進する上で、中核的な教育活動で、各校の進
路指導の年間計画に沿って実施される。
高校におけるインターンシップは、望ましい職業観。

※ 「個別の指導計画」
・・・教育課程上の教科指導等
（国語，算数（数学），音楽，体育，生活単元学習，作

勤労観を育成するとともに、卒業後の生活への具体的
な移行支援にも資する。1・2 年次の、将来の職業選択
に向け、生徒の自己選択を促す機会とするインターン

業学習等）について，集団指導や個別の指導の中で，
個に応じた指導の最適化を行うために，日々の授業の
中で目標・指導内容・指導方法が計画化されている。

シップと、3 年次の、体験をもとに選択した職業に卒
業後の生活を想定した移行支援のインターンシップの
二つの側面を設定することが大切である。これら二つ

※ 「個別の教育支援計画」・・・ 学校の教育活動だ
けに限らず，幼児児童生徒が生活する家庭，地域，余
暇活動をも含めて，個々のライフステージのニーズに

の側面をもとに、個別の教育支援計画と「個別の指導
計画」を活用した進路相談の実施が行われることが、
生徒への安定した就職支援となる。

合わせて関係する機関（教育・医療・福祉・労働等）
が具体的な支援の体制・内容・方法が計画化されてい
る。
(6)

特に、3 年次のインターンシップでは、就職を決定す
る際、大きな意味を持つ。この時期のインターンシッ
プは、雇用を前提とし、就職選考の一環として行われ

就労支援

青年期においては、就労・自立の課題に直面する。
しかし、発達障害のある生徒は、その障害特性から自
己理解を苦手とし、働くイメージの希薄さや失敗経験

る就業体験となっていることも多く、就職後の仕事内
容や家庭生活における支援も含めた就労生活全般につ
いての検討する機会とすることが大切である。

の重なりによる意欲の低下など、様々な課題を抱えて
いることから、就職が容易ではない現状がある。発達
障害のある一人一人の生徒の就労支援の在り方を、校

(8) 個別の教育支援計画の活用
インターンシップは、生徒・保護者が相手先も含め、
地域の関係機関と直接出会うことのできる機会となる。

内委員会と進路指導部、キャリア支援室が連携して調
整し、取り組んでいかなければならない。
障害者自立支援法(平成 18 年 4 月施行)は、障害者の

そこで、
「個別の教育支援計画」を活用し、在学中から
支援機関と計画的に出会えるような工夫をする。企業
等での事前の打ち合わせや、事後の反省会。評価会な

就労支援と地域生活への移行に重点が置かれている。
従来の授産施設に替わり、就労移行支援事業、就労継
続支援事業等の新たなサービスが生まれ、一般企業等

どが、
「個別の教育支援計画」の役割分担や支援内容を
検討する支援会議として設定できる。また、企業や支
援機関と学校で生徒・保護者と協議できるように、懇

への就職を希望する人への支援やサービスが行われて
いる。就労支援にかかわるサービス主体はハローワー
クと職業センターが中心である。

談会。研修会を行うこともできる。このような機会に、
支援計画の修正や検討をすることも可能となる。
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インターンシップを契機として、在学中から地域の

の承認、評価が必要になる。

支援機関・支援者と出会えるような進路相談を計画的
に設定することで、生徒一人ひとりに応じた支援のネ
ットワークの構築ができる。このことが、
「個別の教育

様々な活動の中で「分かった」
「できた」という達成感・
成就感を感じる経験を積むこと、役割が与えられその
役割を果たしていると感じられること、そして、役割

支援計画」の活用となる。

を果たしていることを周囲の人から認められているこ
とを、繰り返し実感されることが重要である。
6 大学における支援の方法

5 二次的障害の早期発見と予防的対応
発達障害の一次的障害である障害特性が、状況によ
っては、別の発達障害の行動特性として見られること

「発達障害者支援法」(平成 17 年 4 月施行)では、
「大
学及び高等専門学校では、発達障害者の障害の状態に
応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。」と記述

がある。障害特性による躓きや失敗が繰り返され、学
校生活に対する苦手意識や挫折感が高まると、心のバ
ランスを失い、精神的に不安定になり、様々な身体的、

されており、これらの高等教育機関においても発達障
害のある学生への教育的支援の必要性が明示されてい
る。

精神的、社会的症状が出現し、不適応状態がさらに悪
化してしまう場合がある。本人に元来ある障害である
一次的障害を抱えていく中で、環境との軋轢から生じ

一方、障害者権利条約が発効(平成 26 年 2 月)し、障害
者差別解消法の合理的配慮規定等が施行され(平成 28
年 4 月)、私立の大学等では、障害者への差別的取扱い

た不具合が、二次的障害となる。二次的障害としての
症状は、不登校や引きこもり、周囲との関係の断絶の

の禁止は法的義務、合理的配慮の不提供の禁止は努力
義務とされていており、適切な対応が必要となってい
る。(国公立の大学等では、両方とも法的義務となって

ように内在化した形で出るケース、暴力や家出、反社
会的行動など外在化した形で出る場合がある。二次的
障害は、一次的障害との区別が難しい場合もあるが、
二次的障害の可能性を常に考慮し、対応することが重

いる。)
これまでの法律的な背景及び中央教育審議会における
検討事項などから、大学における発達障害に関する相

要である。二次的障害は、早期発見と予防的対応が必
要である。そのためには、自尊感情を高めていくこと
が大切となる。すなわち、自分を価値のある存在とし

談や支援への行動の必要性が確実に増加している。平
成 27 年度の独立行政法人日本学生支援機構の調査か
ら発表された、障害のある学生数(大学、短期大学、高

て尊重する感情を高めるためには、
「自分は大切にされ
ている」
「自分は必要とされている」といった他者から

等専門学校)の推移は図 2 のとおりである。

図 2 障害在学生数と障害学生在籍率の推移
障害学生数と障害学生在籍率のグラフ (日本学生支援機構
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また、独立行政法人日本学生支援機構では、毎年就

数と障害学生総数による割合を、表 2 に示した。平成

学支援に関する実態調査を続けている。平成 26 年 5
月(回答校数 1,182 校、回収率 100%)の実態調査の結

26 年度では、「その他(精神障害、その他の障害)」の
学生が 3,144 人(223%)と最も多く、「発達障害」の学
生は 2,722 人(19.3%)であり、平成 27 年度では、「病

果を表 1 に示した。
障害のある学生の在籍している学校数、学生数は、と
もに大きく増加している。また、障害種別に障害学生

弱・虚弱」が 6,462 人(29.8%)と最も多く、
「発達障害」
の学生は 3,422 人(15.8%)となっているが、高い在籍率
に変わりはない。

月(回答校数 1,185 校、回収率 100%)及び平成 27 年 5

表1
平成 26 年度調査
障害学生在籍学校数

障害学生数

前年度卒業障害学生数

平成 27 年度調査

833 校

880 校

(全回答校の 70.3%)

(全回答校の 74.5%)

14,127 人

21,721 人

(全学生数の 0.44%)

(全学生数の 0.68%)

2,122 人

2,930 人

※障害学生…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳を有している学生又は健康診断等にお
いて障害があることが明らかになった学生。

表2

障害のある学生の数及び割合
平成 26 年度

平成 27 年度

人数

割合

人数

割合

710

5.0

755

3.5

聴覚・言語障害

1,654

11.7

1,737

8.0

肢体不自由

2,534

17.9

2,546

11.7

3,037

21.5

6,462

29.8

326

2.3

374

1.7

発達障害(診断書有)

2,722

19.3

3,442

15.8

その他(精神障害、その他の障害)

3,144

22.3

5,889

27.1

視覚障害

病弱・虚弱
重複

平成 26 年度

:

N=1,185 校

平成 27 年度

:

N=1,182 校

達障害のある学生の支援を大学で充実するために、課
題として挙げる項目は何か、について、国立特別支援
教育研究所の調査(表 3)がある。学生活を送る上で、課

が課題であるとしている。どの障害種においても「学
業上の困難」
「対人関係でのトラブル」が課題になるこ
とが多く、障害種別にみると、ADHD と高機能自閉症

題となっている事柄についてみると、回答が多かった
5 項目があげられていて、最も多く挙げられた項目は、
「大学内の教職員との連携・協力」で、92%の大学

等の場合はそれに加えて「情緒面での問題」が挙げら
れている。発達障害者支援法で位置づけられた 3 種類
の診断カテゴリー別の人数を診断書有りの学生でみる
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と、高機能自閉症等の割合が 63.7%と最も多いことか

学生相談室や健康管理センター等の学生相談として、

らも、その支援は積極的に取組まなければならない課
題である。参考として平成 27 年度の日本学生支援機
構の調査から、発達障害(診断書有り)のある学生数(大

相談員による個別的な対応が支援として実施されてい
る場合も多いが、大学が支援体制として位置づけ、組
織的に対応するためには、教職員の連携・協力が最大

学、短期大学、高等専門学校)の推移は図 3 を掲載して
おく。

の課題であることを示している。

表 6-3

発達障害のある学生の支援が充実する上での課題
課題

大学数

％

大学内の教職員との連携・協力

208

92.4

周囲の学生との人間関係の調整

85

37.8

障害に関する保護者の理解の向上

83

36.9

診断等に関する医療機関との連携

69

28.9

障害に関する本人の理解

54

24.0

回答が多かった項目のみ記載、

N=225 校

図 3 発達障害（診断書有）学生数の推移
※

ＡＳＤ：自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害（旧高機能自閉症等：高機能自閉症及びアスペ
ルガー症候群）
ＡＤＨＤ：注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害（旧注意欠陥／多動性障害）
発達障害の重複：ＡＳＤ、ＡＤＨＤ、ＳＬＤのいずれかが重複している者
ＳＬＤ：限局性学習症／限局性学習障害（旧ＬＤ：学習障害）
障害学生数と障害学生在籍率のグラフ

(日本学生支援機構
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本学食育活動からみた食育支援の在り方とその方向性
―栄養士課程をもつ短期大学部としての食育の取組み―
上原 正子・松原 愛香・村瀬 瑠美・横山 洋子・水野 早苗
愛知みずほ大学短期大学部

Masako Uehara，Aika Matubara，Rumi Murase，Yoko Yokoyama，Zojiro Katoh
*1 Aichi Mizuho Junior College

キーワード：食育

１ 緒言

*2 Aichi Mizuho College

学生

地域

かどうかの質問には71.8%が「ほとんどない」と答えて

食育基本法１）は、平成17年6月に公布され、同年7月

いるが、9.8%は「毎日」と回答しており、その割合は

に施行された。それから10年が経過した。その間、平

20歳代の男性及び70歳以上の女性で高くなっていた。

成23年3月には、過去5年間の食育に関する取組みの成

食育は平成28年度から第3期を迎えることとなる。

２）

果と課題を踏まえ、
「第2次食育推進計画」

が決定さ

平成27年12月には平成32年度までの5年間を期間とす
る第３次食育推進基本計画骨子４）が示された。

れる等、社会に対応した見直しを行いながら、進展し

その骨子の中では「朝食又は夕食を家族と一緒に食

てきている。
現在はこの平成27年度までの5年間を対象とした

べる『共食』の回数」や「農林漁業体験を経験した国

「第2次食育推進基本計画」のもと、3つの重点課題、

民の割合」
「食品の安全性に関する基礎的な知識を持っ

①生涯にわたるライフステージに応じた間断のない食

ている国民の割合」
「推進計画を作成・実施している市

育の推進、②生活習慣病の予防及び改善につながる食

町村の割合」が増加しているものの、
「若い世代では健

育の推進、③家庭における共食を通じた子どもへの食

全な食生活を心掛けている人は少なく・・・・中略・・・・

育の推進、を中核として様々な取り組みが行われてい

健康や栄養に関する実践状況に課題が見受けられる」

る。

と述べられており、
「子どもの相対的貧困率の上昇」
「健
康寿命の延伸」
「大量食品廃棄物の発生」など、食をめ

内閣府ではその進捗状況や国民の食に関する意識、
行動等に関する調査の結果を毎年「食育白書」として

ぐる家族や生活の状況が変化してきている等、新たな

まとめてきているが、平成26年12月に実施された「食

課題が指摘されている。

育に関する意識調査」の結果３）からは、食に関する意

そして、重点課題として①若い世代を中心とした食

識や行動に年代差があることがわかってきた。

育の推進、②多様な暮らしに対応した食育の推進、③

「日頃から健全な食生活を心掛けている」の割合は

健康寿命の延伸につながる食育の推進、④食の循環や

全体では75.3%であるものの、年代別、性別に見ると20

環境を意識した食育の推進、⑤食文化の継承に向けた

歳代男性では44.4%、女性は63.2%と差がみられる。ま

食育の推進、の5つを示し、その取り組みは、子どもか

た、1日2回以上、主食、主菜、副菜をそろえて食べる

ら高齢者まで生涯を通じて行う、教育関係者を含めた

ことが「ほとんど毎日」である人は、全体で67.8%であ

様々な関連機関・団体と多様に連携・協働しながら進

るが、20歳代男性では31.9%、女性では47.1%であり、

めることが必要とされている。

そろえて食べることができない理由の要因として、
「時

本学においては、これら食育に関する専門知識を有

間の余裕がないこと」
「手間が煩わしいこと」があげら

する栄養士の育成が可能であることから、家庭、地域

れていた。

あるいは職場内で自ら食育を実践できる資質を備えた

一方、
「1日全ての食事を一人で食べる」ことがある

栄養士を養成していくことが必要であり、さらに、本
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学が社会へ貢献する役割に鑑み、産学官が一体となっ

業は「おから」を活用した製品の開発に力を入れてお

た取り組みについても検討・実践していく必要がある。

り、おいしい「おから」の話は印象深かったようであ

そこで、平成27年度に行ってきた食育活動について、

る。また2グループは、ターゲットを絞り込み、販売方

第3次食育推進基本計画をもとに分類・整理し、本学と

法に視点を置いた開発を行なった。販売方法は食の循

しての食育活動の全容を明らにし、学生及び地域への

環に位置するものであり、グループで話し合うことに

支援の在り方を探っていくこととした。

より食育の視点が深まり広がっていったと考えられる。
実際に作ってみた学生もいた。食育には循環や環境を

2 実践活動の内容

意識することが求められていることから、自然な形で

(第3次食育推進基本計画重点課題を軸として整理)

学生が循環に気付くことができたことは大きな成果で
あり、発表により他学生への啓発ができたことも成果

(1) 若い世代を中心とした食育の推進

であった。

本学食物栄養専攻の学生は栄養士養成のカリキュラ

実践例3 様々な場面を通して地域住民へ啓発する

ムに基づき、食の専門家としての資質を身に付ける。

平成27年度は、3つの地域において地域住民に対す

これらの知識を生かしながら、さらに、食育活動を担

る食育活動を展開した。区民祭り(名古屋市瑞穂区)、

う者としての資質を習得するためには、地域社会の中

堀田まつり（名古屋市瑞穂区）
、清須食育まつり（清須

での実践が最も効果的である。このため、学生の自主

市）の3地区に学生はそれぞれ7人、3人、5人参加した。

性を重視しながら多くの食育活動の場を提供している。

対象者数は600人、350人、600人と見積もり、それぞ

これらを本学が行う「若い世代を中心とした食育の推

れ「手作りスポーツ飲料」
、
「かぼちゃの甘酒」
、
「風呂

進」として実践事例を3つに整理する。これらの活動を

吹き大根」等を用意した。いずれも全て完売した。こ

実施することにより、対象者へ提案する内容を事前に

の食育活動は本学の地域貢献活動であり、対象者のニ

学習し食をより深く理解する、実践の場を通して食育

ーズに合った食育を展開することが重要となる。

を推進する側の役割を理解していく等の資質が備わっ

3つの食育活動には延1,550人が参加し、手伝った学

てきている。

生は延15人であることから、1人当たり100人の地域住

実践例1 自ら食に関する知識を表現する５）６）

民と関わったことになる。参加した学生は地域住民に

2年生の学生36人が参加した。地域にある大型店舗

声をかけることで、食への関心・意欲は各人各様であ

（イオンモール熱田：集客数日曜日50,000人）での食

り、家庭により異なることを学んだ。

育活動である。買い物客474名が食育活動に参加した。
健康度チェック（栄養指導・BMI）
、おにぎり体験、箸

(2) 多様な暮らしに対応した食育の推進

使い体験の３ブースで行った。

家庭における食育が重要であるものの、少子高齢化

学生は事前に「適正体重とは、BMI算出方法、運動

が進み、子どもの相対的貧困率が上昇するなど、家庭

エネルギー、食品の組み合わせ、緑黄色野菜etcについ

生活の状況は多様化している中では、家庭や個人の努

て」の説明資料を作成するとともに、米の１人当たり

力では健全な方向への展開は難しいことが考えられる。

の１食適正量についての解り易い算出方法の資料作成

本学ができる１つの手立てとして、食の体験や他者と

や、箸の歴史・文化についての研究まとめを行った。

の共食の機会を増やすことを実践している。対象は異

説明するための資料作りは分担して行い、実践する前

なるものの実践事例として整理した。

にはお互いの資料の発表を行った。既に学んできたこ

実践例4 共に作って食べる

とを表現する、説明することの難しさを感じていた。

共に作って食べる食育活動としては、子ども（学童）

実践例2 食の循環や環境を意識した新たな商品を開

を対象とした料理教室と高齢者を対象とした交流会・

発する

セミナー等がある。

1年生の学生41人が参加した。愛知県(産業労働部)

子どもを対象とした料理教室は地域の小学校子ども

と豆腐製造企業(株式会社おとうふ工房いしかわ)と本

会との共催によるものと瑞穂区児童福祉センターから

学との協働（産学官）により実施した。豆腐製造の過

の依頼によるものがある。子ども会の料理教室は子ど

程、マーケティングの手法等の話を聞いてから、グル

もが自分でも作ることができる料理とともに全員が楽

ープ毎に新たな製品を開発する取り組みである。
直接、

しく参加できることに重きを置いている。そのため、

企業の社長からの講義は新鮮であり、民間企業の真剣

小学校1・2年でも参加できるよう十分検討を重ね、準

さが学生に伝わったようであった。

備をして臨んでいる。継続(平成21年から)して開催で

7グループの内、3グループは食の環境「おから」に

きる理由として子ども会役員(母親)の理解と協力があ

視点を置き、新たな製品の開発を行った。豆腐製造企

る。子どものアンケート結果は「楽しかった」が多い。
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他学年が共に食事をする機会としても、楽しそうであ

となっている。27年度から、高齢者の食育の推進を図

る。また、瑞穂区児童館で行う料理教室は近隣の小中

るため、本学と「瑞穂区いきいき支援センター」の共

学生を対象としている。
「キッチンみずほ」として児童

催により「男性初心者料理教室」を開催した。33人（内

福祉センターが募集して実施していたものを「食育」

夫婦の参加2組）の参加があった。

という視点を入れて、調理の習得だけでなく、食の知

第1回であることから、調理することの苦手意識を

識の理解も新たな目的として進めたいとする主催者側

解消・克服することを目的とした。賑やかに、楽しく

の希望から本学が関わるようになった。参加者が少数

調理をすることができ、第1回の目標は達成できた。し

であり、実施時間が長い(3時間)メリットを活かし、小

かし、本来の目的は高齢者に課題となっている低栄養

学校では学びきれない食育の循環、環境についても講

や減塩等である。今後は健康寿命の延伸に寄与できる

和内容としている。

よう短期目標を定めて企画等に臨むこととしている。

高齢者を対象とした食育活動には、デイサービスに

実践例6

通う高齢者への食育と27年度に新たに企画した「ヘル

小学校における食育を支援する

27年度、Ｎ市Ｆ小学校は文部科学省のスーパー食育

スセミナーカフェ」への参加がある。

スクールとして食育の研究に取り組んだ。本学はＮ市

デイサービス施設に学生が出かけ、おやつを共に作

から委託を受けてその活動の企画・調査分析を行った。

り共食する活動である。学生は事前に何を作るかを検

この事業は研究校が子どもたちの食育について深く取

討し、試作、施設との打ち合わせをして臨む。年2回、

り組むことによって、介入前と介入後の子どもの変容

訪問している。双方に他者との共食の機会となってい

を分析したり、研究校と非研究校の子どもの食生活の

る。また、高齢者を対象とした「ヘルスセミナーカフ

実態を比較したりして、その実態をデータとして把握

ェ」は27年度から本学が新たに始めた地域貢献活動で

するものである。研究ではＦ校と協働して計画を立案

ある。本学が位置する名古屋市瑞穂区は高齢者の人口

した。子どもたちの健康を食から把握するため血液検

比率が22.9%(平成26年度調)である。名古屋市の平均

査を実施し、その変容を把握した。その分析結果は成

20.8%に比べやや高い値である。
健康寿命の延伸が課題

果物としてＮ市に報告している。子どもたちへの食育

になっていることから、高齢者の「健康」に関する知

の定着は、生涯にわたり健全な食生活を確立する基盤

識が深まることを期待している。
年4回の実施の中で本

となる。研究は専門家としての本学の理論と学校の実

専攻は食育に関する講座を2回担当した。さらに「フル

践との協働で進めることができた。

ーツパウンドケーキ」を作り提供するカフェを担当し
た。高齢者の共食の機会を広げるだけでなく、自ら予

(4) 食の循環や環境を意識した食育の推進

約すること、大学内校舎へ出かけること、教員及び学

食は自然と社会の関わりの中で生まれるものであり、

生と交流すること等、特殊性を持った共食を展開して

生産者やそれを支える環境や循環が周りにあることを

いる。

理解することが必要である。骨子では食の循環・環境
について食品ロス削減まで拡大して示されている。食

(3) 健康寿命の延伸につながる食育の推進

を巡る生産・流通・廃棄等、食の循環については子ど

健康寿命の延伸につながる減塩の推進や肥満・やせ

もから成人に至るまでその時々に応じた関わり方が必

の予防や改善は優先的に取り組むべき課題の一つとさ

要である。本学の実践事例として整理すると１つの事

れている。特に高齢者は低栄養になる危険性があり、

例が考えられる。

誤った食の知識が低栄養をもたらすことも危惧されて

実践例7 新しい野菜の苗植えを体験する

いる。これらの課題に対応するため、骨子では生活習

学生が農家に出かけて「プチベール」の苗植えを手

慣病の発症・重症化の予防や改善に向けて望ましい食

伝った。農協からの紹介があり、遠方ではあるものの2

生活を送ることができる食育の推進が期待されている。

軒の農家を手伝った。農業体験として小学校での経験

そこで健康寿命の延伸に寄与できる可能性を持った

はあるものの、
1日の仕事としてやり遂げる経験は初め

実践事例をこの分類として整理した。

ての学生ばかりであった。この取り組みは、農業体験

実践例5 高齢男性の食を支援する

が学生にどんな効果をもたらすかを分析するため企画

高齢者の単独世帯や高齢者夫婦世帯が増えること

したものである。複数の農協へ照会をかけたものの、

が予想されることから、高齢者の健全な食事の在り方

受け入れは難しいとされる場合が多く、順調には進ま

が課題となっている。名古屋市では「地域包括ケア推

なかった。しかし、参加した学生は農家の方から学ぶ

進計画」のもと、名古屋市社会福祉協議会へ委託して

ことは多かったようである。食の生産に目を向ける態

高齢者の様々な福祉に関する事業を展開している。瑞

度が育ったと言える。その後の収穫にも農家から誘い

穂区では「瑞穂区いきいき支援センター」がその拠点

があり、出かけている。
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(5) 食文化の継承に向けた食育の推進

育と学生への食育支援に重点を置いていることがわか

本学では過去から様々な公開講座を実施しており、

ってきた。
さらに共食の機会を増やす取り組みが多く、

その内容は食に関することが多い。最近は地域の食文

健康寿命の延伸、食の循環や環境、食文化として目的

化をテーマとして実践している。26年度は「名古屋の

を明確にした取り組みが少ないことがわかってきた。

食文化」としての講演や調理実習を行った。前述した

現在実施している食育活動を整理した結果、本学の

実践例4の「ヘルスセミナーカフェ」においてもユネス

食育支援の在り方として、①本学が持つ資源(人・施設

コ無形文化遺産に登録された「和食：日本の伝統的な

等)を有効に生かす、
②長年行ってきた活動について食

食文化」について理解を図る内容とした。ここでは地

育として位置づけ、目的を明確に捉え直す、③学生に

産地消を含め、食の文化を意識した実践事例を整理し

よる食育活動を学生への食育活動と捉える、ことが必

た。

要であることがわかってきた。このことにより、より

実践例8 和菓子から名古屋の食文化を理解する

充実した取組みになると考えられる。

「和食の文化を名古屋から 和菓子の世界」をテー

そして、27年度新たに進めてきた高齢者への食育に

マに名古屋市教育委員会との共催（大学連携講座）事

ついては新たな取組みとして、健康寿命の延伸を目的

業を行った。名古屋市民67人から参加があった。本学

に共食や学生との交流を手段として進めていくことが

を会場とする理由は、大学の持つ資源の活用・提供に

必要であると考える。高齢者の食育推進は地域におけ

ある。調理実習室で調理を併せて行う利点は食育の知

る課題であることから、
行政との協働が不可欠である。

識の定着にある。講義内容を実践として学びとる事が
できる講座となっている。
参加者は名古屋市内14区(16

４ 考察

区)から、また、名古屋市以外からの参加が見られてい

前述した平成26年12月実施の「食育に関する意識調

る。参加の動機としては、
「食文化に興味があった」が

査」では「食育に関心がある」は68.7%であり、平成23

最も多かった。参加年代は50歳代が最も多く、男女比

年12月調査の72.3%より3.6ポイント減少している。併

は1:4である。

せて「食育に関心をもったきっかけ」の質問には、
「親

実践例9 地域産物を理解する

になったこと」
「食に関する事件」
「家庭で日頃から親
に教わっていたこと」の次に「食に関するイベントへ

愛知県教育委員会と財団法人愛知県学校給食会との
共催により「わが家の愛であ朝ごはんコンテスト」を

の参加」
「子どもが学校等で学習したことに影響され

実施している。テーマは「地元の産物を活用した家族

た」があげられていた。これらの結果から、食育の対

が元気になる朝ごはん」である。小学校5・6年生から

象として効果的な年代、場面が考えられる。親となる

募集している。27年度は8,721人からの応募があり、入

年代、イベントに興味を持つ年代、子どもがキーワー

選及び佳作100人を選考した。
本選は実際に調理するこ

ド等、対象がみえてくる。また、場面については対象

とから本学の調理室を活用している。地域農産物の活

者の行動パターン(範囲)を検証することが必要であろ

用を課題としていることから、地域の産物を理解する

う。

子どもが育ってきていると考えられる。また、家族も

本学におけるこれからの食育は、対象者のニーズ、

キーワードであることから、地域産物について子ども

行動パターンを把握することにより効果的に展開でき

を通した親の理解も深まっていると考えられる。
年々、

ると考える。
地域の方々及び学生の生涯にわたる健康な生活に

応募数は増加している。
（27年度は10年目となることか
ら記念講演を行った）

寄与できる食育を進めていきたい。

３ 本学食育支援の在り方と方向性
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共学高校の保健室利用状況データに関する研究
川畑 幸代、加藤 象二郎
愛知みずほ大学大学院 人間科学研究科

キーワード：養護教諭、保健室、データ構造、主成分分析

Ⅰ. はじめに

重要性を指摘しており、大きな意義を持つものと考え

これまで小中高校の保健室利用状況に関する調査研
究の多くは全国規模の調査研究のものが多く 1）2）、個
別の学校の利用状況報告は少ない 3）4）5）と考えられる。

る 10）11）。一方、最近の調査・研究には、保健室来室
生徒の理由に人間関係を要因とする内科的主訴を理由
とした傾向が増大し、養護教諭の職務の専門性、多様

その理由としては、保健室利用者の個人情報に関する
匿名性の確保が主なものと推測される。一方、高等学
校の場合には農業高校、商業高校、通信制高校や普通

性に関する研究や報告書が多いことも指摘されている
2）5）12）13）。
本研究は、ある共学私立高校の保健室来室者の記録

科高校等の当該校の専門性、地理的環境等の違いを反
映した相違は保健室経営にも影響する。このため地域
特性や学校特性を反映した生徒の健康促進や安全策に

データを分析しえる機会が得られたので、この種デー
タの統計的分析からどのような意味的情報を抽出でき
るのか、また記録項目について「補足すべき項目」や

反映する必要がある。保健室の来室記録は、一覧形式
のもの、来室者ごとの「問診票」や「個人カルテ」、あ
るいは緊急時用の「緊急時記録票」といった種々の形

「集約化しえる項目の有無」等を検討することを目的
としたものである。

式が利用されているが、こうした来室記録様式は勤務
校の実情に合わせて様々であることが紹介されている
6）。この他に学校保健安全施行規則第 8 条による「健

Ⅱ. 方法
愛知県内の普通科と商業科を持つ共学私立高校の保
健室利用状況データを分析対象とした。このデータは
保健室が管理する平成 24 年度のデータで、その内訳
は、外科系件数が 849 件、内科系件数が 2089 件の計

康診断票」が存在する。また、これらの様式には誰が
記入するかについても学校種（小学校から高校まで）
により異なる。様々な様式の存在は理解できるが、様々

2938 件を対象とした。全校生徒の男女比はほぼ１対１
であった。分析に利用できた項目は、
1） 学年、2）性別、3）来室月、4）来室曜日、5）

な様式のもつ特徴・特性からどのような意味的情報を
抽出できたのかに関する報告は稀少である。学校種の
違いを背景とした来室者記録により統計的な情報とし

来室時の時間割区分、6）滞在時間（分）、7）外科系
主訴分類、8）外科系傷害部位分類、9）運動器傷害の
有無、10）運動器傷害の部位分類、11）内科系主訴分

てどのようなことが理解できるのであろうか。
来室者に記入させる場合には「簡素で記入しやすいこ
と」が優先されるが、一方「詳しい情報」を知りたい

類、の計 11 項目であった。外科的主訴分類は日本ス
ポーツ振興センターによる傷害分類 20 種と、特定で
きない主訴の「痛み（骨折、捻挫、打撲等に起因や筋

場合には項目数が増加し、記入への抵抗感が生じる。
養護教諭が記入する場合は「詳しい情報」を期待でき
るが、1 名配置の場合には養護教諭の繁忙さが少なか

肉痛）」と「不明（その他を含む）」を加えた計 22 分
類のコード化されていたものを利用した１４）。内科的
主訴の分類は「その他」、「不明」を含む当該校で使用

らず影響する 7）。
三木 (2009)は、健康相談活動に生かす 5 分類で計
52 細目からなるヘルスアセスメントを提案し８）、また

していた 21 分類のコード化されていたものを利用し
た。本研究の実施には愛知みずほ大学大学院研究科委
員会において倫理的観点の審議を経て承認を受けた。

衛藤ら（2012）は児童生徒の心理社会的特徴に基づい
た「精神身体徴候」の観察・アセスメントの重要性を
指摘しているが 9）、これら項目の利用状況についての

各種統計的検定には js-STAR 2012 ver.2 を使用した。
χ２検定では有意差が認められた場合、多重比較を残
差分析で実施した。残差分析は観測度数と期待度数と

研究や報告は少ない。鎌塚ら（2013, 2006）の研究で
は保健室利用状況データの利用法やデータ収集項目の
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の差を標準化残差として算出し、これから p 値を求め、

1.

5%水準ないし 1%水準かを判定した。
多変量解析には主成分分析法（SPSS ver.11.5）を使
用した。この解析は分析に用した多次元データ（多項

1）概要
表 1 は外科系傷害データ 849 件の集計結果である。
具体的な傷害主訴としては「痛み (27.7%)」が圧倒的

目）をより少ない次元空間に表現しようとする多変量
解析法で、どの程度に縮約しえるかを検討するために
用いたものである。例えば、BMI（Body Mass Index）

に多い。
「不明 (含その他；32.6%)」は件数として最も
多いが、保健室では判断できない事情があったものと
推測される。性別総件数では、女子高生が男子高生の

は体重と身長の 2 次元データを 1 次元に縮約したもの
として用いられている。主成分分析では分散共分散デ
ータ行列を使用し、縮約効率を寄与率から評価した。

約 1.49 倍である。発生件数で性差が大きなものは「痛
み（骨折、打撲、筋肉痛等）」、
「不明」、
「擦過傷」であ
った。このクロス集計についてχ２検定した結果、有

外科系データの分析結果

意差は認められなかった（χ２ =24.30, df=18, ns）の
で、性差に有意な差がないことを意味している。
Ⅲ. 結果
表１ 外科系傷害分類と性別発生件数

外科分類

女

男

不明
0
0
40
1

骨折
捻挫

0
43

脱臼

0

3

35
0
0
10
8
7
70
7
141
179
500

27
0
0
14
6
5
56
0
89
95
335

挫傷・打撲
靭帯損傷・断裂
挫創
切創
刺創
割創
擦過傷
熱傷・火傷
痛み（骨折,打撲,筋肉痛等）
不明（含その他）
合計

計 (%)
0
84 (9.9)

0

3 (0.4)

1
63 (7.4)
0
0
0
0
1
25 (2.9)
1
15 (1.8)
0
12 (1.4)
2 128 (15.1)
0
7 (0.8)
5 235 (27.7)
3 277 (32.6)
14 849 (100.0)

注：骨折、靭帯損傷・断裂、挫創の発生件数が 0 件であったのでこれらを除外してχ２検定を実施
した（χ２=24.30, df=18, ns）。

2）運動器傷害分析結果
運動器傷害データは当該個人の高齢期の運動能に影
響をもたらす可能性が大きいとの指摘

（alpha=0.05）による多重比較を実施した結果、2 学
期の発生件数（182 件）が最も多く、次いで 1 学期（120

15）から分析し

件）、3 学期（60 件）が最少であった。

たものである。表２は部位別・性別にみたものである。
男女とも上肢部と下肢部とが最も多く、次いで体幹部

表２

となっている。女子高生では上・下肢部傷害件数が多
く、男子高生では下肢部より上肢部に多い傾向にある。
このクロス集計についてのχ2 検定では性差と部位別
には有意差が認められなかった（χ2 = 7.308, df=10,
ns）。表３は、月別・性別の運動器傷害発生件数を学
期別の発生件数に集計し直し、χ2 検定したところ有
意差は認められなかった（χ2 = 6.968, df=10, ns）。そ
のため月別と性別とを統合して学期（1～3 学期）のみ
で再集計し、χ2 検定したところ有意差が認められた
（χ2

運動器傷害部位別・性別発生件数

頭部
顔部
体幹部
上肢部
下肢部
不明
総計

女
1
3
34
80
86
1
205

男
1
5
36
61
48
0
151

χ２=7.308, df=10, ns

= 61.686, df=2, p<0.01）。ライアンの名義水準

121

不明
0
0
1
3
2
0
6

小計
2
8
71
144
136
1
362

％
0.6
2.2
19.6
39.8
37.6
0.3
100.0
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表３

月別・性別の運動器障害発生件数

女
男
不明
総計

4月
6
8

１学期
5月
6月
21
27
15
26

7月
11
6

9月
32
21

14

36

17

53

53

注：「不明」欄の空白は発生件数がゼロを意味する。

２学期
３学期
10月 11月 12月 1月 2月 3月
30
28
11
25
12
2
18
24
12
13
8
0
2
4
50
56
23
38
20
2

総計
205
151
6
362

χ２= 6.968, df=10, ns

3）時間割区分別利用件数

のクロス集計についてχ2 検定の結果、有意差が認め

表４は、
「始業時間前」、
「朝礼」、
「1 限目」、
「1 限後
休憩」～「6 限目」
、
「放課後」のように時間割区分（コ
ード化されたデータ形式）を「午前授業中」、「午前休

られた（χ２ = 30.516, df=16, p<0.05）。残差分析によ
る多重比較の結果、女子高生の傷害件数では「始業前
（p<0.05）」と「午前授業中（p<0.01）」で有意に多い

憩中」のよう集約し、性別で再集計したものである。
「午前授業中」の傷害発生件数が最も多く、特に女子
高生で最多（115 件（全体の 13.5%））であり、男子高

ことが示された（表中の調整済残差及びｐ列を参照）。
同じく残差分析の結果、男子高生では「放課後」
（p<0.05）が有意に多く、
「始業前」と「午前授業中」

生と比較して約 2 倍強の発生件数であった。男子高生
では午前より午後の時間帯での発生件数が多い傾向を
示し、「放課後」が最多（全体の 7.4%）であった。こ

では有意に少ないという結果であった。観測値欄の
上・下向きの矢印は期待値と比較して有意に多いか少
ないかを示している。

表４

時間割区分・性別での外科系傷害発生件数

女
観測値
始業前
26 ↑
朝礼時
28
午前授業中 115↑
午前休憩中
53
昼休憩
39
午後授業中
92
午後休憩中
72
放課後
62 ↓
不明
13
総計
500

男

調整済
残差

ｐ

2.13
1.46
2.81
-1.52
0.35
0.45
-1.11
-2.40
-1.96

0.03
0.14
0.00
0.13
0.73
0.65
0.27
0.02
0.05

観測値

8
11
** 50 ↓
46
24
59
56
*
63 ↑
*
18 ↑
335
+p<.10 *p<.05
*

性別不明

調整済
残差
-1.94
-1.59
-2.87
1.24
-0.33
-0.18
0.76
2.62
2.16

ｐ

観測値

0.052 +
0.11
0.00 **
0.21
0.74
0.86
0.45
0.00 **
0.03 *

0
1
3
3
1
1
4
1
0
14

調整済
残差
-0.77
0.43
0.16
1.09
-0.06
-1.06
1.36
-0.82
-0.73

ｐ
0.441
0.665
0.877
0.275
0.955
0.290
0.175
0.414
0.463

小計

小計
％

34
4.0
40
4.7
168 19.8
102 12.0
64
7.5
152 17.9
132 15.5
126 14.8
31
3.7
849 100.0

**p<.01

χ =30.516, df=16, p<.05、残差分析による多重比較の結果。
観測値の列に記載されている上・下向き矢印はそれぞれ残差分析で期待値と比較して観測値が
有意に多いか少ないかを示している。
２

2. 内科系主訴の分析結果
1）概要
表５は内科系主訴 2089 件の集計結果である。女子

検定したところ有意差が認められた（χ ２ =176.238,
df=36, p<0.01）。残差分析による多重比較の結果、女
子高生では「生理痛（167 件）」、「過呼吸（21 件）」、

高生では「頭痛（312 件）
」が最も多く、次いで「休養
希望（203 件）」、「胃・腹痛（201 件）」等となってい
る。男子高生では「頭痛（133 件）」、次いで「吐き気

「気分不快（102 件）」、「休養希望（203 件）」の観測
値が期待値に比較して有意に多いことが認められた
（表中の観測値欄の上向き矢印、ｐ欄参照）。また「頭

（92 件）」等となっている。このクロス集についてχ2

痛（312 件）」や「吐き気（191 件）」等は期待値に比
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較して有意に少ないという結果であった。一方、男子

とは期待値と比較して観測値が有意に少ないという結

高生では「頭痛（133 件）」、
「吐き気（92 件）」が有意
に多く、女子高生とは逆であった（観測値欄の矢印の
向き参照）。
「気分不快（20 件）」と「休養希望（19 件）」

果であった。多重比較の結果、内科系主訴について男
子高生と女子高生とでは逆関係となっていることが特
徴であった。

表５

内科系主訴分類と性別発生件数

女
調整済
観測値 残差

悪寒・検温
頭痛
風邪
吐き気
胃・腹痛
下痢・便秘
生理痛
咽頭痛・声かれ
咳き込み
倦怠
めまい・貧血
息苦しい
じんましん
過呼吸
気分不快
休養希望
対話希望
早退希望
その他
合計

62
312 ↓
7
191 ↓
201
3
167 ↑
31 ↓
17 ↓
141
13
4
4
21 ↑
102 ↑
203 ↑
15
8
83 ↓
458

-1.40
-3.29
0.13
-3.65
0.82
-0.83
7.60
-3.43
-2.48
0.25
0.51
1.13
1.13
2.60
2.06
5.60
-0.09
1.60
-5.30

男
ｐ

不明

調整済
観測値 残差

0.16
26
0.00** 133 ↑
0.89
2
0.00** 92 ↑
0.42
56
0.41
2
0.00** 0 ↓
0.00** 24 ↑
0.01** 12 ↑
0.80
42
0.61
3
0.26
0
0.26
0
0.01**
0
0.04* 20 ↓
0.00** 19 ↓
0.93
5
0.11
0
0.00** 61 ↑
136
+p<.10 *p<.05

1.23
3.37
-0.11
3.66
-0.84
0.85
-7.53
3.50
2.10
-0.32
-0.48
-1.12
-1.12
-2.57
-1.98
-5.67
0.13
-1.58
5.42

ｐ

調整済
観測値 残差

0.22
1
0.00**
1
0.91
0
0.00**
1
0.40
1
0.39
0
0.00**
0
0.00**
0
0.04* 1 ↑
0.75
1
0.63
0
0.26
0
0.26
0
0.01**
0
0.05*
0
0.00**
1
0.90
0
0.11
0
0.00**
0
6
**p<.01

1.32
-0.46
-0.17
0.05
0.16
-0.13
-0.78
-0.44
2.86
0.51
-0.23
-0.12
-0.12
-0.27
-0.66
0.31
-0.26
-0.16
-0.72

ｐ
0.19
0.65
0.86
0.96
0.88
0.90
0.43
0.66
0.00**
0.61
0.82
0.91
0.91
0.79
0.51
0.76
0.79
0.87
0.47

小計

％

89
4.3
446 21.3
9
0.4
284 13.6
258 12.4
5
0.2
167
8.0
55
2.6
30
1.4
184
8.8
16
0.8
4
0.2
4
0.2
21
1.0
122
5.8
223 10.7
20
1.0
8
0.4
144
6.9
2089 100.0

χ２=176.238, df=36, p<.01、残差分析による多重比較の結果。
観測値の列に記載されている上・下向き矢印はそれぞれ残差分析で期待値と比較して観測値が有意に
多いか少ないかを示している。

2）内科系主訴の学期別発生状況
表６は内科系主訴で月別（学期）の保健室来室者件
数のクロス集計結果である。ただし件数が少ない「対

=311.614, df=100, p<.01）ので、残差分析による多重
比較を行った。多重比較結果は表 5 のように記載する
と煩瑣となるため、観測値と期待値との差が有意水準

話希望」、「早退希望」、「めまい・貧血」、「麻疹」、「過
呼吸」、
「風邪」、
「下痢・便秘」、そして「咳き込み」を
「他主訴一括」として件数をまとめた。また 8 月期は

５％以上の場合を上ないし下向きの矢印で表記した。
これによると「頭痛」は 1 学期である 4 月、5 月に有
意に多く、
「気分不快」も 1 学期 5 月～7 月に有意に多

夏休み期間で保健室来室者 5 名は表６の集計から除外
したため、総件数は 2084 件（99.8％）である。この
集計にχ２検定をした結果、有意差が認められた（χ２

い。また、2 学期 9 月では「休養希望」、11 月で「倦
怠」と「悪寒・検温」が有意に多く、12 月と 1 月では
「吐き気」が有意に多いという結果であった。
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表６

各学期における内科系主訴発生件数

1学期
４月

５月

2学期

６月

７月

９月

１０月 １１月 １２月

悪寒・検温
3
2
8
4
18
8
頭痛
40 ↑ 63 ↑
50
25
69
53
吐き気
19
27 25 ↓
9
44
39
胃・腹痛
14 38 ↑
38
9 31 ↓
41
生理痛
8
14
18
4
24
16
咽頭痛・声かれ
7
5
4
2
12
7
倦怠
7 11 ↓
28
7 19 ↓
28
気分不快
4 27 ↑ 33 ↑ 17 ↑ 11 ↓ 8 ↓
休養希望
9
20
21
8 89 ↑
32
他主訴一括
9
11 23 ↑
3
22
15
その他
17 ↑
13
13
9
25
26

3学期
１月

２月

22 ↑
4
12
7
59
18
41
27
33 23 ↑ 35 ↑
27
35
13
21
17
27
11
20 21 ↑
9
3
2
3
37 ↑
13
20
13
10
32↓
7
14 ↓ 4 ↓
15
9
8↓
6
15
4
16
4
9
10

小計
％

小計

３月
1
1
1
1
2
1
1
0
2
1
1

89
446
282
258
165
55
184
122
223
117
143
2084

4.3
21.3
13.5
12.4
7.9
2.6
8.8
5.8
10.7
5.6
6.8
99.8

χ２=311.614, df=100, p<.01、多重比較は残差分析によるが、有意差は 5%水準とした。
調整済残差の表示は表の煩雑さを避けるため記載していない。表中の上／下向き矢印は期待値と比較して観測
値が有意に多いか少ないかを示す。
「他主訴一括」には対話希望、早退希望、めまい・貧血、麻疹、過呼吸、風邪、下痢・便秘、
「咳き込み」の各
件数を一括にしたものである。
8 月期は夏休み期間で、保健室来室者 5 名（吐き気 2 名、生理痛 2 名、その他 1 名）のため分析から除外した。
したがって百分比の合計は 100%とならない。

3）内科系主訴の時間割区分別発生状況

た（χ２=239.122, df=80, p<.01）ので残差分析による

表７は時間割区分でクロス集計した結果である。表
4 に示したように「始業前」、
「朝礼時」、
「1 限目」、
「1
限後休憩」～「6 限目」
、「放課後」を「午前授業中」、

多重比較を行った。多重比較結果は煩瑣を避けるため
5%以上の有意差が得られたものについて上ないし下
向きの矢印で表記した。これによると「午前授業中」

「午前休憩中」のように集計したものである。この集
計では 8 月期の夏休み期間に保健室来室者 5 名は集計
から除外したため、総件数は 2084 件（99.8％）であ

には「吐き気」と「胃・腹痛」が有意に多く、
「午前休
憩中」～「昼休憩」に「頭痛」で来室する高校生が有
意に多い。総じて保健室に来室する生徒は午後より午

る。また、
「他主訴一括」についても表６と同一である。
このクロス集計をχ２検定した結果、有意差が得られ

前中に多い結果であった。

表７

時間割区分の内科系主訴発生件数

始業前 朝礼時
悪寒・検温
頭痛
吐き気
胃・腹痛
生理痛
咽頭痛・声かれ
倦怠
気分不快
休養希望
他主訴一括
その他

2 0↓
4↓
17
11
21
4 7↓
3
9
2
5
2
9
3
11
5 22 ↑
8 ↑
5
8 ↑
9

午前
授業中
17
59 ↓
75 ↑
72 ↑
33
9
22 ↓
23
46
32 ↑
34

午前
休憩中
26
1 28 ↑
65
40 ↓
23 ↓
15
59 ↑
22
32 ↓
18
29

昼休憩
10
55 ↑
20
30
18
3
16
10
9 ↓
4 ↓
12

午後
午後
放課後
授業中 休憩中
8 10 ↓ 13 ↑
63
99 9 ↓
27 ↓
54
7
37
63 3 ↓
22 4 6 ↑
4
5
13
3
26
40
8
24 ↑
24
1
28
58 16 ↑
23 ↑
19
7
14
25
7

不明
3
12
2
2
7
0
2
4
7
1
5

小計
89
446
282
258
165
55
184
122
223
117
143
2084

小計％
4.3
21.3
13.5
12.4
7.9
2.6
8.8
5.8
10.7
5.6
6.8
99.8

χ２=239.122, df=80, p<.01、多重比較は残差分析によるが、有意差は５％水準とした。
調整済残差の表示は表の煩雑さを避けるため記載していない。表中の上／下向き矢印は期待値と比較して観測値
が有意に多いか少ないかを示す。
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「他主訴一括」には対話希望、早退希望、めまい・貧血、麻疹、過呼吸、風邪、下痢・便秘、咳き込みの各件
数を一括にしたものである。
8 月期は夏休み期間で保健室来室者 5 名（吐き気 2 名、生理痛 2 名、その他 1 名）のため分析から除外した。
したがって百分比の合計は 100%とならない。

4）保健室利用者の滞在時間

の散布状況では、下肢部受傷者が第 2 象限に、上肢部

図１は主訴別の保健室滞在時間（分）の集計結果で
ある。主訴については「風邪、咳き込み、息苦しい」
及び「早退希望、麻疹、下痢・便秘」の各件数を集約

受傷者は第 3 象限にそれぞれ分離、布置されており、
抽出された主成分の寄与率の高さを反映したものであ
る。図３に示した「痛み（235 件）」の散布状況をみる

してそれぞれ集計している。保健室での滞在時間の長
さからみると「吐き気（61.2 分）」、「気分不快（59.1
分）」、
「過呼吸（58.8 分）」そして「めまい・貧血（54.2

と、第 3 及び第 4 象限内に小円で囲まれた 3 群が示さ
れているが、それぞれ異なる受傷部位に対応している。
また、Ｘ軸の負方向は滞在時間がより短く 1 学期に受

分）」の順で、全体的に個人差の大きいこと（図中標準
偏差）が特徴であった。一元配置分散分析結果では 1％
水準で有意差が認められた（F=13.86, df=14/2074,

傷している場合を、Ｘ軸の正方向は滞在時間が長く 2
～3 学期に受傷している個別データを意味している。
図中の吹き出し内の説明文は当該領域に含まれる来室

p<0.01）。Holm 法による多重比較結果から、
「吐き気」
が最も滞在時間が長く、次いで「気分不快」、
「過呼吸」、

者の特徴を記載したものである。これらは主成分分析

「めまい・吐き気」の順となっている（MSe=1814.559,

手法の外科系データへの適用が有効であったことを裏
付ける結果であった。

p<0.05）。
2）内科系データの主成分分析結果
3.

主成分分析結果
分析対象としたデータ項目は、学年、性別、来室月
別、来室曜日別、時間割区分、保健室滞在時間（分）

分析には 2089 件を対象とした。分散共分散行列か
ら主成分の抽出を試み、プロマックス法による軸回転
をした結果、固有値が 1.0 以上のもので３つの主成分

が共通する分析対象項目とした。共通項目に加えて外
科系では傷害区分と傷害部位の 2 項目を、内科系では
主訴区分 1 項目をそれぞれ分析対象項目に追加して分

が抽出された。分散の説明率（寄与率）は第 1 主成分
で 16.97％、第 2 主成分で 16.39％、第 3 主成分で
14.77％、3 つの主成分の累積寄与率が 48.1％と低いも

析した。これら分析対象項目のうち保健室滞在時間（分）
のみが連続量型データであった。

のであった。第 3 主成分は直行座標の構成を単純化す
るため除外した。第 1 主成分は時間割区分と月別とに
高い負荷量を持ち、第 2 主成分は滞在時間、性別及び

1）外科系データの主成分分析結果

主訴区分にそれぞれ高い負荷量を示した（表８の右側
表参照）。２つの主成分（累積寄与率 33.4％）で直行
座標を構成し、それぞれの主成分に「来室時期（時間

外科系傷害の「不明（277 件）」を除外した 572 件
を分析対象とした。分散共分散行列から主成分の抽出
を試み、プロマックス法による軸回転をした結果、２

割区分・月/学期）」と「滞在時間・性別」という名称
をつけた。各データの主成分負荷得点を算出し、直交
座標に散布状況を布置した結果のうち代表例として

つの主成分が抽出され、各主成分の寄与率（分散の説
明率）は 77.04％と 13.07％、合わせて 90.1％（累積
寄与率）と高いものであった（表８の左側表参照）
。す

「頭痛（446 件）」を図４に示した。
散布状況は、各主成分軸の正値から負値に沿って広
く分布しており、外科系データ散布（図２、図３）と

なわち、２つの主成分は全データ分散の 90％を説明し
えるという結果を意味している。主成分負荷量は滞在
時間（第 1 主成分）と部位分類（第 2 主成分）で最も

比較するとかなり複雑な様相を示している。第 1 から
第 4 象限に布置されるデータ群の特徴は、実線および
破線の四角形と楕円形で囲まれた領域で示し、それら

高かった。それぞれ「滞在時間」と「部位」という名
称をつけ（表８の左側表）
、直行するＸ軸とＹ軸に対応
させ、主成分軸の意味を太い矢印内に記載し、図２及
び図３に反映した。
572 件の各データの主成分負荷得点を求め、直交座
標に布置した結果のうち代表例として「捻挫（図 2）」
と「痛み（図 3）」を示した。図２の「捻挫（84 件）」
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の領域に含まれるデータの特徴を吹き出し内に記載し
た。こうした散布状況は 2 つの主成分の説明率（寄与
率）の低さを反映したもので、内科系データ項目内容
あるいはデータ構造にさらなる検討課題を内包してい
ることを意味している
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表８

データ項目への主成分分析結果による主成分負荷量と主成分名
左表は外科系データ、右表は内科系データへの適用結果

主成分負荷量

主成分負荷量
第1主成分
（滞在時間）

第2主成分
第1主成分
（滞在時間/
（来室時期/時
間割・月）
性別)

第2主成分
（部 位）

滞在時間

37.194

-1.359

月別

学年分類

-0.040

-0.002

部位分類

0.163

外科分類

-0.759

-0.065

時間割区分

0.715

-0.012

10.440

滞在時間

0.095

0.643

0.195

-0.896

主訴区分

0.264

-0.589

-0.039

0.122

性別

0.138

0.546

時間割区分

0.517

-0.095

曜日別

0.005

0.170

月別

0.220

-0.282

学年

-0.023

-0.226

性別

0.011

0.025

17.00%

16.39%

77.04%

13.07%

曜日別

寄与率→

図１

寄与率→

内科系主訴別滞在時間（分）
注

分散分析で有意差が得られた（F=13.86, df=14/2074, p<0.01）ため
Holm 法による多重比較結果、α＝.05 で有意差がえられた主要なものは
１）3 吐き気＞1 悪寒・検温＞4 胃・腹痛＞5 生理痛
２）7 気分不快＞8 休養希望＞9 咽頭痛・声かれ＞5 生理痛
３）11 過呼吸＞10 対話希望＞12 風邪・咳き込み等
但し、3 吐き気＝7 気分不快＝11 過呼吸＝13 めまい・貧血
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図２

図３

捻挫（外科的傷害）の主成分得点散布図（84 件分）

痛み（外科的傷害）の主成分得点散布図（235 件分）
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図４

頭痛（内科的主訴）の主成分得点散布図（446 件分）
（第３と第４象限は女子高生で滞在時間 15 分以下の来室者、第 1 と第２象限は男女高校生
で 51 分以上の滞在来室者、第 1 と第 4 象限は 1 学期の午前休憩中に、第 2 と第 3 象限は
2/3 学期の全時間割時間帯の来室者、の布置を示している）

Ⅳ. 考察

目となるため、関連各位との慎重な検討事項となろう。

1.

外科系データ項目について
外科系傷害は学校という教育機関に通う生徒の健康
と安全という観点から保健室利用データの継続的記録

この点を補完するものが日本スポーツ振興センターの
「学校事故事例検索データベース（DB）」14）であり、
安全施策を検討する意味で重要である。 Junko S.ら

維持と統計的分析は不可欠である。今回の分析結果か
ら、女子高生の傷害件数が男子高生を上回る結果であ
った。文部科学省 24 年度の年齢別体力評価結果１５）

(2013)の研究はこうした DB を活用したもので、多い
に参考とすべき研究 17）と考える。
本研究で分析対象とした傷害分類の中に「不明（含

では、女性の体力は 13 歳以降急激に低下を示す者が
多いと報告されている。すなわち、一般的な女子高生
は体力低下期に入っていると考えるべきであり、この

その他）」が 277 件（32.6％）と極めて多く、保健室
勤務の養護教諭の力量的課題を内包している。外科的
傷害の分類仕分けは医師の診断結果に基づくが、医療

ことを配慮した教育方法・環境を策定する必要のある
ことを示唆する結果である。主成分分析結果は、分析
データ構造が明快で、2 つの主成分でデータ分散の

機関との連携や受傷生徒本人やその保護者との連携な
くしては保健室管理データとしての信頼性を担保でき
ないと考える 19）。保健室勤務の養護教諭の職務の繁忙

90％を説明でき、有効であることを裏付けている。し
かし、対象としたデータ項目には受傷理由、受傷者の
服装等、場所（施設内訳）、授業科目や部活動との関連、

性もデータの信頼性や有効性に影響する。こうしたこ
とが養護教諭の複数配置への要望の高さとなって現れ
ていると考える 7）19）。

教職員の有無等の情報が利用出来ないデータ構造とな
っている。これらのデータは責任の所在や追求を目的
としないことの配慮が担保されなければならいない項
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2.

内科系データ項目について

Ⅴ. まとめ

1）内科系主訴分類について
内科的データ項目は極めてプライバシーに関わる内容
であり、利用生徒にとって保健室がオープンな場所と

これまで保健室利用状況に関する調査研究の多くは
全国規模のものが多く、特定の学校の利用状況報告は
少ないと考えられる。本研究はこうした状況に鑑み、

なるためにはこの点を十分に配慮しなければならない。
表 5 に示した内科系主訴の分類は 19 分類であったが、
この分類が適切なものかどうか判断するに課題が残っ

特定の学校の保健室利用状況データを分析し、そのデ
ータ項目に関する検討を目的とした。愛知県内の普通
科と商業科を持つ共学私立高校の保健室利用状況デー

た。その理由は、発生件数の多寡が顕著で、年間 4 件
から 446 件という幅を有していることである。内科系
主訴から状態を適切にアセスメントすることは容易で

タ 2938 件を分析対象とした。全校生徒の男女比はほ
ぼ１対１であった。外科系傷害データの集計では「痛
み」が圧倒的に多く、特に女子高生が男子高生の約 1.4

はない。主成分分析結果でも２つの主成分のデータ分
散の説明率が 3 割であることからも理解できる。

倍であった。一般的には女性の体力は 13 歳以降急激
に体力低下を示す。女子高生はこの体力低下期に入っ
ていると考えるべきであり、このことを配慮した教育

2）内科系主訴と心の健康との関連性について
小学校高学年から「人間関係」に起因する心の健康

方法・環境を策定する必要性が示唆された。外科系傷
害件数では「不明（含その他）」が最多であったことか
ら医療機関や受傷本人・家族との連携を含め養護教諭

に不安を持つ生徒が増加傾向にあるとの報告は多い。
分析対象とした今回のデータ項目には「心の健康」に
関する記載項目は存在しなかった。
「頭痛」、
「吐き気」、
「休養希望」や「相談希望」を理由に保健室に来室す
る生徒には「心の健康」に不安を持つ生徒の存在を疑
わせる。それは、① 学期当初や中頃に「頭痛」が多い

の能力的課題が考察された。
内科系主訴の集計では「頭痛（23.0％）」が最も多く、
次いで「吐き気」
、
「胃・腹痛」の順となっており、
「休
養希望（11.5％）」の多いことも注目し得る結果である。
これらの内科系主訴の因果関係については不明であり、
内科的主訴の背景要因を分析・検討できるデータ項目

こと、② 9 月に「吐き気」で来室する生徒数が急増し
ていることである（表 5、表 6 参照）。こうした内科系
主訴の背景要因を推測させるデータ項目の追加が望ま

の追加が課題としてあげられた。11 項目のうち 10 項
目が離散型データであったので、主成分分析法を適用
した。その結果、外科系データでは 2 つの主成分での

れる。図 4 に記されている 2 つの主成分（「滞在時間・
性別」と「来室時期（月別・時間割区分）」の直交座標
における散布状況から、来室時期（月別・時間割区分）

データ分散の説明率が 90.1％と高いものであったが、
内科系データでは 2 つの主成分で 33.4％と低かった。
この意味は、内科系データ項目内容あるいはデータ構

に合わせた生徒の生活習慣や心配事・悩み事について
の自由意志無記名アンケート等によるデータ収集も検
討する必要があろう。鎌塚の研究 7、8）は保健室データ

造にさらなる検討課題を内包していることを意味して
いる。少数の離散型データの尺度統合化には主成分分
析法は有効であるが、内科系主訴の背景要因の因子抽

の注意深い見直しやグループ討論法を指摘している点
で示唆に富むものであり、こうした研究結果の共有が
重要である。

出を意図した因子分析法、データ項目の寄与度や関連
性を分析し得る重回帰分析法等を適用したいところで
ある。しかしデータ構造の制約から今後の研究課題で

3．主成分分析結果について
外科系傷害データへの主成分分析は第 1 主成分だけ
でデータ分散の 77％を説明でき、第 2 主成分を含める

ある。

と 90％となり、8 つの分析対象項目を直行座標系（2
次元）で説明できることが明らかとなった（表８）。し
かし内科系データへの適用では 33％の説明率であっ
た。内科系主訴には様々な要因が関与していることを
再認識させられた結果である。
少数の離散型データの統合尺度化には主成分分析法
は有効であったが、内科的主訴の背景要因の抽出を意
図した因子分析手法、データ項目の寄与度や関連性を
分析し得る重回帰分析手法等を適用したいところであ
るが、今後の研究課題である。
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A Study on Data Structure of a Co-ed High School Health Room
Yukiyo Kawabata, Zojiro Katoh,
The Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College

The objective of this study analyzes characteristics of the infirmary data usage of a particular co-ed high
school, and intend to integrate data items into smaller ones. The 2938 infirmary data usage of a private co-ed
high school in Aichi Prefecture were analyzed. The js-Star 2012 was applied as a statistical analysis package,
and if significance in chi-square test was obtained, then the residual analysis was applied. The principal
component analysis was applied to integrate data items into smaller ones and a contribution rate was utilized
as an estimation index.
In analysis results of surgical system injury 849 cases data, "pain (235 cases, 27.7%)" was overwhelmingly
high. Especially high school girls (141 cases, 16.6%) were about 1.49 times than the boys (89 cases, 10.5%). In
analysis results of internal medicine 2049 complaint cases, the top was "headache (446 cases, 21.3%)", and
“nausea (282 cases, 13.5%) “ followed by " stomach abdominal pain (258 cases, 12.4%)”. The "rest in bed (223
cases, 10.7%)" were often a case that may be of interest as mental problems. However, high school students
psychological problems and the internal medicine complaints could not be clarified in this analysis.
From result of applying the principal component analysis, two main component factors were extracted. The
explanatory rate in surgical system data variance was 90.1%. On the other hand, the explanatory rate of the
internal medicine system data variance was as low as 33.4%. Further data items should be examined to
predict the causal relationships of psychological problems of high school students and internal medicine
complaints. Items that are collected in conjunction with the surgical system injury in the infirmary became
clear that the items can be integrated by principal component analysis technique. However, items collected
in connection with the internal medicine complaint could not be integrated by principal component analysis.
This is because the psychological problems behind internal medicine complaints might interpose. From these
results, further search has been recognized between the mind of anxiety or worries and medical complaints
relationship.
Key words : school nurse, school health room, data structure, principal component analysis,
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大学生の起業意識調査に関する一考察
―愛知みずほ大学学生への質問票調査 2015 年～2016 年より―

金澤

一英

愛知みずほ大学人間科学部（非常勤）

Kazuhide KANAZAWA
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho Collage (Part-Time)

要旨
国際的な大学生の起業意識調査（2011）では、全世界から 489 大学 93000 の回答が集められた。日本では、法
政大学地域センターが窓口となり田路他（2011）が 4 大学 561 の回答を集めている。本稿では、田路他の設問に
独自の設問を加えて 2015 年と 2016 年の 2 度にわたり愛知みずほ大学人間科学部の学生 89 名を対象に起業意識
調査を行った。本調査の結果、田路他が課題として残した学問の専攻によって回答傾向があることが判明した。

Keyword: entrepreneurial intention; entrepreneurship education; personality; big-five model

１．はじめに
1.1 調査の背景と目的

査結果の差異を比較検討することにより学問の専攻によ

GUESSS (GLOBAL UNIVERSITY ENTREPRENE
URIALSPIRIT STUDENTS’ SURVEY)は、国際的な大

る回答傾向の違いの有無を確かめることを目的とする。

学生の起業調査である。田路他（2011）は、法政大学地域

1.2 本調査の意義

センターを窓口として同調査に参加した。日本では法政大

本調査で得られる結論は、本学にて起業を目指す学生に

学、専修大学、明星大学、九州大学（以下、
「4 大学」と

限らず、社会人予備群であるすべての学生の就職活動及び

いう）でサンプルが集められた。田路他（2011）は従来か

キャリア形成への助言と指導に貢献する。

ら指摘されていた日本の企業活動の不活発さを再考する
とともに、同調査のサンプルが経営学と商学系に偏ったサ

２．サンプルの概要

ンプルであるため、世界レポート（GUESSS2011）と同

2.1 性別

じく学問の専攻別に分析することの重要性を指摘してい

2015 年と 2016 年の「現代社会のマネジメント」受講者

る。本調査は、筆者が愛知みずほ大学（以下、
「本学」と

を対象に質問票調査を行っている。2015 年の回答数は 48

いう）人間科学部で担当する「現代社会のマネジメント」

名、2015 年は 41 名であり回答総数は 89 名である。回答

の受講者を対象に 2015 年と 2016 年の 2 度にわたり行わ

者の性別は男性 71 名、女性 18 名である。

れた。調査における設問は田路他(2011)の日本語訳を踏襲
するほか、独自の設問を設けている。本調査と田路他の調
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五入して小数点以下代位 1 位までをパーセントで表示し

表１ 性別（愛知みずほ大学）
有効数

度数

パーセント

ている。なお、欠損値の有無により同じ回答数であっても

男性

71

79.8%

同じ回答割合にならない場合がある。

女性

18

20.2%

合計

89

100.0%

3.1 大学の起業環境の評価
大学の起業環境の評価を尋ねるため、
「あなたの在籍し
ている大学の起業環境（起業教育や起業支援など）につい

2.2 ロールモデルの有無

て、あなたはどのように感じますか。
」について８つの設

「あなたのご家族または身近な人（叔父、叔母など）に

問を「全くそう思う」から「全くそう思わない」までの 5

経営者はいますか。
」の設問により、回答者が「経営者」

段階で質問して、
「どちらでもない」を除いて「賛同でき

を容易にイメージできる環境にあるか、回答者が起業する

るレベル」と「賛同できないレベル」に集約して回答割合

にあたってロールモデルとなりうる人の存在が身近にあ

を分析している。表 3 は 4 大学の回答、表 4 は本学の回答

るのかを問うたところ、そのような人物が「いる」との回

である。
「起業家としての姿勢、価値観、モチベーション

答が 4 割を超えた。そのため、本調査の回答者にとって経

に関する理解を深めてくれる。
」
、
「ビジネスを始めるため

営者または自身が経営者になることは全く想像できない

に取るべき行動に関する理解を深めてくれる。
」の２つの

ものではないと言える。

設問では「賛同できる」との回答が 4 大学を下回り、
「賛

表２ ロールモデルの有無（愛知みずほ大学）

同できない」との回答が 4 大学を上回っている。
「ネット

度数

パーセント

ワークを広げていく能力を高めてくれる。
」の設問には、

いる

37

41.6%

「賛同できる」の回答が 4 大学を上回り、
「賛同できない」

いない

52

58.4%

の回答が 4 大学を下回っている。
「私の大学には起業に意

100.0%

欲的な学生がたくさんいる。
」の設問では、前問同様に「賛

有効数

合計

89

同できる」が 4 大学を上回り、
「賛同できない」が 4 大学
を下回っており、その差は前問よりも大きい。
「講義科目

３．サンプルの集計と考察

やプログラムには、知識を習得するよりも自分が起業する

田路他（2011）は起業家教育の充実度や起業をサポート

ための具体的なアイデアを練ることができるものがある。
」

する環境について 7 段階でたずねて得られた回答を「どち

では、
「賛同できる」に 4 大学との大きな差は視られない

らともいえない」を除いて賛同できるレベルと賛同できな

ものの「賛同できない」は 4 大学を大きく下回っている。

いレベルに集約して分析している。本調査では田路らが回

これらから、本学の起業環境について、起業家としての姿

答を賛同できるレベルと賛同できないレベルの２つに集

勢・価値観・モチベーション・行動等の理解を深めてくれ

約して分析していることから同じ設問を 5 段階でたずね

るとする回答者の割合は 4 大学と比べて少ないものの、回

て回答の散らばり抑え、その上で原著との差異を分析する

答者の周りには起業に意欲的とみられる学生が多くおり、

ため田路らと同様に「どちらでもない」を除いて賛同でき

本学の講義はネットワーク構築の能力や起業のための具

るレベルと賛同できないレベルに回答を集約して分析す

体的なアイデアを練ることができると評価する回答者の

る。また、回答の割合については小数点以下第 2 位を四捨
表３

割合が 4 大学を上回ることがわかる。

大学の起業環境の評価（4 大学）
賛同できる

起業家としての姿勢、価値観、 208

パーセント

賛同できない

パーセント

37.7%

137

24.9%

41.3%

131

23.7%

モチベーションに関する理解
を深めてくれる。
ビジネスを始めるために取る

228

べき行動に関する理解を深め
てくれる。
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ビジネスを始めるための実践

202

36.8%

165

30.1%

182

33.0%

173

31.4%

209

37.9%

157

28.4%

143

26.0%

216

39.2%

126

22.8%

251

45.5%

129

23.5%

233

42.4%

的な経営スキルを高めてくれ
る。
ネットワークを広げていく能
力を高めてくれる。
ビジネスチャンスを発見する
能力を高めてくれる。
私の大学には起業家を生む好
ましい雰囲気や基盤がある。
私の大学には起業に意欲的な
学生がたくさんいる。
講義科目やプログラムには、知
識を習得するよりも自分が起
業するための具体的なアイデ
アを練ることができるものが
ある。
(出所：田路他 2011 より筆者改変)
表４

大学の起業環境の評価（愛知みずほ大学）
賛同できる

起業家としての姿勢、価値観、 26

パーセント

賛同できない

パーセント

29.2%

28

31.5%

31

34.8%

26

29.2%

30

33.7%

26

29.2%

33

37.1%

27

30.3%

34

38.2%

28

31.5%

20

22.5%

34

38.2%

25

28.1%

32

36.0%

モチベーションに関する理解
を深めてくれる。
ビジネスを始めるために取る
べき行動に関する理解を深め
てくれる。
ビジネスを始めるための実践
的な経営スキルを高めてくれ
る。
ネットワークを広げていく能
力を高めてくれる。
ビジネスチャンスを発見する
能力を高めてくれる。
私の大学には起業家を生む好
ましい雰囲気や基盤がある。
私の大学には起業に意欲的な
学生がたくさんいる。
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講義科目やプログラムには、知

22

24.7%

28

31.5%

識を習得するよりも自分が起
業するための具体的なアイデ
アを練ることができるものが
ある。

いと希望する者が 70％おり、起業したい者は 6％超、事業

3.2 キャリア選択
回答者のキャリア選択を問うため「大学（または大学院

承継したい者は 5％とされる。本学（表 5）では「従業員

等）を卒業直後の『働き方』についてお尋ねします。
」と

として働く（または働きたい）
」と回答した卒業後ただち

の設問に、
「従業員として働く（または働きたい）
」
「起業

に雇用されたいと希望する者は 58.4％と 4 大学よりも回

する、創業者になる（なりたい）
」
「事業の継承者として経

答者の割合が少なかった。
「まだわからない」と回答した

営者になる（なりたい）
」
「キャリアを形成するつもりはな

者の割合が 32.6％であるため、雇用されるか否かを決めか

い」
「まだわからない」の 5 つの回答を用意した。田路他

ねている学生の様子が伺われる。

（2011）によれば、4 大学では卒業後ただちに雇用された
表 5 大学（または大学院）卒業直後の「働き方」（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

従業員として働く

52

58.4%

起業する、創業者になる

4

4.5%

事業の継承者として経営者になる

3

3.4%

わからない

29

32.6%

合計

88

98.9%

システム欠損値

1

1.1%

89

100.0%

合計

前問で「従業員として働く（または働きたい）
」と回答
した者に勤務先の希望について質問したところ、大企業
21.3％中小企業 22.5％と大企業と中小企業の間の勤務先
希望は近い割合で回答されている。4 大学においても大企
業 31.0％中小企業 32.3％と大企業と中小企業の間の勤務
先希望の割合差は少ないが、いずれも回答割合は 10 ポイ
ント程本学を上回っている。ただし、田路他（2011）では、
250 人を境に 250 人以上を大企業、250 人未満を中小企業
としているが、本調査では、中小企業基本法の定義におけ
る製造業その他の従業員数を援用し 300 人を境にして従
業員 300 人超の企業を大企業として質問している。なお、
「大学や研究機関等の学術組織で働く（または働きたい）
」
、
「行政等の公的機関で働く（または働きたい）
」の回答も
用意したが、
2015 年調査と 2016 年調査のいずれにおいて
も勤務先の希望として回答されることはなかった
（表6）
。
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表 6 キャリア選択（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

従業員 300 人以上の大企業で働く

19

21.3%

従業員 21～300 人の中小企業で働く

20

22.5%

従業員 20 人以下の小規模企業で働く

3

3.4%

幼稚園・小学校・中学校・高校等の学校で働く

5

5.6%

非営利法人または社会福祉法人で働く

2

2.2%

その他

4

4.5%

合計

53

59.6%

システム欠損値

36

40.4%

89

100.0%

合計
卒業 5 年後の働き方（表 7）については、
「起業す

ており、就職後 5 年経過後には雇用されるよりも起

る、創業者になる（なりたい）」「事業の継承者とし

業や事業の継承により経営者となることを希望する

て経営者になる（なりたい）」の回答が 15.5％あり、

者がいる。なお、この傾向は 4 大学の調査でも同様

卒業直後の働き方で「起業する、創業者になる（な

に現れている。また、本学では、
「キャリアを形成す

りたい）」「事業の継承者として経営者になる（なり

るつもりはない」は、卒業直後、卒業 5 年後ともに

たい）」を回答した 8.0％から 7.5 ポイント増になっ

2015 年、2016 年いずれの調査でも回答されていな

ている。一方で、
「従業員として働く（または働きた

い。よって、回答者のキャリア形成志向は否定され

い）」の回答が、卒業直後の割合である 58.4％から卒

ない。

業 5 年後の割合である 48.4％へ 10 ポイント減少し

表７

大学（または大学院）卒業 5 年後の「働き方」（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

従業員として働く

44

49.4%

起業する、創業者になる

10

11.2%

事業の継承者として経営者になる

3

3.4%

わからない

27

30.3%

合計

84

94.4%

システム欠損値

5

5.6%

89

100.0%

合計

さらに、卒業 5 年後のキャリア選択（表 8）で「従業員と

回答数とその割合が減少したと考えられる。そうであれば、

して働く（または働きたい）
」と回答した者のなかでは大

一定期間を大企業で勤務したのちに起業または事業を継

企業で働くことを希望する者の割合が 21.3％から 15.7％

承して経営者となることを希望していると解釈するのが

へ 5.6 ポイント減少している。就職活動を控えた、または

妥当であるのではないか。

就職活動をしている回答者にとって大企業では中途採用
の機会が少ないことは承知されているため、
「大企業で働
く」選択肢からその他の選択肢へ一方的に希望が移行して
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表 8 卒業 5 年後のキャリア選択（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

従業員 300 人以上の会社で働く

14

15.7%

従業員 21～300 人の中小企業で働く

22

24.7%

従業員 20 人以下の小規模企業で働く

1

1.1%

幼稚園・小学校・中学校・高校等の学校で働く

6

6.7%

非営利法人または社会福祉法人で働く

1

1.1%

その他

3

3.4%

合計

47

52.8%

システム欠損値

42

47.2%

89

100.0%

合計

ること」
「自由で柔軟な人生をおくること」
「多くの収入を
えること」を重要であると回答する割合が 70％を超えて

3.3 仕事とキャリアパスに対する動機
キャリア形成のために何を重視するかについては、17

いる。一方で、本学ではいずれの回答においても「重要で

の設問に対して「とても重要である」から「全く重要では

あるレベル」の回答割合は 70％を超えておらず、最も回

ない」までの 5 段階の回答を用意した。
「どちらでもない」

答割合が多いのもでも「ひとりの人間として成長し学ぶこ

を除いて「重要であるレベル」と「重要ではないレベル」

と」の 64.0％である。なお、4 大学で視られた「自由で柔

に集約して分析する（表 10）
。

軟な人生をおくること」に対する「重要であるレベル」の

4 大学では、
同じ設問に対して 7 段階の回答を用意して、

回答割合 75.5％は、本学では 48.3％と半数を下回るばか
りでなく、
「重要ではないレベル」の回答割合が 24.7％で

「重要であるレベル」と「重要ではないレベル」に集約し
て分析している（表 9）
。
「ひとりの人間として成長し学ぶ

あり、およそ 4 人に 1 人が「自由で柔軟な人生をおくるこ

こと」
「自分の夢を実現すること」
「安定した収入を得るこ

と」をキャリア形成のための動機として重要視していない。

と」
「自分自身に挑戦すること」
「何かを達成して認められ

表 9 仕事とキャリアパスに対する動機（4 大学）
重要である

重要ではない

ひとりの人間として成長し学ぶこと

84.9%

3.6%

自分の夢を実現すること

79.5%

7.0%

安定した収入を得ること

77.9%

7.8%

自分自身に挑戦すること

77.0%

6.7%

何かを達成して認められること

76.4%

7.6%

自由で柔軟な人生をおくること

75.5%

8.5%

多くの収入をえること

73.8%

7.9%

自分が見つけたビジネスチャンスを生かすこと

65.3%

11.6%

製品のアイデアを生み出すこと

59.6%

18.2%

社会的使命を果たすこと

58.4%

16.1%

自分のためにより高い地位を得ること

51.7%

20.7%

環境保全に関する使命を果たすこと

50.2%

20.9%
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尊敬する人の後に続くこと

43.3%

31.2%

誰からも指図されずに働くこと

41.0%

28.6%

技術の最先端でイノベーティブであること

39.1%

28.8%

家族の伝統を守ること

22.5%

52.4%

子供が引き継げる事業を確立すること

20.0%

56.3%

重要である

重要ではない

ひとりの人間として成長し学ぶこと

64.0%

22.5%

自分の夢を実現すること

54.5%

25.0%

安定した収入を得ること

64.0%

24.7%

自分自身に挑戦すること

55.1%

23.6%

何かを達成して認められること

51.7%

25.8%

自由で柔軟な人生をおくること

48.3%

24.7%

多くの収入をえること

57.3%

22.5%

自分が見つけたビジネスチャンスを生かすこと

57.3%

25.8%

製品のアイデアを生み出すこと

47.2%

23.6%

社会的使命を果たすこと

46.6%

20.5%

自分のためにより高い地位を得ること

38.2%

23.6%

環境保全に関する使命を果たすこと

39.3%

19.1%

尊敬する人の後に続くこと

44.9%

23.6%

誰からも指図されずに働くこと

31.5%

29.2%

技術の最先端でイノベーティブであること

37.1%

22.5%

家族の伝統を守ること

38.2%

25.8%

子供が引き継げる事業を確立すること

23.6%

39.3%

（出所：田路他 2011 より筆者改変）
表 10 仕事とキャリアパスに対する動機（愛知みずほ大学）

3.4 起業の意図

であり、言い換えると程度の差こそあれ過半数の回答者が

起業の意図を問うため「あなたは、自分が起業すること

起業の意図を持っている。しかしながら、田路他（2011）

をどれくらい真剣に考えたことがありますか。次のうちで

では、4 大学の「全く考えたことがない」の回答は 28.7％

最も当てはまるものに○を付けてください」を設問した。

であり、本学を大きく下回っている。なお、4 大学では、

「全く考えたことがない」
「漠然と考えたことがある」
「何

「起業する明確な意思決定をした」
「起業を段階的に進め

度か考えたことある。
」
「かなり本気で考えたことがある」

ていく、しっかり計画したプランを持っている」
「既に現

「起業する明確な意思決定をした」
「起業を段階的に進め

実の事業として始めている」の回答が 3.8％あるものの本

ていく、しっかり計画したプランを持っている」
「既に現

学では 2015 年、
2016 年いずれの調査でも回答されていな

実の事業として始めている」
「既に自分で始めた事業で独

い。因みに、本学と 4 大学ともに「既に自分で始めた事業

立している」
「複数の企業を立ち上げたことがあり、現在

で独立している」
「複数の企業を立ち上げたことがあり、

も少なくとも 1 社を経営している」
「その他」の回答を用

現在も少なくとも 1 社を経営している」の回答はない。

意した（表 11）
。
「全く考えたことがない」の回答が 44.9％
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表 11 起業の意図（愛知みずほ大学）

有効数

度数

パーセント

全く考えたことがない

40

44.9%

漠然と考えたことがある

23

25.8%

何度か考えたことがある

18

20.2%

かなり本気で考えたことがある

8

9.0%

合計

89

100.0%

なお、田路他（2011）では、7 段階で回答を求めて「肯定的
レベル」と「否定低レベル」に集約している（表 12）
。すべ

3.5 起業に対する魅力
起業に対する魅力を「あなたは、起業家についてどのよう

ての設問において本学の肯定的レベルの回答割合は4 大学を

に考えていますか」と尋ねて、
「起業家になることは、自分

大きく下回っている。しかしながら、否定的レベルの回答で

にとってデメリットよりもメリットの方が大きい」
「起業家

は大差がなく、僅差ながら「起業家になることは、自分にと

というキャリアは魅力的である」
「機会や資金などのリソー

ってデメリットよりもメリットの方が大きい」と「起業家に

スさえあれば起業家になりたい」
「起業家になることは、自

なることは、自分に大きな満足をもたらすだろう」では、本

分に大きな満足をもたらすだろう」の 4 つの設問に「全くそ

学の方が否定的レベルの回答割合が少ない。ここから、本学

う思う」から「全くそう思わない」までの 5 段階で回答を求

では、4 大学に比べて起業に対して積極的な魅力を感じる者

めた。これまで同様に「どちらでもない」を除き「肯定的レ

の割合が少ないことがわかる。

ベル」と「否定的レベル」に集約して分析している（表 13）
。
表 12 起業に対する魅力（4 大学）
肯定的

パーセント

否定的

パーセント

217

38.7%

151

26.9%

起業家というキャリアは魅力的である

290

51.7%

146

26.0%

機会や資金などのリソースさえあれば、

232

41.4%

182

32.4%

239

42.6%

161

28.7%

起業家になることは、自分にとってデメ
リットよりもメリットのほうが大きい

起業家になるだろう
起業家になることは、自分に大きな満足
をもたらすだろう
（出所：田路他 2011）
表 13 起業に対する魅力（愛知みずほ大学）
肯定的

パーセント

否定的

パーセント

24

27.3%

21

23.9.%

起業家というキャリアは魅力的である

33

37.1%

24

27.0%

機会や資金などのリソースさえあれば、

26

29.5%

29

33.0%

22

25.0%

25

28.4%

起業家になることは、自分にとってデメ
リットよりもメリットのほうが大きい

起業家になるだろう
起業家になることは、自分に大きな満足
をもたらすだろう
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3.6

ベル」に集約して分析している（表 15）。4 大学にお

周囲の起業に対する理解

「あなたが起業家としてのキャリアを追求する場

いては同じ設問に 7 段階の回答を用意し、同様に「ど

合、周囲の人たちはどのような反応を示したり、評

ちらでもない」を除いて「肯定的レベル」と「否定

価したりするでしょうか」との設問に対して、
「両親

的レベル」に集約している（表 14）。本学では、周

及び他の家族」
「大学外の友達または仲間の学生」
「自

囲から起業に対する理解を肯定的に得られると回答

分にとって大切な人」の 3 つの問をしている。
「肯定

する者の割合が 4 大学を大きく下回るうえ、否定的

的」から「否定的」まで 5 段階で回答を求め、
「どち

な理解をされるとする回答割合が 4 大学を上回って

らでもない」を除き「肯定的レベル」と「否定的レ

いる。

表 14 周囲の起業に対する理解（4 大学）
肯定的

パーセント

否定的

パーセント

両親/他の家族

276

49.2%

131

23.4%

友達/仲間の学生

367

65.4%

66

11.8%

自分にとって大切な人達

353

62.9%

56

10.0%

肯定的

パーセント

否定的

パーセント

両親/他の家族

30

33.7%

24

27.0%

友達/仲間の学生

30

33.7%

14

15.7%

自分にとって大切な人達

39

43.8%

19

21.3%

表 15 周囲の起業に対する理解（愛知みずほ大学）

に質問している。
「あなたは起業に向けてどのように進め
3.7 起業の進捗度

ていますか」の設問に対して最も当てはまるものを回答し

田路他（2011）は、起業を前向きに考えたことがあるサ

ている（表 16）
。本学では、
「製品開発に着手した」
「設備

ンプルに限定して起業の進捗度を質問した。本稿では回答

やツールを買った」
「資金調達を金融機関に持ちかけた」

総数が少ないことを大きな理由として、次いで設問に観念

の具体的に行動が伴う選択肢に回答がなかった。

的な選択肢が含まれることからサンプルの限定を行わず
表 16

有効数

欠損値

起業の進捗度（愛知みずほ大学）
度数

パーセント

特に何もしていない

66

74.2%

はじめて事業のアイデアを考えた

4

4.5%

パートナーを探した

8

9.0%

ビジネスプランを作成した

4

4.5%

ビジネスチャンスのある市場を見つけた

3

3.4%

潜在顧客と話をした

1

1.1%

設立日を決めた

1

1.1%

合計

87

97.8%

システム欠損値

2

2.2

89

100.0%

合計
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3.8

事業アイデアの源泉

そのものに根差している」と指摘している。本調査

事業アイデアの源泉について、田路他（2011）で

では最も当てはまるものを回答として選択している

は重複回答を認めているが本調査では、最も当ては

にも関わらず同様の結果が得られている。とりわけ、

まるものを選択している。田路他（2011）は、
「事業

「大学での勉強を通じて」が 28.1％であり、4 大学

アイデアの源泉として、趣味や娯楽、大学での勉強、

の 21％を上回っていることに着目したい。

自分自身や学友のアイデアが上位に並び、大学生活
表 17 事業アイデアの源泉（愛知みずほ大学）
有効数

欠損値

度数

パーセント

現在または過去の仕事から

15

16.9%

趣味や娯楽を通じて

23

25.8%

大学での勉強を通じて

25

28.1%

学術的な研究活動を通じて

4

4.5%

自分自身や友達等のアイデアから

10

11.2%

自分の大学外の友人から

1

1.1%

家族

3

3.4%

その他

3

3.4%

合計

84

94.4%

システム欠損値

5

5.6%

89

100.0

合計

は共同創業者を不要と考えているのは 11.2％に過ぎ
3.9

ず、さらには、3 人以上の共同創業者を求めている割

共同創業者の有無

共同経営者の有無について、
「あなたが起業すると

合が 40.4％に上る。ここから、本学の回答者は個と

き、望ましい共同創業者（共同経営者）は何人くら

しての起業よりも複数人による協業的な起業を望ん

いと思いますか」と設問している。4 大学では 47.9％

でいることがわかる。

が共同創業者は不要と考えている。一方で、本学で
表 18 共同創業者の有無（愛知みずほ大学・4 大学）
1人

いらない

2人

3人

4 人以上

愛知みずほ大学

11.2%

16.9%

29.2%

24.7%

15.7%

4 大学

47.9%

18.8%

13.4%

9.7%

10.2%

（田路他に加筆して筆者作成、なお、欠損値により愛知みずほ大学の合計が 100％にならない）
（田路他 2011）と推論している。
3.10

共同創業者との出会いの場

共同創業者との出会いについて、本調査では最も
当てはまるものを回答している（表 19）。本学では、
「大学の関係者（先輩、後輩、同級生など）
」と「大
学外の交友関係」がほぼ同じ割合であることは興味
深く、共同創業者の有無についての設問と照らして
考察すると本学内での学生間の交友関係の親密さと
重要性が認められる。田路他（2011）は、当該設問
に重複回答を認めており、４大学では「大学の関係
者（先輩、後輩、同級生など）」が 46.4％、
「大学外
の交友関係」が 72.2％の結果に対して「サンプルを
東京と福岡という大都市でとったことから、近隣の
大学にも知人が多いことを反映しているのであろう」
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表 19 共同創業者との出会いの場（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

大学の関係者（先輩、後輩、同級生など）

36

40.4%

大学外の交友関係

37

41.6%

親戚・親類

5

5.6%

配偶者

4

4.5%

その他

4

4.5%

合計

86

96.6%

システム欠損値

3

3.4%

89

100.0%

合計

る肯定的なレベル」と「障害にならない否定的なレベル」
に集約して分析する。肯定的な回答割合が 60％を超えた

3.11 起業の障害
起業の障害について９つの質問を用意している（表 20）
。

のは、
「資金調達（資本金や借入）
」の 62.9％と「資金面の

「障害になる」から「障害にならない」まで 5 段階で回答

リスクを負うこと」の 64.8％である。

をしており、
「どちらでもない」を除いて「障害になりう
表 20 起業の障害（愛知みずほ大学）
肯定的

パーセント

否定的

パーセント

資金調達（資本金や借入）

56

62.9%

15

16.9%

事業に関する技術的なノウハウが足りな

51

57.3%

12

13.5%

資金面のリスクを負うこと

57

64.8%

11

12.5%

事業を行うための必要なスキルや能力が

51

58.0%

13

14.8%

法律関係

45

51.7%

12

13.8%

全般的な経済環境

50

56.8%

11

12.5%

顧客との接点が少ないこと

48

54.5%

15

17.0%

ビジネスアイデアの欠如

46

52.3%

14

15.9%

起業家の仕事の負担が大きいこと

45

51.1%

7

8.0%

いこと

足りないこと

ローン」
「クラウドファンディングによる寄付または資本
金」
「その他」
「未定」
（表 21）
。本学では、
「自己資金」44.9％、

3.12 資金の調達先
先の設問で起業の障害になりうるとの肯定的な回答割

「家族や知人からの資金（借入や資本金）
」10.1％「銀行

合が高かった資金に関してその調達先を「あなたが起業す

ローン」19.1％の返済を要するであろう３つの選択肢で

るときに、最初の資金調達はどこでしますか」と質問して

74.1％の回答割合である。これらが起業の障害として資金

いる。次の 9 つの選択肢を用意して最も当てはまるものを

関連を上げる理由と推測される。返済不要な資金の調達先

回答している。
「自己資金」
「家族や知人からの資金（借入

を回答していない理由としては、それらの仕組みや法律関

や資本金）
」
「ビジネスコンペやアイデアコンテストの賞金」

係などの制度が理解されていないことが同設問のなかで

「基金、財団、政府等のプログラムからの助成金」
「外部

「法律関係」が起業の障害として上げられていることから

の投資家（ビジネスエンジェル等）からの資本金」
「銀行

わかる。
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表 21 資金の調達先（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

自己資金

40

44.9%

家族や友人

9

10.1%

ビジネスコンペ等の賞金

1

1.1%

基金・財団・政府からの助成金

3

3.4%

銀行ローン

17

19.1%

クラウドファンディング

3

3.4%

未定

11

12.4%

合計

84

94.4%

システム欠損値

5

5.6%

89

100.0%

合計

業務に関係する）ネットワーク」は、縦深性や専門性を求
3.13 ネットワークとしての重要性

めるネットワークとして機能し、
「業務に関係のないネッ

本調査の独自の設問としてネットワークとしての重要

トワーク」は緩やかな紐帯として、気づきを与える横断的

性を質問した。
「あなたの人脈で、あなたの経営する会社

なネットワークとしての機能が期待される。一般的に斯業

の業績に影響を与えるのは、次のどちらだと思いますか」

経験のない場合には専門性を重視したネットワークが期

（表 22）
「あなたの人脈で、より重要なのは、どちらです

待されるが、本学では、経営する会社の業績に影響を与え

か」
（表 23）の 2 つの問に対して、
「同業者（または業務

るネットワークとして「業務に関係のないネットワーク」

に関係する）ネットワーク」と「業務関係のないネットワ

が 19.1％を占めている。これは、3 人以上の共同創業者を

ーク」の２つの選択肢を用意している。
「同業者（または

求める割合が高い本学ならではの特質と言える。

表 22 経営する会社の業績に影響を与えるネットワーク（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値

度数

パーセント

同業者のネットワーク

71

79.8%

業務に関係のないネットワーク

17

19.1%

合計

88

98.9%

システム欠損値

1

1.1%

89

100.0%

合計

表 23 あなたの人脈で、より重要ネットワーク（愛知みずほ大学）

有効数

欠損値
合計

度数

パーセント

同業者のネットワーク

59

66.3%

業務に関係のないネットワーク

29

32.6%

合計

88

98.9%

システム欠損値

1

1.1%

89

100.0%
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４．結論と今後の課題
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誓子の「つきぬけて天上の紺」の真意
高橋

進

愛知みずほ大学瑞穂高等学校

Shin Takahashi
Mizuho Senior High School

１．山本健吉説への疑問

句集において、新しい素材を詠むことに苦心してきた。

つきぬけて天上の紺曼珠沙華
昭和十六年に作られたこの句は、多くの教科書に採
用されており、人口に膾炙された句である。この句に

昭和十年には、
「ホトトギス」を辞し、水原秋桜子の「馬
酔木」に参加した。このころ、肋膜炎に急性肺炎を併
発したが、かろうじて死地を脱出した。しかし、第四

ついて山本健吉は『定本現代俳句』において、
「曼珠沙
華のすっくりと立ったさまを、紺碧の空を突き抜けて
いると誇張的に言ったのである注１」と解釈している。

句集『七曜』の昭和十五年になると再び体調を崩して、
療養しながら句作をつづけていた。

はたして誓子は、曼珠沙華が紺碧の空を突き抜けて
いると誇張的に詠んだのであろうか。誓子は作句法の
第一に写生を挙げているだけでなく、
『自選自解山口誓

①
②

子句集』において、
「つきぬけて天上の紺」は、くっつ
けて読む。つきぬけるような青天とは、昔から云う」
と記している注２。

五月には伊豆川奈にて療養して、
伊豆
③ 病者指を涵すプールを愛しみて

それにもかかわらず、曼珠沙華が紺碧の空を突き抜
けるという山本説によって、多くの人は曼珠沙華が空
を突き抜けた様子だと解釈してしまっているのである。

④ 夏雲の壮子時なるを見て泪す
用例①から③では、
「病めるわれ」や「病者」を詠んだ
句が並んでいる。そして、④の「夏雲」の句は、自分

また、ある年の俳人協会夏季俳句指導講座（愛知）
で、講演者が「曼珠沙華を下からのぞき込んで空につ
きぬけた様子だ」と受講者である教員に説明していた。

は男盛りであるが、病人である。しかし、夏雲は気力・
体力ともに充実した男盛りのように見え、とても羨ま
しいと詠んでいる。

平安丸
病めるわれ夕焼けて船と赤らめる
船夕焼け病者の手帖文字なし

これは明らかに『定本現代俳句』に書かれた山本説の
影響を受けた解釈であり、この講演を聞いた教員が教
室で曼珠沙華は空をつきぬけていると授業をするので

⑤

はないかと心配している。
そして、日本全国の中学校や高等学校の現場の教員
は、教科書会社の作成した教授資料を参考にして授業

⑥ ひとり膝を抱けば秋風また秋風
九月には箱根強羅にて療養して、
箱根山中

を行っている。この指導資料においても『定本現代俳
句』からの引用があり、解釈がなされている。この山
本説に従った教授資料を読んだ教員の授業で、曼珠沙

⑦

華が空をつきぬけた句だとレクチャーをしていたなら
ば、生徒に俳句のおもしろさや素晴らしさを教えるこ
とはできるのかと危惧を抱いた。よって、誓子の「つ

と自分の鬱屈とした気持ちを詠んだ。
そして、誓子は、高浜虚子や谷崎潤一郎、川端康成
といった文豪たちが宿泊したことのある蒲郡の常磐館

きぬけて天上の紺」の独自性に迫ることによって、当
該句の真意を明らかにしたい。

に転地療養して、

２．当該句の詠まれた背景
さて、誓子は、過去の『凍港』『黄旗』『炎昼』の三

⑨
⑩

⑧

新田丸
一夏の詩稿を浪に棄つべきか
宰相山

蟋蟀が深き地中を覗き込む
続箱根山中
愉しまず晩秋黒き富士立つを

鶴
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⑪

凍鶴の啼かむと喉をころろころろ

を突き抜けている様子を詠んでいるならば、誓子は、

⑫ 凍鶴の筒声天に冲しける
⑬ 凍鶴は夜天に堪へず啼くなめり
と連作を詠んでいる。この常磐館の園内には動物園が

曼珠沙華天上の紺つきぬけてと詠むのではないだろう
か。いや、誓子が本当に詠みたかった内容はやはり、
つきぬけて天上の紺曼珠沙華であったと考えるべきで

あり、鶴が飼われていた。この鶴を間近に見て、対象
に目を注いで句を作っている。病に伏せるこのころの
誓子について、平畑静塔は誓子の「暗黒の時代注３」と

あろう。
また、
「つきぬけて」
「天上の紺」
「曼珠沙華」と分け
て読むとどうであろう。これでは、三段切れになって

ネーミングしている。このころの句は、鬱鬱としてい
るが、誓子独特の研ぎ澄まされた感覚にあふれた作品
を挙げることができる。

しまい、当該句が現在まで名句として残ることはなか
ったであろう。
２

⑭
⑮

静臥抄
新年の病臥の幾日既に過ぎ
静臥の身寒き分秒過ぎゆけり

それではどのように考えればいいのであろうか。
㉑ 相変らず空の底を突き抜けた様な天気だ 注 4
と明治三十九年発表の夏目漱石の『坊っちゃん』にあ

⑯
⑰
⑱

虻翔けて静臥の宙を切りまくる
静臥の儘春日落ちてただ茜
晩春の午後の静臥の雲多き

る。この例によって明治時代から、秋の晴れ渡った青
空を「つきぬけたような空（青）」と表現していたこと
がわかる。山本健吉は、明治四十年生まれであるが、

手に匐へる地蟻を吹きつあはれ静臥
ここに挙げた句において作者が自分の様子を「病臥」
「静臥」と詠んで、やるせない気持ちが伝わってくる。

長崎で生まれ育ったので、このような言葉の使い方を

特に⑯「虻」⑰「春日」⑱「雲」⑲「蟻」と身近にあ
る対象をじっと見つめて句を作っていることがわかる。
我々が俳句を作るとき、調子の良い場合と悪い場合

田嘉一ともに東京（千駄ヶ谷）に移っている。翌明治
四十三年には麻布へ、明治四十四年に芝新堀町へと転
居している。この東京での生活は明治四十五年に樺太

がある。言い換えると、体調がすぐれないときや、精
神的に安定しない場合もある。このようなときでも俳
句を作りたいと思うときには、身近にある対象をじっ

へ転居して終わってしまうが、言語形成期に東京で過
ごしたことによって、晴れ渡った空のことを「つきぬ
けたような空（青）
」と慣用的に使うようになったので

と見つめて句を作るべきである。このことを誓子は、
身を以て教えてくれている。
その後、誓子は、四日市に転地して、

あろう。
また、誓子は、多くの本の言葉や日常談話を取り入
れて句を作っている。

⑲

⑳

しなかったのかもしれない。しかし、誓子は明治三十
四年に京都で生まれながらも明治四十二年に祖父の脇

・流氷や宗谷の門波荒れやまず
・粟島に漕ぎ渡らむと思へども明石の門波いまだ騒け
り 『万葉集』七・一二〇七番歌

海村抄
病快きときは
露更けし星座ぎつしり死すべからず

と作句している。この⑳の前書きに「病快きときは」
とあるように、病が癒えてきたころに作られた句であ
る。そして、昭和十六年には、胸部疾患のために大阪

・海女の春岩間の波の波のむた
柿本朝臣人麿、石見国より妻に別れて上り来る時の
歌二首

住友合資会社を休職して、四日市の富田に移り住んだ。
このことによって、やっと病が癒えてきて、明るさを
取り戻した。当該の「つきぬけて」の句が作られたの

・…か青なる 玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ
夕羽振る 浪こそ来寄せ 浪の共 か寄りかく寄る
玉藻なす 寄り寝し妹を 露霜の 置きてし来れば…

はこの時期である。したがって、当該句について、曼
珠沙華が紺碧の空を突き抜けているというようなメル
ヘンの世界を描いているという考えには承服しがたい。

『万葉集』二・一三一番歌
このように「門波」「「波のむた」と『万葉集』特有
の言葉を詠み込んで、句を作っている。そして、
どんよりと利尻の富士や鰊群来
唐太の天ぞ垂れたり鰊群来
北海道や樺太において使われていた「鰊群来」とい

３．「つきぬけて天上の紺」の独創性
１
山本健吉が当該句について、曼珠沙華が紺碧の空を
突き抜けていると鑑賞したのは、
「つきぬけて」で一度
切って読んでいることが原因として挙げられる。

う日常談話を生かして句を作っている。このように誓
子は、句に詠む素材を古典に求めるだけでなく、話し
言葉をも素材にして句を作っていることがわかる。

はたして山本説のように解釈することができるので
あろうか。もし、山本説のように曼珠沙華が紺碧の空

それに、誓子には次の句がある。
㉒ 凍て滝に白玉楼といふ語あり
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誓子は、この句を昭和四十三年三月に『奥の細道』

近代に入るとまず、正岡子規の句が挙げられる。こ

の旅を追体験するなかで華厳の滝を詠み、句集『一隅』
に収めている。この㉔について塚腰杜尚は、
「白玉楼中
の人となる」という故事がある。これは唐の文人李賀

の㉖は明治二十七年作で、
「赤蜻蛉」の飛んでいる近景
と雲の浮かんでいない「筑波」山の遠景を対比の技法
を使って詠んでいる。

の臨終に天使が来て、
「天帝の白玉楼成る、君を召して
その記を作らしむ」と告げたことからきたもので、古
来、文人墨客の死ぬことを意味することとされている

３高浜虚子の対比
㉗ 遠山に日の当りたる枯野かな

注５

。
と述べている。つまり、この㉒では「白玉楼」という
語を詠み込んで、故事を表す句となっている。

㉗ は、明治三十三年作。
「遠山」と詠まれている日の
当たっている遠景と日の当たっていない「枯野」とい
う近景を詠んでいる。よって、この㉗でも遠景と近景

以上から、誓子は古典文学や日常談話を取り入れて句
を作っていることがわかった。そこで、当該句では「つ
きぬけて天上の紺」と詠むことによって、つきぬけた

の対比の技法が使われていることがわかる。

ような空（青）という慣用句の内容を表現していると
考えられた。
３

㉘ 芋の露連山影を正しうす
教科書によくのっている㉘は、大正三年作。芋の葉に

それでは、「つきぬけて天上の紺」「曼珠沙華」と切っ
て読むためにはどのように考えるべきなのか。誓子は
俳句を作る生活の中で、漢詩だけでなく、古今東西の

山々）が遠景にある。この㉘も近景と遠景の対比の技
法が使われた句である。

名著を読み込んでいる注６。
日本文学の伝統において、短歌や俳句の修辞技法の
一つとして対比の技法がある。そこで、当該句におい

５渡辺水巴の対比
㉙ 昼寄席に晒井の声きこえけり
㉙は、大正五年作。うす暗く、けだるい感じのする「昼

ても対比の技法を使っていると考えたらどうであろう
か。次に誓子に影響を与えた俳人の句の中で対比の技
法が使われている句をあげる。

寄席」と明るい夏の太陽のもとの、にぎやかな「晒井」
が詠まれ、寄席の内と外の対比が描かれている。

４飯田蛇笏の対比

のった「露」が近景にあり、「連山」（＝南アルプスの

１松尾芭蕉の対比
㉓ 草の戸も住み替はる代ぞ雛の家

６原石鼎の対比
㉚ 青天や白き五弁の梨の花
㉚ は、昭和十一年作。青空のもと梨の花が咲いてい

㉔
㉕

夏草や兵どもが夢の跡
住みつかぬ旅のこゝろや置炬燵
誓子は、芭蕉の句を研究し、自分の句に生かしてい

る情景が詠まれている。この句では、青色と白色の対
比という色の対比が表現されている。

た。
『奥の細道』に収められている㉓「草の戸も」の句
については、芭蕉が「草の戸」に住んでいたが、旅に
出るために引越したため、この家には雛人形を飾る家

７中村草田男の対比
㉛ 万緑の中や吾子の歯生え初むる
㉛は、教科書によくのっている昭和十四年に作られた

族が住むようになったことを詠んでいる。この句では
「草の戸」と「雛の家」を対比して詠んでいるといえ
る。同じく『奥の細道』より㉔「夏草や」の句は、小

句である。木々が青々とした季節に、子に歯が生えは
じめた作者の喜びを詠んだ句である。木々の緑と生え
たばかりの歯の白を対比の技法を使って表現している。

高い高館の跡から平泉の地を眺めると「夏草」が茂っ
ているが、昔は義経の一党や藤原氏の一族らが栄華の
夢に耽った跡であるという意である。現在は夏の草ば

この句も青と白の色の対比を詠んでいる。

かりになってしまったという自然と「兵どもが夢の跡」
という昔の人々のはかなさを対比して詠んでいる。㉕
「住みつかぬ」の句は、
『猿簑』
に収められている句で、

㉜
㉝
㉞

芭蕉の旅に出たいという気持ちと家にあるままの置炬
燵を対比として詠んでいる。

㉟ 鵜篝の早瀬を過ぐる大炎上
㊱ 一湾の潮しづもるきりぎりす
㉜「七月の」の句（昭和二年作）は、
「七月の青嶺」と

２正岡子規の対比
㉖ 赤蜻蛉筑波に雲もなかりけり

「溶鉱炉」の緑と赤の対比。
㉓～㉛で見たように、日本の文学史において芭蕉の時

８山口誓子の対比
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代から対比の技法を使って句を詠む伝統がある。なか

㊸

でも㉖㉗㉘のように「遠景」と「近景」を詠む句が明
治・大正時代に見られた。それが、㉚㉛のように昭和
に入ると色の対比を詠むようになった。つまり、㉖～

㊹

㉘、㉚の句が「自然」と「自然」を対比させている。
しかし、誓子の㉜は「七月の青嶺」という自然と「溶
鉱炉」という人工物を対比させて緑と赤の色を詠んで

して、晩年の平成元年には、㊸「朱塗鉄筋」と「曼珠
沙華」、㊹「朱の鋼材」と「曼珠沙華」を詠んでいる。
これらの例によって、誓子が終生、曼珠沙華を赤いも

いるのである。
そして、㉝「炎天」の句（昭和二十年作）は、
「炎天
の帆」という実と「こころの帆」という虚の対比の句。

のとして何かと取り合わせて詠むことに取り組んでき
たと考えられる。
以上のことから、
「つきぬけて天上の紺」の部分は空

㉞「蟋蟀」の句（昭和十七年作）は、
「蟋蟀」には見え
ない「いなびかり」が、海の沖できらめいていること
を詠んでいる。㉟「鵜篝」の句（昭和三十一年作）は、

の青さを表し、
「曼珠沙華」という彼岸花の赤色との対
比を詠んでいるといえる。つまり、当該句は、「自然」
と「自然」を取り合わせて、青と赤の色の対比を表現

明と暗の対比を詠んでいる。㊱「一湾の」の句（昭和
二十四年）について、誓子は「海は、伊勢湾、大きな
海だ。それが全体しんとしずまりかえっている。海が

した点に誓子の独自性がある。これまで山本健吉を含
めた全ての読者は青色と赤色の対比の句を読んだこと
がなく、「つきぬけたような空（青）」という日常談話

しずまるというのは、そこに充満している潮がしずま
りかえっている（中略）大きな寂静の、すぐ近くに、
かすかなれども、きりぎりすが、鳴きつづけている注 7」

が思い浮かばなかった。それだけでなく、斎藤茂吉の
短歌を終生読みつづけた誓子と、折口信夫に師事した
山本健吉との言語観の違いがあったのかもしれない。

と記している。つまり、静と微音の対比を句の骨格と
して作句している。
このように誓子は対比の技法を用いて多くの句を作

よって、山本健吉は当該句について曼珠沙華が空を突
き抜けたと解釈をしたのだと思われる。
このように誓子の句は、単純な構造の句ではあるが、

っていることがわかる。特に当該の「つきぬけて」の
句が㉖㉗㉘のように遠景と近景を詠む対比の伝統を踏
まえているならば、「つきぬけて天上の紺」は遠景を、

奥深く味わい深いものがある。平畑静塔によれば、こ
の句を作ったころの誓子は、「外淡にして中滋注 8」と
いうことを自分の作風のかがみとして心がけていた。

「曼珠沙華」は近景を詠んでいると考えられる。それ
だけでなく、㉚「青天や」、㉛「万緑の」、㉜「七月の」
の句と同じように色の対比を詠んでいるのではないだ

この句はまさにそのような句の代表例と言えよう。す
なわち、病んでいる時は暗く物をじっとみつめる句が
多かった。しかし、病が癒えてきた誓子は青色と赤色

ろうか。
それでは、誓子は「曼珠沙華」をどのように詠んで
いるのかを検討していくことにする。

の対比を使って、自分の晴れ晴れとした気持ちを当該
の「つきぬけて」の句に詠み込んでいると考えられる。
四、結び山本健吉の『定本現代俳句』の川崎展宏の「解

㊲
㊳
㊴

説」には、
「山本健吉の『現代俳句』は、この『定本現
代俳句』に至るまでに、新書版『現代俳句 上巻』
（昭
二六・六）、同『現代俳句 下巻』
（昭二七・一〇）、改

共に立つ朱塗鉄筋曼珠沙華

田の畦に朱の鋼材と曼珠沙華
それが昭和二十一年以降になると、
「曼珠沙華」の赤
と燃えている㊷「竈」の赤を詠む句が現れてくる。そ

日々海を見つつ眼に欲る曼珠沙華
曼珠沙華暮れていつまで青堤
篠原を風吹き分くる曼珠沙華

㊵
㊶

草隠れ咲く曼珠沙華幾許ぞ
町中に草場その曼珠沙華
誓子の「曼珠沙華」の句は、当該の「つきぬけて」

訂増補・合本『現代俳句』
（昭三七・一〇）、文庫本『現
代俳句』
（昭和三九・五）、選書版『新版 現代俳句 上
巻』
（平二・四）、同『新版 現代俳句 下版』
（平成二・

の句を除くと六十九句ある。それらを制作順に並べて
みると、
『七曜』の昭和十六年から『激浪』の昭和十九
年に作られた句において「曼珠沙華」は㊲「海」、㊵㊶

七）の経過を辿っている」
とある。
しかし、山本健吉は昭和六十三年に亡くなるまでに

の「草」、㊳「青堤」、㊴「篠原」といった青いものと
一緒に詠んでいることがわかる。特に、㊲「日々海を」
の句は、当該句と同様に句集『七曜』に昭和十六年作

注2

で挙げた『自選自解山口誓子句集』を読む機会があ
ったであろう。だが、山本健吉は『現代俳句』のこの
箇所の記述を書き変えないまま平成二年に選書版『新

として収められている作品である。誓子の心のなかに
は、
「曼珠沙華」の赤色には、青色のものがふさわしい
という潜在的な意識があり、当該の「つきぬけて」の

版 現代俳句 上巻』が出版され、平成十年に出版さ
れた『定本現代俳句』の当該句についての記述も書き
変えられることはなかった。

句も同じ意識で作られたのであろう。
㊷ 曼珠沙華地主の竈燃えゐたり

これまでの検討の結果から、当該句は曼珠沙華が紺
碧の空を突き抜けていると解釈するのではなく、
「つき
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ぬけて天上の紺」と「曼珠沙華」の青と赤の色の対比
を詠んだ句であると考えられる。よって、中学校や高
等学校において当該句をレクチャーする場合には、ま
ず俳句には対比の技法を用いた句があることを教える。
そして、当該句を示すことによって、生徒自身が当該
句では対比の技法が使われていることを発見させる授
業を展開したい。その上で、
「つきぬけて天上の紺」は
誓子が創出した独創的表現であることを味あわせたい。
注
１山本健吉『定本現代俳句』 角川書店 平成十年
２山口誓子『自選自解山口誓子句集』
社 昭和四四年 九一頁
鷹羽狩行編著『誓子俳句３６５日』

白鳳
梅里書房

一

九九七年 村上冬燕担当には、
「つきぬけて天上の紺」は、つきぬけるような紺の空
と解すれば、よく理解される（一七三頁）とある。
３平畑静塔『「京大俳句」と「天狼」の時代』沖積舎 平
成二十年 一六〇頁
４『漱石全集』 漱石全集刊行会 昭和十一年 三〇
一頁
５『俳壇』 本阿弥書店 二〇〇一年十一月号
「特集・山口誓子俳句との戦い門下５１人私の愛する
誓子の一句」
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幼児における数理教育の意義と実践
中村

玲心

愛知みずほ大学短期大学部 非常勤講師

Reishin Nakamura
Aichi Mizuho Jr. College

１．はじめに

そこで本研究では、子どもたちに本来備わっている数

近年幼児の英才教育が盛んになり様々な公的私的な
教育機関で進められている。それはそれで意義のある
ことであるが大半の子どもたちは、小学校で数を学び

理的概念を引き出すための試みを実践的に展開しなが
ら年齢に応じた数理的素養の獲得について精査してい
くことにする。

九九を学習する。それによって読み書きそろばんを習
得する。そうした一般的な習得過程に於いて落ちこぼ
れていく子どもたちや算数（数学）嫌いの数も少なく

２．研究の目的
はじめで述べたように本研究の目的は、数理的素養
（Mathematical Literacy）を子どもたちに身につけ
させるという教育目標のもとどのような指導が有効で

ない。多くの子どもたちが本来備わっている数理的な
素養を引き出されることなく単純な反復練習について
いけなくなる事態に陥ることになる。むろん小学校で

あるかを実践的に展開していくものである。ここでい
う数理的素養とは人の取り巻く様々な事象を数理的な
視点から把握できることをいう。この素養の涵養は、

あれ、その後の中学校高校であれ、各教育現場でそれ
ぞれに数理的な概念の面白さを紹介して学習意欲高め
るための工夫は多くでなされている。多くの学習者の
場合、直面する課題（例えば九九の習得といった課題）
に対して大きなストレスを感じ数理概念を呼び覚ます
とは真逆の方向に精神活動が働くことになる。しかし、

言うまでも無く与えられた数理的事象についても抵抗
感無くそれまで培った数理的素養により受容できると
いう効果が期待できる。実際にいくつかの数理的概念
を子どもたちから引き出す試みを実践する。

幼児期に於いてはそのように学習到達段階を踏むこと
も小学校に比べると格段に緩い状況にあることと、何
より学習者の精神的ストレスも少なく指導者に対する

３．研究の内容
まず、本幼稚園おいての数理指導の指導計画の概括

信頼度も高い。つまり学習阻害要因が少ない。それ故、
子どもの数理的な能力を引き出せる現場は幼児教育
（三歳から七歳くらい）の場面である。その年齢層に

について述べる
３歳児から５歳児を対象に数概念の形成がどのよう
になされているかを観察しながらそれに沿った数概念

於いて数理的な素養の獲得を子どもたちに求めること
は大変有意義で教育的効果が得られ易いといえる。も
う一つ大切な点は、本研究は従来より広く試みられて

の導入を行い数理的能力の発育を援助する。主な数概
念の基礎は、順序。整列集合における順序の公理を先
験的に認識している子供たちがどのように具体的対象

いるような数理的概念の習得を前面に出しそれを生徒
たちに教える様な形式で代表されるところのいわゆる
英才教育とは一線を画すものである。すなわち日常の

物に適用するかについて観察する。その観察を受けて
先験的な公理を意識化させ様々な対象物に様々な順序
を発見させる。すなわち、言語化される以前に備わっ

幼稚園での活動の中から数理的現象をすくい取ること。
そこに現れた数理的概念を子どもたちが自ら気付く様
な活動を主眼とすること。自らが気づく活動について

ている公理を意識化に引き出す。３歳児では、身の回
りにあるもの（本とか玩具、人物）をちらから与えて
序列化させ、モデルを作らせる。その序列の整合性を

さらに付け加えるならば、ある活動でそこに見えてい
る数理的結果に必ずしも子どもが到達し得なくても良
い点。数理的概念を理解させることよりあくまでも子

モデルを元に認識させる。４歳５歳では、対象物を自
ら選ばせたり探させてする。その序列に対してそれが
序列として適合するかどうかを子供たちに判断させる。

どもたちに備わっている数理的概念を自然に引き出さ
れるような環境作りや指導法を確立していきたい。

時間をかけ継続的に序列化を何度も繰り返して試行錯
誤の中から順序について学ぶ。平行して数の表示や呼
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称については日常保育の場面で慣れ親しむ。年中や年

三歳児は、自然と数を習得している。実際、家庭

長では、数字の書き方なども学習する。数を学習した
年中年長には順序づけのなった対象物に対し数との対
応をつけ数え上げや数詞を使った順番付けを行う。

でもお風呂で肩までつかって 10 数えたら出て良
いといわれ 10 までの数を数え上げたりかくれん
ぼなどで鬼になって数を数える経験は随所に見ら

整列集合とは別に、対象を並べてその規則性について
発見させる指導も行う。すなわち数列の規則性。人形
を並べてその並びの意味について語らせる。あるいは、

れる。今例示した数の数え上げは序数としての数
え上げである。
量とみることもできる

レゴなどの色ブロックを用いて色などのある規則に基
づいて列を作りその規則に従って新たなレゴを加えさ
せる。など規則性の理解と発見。３歳から５歳までそ

例

保育者を先頭に列を作って猛獣探検の遊び
をする
「ゴリラを見つけた」教師が言ったら「ゴ

れぞれの発達段階に応じていろいろな規則を発見し体
験させる。３歳児では一つの規則の発見でよしとする
が子供によっては同じ列によっても別の規則を発見提

リラだ」と子どもたちが応えゴ・リ・ラの
三文字なので三人ずつグループになってし
ゃがむ。
「とらがきた」声がかかると二人ず

案する。指導としては、子供たちの発見を待つ。
５歳児については、一つの列にも必ずしも一つの規則
に限らないことが経験的に身についているのでいろい

つでしゃがむ
この遊びの中では数は量として捉えれてい
るこのような遊びを経て大多数の子どもた

ろな規則の創出をさせ列を作り上げさせる。この時期
になると対象は目前のものだけでなく身の回りの観察
される様々なものに広がる。例えば、父、母、祖母な

ちが量としての数を理解するようになり
・3 個のお手玉を持て来てと声がけをする
と 3 個のお手玉を持ってくる

ど身の回りの人物を子供自ら創出した規則によって並
べる。例えば、音階を並べてその規則性を作る。聴覚
における音の列の規則性についても子供たちは関心を

・お手玉を 1 列に並べ 3 個目のお手玉を持
ってきてと声がけすると 3 個目のお手玉
を持ってこられる

もって取り組む。
図形の対称性についても学ぶ
この指導計画の中からとくに本研究では三歳児につい

その前提で

て具体的実践を報告する、
三歳児について
数の並びとその法則性について

組む

【試行】規則性のある列の並び①
順序を持った並びを与えて列を作ることについて取り
お手玉のような遊具四色を使って列を作る
黄橙青赤黄橙青赤黄橙青赤黄橙青赤黄橙青赤

22 名のクラス担任副担任
実践月日 7 月第２週
これまで獲得した認識について

ここで保育者の呼びかけ

数の認識
１，２，３，４，の呼称について
20 までの数を呼称できる

②次にこの列の次に何が来るかを子どもたちに問

①お手玉それぞれを並べた順に指さしながらその
色をみんなで呼称させる
いかける
③手を上げている子どもたちの一人にお手玉を選

20 までの呼称の習得実際
二つのグループが園庭に出る際、最初のグループ
が靴を履き終えるまで次のグループの子どもが待

ばせ並ばせる

つ時間をとるために 20 数え終わるまでその場に
いるように指示。最初は保育者が 20 まで数える。
数え終わるとそれが待ち時間の終了の合図。日常
的な園庭遊びの際に繰り返し 20 までの数を呼称
する。最初の内は一つ一つの数を 1 から 20 まで
の一続きの言葉と認識しているようで例えば 20
秒程度の長さの歌を流しそれが終わっても同じ行
動がとれる。これが、一つ一つの数として認識さ
れるのはその呼称をつかいものを数える動作を習
得することによる。例えば散らばったおもちゃを
指しながら数を呼称する。このような繰り返しで
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いろいろな色を思い思いに発言するが想定してい

色を自分の担当として鳴らす（演奏）当然音が繰

る色を選ぶ子どもが圧倒的に自信を持って発言す
る。子どもたちの間で合意されやすい色は規則に
従って並べられる色である。たまに違う色を並べ

り返されるがこの繰り返しによって子どもたちが
見いだした法則を音としてもとらえることができ
る。ここでは音の並びとお手玉の並びとが対応さ

る子どももいるがそれはそれとしてあえて不正解
とはしない。けれどその流れから法則性をつかむ
子どもたちは徐々に増える。この際保育者は何の

れる。

ヒントも出さずにただ並べる色を観察する。次々
と子どもたちが規則に従ってお手玉を並べるよう
になるとほとんどの子どもたちがお手玉の列の法
則性をつかみその法則に従った色のお手玉を並べ
るようになる。
下の写真は子どもたちが思いも思いのお手玉を持
ち自分お色を置く順番を待っているところ。法則
を崩すようなつまり出番を間違える（本人には間
違いた気持ちもなくも無く漠然と）と他の子ども
たちから「違うよ。」と声かけられる。一種の遊
びのルールとして法則が子どもたちの中に定着す
る。
【試行】規則性のある列の並び②
“黄赤赤青青青橙橙橙橙黄赤赤青青青橙橙橙橙
黄赤赤青青青橙橙橙橙”のような列を作るときこ
の続きをどのようにするかを子どもたちに決めさ
せる。当然ランダムに並べようとする子どももい
るが、子どもたちの中で次第に“黄赤赤青青青橙
橙橙橙”のような規則性で並べていくのが正解で
あるという合意に至っていく。

【考察】
ここでは、列の法則性の発見とその法則性を再
現するということを子どもたちが行っている。最
初のうち、その法則を解さないで好きな色や手近
にある色のお手玉を並べる子どももいるが子ども
の多くが適切だと思う色が一致していく。つまり
合意の形成がなされるようになる。次に来る色に
ついて最もふさわしい色とは何であるかをその法
則から導いている。法則によって合意形成されて
いく。つまりルール化されていく。これは法則の
普遍的合理性が根本にある。数学概念は誰もがそ
れが正しい判断できるものであるのだがこのよう

【考察】
試行①を経験した後なので、子どもたちの多く

な単純なものがこの例の中にもそれが見て取れる。
さらにこのクラスの子どもたちの発見合意され
た法則を聴覚によって表してみる。子どもたちが
タンブリングと鈴を持ち列を見ながらそれぞれの
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は容易に期待される法則にたどり着いた。この場
合は、色と数を増やし順序と量の両方についての
認識が必要であると考えより高度な並びと考えら
れたが子どもたちには混乱はなかった。並びに法
則があると理解すると新しい列を与えられたとき
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そこにも法則見つけようとする。法則を見つけよ

このような絵画指導から次の段階として対称な

うとするパターン認識がありその上で法則を発見
しようとする作業に入った。

る形（線対称）を見つけ出す遊びを指導展開して
いくことになる。

【試行】規則性のある列の並び③
“青黄橙赤青黄橙赤青黄橙”の列についても同
様に子どもたちに考えさせる。ほとんど瞬時に青
黄橙赤のパターンで繰り返されることを見抜いて
いた。
【考察】
何度も同じような列で繰り返しを経験している
ので、繰り返しの規則性を繰り返しの構成単位に
も子どもたちの認識は至っており。その認識が子
どもたちの中で共有されている。つまり法則の合
理性が共有されている。
この活動に対する総括的な考察
繰り返しで作られる列についての法則性は子どもた
ちにおいては発見定着される。定着の意味するところ
は、大多数の子どもが納得する合理性である。このよ
うな合理性こそが数学素養とである。また、法則性の
発見とは自らの中に先験的に備わっている数理的概念
でありそれが引き出された。
デカルカマーニを使った絵画指導における対称性に
ついて
上で述べた本来備わっている概念の別の例として対
称性について扱う対称性の導入この場合は刺激といっ
てもよい対称という事象に子どもたちは日常で自然と
接している。例えば鏡を使った遊び。ただともすると
意識として顕在化されずに子どもたちは過ごしている
ことが多い。そこで園の活動の中で対称性を意識化す
るような活動の一例について述べる。
【試行】
①画用紙を半分折る
②片面だけに思い思いの絵を描く
③それを半分に折る
④開くと絵が完成する
【考察】
この技法（デカルカマーニ）は三歳児の絵画指
導に取り込まれているものである。この絵画指導
では子どもたちは嬉々として様々な絵を描き楽し
んでいる。ここでは、むしろ絵の面白さを子ども
たちに体感させることが主眼である。できあがり
の絵を見ながら満足げな様子の子どもたちの中に
対称なるものが意識化されている。その対称性の
美しさあるいは安定感を感じている。
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５．今後の課題
このように日常の活動の中で数理的要素を見いだし
て子どもたちに示していくための環境に作りが課題で
ある。
1）三年間で予定さている活動のなかで数理的展開
が比較的円滑すすめるような内容の組み立てるこ
とそのための体系化
本研究では、三歳児における「繰り返しの規則」
と「対称性」について紹介したがこの数学的な概
念も４歳 5 歳と子どもの成長に従ってその活動の
中に一貫性を持って展開され無ければならない。
年中年長においては、図形の対称性言葉の対称性など

このことは、前述したように扱うべき数学概念
は数や図形等様々に広がる。

様々な活動で対称性について触れることになる。
４．研究のまとめ
本研究では、年少のクラスの活動における子どもた

2）教師（保育者）育成
指導に当たる教師が数学的な概念の有用性を

ちの数理的振る舞いについて報告した。いろいろな活
動においてその数理的側面を切り口にして子どもたち
が本来持ている数理的概念を引き出すことが有用であ

理解納得していること。
そして何より子どもたちの中にも教師自身の
中にもそのような概念が備わっていることに対
して理解納得していることが必要である。教師
が数学算数嫌いであったらそれをたださなけれ

ることはすでに述べた。そしてその数理概念とは、子
どもたちの個々の内面に備わっているものであるが共
通に理解されるものである。このような合理性を三歳

ばならない。その苦手意識の是正のための一助
として本研究で主眼に置いている数学指導につ
いての理解があるだろう。

児から体験させることはきわめて有用である。
従来の算数指導法では結果をどう導くかという誘導の
工夫に重点が置かれる。反射的に答えを出すことのは
ある年齢に至ればとても大切ではあるが、とりわけ幼
少期に於いてはむしろ子どもの中に「備わっている数
学的な概念を引き出すこと」そして「その概念が他の
子どもたちとの共有されているという実感をもたらす
こと」という 2 点に主眼を置くべきである。それこそ
が本研究の進む方向といわゆる英才教育的数学教育の
間に引かれた一線である。
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関係認識をもたせる問題解決的な小学校社会科学習
―「時代の岐路となる事件」に視点をあて，
人物の行動理由に着目した実践を通して―

宮田

延実

愛知みずほ大学（非常勤講師）

本研究の目的は，児童が歴史的事象を多面的に捉えるための問題解決的な学習のあり方を検討するこ
とである。そこで，授業では，様々な歴史的事象の中から「時代の岐路となる事件」を取り上げ，それ
に関わった人物の行動理由を理解できるようにした。その結果，この事件に関わった人物の行動につい
て考えたり予想したりする上で，行動理由は根拠となり，問題解決場面では有効な手立てとなった。ま
た，複数の人物の立場でこの事件を考えることにより，児童はそれぞれの人物が互いに関わりながら歴
史が造られたといった認識をもつことができた。これらの手立ては児童に関係認識をもたせるのに有効
であることが明らかとなった。

キーワード：問題解決的な学習，歴史学習，小学校，関係認識

1．はじめに
社会科学習では，社会的事象を多面的・多角的に考
察し，公正に判断する能力と態度を養い，社会的な見
方や考え方を成長させることが期待されている（文部
科学省，2008）。そのため，教育課程企画特別部会の
「論点整理」（文部科学省，2016）では，社会との関
わりを意識した課題解決的な学習活動の充実等を求め
ている。
課題解決的な学習活動とは，「論点整理」によると，
問題発見・解決のプロセスの中で，必要な情報を収集
・蓄積するとともに，既存の知識に加え，必要となる
新たな知識・技能を獲得し，知識・技能を適切に加え
て，それらを活用しながら問題を解決していく学習活
動のことである。この課題解決的な学習活動は，問題
解決的な学習として，1997 年の中央教育審議会答申以
降，特に社会科では重視されるようになり，2008 年の
学習指導要領でも「社会科の授業では，作業的，体験
的な問題解決的な学習などを一層充実させること」と
改定の趣旨を示している（文部科学省，2008）。そし
て，今次改定に向けた「論点整理」では「資料から読
み取った情報を基にして社会的事象について考察し表
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現すること等については，更なる充実が求められると
ころである」と示されていることから，問題解決的な
学習活動が十分ではなかったことが読み取れる。つま
り，問題を解決するには，考える基になる情報が必要
であり，その情報や情報の活用が問題解決的な学習の
成否に関係すると考えられる。
宮原（2006）は，科学主義の行為的な問題解決学習
として，遠山茂樹の 1957 年の「歴史の方法論的取扱
い」に掲載されている歴史教育の方法を紹介し，その
中で「その史実を他の史実と関連させ，総合的に発展
的に理解する」ことや「異なった性質ものをつき合わ
せ比較する」といった過程が重要とし，事実認識や事
実と事実のつながりである関係認識を正しく捉えるこ
とが大切であると指摘している。これらのことから，
問題解決的な学習には，同一の歴史事象に関して異な
る立場から追究し，それらを対比し関係づけることが
重要である。
ところで，小学生はそのほとんどが歴史を初めて学
習する。なかには歴史に興味があり様々なメディアか
ら情報を得て歴史に詳しい児童もいて，個々の歴史認
識に大きな違いがあるといえる。このような状況にお
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いて，授業で児童が学習に必要な情報をインターネッ
トで入手し，それをまとめ表現する学習が行われてい
るが，その時間は相当なものになる。限られた授業時
間内で児童が入手した情報を各自が読み取り，他との
共通点や相違点を理解し，それらを基にして学習問題
を解決しようと話し合うまでにはなかなか到達できな
い。到来する知識基盤社会化やグローバル化に対応す
るために，インターネットの使用に傾斜し過ぎて，収
集した情報の吟味がおざなりなることが危惧される。
それどころか，検索により他者の考えた知識を入手す
るだけで問題解決したつもりに陥ることも考えられ
る。
問題解決的な学習は，単に学習問題の解答を見つけ
ることではない。遠山の述べるように事象と事象のつ
ながりから関係認識を捉えさせるための解決過程が大
切であり，それが児童の社会的な見方や考え方を育む
と考える。そのためには，1)歴史上の人物の業績とそ
の行動理由とを関係づけて理解すること，2)様々な歴
史的事象からその時代の岐路となるような出来事に対
して複数の人物が関わる場面を設定し，各人物の立場
から多面的に考えさせることが必要であると考える。
また，情報提示については，問題解決に必要な情報
は児童任せにするのではなく，教師が精選し適切に提
示をしたり，視点を与えて調べさせたりすることが大
切であると考える。
以上のことから，本研究では，筆者が学級担任とし
て過去に行った問題解決的な学習の実践を基に，どの
ような指導の手立てが児童に関係認識をもたせるのに
有効であったかを検討することを目的にする。

(2) 中心人物と異なる立場の人物を取り上げる
時代を動かしたのは当時の中心人物だけでない。中
心人物以外で「時代の岐路となる事件」に関わった人
々がいるはずである。中心人物に影響を及ぼしたり，
支えたり，あるいは，立ち向かったりした人物を取り
上げ，その人物の立場で「時代の岐路となる事件」事
件について捉え直しをさせる。この活動を通してこそ，
児童は歴史事象を多面的に考えることができるように
なると考える。

2．歴史学習に関する基本的な考え方
問題解決的な学習活動では，歴史的事象を単なる史
実として捉えるだけでなく，関係認識を捉えさせる授
業を展開することが大切である。そのために，歴史学
習で取り上げる教材を吟味し焦点化する。そして，多
面的な見方や考え方ができるような複数の歴史上の人
物の提示，そして，登場した人物の行動理由に視点を
当てた授業展開を行うことにする。詳細は以下に述べ
る。

(4) 情報の提示
児童の興味に任せてインターネットで検索したり網
羅的に調べたりしても，必ずしも問題解決に活用でき
る情報や知識になるとはいえない。児童が問題を追究
するために知りたいと思う状況に合わせて調べさせた
り，資料を提示したりすることが効果的である。また，
個々の歴史認識に差がある場合は，歴史事象を追究す
る上で必要になる情報を与え，学級全員で共有する。

Table 1 「時代の岐路となる事件」の例
事件

中心人物

他の人物

大仏建立

聖武天皇

農民，僧行基

元寇

北条時宗

御家人

島原の乱

徳川家光

キリシタン

モリソン号事件

渡辺崋山

幕府，将軍

日米安保条約

吉田茂

アメリカ政府

(3) 人物の行動理由を考えさせる
「時代の岐路となる事件」を調べていくと，それに
関わった人物が悩みながらも決断した理由があるはず
である。それは時代の背景や要因，人物の願いなどが
関係すると考えられる。そこで，人物の行動理由を児
童に具体的に捉えさせることによって，「この人物は
こんな理由でこう考えているはずだ」とその人物の行
動理由を根拠にして歴史事象を考えることができると
考える。

3．実践１「聖武天皇と奈良の大仏」
(1) 実践の目標
本実践では，聖武天皇の強大な力に気付かせ，当時
は天皇中心の時代で仏教思想による政治が行われてい
たことを理解させることを目標にした。「時代の岐路
となる事件」として大仏造営を，その事件に関わる人
物として聖武天皇と農民，行基を取り上げる。そして，
各人物の行動理由を基に学習問題について話し合う過

(1) 「時代の岐路となる事件」を教材化する
歴史上の中心人物が関わった歴史的な事件にスポッ
トを当て教材化する。その事件とは，時代が変化した
り変化を始めたりする原因やきっかけとなる歴史的事
象である(Table 1 参照)。これを「時代の岐路となる
事件」と定義する。教材化する際には，その事件に対
して中心人物やそれに関わった人物の働きが具体的に
理解できる工夫を行う。
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程で大仏造営が当時の世の中に与えた影響について考
えさせる。
(2) 授業の流れと児童の姿
＜学習問題づくりの場面＞
第１時では，学習問題づくりを行った。児童ととも
に，ダンボールで大仏と同じ大きさの目，口，鼻を作
り，教室内に張り付けた。修学旅行で実際に大仏を見
たことがある児童だが，至近距離から大仏の模型を見
て，その大きさに目を見張っていた。
次に，資料集を活用して大仏の作り方を調べ，すべ
ての児童が情報を共有した。この情報を基に疑問に思
ったことや調べたいと思うことを出し合って，まとめ
たところ「聖武天皇は何のために大仏を作ったのだろ
うか」という学習問題ができた。
＜聖武天皇の行動理由をつかむ場面＞
第 2 時以降は，学習問題の予想をする。まず，天皇
の願いの大きさが仏像の大きさに表れることに気付か
せようと考え，大仏より小さい約 2.5m の薬師如来座
像の写真を提示し，「この大きさの仏像を作るのでは
いけなかったのかな」と尋ねた。すると，児童は天皇
が何かを願っているのではないだろうかという予想を
し，次のような発言が出された。
C1：大きい方が願い事を聞いてくれそう。
C2：聖武天皇が作ろうと思ったのなら，その理がある。
C3：大仏だから大きな願いがある。
聖武天皇が何を願っているかを歴史年表で調べさせ
たところ，当時の出来事を発見し，「天然痘をなくす
ためだ」とか「争いやききんもあったから大仏を作っ
てそれをなくした」と，聖武天皇の大体の行動理由を
つかむことができた。
＜農民の行動理由をつかむ場面＞
農民の立場から大仏造営の意味を考えさせるため
に，貧窮問答歌を提示し農民の生活の様子を話し合っ
た。児童は農民の暮らしぶりから，天皇の命令に対し
て次の意見が出された。
C4：生活が苦しいのにまた苦しくなる。
C5：僕ならどこかへ逃げていく。
C6：天皇は農民のことなんか全然考えていないひどい
人だ。
このようなネガティブな発言が他にも多く出され
た。ここで，大仏が完成している事実から大仏造営に
協力した農民の気持ちについて想像させた。
C7：天皇の命令だから仕方なしに働いたんだ。
C8：逃げても家族が困るから働いた。
C9：ひょっとして願い事が叶うかもしれないと言い聞
かせて働いた。
C7，C8 のような発言が出されて，児童の大半は大
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仏造営の意味をマイナスイメージで捉えていた。一部
に C9 のように大仏の力を信じて働いた農民もいた発
言もあったが，この時点では大仏造営に対する農民の
行動理由は抵抗できないから，しかたなしに働いたと
いう理解が多かった。
＜僧行基の行動理由をつかむ場面＞
そこで，聖武天皇と農民をつなぐ役割を果たしたと
いわれる行基を児童に提示し，資料集で行基について
調べさせた。行基は全国を歩いて仏を信じれば幸せに
なれるという教えを広めた僧であること，その教えを
信じて進んで寄付をした，大仏作りを手伝う人がいた
ことを調べ，発表し合うことで情報を共有した。そし
て，大仏造営の意味について話し合ったところ，児童
の発言に変化が見られた。
C10：みんな苦しいけど，行基の言うように大仏を信
じれば少しは良くなっていくと思う。
C11：薬なんかないと思うから，当時の人は大仏を作
ると幸せになれると思った。
C12：本当はどうにもならなかったのではないか。
C13：大仏が作られたのは日本中の人が協力したから
だと思う。
C14：だから平和な世の中になっていったんじゃない
かな。
このように，天皇の命令だから仕方なしに農民は働
いたという考えから，C11 のように，医学や科学が未
発達の当時には，聖武天皇は大仏の力を信じて幸せを
願ったとの考えや，C13，C14 のように，多くの農民
が仏の力を信じて協力したとの考えに変化してきた。
行基の影響により多くの人々が大仏造営に関わってき
たことを多面的に捉えることができたと考える。
4．実践２「移り変わる世の中と渡辺崋山」
(1) 実践の目標
本実践は，西洋事情に通じた蘭学者たちが鎖国を頑
なに続ける幕府の政策を批判するようになり，武士政
治が揺らいでいった幕末の様子を理解させることが目
標である。中心人物として蘭学者渡辺崋山を，「時代
の岐路となる事件」としてモリソン号事件を取り上げ
る。この事件とは日本人の漂流人を乗せた外国船モリ
ソン号が，漂流民送還と通商要求を目指し浦賀に入港
したが，幕府は異国船打払令を盾に砲撃を加え追い返
した事件である。学級全体で問題を解決するための基
本的な知識として，モリソン号事件を理解させ，これ
に砲撃を加えた幕府の行動理由と幕府の対応を批判し
た崋山の行動理由をつかませる。その上でモリソン号
事件について話し合う過程を通して蘭学者など様々な
人々の働きによって我が国が開国へと進んでいくこと
を理解させる。
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これらの意見から児童はモリソン号事件に対する崋
山の行動理由がつかめたと考える。
＜学習問題づくりの場面＞
次は，崋山はどのように幕府を説得して砲撃を止め
させるかを予想させたところ，幕府に訴えに行く，手
紙を書くなどの意見が出された。幕府は権威的ではあ
るが西洋の事情を知らない。そのような幕府に対して
どう進言するかという助言をしつつ，「崋山は，幕府
にどのように進言したのだろう」という学習問題を作
らせた。
＜幕府に進言する崋山を想定した話し合い場面＞
学習問題を解決するために，児童は崋山の立場で幕
府に進言する。教師は将軍の立場で児童の発言を切り
返すといった討論を行った。
C20：なぜ，打ち払いをやめないのですか。
T 5：キリスト教を禁止するために鎖国をした。したが
って外国船は攻撃しても追い返す。
C21：モリソン号を攻撃したら反対に日本がやられて
しまうのではないですか。
T 6：なぜやられてしまうと言えるのだ。日本には大き
な大砲がある。
C22：西洋の技術を知らないんですね。とてもかない
ません。
C23：西洋と仲良くしてもっと勉強して下さい。
T 7：幕府は鎖国をしているから仲良くはできない。
C24：では鎖国をやめたらいいのではないですか。
T 8：鎖国をしたのはキリスト教を禁止したからだ。
C25：ではキリスト教だけ広めないように頼んだらど
うですか。
T 9：また，かくれキリシタンが出てくる。
C22 のように進んだ西洋の技術を述べる発言や，
C25 の折衷案が出るが，なかなか権威的な将軍を説得
することができず，学習問題が解決できなかった。
そこで，実際の崋山の行動を知らせるために，彼の
書いた「慎機論」を資料として与えた。これは児童が
欲しい情報であったため，積極的に調べる様子が見ら
れた。その資料にはすでに西洋に占領された国がある
ことを理由に海の守りを固めることが書かれていた。
その後，崋山は幕府批判をしたわけではないのに，慎
機論によって処罰された事を知らせたところ，児童は
次の感想を述べた。
C26：幕府がこのままだと日本は西洋の領土になって
しまう。
C27：日本は鎖国をしているので救援を出しても他の
国に集まって助けてもらえない。
C28：そのうち崋山の言うことを聞かなくて幕府は後
悔する。
学習問題については，C28 の発言のように，幕府は

(2) 授業の流れと児童の姿
＜渡辺崋山に出会わせる場面＞
第 1 時では，一揆や打ちこわしが多発していた時代
の様子を児童に教えた。第 2 時では，ビデオや伝記を
活用して，崋山は，「尚歯会」という研究所で蘭学を
学び，西洋事情に通じていることから西洋の大砲の威
力や航海術，思想などが進んでいることを崋山が知っ
ていることに気づかせた。さらに「報民倉」と言う米
蔵を自費で作り，飢饉を乗り切ったことから崋山の人
間性に触れさせた。こうして崋山についての情報の共
有をさせた。
＜幕府の行動理由をつかむ場面＞
第 3 時では，幕府は日本に来たモリソン号に対して
なぜ打ち払ったかという幕府の行動理由を考えさせ
る。モリソン号が漂流民送還と通商を目当てに浦賀に
来航したことを資料で知らせ，幕府の対応を予想させ
た。
T 1：幕府はモリソン号を入港させるかな
C15：鎖国しているから入港させないと思います
T 2：日本人の漂流人を送ってきたんだよ
C16：鎖国は日本人でも入れないから断ると思います
C17：その人がキリスト教を広めるかもしれないから
駄目です
T 3：断ると思う人はどれくらい？
ほとんど全員挙手
T 4：モリソン号が言うことを聞かなかったらどうする
のでしょう
C18：やっつけるぞと言って追い返す
C19：攻撃してやる
このようにモリソン号を入港させないのは，C15，
C16，C17 のように鎖国という幕府の行動理由を児童
は確認することができた。
＜渡辺崋山の行動理由をつかむ場面＞
数年後，幕府の砲撃によって追い返されたモリソン
号が再度日本に行ってくることを知らせた。そして幕
府の行動を予想させたところ，全員が攻撃するとの意
見であった。崋山の行動理由を考えさせるために，モ
リソン号に攻撃を加えようとする幕府に，崋山ならど
うするかを考えさせた。すると，多くの児童は，西洋
との技術の差を行動理由にあげ，戦争になったら日本
が必ず負ける。だから打ち払うのはやめた方が良いと
いう考えであった。その中で具体的な方法を書いてい
た児童の考えは次に示す通りであった。
鎖国をやめた方が良い：9 名
西洋の国と話し合う：5 名
西洋の国と仲良くする：3 名
鎖国はやめてキリスト教は禁止：2 名
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崋山の進言を受け入れなかったらしいことは理解でき
たが，すっきり解決できたわけではなかったことは課
題である。
その後の出来事を年表で調べさせることにより，外
国の圧力に屈して開国し，幕府は倒れることになった
ことに気付き，児童は幕末の時代の様子を理解するこ
とができたと考える。

のように進言したのだろう」を児童とともに作成し，
これを解決する問題解決的な学習を展開してきた。し
かし，前者では聖武天皇の行動理由に気付いたことに
より単元の半ばで解決してしまう展開になった。後者
では幕府は進言を受け入れないという解答であったの
で，児童にとってわかりにくい学習問題になってしま
った。歴史事象を児童が意欲的に追究できる学習問題
であれば，必ずしも単元を通すものではなくても許容
されると考えるが，学習問題の内容や単元内の位置づ
けについては今後の研究課題としたい。

5．考察
本実践では，学習する時代の様々な歴史事象から授
業の中心に「時代の岐路となる事件」を位置づけた。
その結果，児童はその時代の大体のイメージを捉える
ことができ，この点では小学校の歴史学習には適して
いたと考える。
また，複数の人物を取り上げた結果，同一の事件を
多面的に捉えさせるのに有効であったといえる。大仏
造営では，聖武天皇と農民，行基を取り上げ，モリソ
ン号事件では，幕府や将軍，渡辺崋山を取り上げた。
為政者や時代の中心人物とは異なる立場に立って歴史
事象を考えさせることができたと考える。その際，人
物の行動理由をつかませたことにより，その人物の働
きを根拠づけて発言したり考えたりする児童が多くな
った。また，事件に対する人物の行動を予想すること
もできた。例えば，「幕府は鎖国を理由にしてモリソ
ン号に砲撃を加えるだろう」「西洋の技術力を知って
いる崋山は砲撃を中止させると思う」などの発言であ
る。児童なりに根拠をもって予想を深めると，その事
実を確かめようと進んで調べる姿も見られた。歴史学
習において，人物の行動理由をつかむことによって，
根拠をもって歴史事象を追究しようとする態度を育て
るのに有効な指導の手立てになったと考える。
このように，「時代の岐路となる事件」に関わった
複数の人物とその行動理由をセットにすることによ
り，児童は複数の人物が互いに関係をもちながら歴史
が造られたという関係を理解することができたと考え
る。そのため，史実を単なる歴史認識として理解する
のではなく，史実と史実のつながりやそれらの因果関
係が理解でき，史実を関係認識として理解できる児童
を育成するのに有効であったと考える。
情報の共有については，個々に歴史認識に差がある
場合は教師が意図的に情報や資料を提示することが必
要であった。モリソン号事件は地域の素材を教材化し
たことから，渡辺崋山の業績や人柄などが分かる資料
を教師の側から提示し，知識を与えた。同じレベルの
歴史認識をもったため，個々の児童の感じ方や解釈の
違いを学級全員で話し合うことができたと考える。
最後に，本実践は学習問題として「聖武天皇は何の
ために大仏を作ったのだろうか」「崋山は，幕府にど

引用文献
宮原武夫(2006). 初期社会科と問題解決学習 じっき
ょう地歴・公民科資料, 実務出版 No.62 pp.6-9.
文部科学省(1997). 21 世紀を展望した我が国の教育の
在り方について（中央教育審議会第二次答申（全
文））1997 平成 9 年 6 月 1 日 http://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_in
dex/toushin/1309655.htm
文部科学省(2008).小学校学習指導要領解説社会科編
東洋館出版社
文部科学省(2016). 教育課程企画特別部会の「論点整
理」
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shin
gi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/12/11/1361
110.pdf
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The Problem Solving-Like Elementary School Learning of Social Studies
which Makes to Have the Relationship Recognition：
Through the Practice which Addressed a Viewpoint to "The Event which
Becomes a Crossroads in the Age" and Aimed at Person's Behavior
Reason.
Nobumi

MIYATA

Aichi Mizuho College

Abstract
The purpose of this research is to consider whether children can catch a historical
phenomenon multilaterally by this problem solving-like learning. So I take up "the event
which becomes a crossroads in the age". I made sure that a behavior reason of the figure
about the event can be understood.
As a result, when children thought and expected behavior of the figure about the event,
a behavior reason was a basis, and that was effective means by a problem solving
situation. Children could recognize that history was made with to consider this event at
the viewpoint of more than one person though the respective persons concerned each
other. That these means are effective to make children have relationship recognition
became clear.
key words : problem solving-like learning, history learning，elementary school,
relationship recognition
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本学短期大学生の体力・運動能力調査結果および
年齢・学校段階別結果と比べて
渡邊

貫二

愛知みずほ大学短期大学部

Kanji Watanabe
Aichi Mizuho Jr. College
概要

平成２７年４月１日現在１８歳と１９歳の本学女子短期大学生の体力・運動能力調査結果について、平成

２６年度の年齢・学校段階別の全国平均と比較しながら、その実態と課題について検討することを目的とした。調
査結果から、１８歳の握力と上体起こし及び、１９歳の握力においては年齢・学校段階別平均より優れている結果
であったが、その他の調査項目においては劣っていることが認められた。今後体力・運動能力の向上とともに運動
種目の選択、継続性について現状に合わせた工夫をしていきたい。
キーワード：新体力テスト（アンケート、測定項目）、年齢・学校段階別全国平均

歳対象）に従い測定した。

１．研究目的
文部科学省が昭和３９年度以降実施している「体
力・運動能力調査」(1)の、短期大学生１８歳と１９歳
に対して、平成２７年度の実施依頼が本学にもあり、

（４）測定項目
文部科学省から送付された調査票を使用し、アンケ
ート実施と体力テスト（握力、上体起こし、長座体前

調査期間に「体育」の受講学生全員を対象に行った。
その中から文部科学省の指示された人数分の学生の調
査結果は年度内に報告した(2)。今回のアンケート調査

屈、反復横とび）、運動能力テスト（20ｍシャトルラ
ン、50ｍ走、立ち幅跳び、ハンドボール投げ）の 8 項
目について測定した。

は傾向を見るだけにとどめているが、新体力テスト８
項目については全国の年齢・学校段階別の平均と、本
学学生の一部ではあるが対象者全員の結果を比べるこ

３．結果と考察
（１）アンケート結果から
１）運動・スポーツの実施状況

とにより、本学学生の実態と課題について検討するこ
とを目的とした。

体育の授業を除き、
「しない」は 18 歳 69.6%、１
９歳では 54.９％。
「ときたま（月 1～3 日程度）」では
18 歳 17.4％、19 歳では 31.9％で 19 歳の学生の方が

２．研究方法
（１）測定対象
対象者は、平成２７年度の「体育」を履修している
学生で平成２７年４月時点で１８歳、１９歳のであり、
対象学生数は全員女子で１８歳２３名、１９歳９１名
である。

多い傾向であった。
「ときどき（週 1~2 回）」において
は、18 歳 13.0％、19 歳は 13.2%と同じような結果で
あり、
「ほとんど毎日（週 3 日以上）」は両年齢とも 0％
であった。

平成２７年７月から９月の指定された時期に実施し
た。

２）1 日の運動・スポーツの実施時間
「2 時間以上」は 18 歳 0％、19 歳は 2.2%の学生が
実施していた。
「1 時間以上 2 時間未満」は 18 歳 8.7％、

（３）測定方法
文部科学省の新体力テスト実施要項（１２歳～１９

19 歳は 6.7％。
「30 分以上 1 時間未満」は 18 歳 8.7%、
19 歳は 14.4％。
「30 分未満」は 18 歳 82.6%、19 歳は
76.7％であった。

（２）測定時期は
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も関係しているかとも考えられる。

３）朝食の有無
「毎日食べる」は 18 歳 34.8%、19 歳では 51.1%で、
19 歳の学生は 1 年間の食に対する教育効果が出てい
るものと思われるが、この数値はまだまだ上げる必要

表２．上体起こしの年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

１９歳

標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差

がある。「時々欠かす」は 18 歳 43.5％、19 歳 40.2％
で微少だが 19 歳が少ないが、両学生とも欠かさない
指導は今後も強く求められる。「まったく食べない」

年齢別
学校段階
本学

18 歳 21.7％、19 歳 8.7％で 18 歳では５人に一人は朝
食を食べない学生がいることは問題である。

1005

22.60

6.04

794

23.17

5.62

300

23.05

5.8

287

22.38

5.66

23

27.43

4.44

90

19.00

7.13

３）表３の長座体前屈においては、１８歳、１９歳
ともかなり全国平均より低い結果であった。このこと
は、体が硬くなり柔軟性にかけていることで、ストレ

４）1 日の睡眠時間
「６時間未満」は 18 歳 39.1％、19 歳は 44.6％。
「6

ッチや運動不足の学生が多くなっている結果であると
思われる。

時間以上 8 時間未満」の 18 歳は 52.2％、19 歳は 52.2%
と同数であった。
「8 時間以上」の 18 歳 8.7％、19 歳
3.3％で、両学生とも睡眠時間が不足しているように思

表３．長座体前屈の年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

われる。今後の日常生活の工夫を求めていく必要があ
る。

１９歳

標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別
学校段階
本学

５）1 日のテレビ（テレビゲームを含む）の視聴時
間
「1
「1 時間未満」の 18 歳は 26.1＆、19 歳 30.0％。
時間以上 2 時間未満」の 18 歳は 39.1％、19 歳 31.1％。
「2 時間以上 3 時間未満」では 18 歳 21.7%、19 歳
16.7％。「3 時間以上」は 18 歳 13.0％、19 歳 22.2％
で両学生とも 2 時間未満が 60%以上であり、受け身で

1008

47.44

9.97

790

47.99

300

47.98

10.18

281

47.87

9.58
9.76

23

41.78

7.66

91

41.87

13.7

４）表４の反復横とびは、両年齢学生とも全国平均
よりはかなり低い結果であった。敏捷性、身体のバラ
ンスのとり方や調整力が劣っているものと思われる。
学生間においてはかなりの差が見られたことから、今
後はいろいろな動きを伴う身体活動を多く実践する必
要があると考える。

なく自分から時間を有効に使えていると思いたい。
６）地域の運動クラブで活動している学生は 19 歳
で 1 名いた。

表４．反復横とびの年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

１９歳

標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差

（２）各調査項目と年齢別、学校段階別との比較
１）表１の握力においては、１８歳、１９歳とも年
齢、学校別平均（以後は全国平均という）より少しだ
が記録は上回っており、筋力においては優れている。

996

26.4

4.69

790

26.58

4.77

学校段階

300

26.11

4.71

283

26.14

4.99

23

27.43

4.44

91

26.72

6.75

本学

789

48.37

5.43

5.53

284

47.43

5.41

23

42.65

4.31

88

42.72

9.34

歩く機会が減少しているものと思われる。この年齢で
はまだまだ向上することができるので、今後は生活全
般で長く動ける身体づくりの時間を作る必要がある。

標準偏差

年齢別

6.07

49.17

平均とは大きな差が出おり、１９歳でも年齢別とでは
かなり差が出ている。全身持久力などを見ているので、
あきらかに普段の運動不足からの結果であり、走る、

１９歳
標本数 平均値

47.96

300

５）表５の２０ｍシャトルランは、１８歳では全国

表１．握力の年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

995

学校段階
本学

しかし、対象学生が少ないことは考慮しなければなら
ない。

標本数 平均値 標準偏差

年齢別

表５．２０ｍシャトルランの年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

２）表２の上体起こしは、１８歳は握力同様に全国

標本数 平均値

平均より上回っているが、１９歳においてはかなり全
国平均を下回っていた。このことは、筋力、筋持久力
の低下とともに学生の調査の意識に関係があるとも思
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標本数 平均値 標準偏差

年齢別

680

44.8

17.95

559

45.06

学校段階

245

45.33

15.64

225

41.89

14.15

23

30.08

10.45

87

35.05

14.07

本学

われるし、学校で１年間運動する機会がなかったこと

１９歳
標準偏差

15.81
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４．まとめ

６）表６の５０ｍ走は、１８歳では学校段階から約
１秒の差があった。１９歳でも全国平均より差が出て
いたが１８歳より小差であった。学生が普段の生活の
中で、特にスピードを保って全力で走るなどの機会は

以上から得られた知見は以下の通りである。筋力面
においては１８・１９歳の学生とも優れていたがその
他の体力、運動能力面においてはかなり低く差が認め

無いし、５０ｍ走も何年ぶりかで走力が落ちてきてい
る現状を知ったようである。この機会に、まだまだ走
る力を落とさないことのできる年齢であることを自覚

られた。なお、運動・スポーツの実施状況や１日の運
動時間等の学生の普段の生活内容からこのような結果
になっていると思われる。短大では授業やその他で忙

させ今後に活かしていきたい。

しく時間が取れないため、運動部等が不活発になって
しまっているためでもある。調査期に体育を受講して
いる学生の結果だけであるが、今後はこの結果を授業

表６．５０ｍ走の年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳
標本数 平均値

標本数 平均値

標準偏差

年齢別

977

9.06

0.76

787

9.02

学校段階

300

8.91

0.71

282

9.06

0.78

23

9.90

0.86

53

9.66

2.38

本学

ばかりでなく、学生生活全般の中で体力、運動能力の
向上と運動実施の継続への方策を考え実践できるよう、
努めていきたい。

１９歳
標準偏差

0.74

参考文献
１．文部科学省：平成２６年度体力・運動能力調査結
果の概要及び報告について ２０１５．１０．１１
２．文部科学省：新体力テスト実施要項（１２歳～

７）表７の立ち幅跳びは、全国平均からは両年齢学
生とも約１５~１６㎝下まわっている。全身を使った
跳躍力を見ているが、ジャンプ時の瞬発力や着地時の

１９歳） Ｐ１～１７ ２０１５．６．１５
３．茅野理子・小宮秀明・加藤健二他：本学学生の体
力・運動能力調査結果および全国平均との比較

調整力などが不十分なようであった。この結果は普段
の生活の中で、特に跳ねるなどの運動をする機会が少
ない学生が多いことから、パワーや全身を使うタイミ
ング等の能力が劣ってしまっているものと思われる。

宇都宮大学教育学部教育実践紀要 第１号
Ｐ２３３～２３６ ２０１５．８．１
４．高島二郎：玉川大学における新体力テスト結果・・

表７．立ち幅跳びの年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳

全国平均との比較から 玉川大学体育・スポーツ
科学研究紀要１１１９～２８ ２０１０
５．この他、多くの大学で行われ報告されている先行

１９歳

標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
年齢別

995 168.96

21.76

784 170.84

21.38

学校段階

300 171.93

19.65

282 168.18

21.64

23 154.43

18.18

89 154.95

34.94

本学

研究を参考にさせてもらいました。

８）表８のハンドボール投げは、本学学生とは全国
平均とは約２ｍ近くの差が見られた。女子の差が出る
投力であるが、握力は劣っていないことから全身を使
っての投げる動作が未熟な学生が多いものと思われる。
投げる動作は多くのスポーツの基礎でもあるが、上
肢・下肢が協調したバランス良い使いかたの学習を今
後は多いに取り入れていく必要がある。
表８．ハンドボール投げの年齢別・学校段階別と本学の比較
１８歳
標本数 平均値

１９歳
標準偏差

標本数 平均値

標準偏差

年齢別

999

13.94

3.88

792

13.95

学校段階

300

14.7

3.86

286

13.77

3.78

22

12.95

3.02

54

11.63

3.85

本学

3.79
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化学療法中の乳癌患者における生活の質および感情プロフィール
：乳癌検診受診者との比較検討
荒井

利夫（G140001）

指導教員：佐藤

祐造

キーワード：乳癌、化学療法、生活の質、QOL、SF-36、POMS2

はじめに
日本において乳癌は年々増加傾向にある。がん情報サービス

感情プロフィール調査には、
POMS2（Profile of Mood States）

による統計結果では、乳癌は 1996 年から女性の部位別癌罹患

を使用した。

率において第一位となり、2000 年には罹患者数が約 3 万 5 千

結果

人に達している（http://ganjoho.jp/public/）
。現在、生涯に乳

本研究の対象者全308名の平均年齢は55.0 ± 10.1歳であった。

癌に罹患する日本人女性は 12 人に 1 人と言われている（国立

また乳癌化学療法群（45 名）で 54.3 ± 9.6 歳、乳癌検診群

がん研究センターがん対策情報センター）
。また、乳癌による

（263 名）で 55.2 ± 10.2 歳であり、両群間に有意差は認めな

死亡者数は、2013 年に 1 万 3000 人を超え、1980 年と比べて

った。

約 3 倍に増加している（
「人口動態統計」厚生労働省）
。乳癌

QOL の指標である SF-36 の結果では、８つの下位尺度のすべ

の好発年齢が 40 歳代から 60 歳代であり、家庭や社会におい

ての項目において、化学療法群で検診群に比較して有意に低

て重要な役割を担っている女性の命を奪うことより、乳癌の

い結果であった。
感情プロフィールの尺度である POMS2 の比

死亡者数増加は社会問題となっている。

較では、7 つの項目のうち、抑鬱―落込み（DD）
、疲労―無気

目的

力（FI）
、および緊張―不安（TA）の３つの尺度において化学

乳癌治療においては、治療効果や生存率だけを重視した医療

療法群は検診群より有意に高いスコアを示し、一方、活気―

が中心であったが、最近、患者の QOL を含むアウトカム評価

活力（VA）では化学療法群は検診群より有意に低いスコアを

の重要性がクローズアップされてきた。乳癌患者が満足する

示した。また、TMD（総合的気分状態）得点では、両群間で

治療およびケアには、
乳癌患者における QOL 低下の要因を理

有意差を認めなかった。精神的サマリースコアなど一部の尺

解することが必須である。今回、外来化学療法中の乳癌患者

度をのぞき、化学療法中の乳癌患者における QOL の低下およ

における QOL 低下および心理的苦痛の要因を明らかにする

びネガティブな感情プロフィールが確認された。

ために、SF-36 および POMS2 の二つの尺度を用いて、乳癌
患者と乳がん検診受診者の QOL 及び感情プロフィールにつ

表 1・2

いて比較検討を実施した。
方法
対象
平成27 年6 月15 日から平成27 年７月31 日までにA 乳腺専
門病院を受診した乳癌患者および乳癌検診の受診者のうち、
本研究への参加の同意が得られた合計 308 名の女性（乳癌化
を対象とした。
学療法患者45名および乳癌検診受診者263名）
調査方法
自己記入式の質問用紙を直接手渡しで配布し、その場で記入
してもらい、回収した。
QOL の調査には、SF-36ver.2（MOS Short-Form 36-Item
Health. Survey）
（日本語版）を使用し、
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―落込み（DD）
、疲労―無気力（FI）
、および緊張―不安（TA）
の３つの尺度において化学療法群は検診群より有意に高いス
コアを示し、一方、活気―活力（VA）では化学療法群は検診
群より有意に低いスコアを示した。また、TMD（総合的気分
状態）得点では、両群間で有意差を認めなかった。これらの
結果より、乳癌化学療法中の患者では身体的および社会的な
面での QOL の低下があり、
また感情プロフィールにおいても
抑うつ、疲労感や不安感が高く、一方で活気が低下している
といったネガティブな結果であった。一方、過去の報告と異
なり、一部の尺度（精神的サマリースコアなど）では両群間
に有意な差を認めなかった。この原因は不明であるが、本研
究対象患者に対する当院での精神的支援が比較的充実してい
た可能性や、ピンクリボン運動の日本における普及に伴う乳

考察

癌に対する知識・理解の向上が関与している可能性もある。

多くの乳癌患者では、癌の診断自体がうつ状態や不安とい
った精神症状を引き起こし、QOL を低下させると報告されて

今回の研究では化学療法に伴う副作用などの臨床情報がない

いる。
このような QOL の低下は化学療法のコンプライアンス

ため、副作用と QOL との関連については検討できなかった。

に影響を与え、ひいては患者の予後を悪化させるとの報告も

今後の課題としたい。

ある。したがって、乳癌患者においては治療効果を優先させ
るのみならず、
適切な QOL を保つことが治療成績を向上する

参考文献

ためにも重要である。
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の尺度である POMS2 の比較では、7 つの項目のうち、抑鬱
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2 型糖尿病患者における食後 15 分間の歩行運動が血糖変動に
及ぼす影響の検討（予報）

飯田

裕二（G140002）

指導教員：佐藤
キーワード：食後高血糖

祐造

運動療法

はじめに

急性効果

CGM

研究は一宮西病院倫理審査会の承認を得て実施した.

国際糖尿病連合によると 2015 年現在全世界で 4 億 1500 万

2．方法

人(11 人に 1 人)が糖尿病患者であり, 2040 年までに 6 億 4,200

初日は日常生活のみの非運動日(non-exercise day; NE day)と

万人（10 人に 1 人）まで増加するといわれている. また糖尿

し, 2 日目は毎食 30 分後に 15 分間中等強度歩行運動を行う運

病患者の4分の3は低中所得国である. これらを鑑みると糖尿

動日(exercise day; E day)とした. トレッドミル（SportsArt 社

病治療には人種の多様性, 各個人特性に応じてテーラーメー

トレッドミル TR-20F）で 1 分毎に 0.2km/h ずつ増加するラン

ドであることはもちろん, 低中所得国に患者数が多いことか

プ負荷法を用いて Karvonen の式(［(220−年齢)−安静時心拍数］

らも費用対効果の高い治療が必要であることは言うまでもな

×0.4〜0.6＋安静時心拍数)から算出された予測最大心拍数の

い.

40%の歩行速度を測定し, これを中等強度歩行とした. 安全面

運動療法は食事療法とともに, 糖尿病の基本治療となって

を考慮し, 49 歳までは上限心拍数を 120bpm, 50 歳以上は

いる. 日本糖尿病学会は 2007 年「糖尿病運動療法・運動処方

100bpm とした. 歩行中に対象者から体調不良など終了の申し

確立のための学術調査研究委員会」(委員長:佐藤祐造)を設置

出があった際にはすぐに中止し, 安楽姿勢とした後, すみや

した. 同委員会は糖尿病運動療法の現状に関して, 2008年に医

かに看護師や主治医に連絡できる体制で行った.事前に持続血

師を対象に, また, 2009 年には糖尿病専門医の協力を得て, 全

糖測定モニター（メドトロニック社 ミニメド iPro2 以

国の医療機関(20 病院, 16 診療所) 糖尿病外来に通院中の外来

下；CGM）を装着し, 試験中の食事は摂取カロリー毎に同一

糖尿病患者に質問紙調査(N＝4,176)を実施した. その結果, ①

内容で作成したテストミールとした. テストミールは炭水化

運動療法は指導実施率, 指導体制が不十分であり, 食事療法

物, 脂質, たんぱく質をそれぞれ60%, 25%, 15%とした.試験中

に比べて, 「較差」が認められる. ②糖尿病運動療法の実施率

内服薬や注射薬の変更は行わなかった. CGMを用いて24時間

は 52%にとどまっており, 運動療法を行っていない理由とし

血糖値と食後 3 時間の血糖曲線下面積（以下; AUC）を非運動

ては, 「運動をする時間がない」と答えた患者が多い

1),

こと

日と運動日で比較検討した. 全対象者には運動日の朝食前に
体重体組成計（オムロン社 HBF-373 カラダスキャン）を用

が判明している.

いて身体計測を行った.

目的

3．統計解析

われわれは短時間実施で, 有効な運動処方を確立する目的

24 時間血糖値, 毎食後3 時間のAUC に分散分析を行い, 有

で, 2型糖尿病患者への毎食後15分の中等強度歩行が血糖値に

意水準は 0.05 とした.統計ソフトは Microsoft Excel 2010

及ぼす影響について予備的な検討を加えたので報告する.

（Microsoft 社）を使用した.

方法

結果

1．対象

男/女 7/3 名, 年齢 61.2 ± 16.0(平均年齢±標準偏差)歳,

2014 年 6 月から 2015 年 6 月までに一宮西病院内分泌・糖尿

BMI 24.4 ± 5.6 kg/m2, 40%HRmax 111.3 ± 11.5 bpm, 歩行速

病内科で教育入院を行った 2 型糖尿病患者で, 主治医より合

度 3.9 ±1.4 km/h, HbA1c 10.1 ± 2.0 %であった(表 1).治療内

併症の重症度などを考慮に入れ, 運動療法実施可能と判断さ
れ, 補装具の有無に関わらず連続 15 分以上歩行できる患者の
中で同意の得られた 5 名である. 除外基準は代謝コントロー
ル不良, 増殖網膜症による新鮮な眼底出血がある場合など日
本糖尿病学会編集「糖尿病治療ガイド」に準拠した. また, 本
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表１ 参加者特性

への毎食後15分の中等強度歩行が血糖値に及ぼす影響につい
て CGM を用いて検討を加えた.また, van Dijk ら 3)は経口血糖

n=10

降下薬を内服中の 2 型糖尿病患者が毎食後 15 分, 3METs 以下

性別（男性/女性）

10（7/3）

年齢（歳）

61.2

±16.0

の散歩を行ったところ, 毎食後血糖値と毎食後インスリン値

身長(cm)

163.5

±10.7

は有意に低値を示した.一方で 24 時間血糖平均は対照日と有

体重（kg）

66.4

±16.4

意差はみられなかったとしている.

BMI(kg/m2)

24.4

±5.8

本研究では平均歩行速度 4.65±1.08km/h であり, これは約

40%HRmax(bpm)

111.3

±11.5

3.5METs に相当する.今回の検討では, インスリンと経口血糖

歩行速度(km/h)

3.9

±1.4

降下薬の併用療法（BOT）や 1 日 4 回インスリンを注射する

HbA1c(%)

10.1

±2.0

強化インスリン療法の患者も含まれており, 経口血糖降下薬

体脂肪率(%)

26.6

±8.7

のみならずインスリン併用中の症例でも3METs程度の運動強

内臓脂肪率(%)

10.3

±6.6

度の運動で血糖降下作用のあることが示唆された.

基礎代謝量(kcal/kg/day)

1491.3

±305.7

上述の耐糖能異常者を対象にした検討成績によれば, 毎食

平均±標準偏差

後の中等強度歩行が 24 時間, 夕食後 3 時間血糖降下作用を示

容はBOT6 名, 強化インスリン療法2 名, 経口血糖降下薬のみ

した一方で, 昼食後には有意差を認めなかった. また1 型糖尿

は 2 名であった.なお歩行中に気分不良などで中止する症例は

病患者を対象にした報告では日中の中高強度身体活動は深夜

なかった.（表 2）

帯の低血糖を引き起こし, 午後の中高強度身体活動は深夜か

Mean amplitude of glycemic excursion(MAGE)（41.4 ± 24.1 vs.

ら翌朝にかけての低血糖の危険性を高めることが示唆されて

38.6 ± 22.9 p=0.34）, 24 時間平均血糖値(134.5 ± 17.5 vs.

いる. 本研究では非運動日と運動日は同一内容の食事を摂っ

127.4 ± 17.4 p=0.20), 24 時間標準偏差(29.5 ± 19.4 vs. 24.3

た上で朝食後と昼食後の3時間AUCが有意に低下した一方で

± 14.0 p=0.18)ではいずれも非運動日, 運動日間で有意差はな

夕食後では有意差を認められなかった. つまり食事内容によ

かった.

らずインスリン自己分泌量や内服薬の種類など 2 型糖尿病の

食後 3 時間 AUC は運動日の朝食後(28550.7 ± 7913.1 vs.

重症度によって運動効果が時間帯ごとに異なってくる可能性

24520.3 ± 6598.4 p=0.03)と昼食後(25414.0 ± 4859.4 vs.

がある. この点に関しては運動日のみでなく運動日翌日の

221028.5 ± 6140.4 p=0.04)で有意に低下した.しかし夕食後

AUC も含め今後検討を重ねる必要があるものと思われる.

(25270.6 ± 7142.3 vs. 21983.4 ± 9765.9 p=0.24), 24 時間

本研究の限界として対象者が少なく, 検出力が小さい. ま

AUC(187269.6 ± 27902.0 vs. 172616.8 ± 35025.6 p=0.11)で有

た, 経口血糖降下薬やインスリンの用量, 種類による影響を

意差は認められなかった(表 2). 全症例を通じ, 血糖値が

考慮していない. 更にCGM を用いる上での限界もある. CGM

70mg/dl を下回るような低血糖はなかった.

は一点の血糖値を把握するだけでなく, 傾向を知るという意
味で優れており, また, 実際に使用している者からは好意的

表 2 CGM 結果：非運動日と運動日

な意見が多い. その一方で, CGM は間質液を測定しており,
血糖値との生理的誤差や測定機器による誤差も報告されてい
る. つまり, 適切な自己血糖測定による校正回数などを検討
して, より精度の高い結果を導き出さなければならない. 今
後は症例数を増加させ, さらなる研究が必要である.
参考文献

1)
2)
3)

平均±標準偏差

考察
DiPietro ら 2)による耐糖能異常者を対象とした毎食後 15
分の歩行運動の有用性を示唆する報告はあるが,2 型糖尿病患
者への有用性は不明である.そこで本研究では 2 型糖尿病患者
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二次予防対象者における複合プログラムの効果検証
塚本

真弓（G140003）

指導教員：土田 満
キーワード：二次予防対象者、複合プログラム、口腔、栄養、運動
諸言

総務省統計局の「2010 年版国政調査」によると、今
後 2.5 人に 1 人が 65 歳以上となると推定されている。
介護予防事業では、可能な限り、自立した日常生活を営む
ことができるように、口腔機能向上、栄養改善、運動機能向
上に関する介護予防プログラムが提供されるようになった。
各プログラムは一定の効果が認められているにも関わらず、
介護予防事業において十分に普及していかない現状にあり、
図 1 介入期間及び調査方法

プログラムにおける内容や実施の効率化等が求められている。

３． 分析方法

2012 年から運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善の複合

統計解析用ソフト IBM SPSS Statistics ver.21 を用いた。

プログラムによる介護予防事業等が推進されるようになった
1）

。口腔、栄養、運動は相互に関係していることから、複合

結果

プログラムは、単独で実施されるプログラムよりも、より大

口腔衛生状態においては、中間評価時に介入群では舌苔の

きな相乗効果が期待されている。

なしの者の割合が有意に増加し(表 1)、口腔内細菌数は有意に

複合プログラムは開始されて間もないことから、報告は散
見される程度に過ぎない。渡邊ら

低下した（表 2）。口腔機能においては、ODK（PA/TA/KA）に

2）

は、口腔機能、栄養、運

有意な改善が認められた(表 3)。対照群では、いずれも有意な

動機能の複合プログラムにおいて、口腔衛生状態の改善、栄

変化は認められなかった。

養摂取量の増加、運動習慣の改善が同時に認められたことを

表１ 口腔衛生状態の事前評価時と中間評価時の比較

報告している。
以上のように、介護予防事業における単独プログラムは効

項⽬

果が認められている報告が多いが、研究デザインが前後比較
試験で行われているものがほとんどを占め、効果を判定する

⼝腔衛⽣状態（なし）

際の統計解析上の問題も存在している。また、3 つのプログラ

⾆苔（なし）

ムを複合して実施した場合の効果を検証した報告は皆無であ
る。本調査では無作為化比較対照試験により複合プログラム
の効果を検証した。

区分

事前

中間

p -value

n

%

n

%

介⼊群

61

88.4

60

87.0

1.000

対照群

50

80.6

55

88.7

.302

介⼊群

33

47.8

45

65.2

.017

対照群

35

56.6

32

51.6

.629

食品群においては、介入群で野菜の摂取量が維持され、嗜
好飲料類が有意に減少した。栄養素摂取量においては、介入

方法

群で、鉄、ビタミン C、食物繊維の有意な増加とビタミン D

１． 調査対象者

で増加傾向が認められた。

A県O市2次予防対象者131名(73.2±4.9歳)を対象とした。

運動においては、運動習慣で介入群、対照群共に有意な変

２． 調査方法

化は認められなかった。

介入群 69 名と対照群 62 名において、無作為化比較対

複合プログラムの効果として、体組成では、下腿周囲長で

照試験を実施した。

介入群において有意な変化は認められなかったが、対照群で

プログラム内容は 1 週間１回 3 ヵ月間、全 11 回、口腔機能
向上、栄養改善、運動器の機能向上の各プログラムを複合さ

有意に低下した。QOL では、介入群で食欲が有意に増加した。

せて実施した(図１)。事前評価時と中間評価時を比較検討し、

CAS、GDS、主観的健康感は介入群、対照群共に有意な変化は

複合プログラムの効果を検証した。

認められなかった。
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考察

介入頻度や量が少なかったため、運動に関する行動変容を起

１．口腔について

こすには十分でなかったと考えられる。また、日常的な運動

本調査では、介入群において口腔衛生状態の改善が認めら

習慣がある者の割合が高かったことから、介入による有意な

れた。舌苔の付着防止には舌の動きや摂取する食物が関与し

変化が認められるまでには至らなかったことが推察される。

ていることが明らかにされており、本調査の複合プログラム

４．複合プログラムの効果について

による舌運動の改善や摂取食物の変化も、舌苔の有意な低下

介入群で食欲が有意に増加した。口腔プログラムによる口

に寄与したことが推察される。

腔衛生状態の改善により味覚を含めた口腔内の感覚が向上し

口腔機能ではODK のPA/TA/KA いずれも介入群において有意

たこと、口唇・舌の機能改善により摂取困難な食品が少なく

に改善した。PA/TA/KA の有意な改善は、口唇・舌運動が改善

なったこと、運動プログラムへの参加により事前評価時より

したことを示すものであり、口腔プログラムにおける構音訓

活動量が増加し、外出や参加者との会話も増加した等が食欲

練だけでなく、運動プログラムによる呼吸の改善や、参加者

増加に寄与したと推察される。

同士の会話が増えたことも影響したと考えられる。舌運動の

以上から、本複合プログラムは、口腔衛生状態の改善、口

改善は高齢者の摂食・嚥下機能低下の予防に繋がることが示

腔機能の向上、運動量の増加による食欲増加や食事のバラン

唆される。

スを改善し、高齢者の栄養状態の維持改善に効果があること

２．栄養について

が示唆された。今後は介入後も自主的に継続ができるような

介入群では、野菜の摂取量が維持され、嗜好飲料類が有意

プログラム内容の検討が課題である。

に減少した。歯科診療において患者の栄養状態、全身状態の

参考文献

改善に繋がる行動変容を引き起こすには、栄養指導を取り入
れる必要性が指摘されている

1)

3）

。口腔衛生状態の改善が味覚

介護予防マニュアル改定委員会:介護予防マニュアル改
定版,2012

の維持や改善に繋がるという報告もみられることから、栄養

2)

プログラムのみ効果ではなく、複合プログラムの相乗効果に

渡邊裕:要介護高齢者等の口腔機能及び口腔の健康状態
の改善ならびに食生活の質の向上に関する研究, 長寿

よることが推察される。

科学総合研究事業報告書,341-355,2014

3) Moynihan PJ et al.:Do implant suppurted dentures
facilitate efficacy of eating more healthy? J.
Dent.40,843-850,2012

3．運動について
運動習慣において、介入群、対照群共に有意な変化は認め
られなかった。本調査では、運動プログラムの実施時間内だ
けでなく、自宅でも運動を行えるように内容を工夫したが、

表２ 介入前後の口腔内細菌数の変化
項⽬

区分
4

⼝腔内細菌数 (×10 個)

事前
mean

中間
SD

mean

SD

p -value

変化量
mean

SD

介⼊群

1939.7

1608.7

1564.0

1383.5

.031

-375.7

1493.6

対照群

2035.3

1912.7

2198.8

2182.5

.587

163.5

2405.4

p -value
.131

表３ 介入前後の摂食・嚥下機能の変化
項⽬
ODK「Pa」 (回/S)
ODK「Ta」 (回/S)
ODK「Ka」 (回/S)

区分

事前
mean
SD

中間
mean
SD

p -value

変化量
mean
SD

介⼊群

5.9

1.0

6.2

0.8

.001

0.3

0.8

対照群

5.9

1.0

6.1

0.7

.180

0.2

0.9

介⼊群

5.8

1.1

6.1

0.8

.002

0.3

0.8

対照群

5.9

1.0

6.0

0.8

.598

0.1

0.9

介⼊群

5.4

1.0

5.7

0.8

.002

0.3

0.9

対照群

5.5

0.8

5.6

0.7

.076

0.2

0.8

169

p -value
.173
.202
.796
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介護予防通所介護施設における運動器機能向上プログラムの効果の検証
―二次予防事業の対象者と要支援認定者における運動機能評価からー
山原廣子（G140005）
指導教員：土田 満
キーワード：介護予防通所介護施設，二次予防事業の対象者，要支援認定者，運動器機能向上プログラム

緒言

基本チェックリスト、体力評価（握力、開眼片足立ち、

我が国は平成 27 年には総人口の 26.0％、およそ 4 人に 1 人

TUG）
、健康関連項目（転倒リスク、主観的健康観）

が 65 歳以上になり本格的な高齢社会を迎えている。平均寿命
と健康寿命の差は広がり、介護を要する期間が延びている。

２．介護予防認定者における運動器機能向上プログラム

要支援状態になる原因の約 23％は運動器の障害である。運

の効果に関する調査

動器機能向上プログラムは事業所に委託実施されている。しか

1)対象者および調査期間

し、実施方法については統一されたものが無く、各事業所で

要支援１認定者 19 名、要支援 2 認定者 15 名を対象者とし

は、基本的に厚生労働省厚労省のマニュアルに基づき身体活動

た。調査期間は 2011 年 3 月～2013 年 11 月。

を実施している。

2)プログラム内容

二次予防事業の対象者に対する運動介入効果において、自治

1 日 3 時間、要支援 1 認定者は週 1 回、計 12 回、要支援 2 認

体による運動器機能向上プログラムの効果に関する調査では一

定者は１日 3 時間、週 2 回、計 24 回の 3 か月間実施した。

定の評価が報告されているが 1)、多くを占め小規型介護予防通

3)評価項目

所介護施設からの直接的な調査報告は散見されるほどに過ぎな

体力評価（握力、開眼片足立ち、TUG）

い。平成 27 年には介護保険制度改正によって運動器機能向上

解析は IBM SPSS Statistics ver.21 を使用した。

プログラムが要支援 1・要支援 2 の高齢者に対しても拡大され

結果

ることが決定された。現行の二次予防事業対象者に対する同一

１．二次予防事業の対象者における運動器機能向上プログラム

プログラムが要支援 1、要支援 2 高齢者にも適応可能かを検討

の効果に関する調査

する必要があるが、効果を比較検討した報告はほとんど見当た

1)運動機能評価

らない。

開眼片足立ちと TUG に有意な変化が認められ、開眼片足立ち

以上の背景を踏まえて、小規模型介護予防通所介護施設にお

は時間が延長し、TUG は時間が短縮した。握力については、有

いて実施されている二次予防事業の対象者における運動器機能

意な変化はなかった（表 1）
。

向上プログラムの効果、及び、要支援 1、2 の認定者に対する

表 1 運動機能評価の開始時・終了時の変化

現行の運動器機能向上プログラムの効果を検証した。また、上
記の 2 つの調査結果を用いて、現行の運動器機能向上プログラ
ムの二次予防事業対象者、要支援 1、要支援 2 の高齢者におけ
る効果について検討を行った。
方法

2) 基本チェックリスト

１．二次予防事業の対象者における運動器機能向上プログラム

*

p<0.05

運動器の機能については、有意な機能の向上が認められた

の効果に関する調査

（表 2）
。認知予防支援、うつ予防支援でも有意な改善が認め

1)対象者および調査期間

られた。

二次予防事業の対象者 15 名を対象者とした。調査期間は
2012 年 10 月～2014 年 12 月。
2)プログラム内容
1 日 90 分、週 1 回、計 12 回の 3 か月間、リハビリ専用マシ
ンによる、低負荷反復運動を行った。
3)評価項目
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開眼片足立ち保持時間には、3 群間に有意差が認められ、開

表 2 基本チェックリストの開始時・終了時の変化

始時と終了時とも二次予防事業の対象者における開眼片足立ち
保持時間が要支援 2 より有意に長かった。
考察
１．二次予防事業の対象者における運動器機能向上プログラム
の効果に関する調査
本調査では開眼片足立ち、TUG で有意な改善を認めている。パ
ワーリハによる先行文献でも、本調査とほぼ同様な結果が得ら
れている。また、ほぼ全員に改善が認められており、使わない
*

3)健康関連項目

p<0.05,

*＊

p<0.01

筋肉の再活動化がプラスの方向に作用していることが推察され
る。

転倒リスクについて有意な変化が認められ（表 3）
、終了時

基本チェックリストによる生活機能評価では、運動機能の改

に転倒リスクが有意に減少した。主観的健康観については、有

善だけにとどまらず、生活全体の機能も有意に向上したことが

意な変化は認められなかった。

示唆される。高齢期でも運動機能を保つことにより心身の健康

表 3 健康関連項目の開始時・終了時の変化

を維持できる可能性が示唆される。
２．要支援認定者における運動器機能向上プログラムの

効

果に関する調査
要支援 2 では、有意差が認められなかったが、維持あるいは
緩やかな改善を示す者が半数を超えていた。運動器の障害を有

*＊

p<0.01

する者が多く、後期高齢者である等を考慮すると、プログラム

２．要支援認定者における運動器機能向上プログラム

の効果はあったと考えられる。

の効果に関する調査

３．二次予防事業の対象者と要支援における効果の検討

1)運動機能評価

いずれの介護度の者も、現行の運動器機能向上プログラムに

要支援 1 においては、プログラムの終了時において TUG のみ

より運動評価が改善することが認められたが、二次予防事業の

に有意な変化が認められ、測定時間が短縮した（表 4）
。握

対象者と要支援 2 には、開眼片足立ちにプログラム開始時から

力、開眼片足立ちについては、有意な変化は認められなかっ

有意な差が認められ、要支援 2 の高齢者には異なる対応が必要

た。

である 2)ことが示唆される。

表 4 運動機能の開始時・終了時の変化

以上より、当該の介護予防通所介護施設において実施されて
いる二次予防事業の対象者に対する運動器機能向上プログラム
は効果があることが認められた。また、要支援 1 レベルの者を
現行の二次予防事業の対象者に対するプログラムに組み込むこ
とが可能であることも示唆される。新しい制度を要支援 1 だけ
でなく要支援 2 に対しても適用可能にするためには、プログラ
ムの回数や量だけではなく、機能訓練指導員等が関わるプログ
ラム内容の検討が必要とされる。

*＊

p<0.01

３．二次予防事業対象者と要支援における効果の検討

参考文献

表 5 運動機能評価の比較

項目

開始時
終了時
開始時
開眼片足立ち (秒）
終了時
開始時
TUG (秒）
終了時
握力（kg)

1) 鵜川重和、他：介護予防の二次予防事業対象者への介入プロ

二次予防事業対象者（A)

要支援１（B)

要支援２（C)

17.2±4.8
18.0±4.2
16.9±17.6
26.7±29.5
10.5±2.9
9,5±2.8

17.9±4.8
17.9±5.3
11.8±14.4
12.6±15.8
11.0±3.3
9.9±3.0

17.7±4.9
18.5±4.5
4.2±2.8
5.6±4.1
11.3±2.8
10.4±2.6

有意差 多重比較

2)大渕修一、他：介護予防対象者の運動器関連指標標

n.s.
n.s.
*
*

*

グラムに関する文献レビュー、日公衛誌 62,3-19,2015.
準、介護予防ケアマネジメントのために. 日公衛誌 57, 988-

A>C
A>C

n.s.
n.s.

n.s.有意差なし, *p<0.05
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995, 2010.

著書
著者

題目

組織

発表年月

佐藤祐造

勝村俊仁主任教授退任記念集 : 勝村俊仁教授の
ご定年退任を祝す

勝村俊仁主任教授退
任記念集刊行委員会
(pp.34-35)

2015 年 6 月

土田

米国の菜食事情 in VEGETARIAN-ism、21 世紀の
ライフスタイル「ベジタリアニズム」

フードジャーナル社
(pp.24)

2014 年 4 月

後藤多知子

保健室のアイデア・ファイル２ 養護教諭の仕事の
工夫 ―養護教諭ならではの「保健室来室記録」を
―

東山書房，月刊誌「健
康教室」増刊号
(pp.86-87)

2015 年 7 月

後藤多知子

担任との連携をうまく取るにはどうしたらよいか

養護教諭のための教
育実践に役立つＱ＆
Ａ集Ⅳ 東山書房
東京 健康教室 2016 年
7 月増刊号
(pp.120-124)

2016 年 7 月

著者

題目

組織

佐藤祐造・荒川聡美・
飯田裕二

特集 糖尿病治療 通説への挑戦−進化する科学
知識は既存の糖尿病治療学に何を伝えたいのか
運動療法 運動器障害のある患者の運動療法

内科.115 巻 4 号
(pp.577-582)

2015 年 4 月

佐藤祐造

平成 26 年度愛知県糖尿病対策推進会議学術講演
会 講演 III「糖尿病の運動療法〜最近のエビデ
ンスと指導方法〜」

愛知医報.第 1998 号
(pp.4-5)

2015 年 5 月

佐藤祐造

運動療法:新しいエビデンスと指導方法

医療スタッフのため
の糖尿病情報 BOX&Ne
t.45 号(pp.20)

2015 年 7 月

佐藤祐造

愛知みずほ大学講演会記録:糖尿病にならない、な
っても共に長生きしよう

瀬木学園紀要．第 9 号
(pp.16-28)

2015 年 9 月

佐藤祐造・森圭子・宇
野智子・長崎大・仲森
隆子・渡邉智之

総説

日本体質医学会雑誌.
77 巻 1 号(pp.141-149)

2015 年 10 月

佐藤祐造・荒川聡美・
飯田裕二

特集 最新の糖尿病治療と運動療法
する運動療法の効果

理学療法ジャーナル.
50 巻 2 号(pp.153-162)

2016 年 2 月

南條輝志男・佐藤祐造

シンポジウム 26 生活習慣病(体質)の予防・治療
に果たす身体運動(体力)の役割

体力科学.65 巻 1 号
(pp.141)

2016 年 2 月

佐藤祐造

シンポジウム 26 生活習慣病(体質)の予防・治療
に果たす身体運動(体力)の役割「生活習慣病運動
療法の現状と課題:糖尿病を中心にして」

体力科学.65 巻 1 号
(pp.142)

2016 年 2 月

満

総説

糖尿病運動療法研究の進歩:理論と実臨床
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発表年月

原著論文
著者

題目

組織

発表年月

荒川聡美・渡邉智之・ 糖尿病診療における食事療法・運動療法の現状−
曽根博仁・小林正・河 糖尿病患者の全国調査集計成績−
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

糖尿病. 58 巻 4 号
(pp.265-278)

2015 年 4 月

佐藤祐造・曽根博仁・ 委員会報告 わが国における糖尿病運動療法の
小林正・河盛隆造・渥 実施状況(第 1 報)−医師側への質問紙全国調査成
美義仁・押田芳治・田 績−
中史朗・鈴木進・牧田
茂・大澤功・田村好史・
渡邉智之

糖尿病. 58 巻 8 号
(pp.568-575)

2015 年 8 月

Sakane N・Sato J・Ts
ushita K・Tsujii S・K
otani K・Tominaga M・
Kawazu S・Sato Y・Us
ui T・Kamae I・Yoshi
da T・Kiyohara Y・Sa
to S・Tsuzaki K・Tak
ahashi K and Kuzuya
H

Journal of Diabetes
Investigation (Open
Access). DOI:10.111
1/jdi.12426

2015 年 10 月

佐藤祐造・曽根博仁・ 委員会報告 わが国における糖尿病運動療法の
小林正・河盛隆造・渥 実施状況(第 2 報)−患者側への質問紙全国調査成
美義仁・押田芳治・田 績−
中史朗・鈴木進・牧田
茂・大澤功・田村好史・
渡邉智之

糖尿病. 58 巻 11 号
(pp.850-859)

2015 年 11 月

飯田裕二・武石宗一・
伏見宣俊・田中和彦・
森昭裕・佐藤祐造

2 型糖尿病患者における食後 15 分間の歩行運動
が血糖変動に及ぼす影響の検討(予報)

日本体質医学会雑誌.
78 巻 1 号(pp.13-17)

2016 年 2 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（第 2 報）-コミュニケーション手段と
駅の利用との関連

瀬木学園紀要．第 9 号
（pp.29-35）

2015 年 9 月

渡辺美恵・土田満・
山田小夜子

養護教諭の研究活動の特徴と関連要因の分析

瀬木学園紀要．第 9 号.
（pp.36-43）

2015 年 9 月

安念保昌

テキストマイニングによる空間的表象の分析:性
と移動手段による方向音痴の研究

瀬木学園紀要．第 9 号.
（pp.48-69）

2015 年 9 月

川瀬基弘・西尾和久・
森山昭彦・市原俊・
桜井栄一

ミヤマヒダリマキマイマイ(腹足綱：ナンバンマ
イマイ科)種内の形態変異と分子系統

Molluscan Diversity
4 (1)，(pp.5-13)

2015 年

川瀬基弘・西松弘喜

中部更新統渥美層群豊橋層高松シルト質砂岩部
層の板鰓類化石－名古屋周辺地域の古生物から
見た古環境－

瑞浪市化石博物館研
究報告(42),
(pp.47-61)

2016 年

Yamane M,Ohnishi
N, Matsumoto T

Does regular postexercise cold application
attenuate trained muscle adaptation?.

International
Journal of Sports
Medicine

2015 年 7 月

Effects of lifestyle intervention on weight
and metabolic parameters in patients with
impaired glucose tolerance related to beta3 adrenergic receptor gene polymorphism Trp
64Arg(C/T): Results from the Japan Diabetes
Prevention Program.
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研究報告
著者

題目

組織

安藤剛司

個別の問題を抱える青年期（高校生・大学生）の
支援について - 発達障害に関する支援のフレー
ムワークと対応方 -

愛知みずほ大学短期
大学部

2016 年 9 月

川瀬基弘

岐阜市内におけるウエジマメシジミの分布記録

かきつばた no. 40,
(pp.43-44)

2015 年

川瀬基弘・蜂矢喜一郎

三重県一志層群の軟体動物化石(第二部)－ 各種
の解説と標本の紹介 －

東海化石研究会誌化
石の友 60, (pp.2-12)

2015 年

川瀬基弘

岐阜市に生息する軟体動物の分布

瀬木学園紀要．第 9 号
(pp. 108-115)

2015 年

鳥居亮一・川瀬基弘

西尾市八ツ面の水路に生息する軟体動物

瀬木学園紀要．第 9 号
(pp.44-47)

2015 年

川瀬基弘・大矢美紀・
松原美恵子・森山昭彦

名古屋市瑞穂区に生息していたトンガリササノハ
ガイ

なごやの生物多様性
3, (pp.55-60)

2016 年

川瀬基弘

名古屋市守山区で発見されたタイリクシジミ

なごやの生物多様性
3, (pp.65-67)

2016 年

川瀬基弘・鳥居亮一・
松原美恵子・森山昭彦

西尾市で発見されたヒロマキミズマイマイと近縁
種について

新編西尾市史研究
(2), (pp.60-63)

2016 年

川瀬基弘・西尾和久・
松原美恵子・森山昭彦

新城市のホウライジギセルとその近縁種

鳳来寺山自然科学博
物館館報(45),
(pp.21-26)

2016 年

川瀬基弘・西尾和久・
松原美恵子・森山昭彦

新城市のミカワギセルの特徴と COⅠ遺伝子から
みた分子系統関係

鳳来寺山自然科学博
物館館報(45),
(pp.27-30)

2016 年

川瀬基弘

東海丘陵湧水湿地群に生息する貝類

矢作川研究(20),
(pp.13-16)

2016 年

川瀬基弘・山本大輔

矢作第二ダム湛水池のタガイとヌマガイ

矢作川研究(20),
(pp.17-21)

2016 年

川瀬基弘・市原 俊

愛知県初記録のヤマトキバサナギガイ

かきつばた no.41,
(pp.17-18)

2016 年

川瀬基弘・今泉久祥

愛知県岡崎市に定着したオオクビキレガイ

かきつばた no.41,
(pp.55-56)

2016 年

早瀬善正・木村昭一・
河辺訓受・矢橋 真・
西 浩孝・川瀬基弘・
石井健一郎・岩田明
久・仲田彰男・藤原隆
則・永尾和彦

三岳山の陸産貝類相

かきつばた no.41,
(pp.1-16)

2016 年

早瀬善正・木村昭一・
河辺訓受・川瀬基弘・
林 誠司・西 浩孝・
守谷茂樹・石井健一
郎・大貫貴清・岩田明
久・仲田彰男

梶島(三河湾)の潮間帯貝類相

かきつばた no.41,
(pp.27-39)

2016 年
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発表年月

早瀬善正・大貫貴清・
川瀬基弘・河辺訓受・
木村昭一・林 誠司・
西 浩孝・守谷茂樹・
石井健一郎・岩田明
久・仲田彰男

梶島(三河湾)の陸産貝類

かきつばた no.41,
(pp.40-41)

2016 年

川瀬基弘・蜂矢喜一郎

三重県一志層群の軟体動物化石(第三部)－各種の
解説と標本の紹介（続）－．

東海化石研究会誌 化
石の友 61,(pp.3-13)

2016 年

山本

Japanese American Nationalism and the Olympi
cs
「オリンピックを通してみる日系アメリカ人のナ
ショナリズムの変化」

北米エスニシティ研
究会

2016 年 7 月

題目

組織

恵里子

資料
著者
佐藤祐造

生活習慣病と向き合う血糖値対策編
げる!「異所性脂肪」を知ろう

佐藤祐造(監修)

ひとつぶ日和.5 月号
(pp.10-12)

2015 年 5 月

「糖尿病」を知ろう!

ミニサプリ通信 血
糖値編. 1 巻(pp.1-4)

2015 年 4 月

佐藤祐造(監修)

恐ろしい糖尿病の合併症

ミニサプリ通信 血
糖値編. 2 巻(pp.1-4)

2015 年 4 月

佐藤祐造(監修)

リーフレット

医療従事者向け 糖
尿病患者さんへの運
動処方エッセンスガ
イド. (pp.1-2)

2015 年 5 月

佐藤祐造(監修)

リーフレット

患者さん・一般の方向
け 脈拍数を活用し
た糖尿病の運動療法.
(pp.1-5)

2015 年 5 月

佐藤祐造(監修)

らくらく!筋トレ&ストレッチのススメ

ミニサプリ通信 血
糖値編. 3 巻(pp.1-4)

2015 年 5 月

佐藤祐造(監修)

今日から実践! 血糖値改善に効果的な食生活

ミニサプリ通信 血
糖値編. 4 巻(pp.1-4)

2015 年 5 月

佐藤祐造

生活習慣病と向き合う血糖値対策編
ラで、血糖コントロールが変わる!

ひとつぶ日和.7 月号
(pp.10-13)

2015 年 7 月

佐藤祐造

「タマネギ健康法」にダマされるな!

週刊文春.6 月 18 日号
(pp.36-38)

2015 年 6 月

佐藤祐造

くらしの泉 Health 夏が旬の野菜

INFORMO.85 巻(pp.8)

2015 年 6 月

佐藤祐造

集中力アップ!?睡眠時間短縮!?「榎木孝明」が餓
死しない「不食」の医学的検証

週刊新潮.7 月 2 日号
(pp.44-47)

2015 年 6 月

佐藤祐造

一宮中央ロータリークラブ新役員
造

中日新聞(尾張版).6
月 20 日付(p.20)

2015 年 6 月
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血糖値を上

発表年月

腸内フロー

会長:佐藤祐

佐藤祐造

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 「ヒューマ
ニティー」テーマに下関で開催 効果的な運動療
法、最新の知見披露

メタボレター.16 巻
(pp.5)

2015 年 7 月

佐藤祐造

大学院研究科長挨拶 「超高齢社会」から「健康
長寿社会」へ導くリーダーを育成するために

AERA 進学 MOOK キャ
リアを切り拓く 大
学院・通信制大学 201
6. (pp.125)

2015 年 8 月

佐藤祐造

就任の挨拶

一宮中央ロータリー
クラブ週報.7 月 1 日号
(pp.1)

2015 年 7 月

佐藤祐造

会長挨拶「食酢の効用」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.7 月 8 日号
(pp.1)

2015 年 7 月

佐藤祐造

会長挨拶「健康日本 21(第二次)について」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.7 月 15 日
号(pp.1)

2015 年 7 月

佐藤祐造

会長挨拶「2015〜16 年度の RI のテーマ」

一宮中央ロータリー
クラブ週報. 7 月 29 日
号(pp.1)

2015 年 7 月

佐藤祐造

会長挨拶「夏バテを防ごう」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.8 月 5 日号
(pp.1)

2015 年 8 月

佐藤祐造

生活習慣病と向き合う血糖値対策編
知症を招く!

ひとつぶ日和.9 月号
(pp.10-13)

2015 年 9 月

佐藤祐造

会長挨拶「熱中症を防ごう」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.8 月 19 日
号(pp.1)

2015 年 8 月

佐藤祐造

会長挨拶「五大奉仕」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.8 月 26 日
号(pp.1)

2015 年 8 月

佐藤祐造

会長挨拶「四つのテスト」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.9 月 2 日号
(pp.1)

2015 年 9 月

佐藤祐造

会長挨拶「登山と生活習慣病」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.9 月 9 日号
(pp.1)

2015 年 9 月

佐藤祐造

会長挨拶「加藤陽一ガバナーを歓迎申し上げます」 一 宮 中 央 ロ ー タ リ ー
クラブ週報.9 月 28 日
号(pp.1)

2015 年 9 月

佐藤祐造

会長挨拶「サンマの栄養科学」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.10 月 7 日
号(pp.1)

2015 年 10 月

佐藤祐造

運動療法脈拍計 DK-500 紹介動画「さあ、はじめよ
う!脈拍計で糖尿病の運動療法」

セイコーエプソン
(株)CD-R

2015 年 10 月

佐藤祐造

生活習慣病と向き合う血糖値対策編 肝疾患が糖
尿病を引き起こす?知っておきたい肝臓のはたら
き

ひとつぶ日和.11 月号
(pp.10-13)

2015 年 11 月
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糖尿病が認

佐藤祐造

9 歳以下中心 200 人熱戦
ッカー大会

佐藤祐造

創立 25 周年記念
C

佐藤祐造

一宮中央 RC、青少年サ

中部経済新聞.10 月 14
日付(pp.13)

2015 年 10 月

中日新聞.10 月 16 日付
(pp.21)

2015 年 10 月

会長挨拶「社会奉仕」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.10 月 21 日
号(pp.1)

2015 年 10 月

佐藤祐造

会長挨拶「キノコの効用」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.10 月 28 日
号(pp.1)

2015 年 10 月

佐藤祐造

四半世紀着実に発展
念例会

一宮中央 RC 創立 25 周年記

中部経済新聞.10 月 27
日付(pp.13)

2015 年 10 月

佐藤祐造

会長挨拶「秋の味覚

柿」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.11 月 18 日
号(pp.1)

2015 年 11 月

佐藤祐造

会長挨拶「ロータリークラブ運営の原則」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.12 月 2 日
号(pp.1)

2015 年 12 月

佐藤祐造

会長挨拶「インフルエンザ」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.12 月 16 日
号(pp.1)

2015 年 12 月

佐藤祐造

くらしの泉 Health 高齢者にみられる筋萎縮(サ
ルコペニア)

INFORMO.86 巻(pp.18)

2015 年 12 月

佐藤祐造

会長挨拶「おせち料理の歴史と栄養科学」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.1 月 13 日
号(pp.1)

2016 年 1 月

佐藤祐造

会長挨拶「鍋料理の効用」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.1 月 20 日
号(pp.1)

2016 年 1 月

佐藤祐造

健康の処方箋

糖尿病にならないために

ひとつぶ日和.1 月号
(pp.10-13)

2016 年 1 月

佐藤祐造

会長挨拶「脳卒中に気をつけましょう」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.1 月 27 日
号(pp.1)

2016 年 1 月

佐藤祐造

豆豉エキスつぶタイプ
康寿命」スペシャル

どうなる?どうする?「健

日本サプリメント
(株)DVD

2016 年 1 月

佐藤祐造

ペプチドエースつぶタイプ〜知ってナットク・見
て安心〜今すぐ聞きたい!血圧の疑問

日本サプリメント
(株)DVD

2016 年 1 月

佐藤祐造

50 歳からでも寿命が 2 年延びる! 本当に健康にい
い ウォーキング教えます

週刊文春.2 月 11 日号
(pp.123-125)

2016 年 2 月

佐藤祐造

健康の処方箋血糖値
生活改善のコツ

ひとつぶ日和.3 月号
(pp.10-13)

2016 年 3 月

佐藤祐造

会長挨拶「体を温めるトウガラシの効果」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.2 月 17 日
号(pp.1)

2016 年 2 月

市長ら式典に参加

一宮中央 R

始めたくなる!らくらく食

177

佐藤祐造

糖質ダイエットに成功して急逝した「桐山秀樹さ
ん」の教訓

週刊新潮.2 月 25 日号
(pp.30-33)

2016 年 2 月

佐藤祐造

会長挨拶「春に増加する花粉症」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.3 月 2 日号
(pp.1)

2016 年 3 月

佐藤祐造

会長挨拶「ストレスマネジメント」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.3 月 9 日号
(pp.1)

2016 年 3 月

佐藤祐造

日本体力医学会東海地方会公開講演会

中日新聞.2 月 25 日付
(pp.17)

2016 年 2 月

佐藤祐造

日本体力医学会東海地方会 20 周年記念公開講演
会

読売新聞.3 月 11 日付
(pp.31)

2016 年 3 月

佐藤祐造

会長挨拶「お花見」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.3 月 16 日
付(pp.1)

2016 年 3 月

佐藤祐造

会長挨拶「タケノコ(筍)の効用」

一宮中央ロータリー
クラブ週報.3 月 23 日
付(pp.1)

2016 年 3 月

中林恭子・後藤和史

本学の学生の援助要請行動について

瀬木学園紀要．第 9 号
(pp.82-87)

2015 年 9 月

学会発表
著者

題目

組織

佐藤祐造・林達也

シンポジウム「運動を科学する—健康寿命を延ばす
運動療法—」(座長)

第 58 回日本糖尿病学
会年次学術集会(下関)

2015 年 5 月

佐藤祐造

シンポジウム「運動を科学する—健康寿命を延ばす
運動療法—」糖尿病運動療法の現状と課題

第 58 回日本糖尿病学
会年次学術集会(下関)

2015 年 5 月

岡田節朗・高橋良太・
池尻真希子・古川理
志・高橋博幸・佐藤祐
造

中高年高血圧合併糖尿病患者の運動療法継続 6 ヵ
月後の血圧変動の検討

第 58 回日本糖尿病学
会年次学術集会(下関)

2015 年 5 月

飯田裕二・武石宗一・
伏見宣俊・田中和彦・
佐藤祐造

2 型糖尿病患者における食後 15 分間の中等度歩行
運動が血糖変動に及ぼす影響の検討

第 58 回日本糖尿病学
会年次学術集会(下関/
北九州)

2015 年 5 月

佐藤祐造

会頭講演「漢方の温故知新−釣藤散と桂枝茯苓丸の
研究から−」(座長)

第 66 回日本東洋医学
会学術総会(富山)

2015 年 6 月

佐藤祐造・西川武志

シンポジウム「体質を考慮した予防と治療の個別
化」(座長)

第 65 回日本体質医学
会総会(札幌)

2015 年 7 月

佐藤祐造

栄養③(座長)

第 56 回日本人間ドッ
ク学会学術大会(横浜)

2015 年 7 月

佐藤祐造

教育講演「基本チェックとロコモ度評価」(座長)

第 34 回日本臨床運動
療法学会学術集会(仙
台)

2015 年 9 月
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発表年月

荒川聡美・倉知真一・
加藤真裕・佐藤祐造

病院併設フィットネスクラブにおける理学療法士
の役割についての検討

第 34 回関東甲信越ブ
ロック理学療法士学会
(山梨)

2015 年 9 月

佐藤祐造

名誉理事長

第 58 回東海学校保健
学会(名古屋)

2015 年 9 月

南條輝志男・佐藤祐造

シンポジウム<日本体質医学会・日本体力医学会合
同シンポジウム企画>生活習慣病(体質)の予防・治
療に果たす身体運動(体力)の役割(座長)

第 70 回日本体力医学
会大会(和歌山)

2015 年 9 月

佐藤祐造

シンポジウム<日本体質医学会・日本体力医学会合
同シンポジウム企画>生活習慣病(体質)の予防・治
療に果たす身体運動(体力)の役割 生活習慣病運
動療法の現状と課題:糖尿病を中心にして

第 70 回日本体力医学
会大会(和歌山)

2015 年 9 月

佐藤祐造

実行委員

第 36 回日本肥満学会
(名古屋)

2015 年 10 月

佐藤祐造

教育講演「肥満とサルコペニア」(座長)

第 36 回日本肥満学会
(名古屋)

2015 年 10 月

佐藤祐造

教育講演「肥満症の運動療法」

第 36 回日本肥満学会
(名古屋)

2015 年 10 月

佐藤祐造

特別講演「生活習慣病の予防と運動−糖尿病を中心
として−」

日本人間工学会東海支
部 2015 年研究大会
(名古屋)

2015 年 11 月

稲坂博・濱島崇・西村
尚子・西門隆一・井澤
雅子・宮尾克・長嶋正
實・佐藤祐造・小島邦
義・小嶋真一郎・纐纈
雅明・吉田貴・伊藤宜
夫・柵木充明

「生活習慣病予防のための健常小児基礎データの
収集」と「肥満小学生に対する介入試験」から得
られた知見(講演)

平成 27 年度第 46 回全
国学校保健・学校医大
会 第 1 分科会〔から
だ・こころ(1)〕学校健
診・学校教育・生活習
慣病他(松山)

2015 年 12 月

酒井映子・末田香里・
佐藤祐造

主観的食事量を行動目標とした栄養教育法に関す
る検討

第 19 回日本病態栄養
学会年次学術集会
(横浜)

2016 年 1 月

末田香里・酒井映子・
宇野智子・佐藤祐造

牛乳の食後血糖上昇抑制効果−米飯と牛乳の摂取
順序の検討−

第 19 回日本病態栄養
学会年次学術集会
(横浜)

2016 年 1 月

佐藤祐造

糖尿病療養指導に必要な知識
化と ABC(座長)

第 50 回糖尿病学の進
歩(東京)

2016 年 2 月

佐藤祐造

(理事長)

第 20 回日本体力医学
会東海地方会学術集会
(名古屋)

2016 年 3 月

山根基・上原正子・荒
川聡美・佐藤祐造

子どもの生活習慣改善におけるスーバー食育スク
ールの有効性の検討

第 20 回日本体力医学
会東海地方会学術集会
(名古屋)

2016 年 3 月

佐藤祐造

記念シンポジウム「生活習慣病予防と体力医科学」 日本体力医学会東海地
基調講演「生活習慣病予防と体力医科学:糖尿病を 方会 20 周年記念事業
中心にして」
(名古屋)

2016 年 3 月

運動療法の見える
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谷口泉・土田満

大学生における過去および現在の共食状況と対人
コミュニケーションなどとの関連（第 1 報）

日本家政学会第 67 回
大会（盛岡）

2015 年 5 月

管理栄養士養成課程の学生における日常の食事
づくりへの関わりの重要性

第 4 回日本栄養改善学
会東海支部会（稲沢）

2015 年 6 月

米本優希子、眞野恵子、 看護師のコミュニケーションスキルとその関連要
土田 満
因の検討―因子別の質問項目の得点平均値につい
てー

第 46 回日本看護学会
看護管理学術集会
（福岡）

2015年9月

宮澤洋子・宮島彩・
谷口泉・山田直子・
土田 満

管理栄養士養成課程の学生における日常の食事づ
くりへの関わりの重要性～大学入学後の経年的な
検討～

第 62 回日本栄養改善
学会学術総会（福岡）

2015 年 9 月

柴田真弓・渡邊裕・
森下志穂・平野浩彦・
小原由紀・後藤百合・
河原千里・三角洋美・
山口ひさ子・土田満

二次予防高齢者における複合プログラム介入の効
果検証

日本歯科衛生学会第
2015 年 9 月
10 回学術大会（札幌）

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
る研究

日本工学会東海支部
2015 年研究大会
（名古屋）

2015 年 11 月

仲本桂子・土田満・
宮崎恭一

日本人ベジタリアンフードガイドを用いた栄養教
育介入の効果

日本ベジタリアン学会
第 15 回大会（東京）

2015 年 11 月

柴田真弓・渡邊裕・
平野浩彦・森下志穂・
小原由紀・後藤百合・
河原千里・三角洋美・
山口ひさ子・土田満

二次予防対象者における口腔・栄養・運動の複合
プログラムの効果について

愛知県歯科医学大会
（名古屋）

2016 年 2 月

安念保昌・宮本邦雄

PDゲームにおける言葉掛けといじめ経験の相互作
用

日本心理学会第 78 回
大会(同志社大学)

2014 年 9 月

高橋遥香・大久保義
美・安念保昌

父親の子育て参加（１）:成育歴が現在の育児に与
える影響

日本教育心理学会第
57 回総会(新潟大学)

2015 年 8 月

ANNEN, YASUMASA

Theory of mind in a cat: A note concerning o
rigin of theory of mind.

日本動物心理学会第75
回大会(日本女子大学)

2015年9月

安念保昌

Kosslyn island課題における空間認知と性差

日本認知科学会第32回
大会(千葉大学)

2015年9月

安念保昌

サイコパシー２因子と囚人のジレンマにおける搾
取行動

日本心理学会第79回大
会(名古屋大学)

2015年9月

ANNEN, YASUMASA

Comparison of attachment styles using text m
ining in prisoner's dilemma game behavior wi
th a Tit For Tat strategy

The 31st Internation
al
Congress of Psy
chology

2016年7月

ANNEN, YASUMASA

Comparison of attachment styles using cooccurrence networks in prisoner's di
lemma game behavior with 4 strategies

The 31st Internation
al
Congress of Psy
chology

2016年7月

安念保昌・上原正子

愛着と食行動
母親と女子大生の比較を通して

日本教育心理学会第
58 回総会(香川大学)

2016年10月

宮島洋子・宮島彩・
土田満
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高橋陽香・大久保義
美・安念保昌

父親の子育て参加(1)―成育歴が現在の育児に与
える影響―

日本教育心理学会第56
回総会

2015年8月

高橋遥香・高橋健太・
大久保義美・安念保昌

父親の子育て参加（2）
成育歴が現在の育児に与える影響

日本教育心理学会第
58 回総会(香川大学)

2016年10月

桜井栄一・大久保義
美・平野緑・阪美里・
高橋徹

情報処理教育の実践的研究(12)－大学1年生に対
するスマートフォン利用モラル教育の効果測定―

日本教育心理学会第56
回総会

2015年8月

後藤多知子

中学生のおしゃれに関する一考察－中学２年生の
おしゃれ意識スタイルとおしゃれ行動・生活充実
度との関連－

日本学校保健学会第
62 回学術大会

2015 年 11 月

後藤多知子・西田麻友
香

「Ａ小学校における児童のトイレの使用状況に関
する一考察－和式便器の使用状況に着目して－」

第 59 回東海学校保健
学会

2016 年 9 月

中林恭子・後藤和史

被援助志向性と自尊感情が
大学生の援助要請行動抑制理由に与える影響

日本学校保健学会第
62 回学術大会ポスタ
ー発表

2015 年 11 月

山根 基，種田行男，
加納政芳，高見京太，
大和信夫

小学生の運動習慣形成を目的とした家庭用体操ロ
ボットの実用性検討

日本人間工学会東海支
部 2015 年研究大会

2015 年 11 月

Eriko Yamamoto

“More than the 'Race' Issue: The 1936 Berli
n Olympics and Japanese Americans”

日本アメリカ学会
年次大会

2016 年 6 月

Eriko Yamamoto

Recording and Interpreting the World War II
Suicide Squadron Legacy in Japan: Tadamasa I
tatsu and the Chiran Peace Museum

(USA) Oral History A
ssociation 年次大会

2016 年 10 月

平田秋香・渡辺千津子

小学校４年生を対象とした保健教育の実践と血液
検査の比較

第 59 回東海学校保健
学会

2016 年 9 月

三井由里・安間美香・
大城清美・中田佳奈
江・中野明日香・
中村清美・名倉宏美・
比奈地むつみ・柳生美
由紀・渡辺千津子・
鎌塚優子

保健室のレイアウトに関する養護教諭の意識
～転勤直後の養護教諭を対象とした調査から～

第 59 回東海学校保健
学会

2016 年 9 月
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講演会
著者

題目

組織

佐藤祐造

特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題」

緑区糖尿病を勉強す
る会−運動療法を考え
る会−緑区から世界
へ!(名古屋)

2015 年 5 月

佐藤祐造

内科的疾患(脂質異常症・糖尿病)予防改善のため
のアクアフィットネスの適応と禁忌

平成 27 年度第 2 回メ
ディカルアクアフィ
ットネスインストラ
クター(内科的疾患予
防改善)講習会(大阪)

2015 年 6 月

佐藤祐造

特別講演「糖尿病の運動療法〜最近のエビデンス
と指導方法〜」

Current Diabetes Me
eting in 豊田加茂
(豊田)

2015 年 6 月

佐藤祐造

生活習慣病の予防:食生活、運動を中心に

愛知みずほ大学瑞穂
高等学校現職研修会
(名古屋)

2015 年 6 月

佐藤祐造

健康セミナー「生活習慣病を予防しよう!食生活と
運動習慣を考える」

きたなごや健康セミ
ナー(北名古屋)

2015 年 6 月

佐藤祐造

特別講演「わかりやすい糖尿病の運動療法」

明日からの診療に役
立つ 糖尿病治療セ
ミナー2〜薬に頼らな
い血糖コントロール
(多治見)

2015 年 7 月

佐藤祐造

生活習慣病を改善するチョイ足し食材「酢」

主治医が見つかる診
療所(テレビ愛知).8
月 10 日(20:00-21:00
放映)

2015 年 8 月

佐藤祐造

生活習慣病の予防と運動:糖尿病を中心にして

一宮中央ローターア
クトクラブ健康にな
ろう例会(一宮)

2015 年 10 月

佐藤祐造

「これアリっ!」コーナー「賢者の食卓」

東海テレビ「スイッ
チ!」11 月 10 日放送
(名古屋)

2015 年 11 月

佐藤祐造

生活習慣病の予防と運動−糖尿病を中心にして−

一般社団法人中川法
人会篠原支部研修会
(名古屋)

2015 年 11 月

佐藤祐造

東海学校保健学習会(名誉理事長)

東海学校保健学習会
(名古屋)

2015 年 12 月

佐藤祐造

糖尿病の予防と治療:食生活と運動の重要性

名東警察署健康講話
(名古屋)

2016 年 1 月

佐藤祐造

特別講演「メタボリックシンドロームに対する運
動療法の進め方」

第 42 回豊川市医師
会・総合青山病院
教育講演会(豊川)

2016 年 2 月

佐藤祐造

特別講演「糖尿病の運動療法:理論と指導方法」

第 6 回糖尿病・栄養フ
ォーラム(京都)

2016 年 2 月
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発表年月

佐藤祐造

生活習慣病の予防 食事、運動面のアプローチ〜
糖尿病を中心にして〜

暮らしのセミナー(名
古屋市北図書館
)(名古屋)

2016 年 2 月

佐藤祐造・稲坂博

シンポジウム「学校現場におけるスポーツ外傷・
障害について」(座長)

平成 27 年度学校保健
シンポジウム(愛知県
医師会)(名古屋)

2016 年 3 月

佐藤祐造

特別講演「糖尿病の運動療法:最新の知見と指導方
法」

第 44 回西三河糖尿病
イブニングカンファ
ランス(碧南)

2016 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

平成 27 年度メディカ
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(大阪)

2016 年 3 月

土田満

生活習慣病を予防する食事で、いきいき

中川法人会支部会篠
原支部研修会

2015 年 6 月

土田満

若者の食の乱れは深刻

名古屋市立西陵高等
学校

2015 年 10 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、長寿へ～

名古屋市教育委員会
生涯学習課シリーズ
講座

2015 年 11 月

土田満

健康へ 栄養学からの誘い～健康を志向する生活
スタイルを覗く～

名古屋市教育委員会
生涯学習課シリーズ
講座

2015 年 11 月

土田満

若者の食の乱れは深刻～生活習慣を予防、食事で
いきいきと

三菱電機ビルテクノ
サービス労働組合食
育セミナー

2016 年 1 月

大久保義美

子どもと記憶

愛知幼児教育研究会
平成27年第1回定例会
研究報告

2015年7月

後藤多知子

「養護教諭の職務とキャリア発達-組織マネジメ
ントの視点から－」

平成 27 年度愛知県養
護教諭 5 年経験者研修
講師（愛知県総合教育
センタ－）

2015 年 11 月

後藤多知子

「子どもの発育は鳥の目・虫の目で見よう－成長
曲線とは－」

平成 28 年度岐阜地区 2016 年 8 月
幼・小・中・高等学校・
特別支援学校地区別
養護教諭交流会

中林恭子

楽・らく子育てセミナー（4 回連続講座）

豊明市保健センター

2015年5,6月
2015年8,9月
2015年11,12月
2015年2,3月

中林恭子

臨床心理学から見た子どもの発達｣
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西陵高等学校

2015 年 9 月

中林恭子

児童・生徒へのより良い対応を考える
～対応困難事例を中心に～

豊田市教育委員会

2016 年 6 月

渡辺千津子

ライフスキル教育について

浜松市教育研究会養
護教諭職務研修会

2015 年 7 月

渡辺千津子

保健室のレイアウトについて

浜松市教育研究会養
護教諭部 3 ブロック研
修会

2015 年 7 月

渡辺千津子

養護教育

浜松市教員免許更新
講習会

2015 年 10 月

渡辺千津子

保健室レイアウトの実際

浜松市教育研究会養
護教諭部 1 ブロック研
修会

2016 年 7 月

渡辺千津子

ライフスキル教育について

浜松市教育研究会養
護教諭職務研修会

2016 年 8 月

その他
著者

題目

組織

0 後藤多知子・西田麻
友香

「Ａ小学校における児童のトイレの使用状況に関
する一考察－和式便器の使用状況に着目して－」

第 59 回東海学校保健
学会優秀演題賞受賞

2016 年 9 月

渡辺千津子

食生活について

浜松市立気賀小学校
学校保健委員会
浜松市立新津中学校
区合同学校保健委員
会

2015 年 7 月

渡辺千津子

目指せコミュニケーションの達人

浜松市立新津中学校
区合同学校保健委員
会

2015 年 12 月
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６．その他(具体的に：

○使用ワープロソフト名
＜注意事項＞

４．資料

５. 情報

)

［

］

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。
・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要
領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。
・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越
える場合は受理されないことがあります。
・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。
・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏
名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。
・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。
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瀬木学園紀要投稿規程
1．投稿有資格者
投稿有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、その他の外国語論文も認めること
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。
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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)，434437．
・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する。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 12 月 13 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。
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