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原著 

女子学生の月経の経験からみた養護教諭が行う健康相談の必要性 
 

The Need for Health Consultation Actions by a Yogo Teacher 
based on Menstrual Experiences of Female Students 

 

矢野 由紀子※１，土田 満※２ 

※１愛知みずほ大学短期大学部，  ※２愛知みずほ大学大学院 

Yukiko YANO※１，Mitsuru TSUCHIDA※２ 

※１Aichi Mizuho Junior College， ※２Graduate School of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

 
Abstract. 

This study aimed to investigate experiences and concerns related to symptoms of menstrual discomfort in female students, 

and obtain basic data for yogo teachers to provide health consultation. A questionnaire survey was conducted involving 334 

female students from B College and Junior College located in A Prefecture.  

Although the students had already reached sexual maturity, 30% of them had an irregular menstrual cycle. Almost all 

subjects had experienced some kind of discomfort during the premenstrual and menstrual phases, and a majority of the them 

had experienced severer discomfort during menstruation. Although “taking medicines” was the most common self-care to 

relieve menstrual cramps, the number of subjects who “endure” menstrual pain was also high. Seventy-percent of the subjects 

had calculated the first day of their next expected menstrual cycle. Most of such subjects had experienced pain severe enough 

to affect their daily activities, and a half of them desired to learn about menstrual health. 

The results suggest the need for yogo teachers to provide education on menstruation according to the stages of development, 

and instruct students to seek health consultation from them. 

 
Key words :  female college student,  menstrual experience,  concern,  yogo teacher,  health consultation 
 
 
Ⅰ．はじめに 

月経は成熟に伴う思春期の二次性徴のひとつで、女

性のみに発現する生殖を目的とした身体生理的機能で

ある。女性が月経をどのように認識し、女性性の受容

や母性性の発達に影響を与え、周期的に訪れる月経と

どのようにつき合うかは、女性としての人生を左右す

る重要な問題となるといわれている 1)。 
月経に伴って女性が悩まされる不快症状に月経痛な

どがある。松本ら 2)が全国の 11~54 歳の女性 27,106
名について調査した結果によると、月経中に身体の不

快症状がないと答えた者はわずか 277 人（7.7％）にす

ぎず、ほとんどの人が何らかの症状を認めていると報

告している。 

 
月経問題は、その発達段階に応じた問題の様相があ

ることが指摘されており 3)、大学生にはその年齢特有

な問題が発生する。初経の初来から成熟月経周期に至

るには、無排卵周期から黄体機能不全周期を経て、排

卵性の正常周期への経過をたどる。その間およそ 7 年

を要することが明らかになっており、大学生はまさに

その成熟を迎える年齢である。成熟した排卵性周期が

確立するころから月経痛の発生が増加する。その観点

からも大学生の月経問題の実態は、より深刻であるこ

とが予測される 3)。 
しかし月経痛に対して、痛みを和らげるための知識

を知らない、対処法の教育を受けたことがない 4) 5)、大

学生の半数が自己流の対処法を行っていた 6)という報
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原著 

告があることから、学校で行う月経教育や、月経に関

する悩みを聞く健康相談を充実させる必要があると考

える。特に養護教諭は、月経痛を訴えて保健室に来室

する児童生徒及び学生の対応をすることから、その職

務の特質を最大限に発揮することが望まれる。 
以上の背景を踏まえ、本研究では、現代の女子学生

が抱えている月経時の不快症状等の経験や悩みを明ら

かにし、養護教諭が健康相談を行うために必要な基礎

資料を得ることを目的とした。 
 

表 1 対象者の基本属性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．研究方法 
１． 調査対象・調査時期・調査方法 

愛知県内のA大学及び短期大学部に在籍している女

子大学生で、調査に協力が得られた 349 名を対象者と

して、2016 年 5 月 9 日～5 月 31 日に、講義担当教員

より許可を得て無記名自己記入式アンケート調査を実

施した。 
２． 調査内容 

アンケートの内容は、以下の 2 項目で構成した。 
1) 対象者の属性 

所属、学年、専攻コース、年齢、身長と体重、居

住状況の 6 項目について選択式及び記述式で回答を

求めた。 
2) 現在の月経状況 

川瀬 3) の月経状況に関する質問を参考に作成し

た。月経周期、月経持続日数、不快症状の程度、不

快症状の日常生活への支障の有無、セルフケアの方

法、月経教育希望の有無、月経予測手段の 6 項目に

ついてそれぞれ選択式及び記述式とした。 
月経前の不快症状、月経中の不快症状は、身体症

状 6 項目、精神症状 4 項目について「強＝３点」「弱

＝２点」「なし＝１点」の選択式とした。月経に関し

て悩んでいること、月経に関連して知りたいことの

2 項目は自由記述とした。 
３．分析方法 

対象者の属性、現在の月経の状況については単純集

計を行った。月経前と月経中の不快症状の程度と、月

経不快症状の日常生活の支障、月経予測、月経教育希

望との関連についてχ2検定を行った。 
解析には IBM SPSSS statistics ver.24 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。 
5．倫理的配慮 

調査対象者に、得られたアンケート結果はコンピュ

ータによって統計処理及び解析を行うこと、個人を特

定できないよう統計処理を行う旨を文書で説明し、同

意を得て調査を実施した。 

 
Ⅲ．結果 

調査対象者 349 名のうち、調査表に記入漏れがある

者 11 名、30 歳以上の者 3 名、子どもがいる者 1 名を

除いた、334 名を分析対象者とした。 
1．対象者の属性 

対象者の属性を表 1 に示した。大学生 149 名、短大

生 185 名で、年齢は 18.9±1.0 歳であった。身長は

156.8±5.4 ㎝、体重は 52.0±9.3 ㎏、BMI は 21.1±
3.4 で、大学生と短大生はほぼ同様な身体状況であっ

た。対象者の BⅯI を日本肥満学会の診断基準に基づ

き、「低体重」「普通」「肥満」の 3 区分に分けると、「低

体重（BⅯI18.5 未満）」67 名（20.1％）、「普通（BⅯ

I18.5～BⅯI25 未満）」231 名 69.2％、「肥満（BⅯI25
以上）」36 名（10.8％）であった。居住状況は、「一人

暮らし」が 14.4％で、「家族と同居」が 8 割以上を占

めていた。 
2．月経の経験 

1) 初経年齢 
初経の早期･正常･遅発割合を表 2、初経の年齢分布

を図 1 に示した。初経の早期･正常･遅発割合は､正常

と定義 6)されている 10 歳以上 15 歳未満で発来した者

が 92.8％、10 歳未満で発来した早期月経が 1.2％､15
歳以上で発来した遅発月経が 6.0％であった｡平均初

経年齢は 12.1 歳で､11 歳と 12 歳が 5 割以上を占めて

いた。     
表 2 初経年齢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 初経年齢の分布 

年齢 

人
数 

12 14 16 18108 
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2) 月経周期 
月経周期を表 3 に示した。「毎回規則的」32.9％、「ま

あまあ規則的」35.6％、「あまり規則的でない」20.1％、

「不規則」11.4％で、規則的な者が 68.5％であった。 
 
 表 3 月経周期        表 4 月経持続日数 
 
 
 
 
 
 

3) 月経持続日数 
 月経持続日数を表 4 に示した。正常範囲と定義 6)さ

れている「3～7 日」が 94.3％、過短月経と定義されて

いる「2 日以内」は 0.6％、過長月経と定義されている

「8 日以上」は 5.1％であった。 
4) 不快症状 

(1) 程度 
月経（前・中）の不快症状の程度を図 2、月経（前・

中）と身体及び精神不快症状の程度との関連を表 5
に示した。 

月経（前・中）と身体不快症状の程度には全症状

に有意な関連が認められ、「お乳が張る」を除き、月

経前よりも月経中に身体不快症状の強い者の割合が

増加していた。精神症状では月経（前・中）と「無

気力になる」「ゆうつになる」の不快症状の程度に有

意な関連が認められ、身体症状と同様に月経前より

も月経中に不快症状の強い者の割合が増加していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 月経（前・中）の不快症状の程度 

表 5 月経前・月経中と不快症状の関連 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 日常生活への支障 
月経（前・中）と日常生活への支障との関連を表

6 及び図 3 に示した。月経（前・中）と日常生活へ

の支障には有意な関連が認められた。「月経前に支障

がある者」25.4％に対して「月経中に支障がある者」

は 50.3％で、月経前よりも月経中に生活への支障が

ある者の割合が増加していた。 
 

表 6 不快症状と日常生活への支障の関連 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

図 3 不快症状と日常生活への支障 

   人数（％） 

  月経前 月経中 有意差 

支障なし 249（74.6） 166（49.7） 
** 

支障あり 85（25.4） 168（50.3） 

    ｎ＝334 

項     目 人数（％） 

毎回規則的 110 （32.9） 

まあまあ規則的 119 （35.6） 

あまり規則的でない 67 （20.1） 

不規則 38 （11.4） 

   ｎ＝334 

項  目 人数（％） 

  3～7 日 315 （94.3） 

  2 日以内 2 （0.6） 

  8 日以上 17 （5.1） 

(%) 
n.s.有意差なし, *ｐ＜0.05, **p<0.01
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(3) セルフケア（複数回答） 
月経中の不快症状に対するセルフケアを表 7 に

示した。「薬を飲む」「横になる」が 50%前後と最も

多く、「腹部の保温」、「睡眠を十分にとる」、「気分転

換をする」、「暖かい服装」、「身体を動かす」と続い

ていた。「病院に行く」は極僅かしかいなかった。一

方、セルフケアをせずに「がまんする」は 40%以上

もおり、「何もしない」は 25％であった。 
 

表 7 月経中の不快症状へのセルフケア 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 月経予測手段 
月経予測手段を表 8 に示した。7 割の者が予測して

おり。予測手段は「予測アプリケーション」が約半数

を占め、次いで「スケジュール帳」であった。「基礎体

温測定」は極僅かしかなかった。一方、「何もしていな

い」者は 3 割近くいた。 
 

表 8 月経予測手段 

 
 
 
 
 
 

 
月経予測と不快症状の日常生活への支障との関連を

表 9 に示した。月経予測と月経不快症状の日常生活へ

の支障には有意な関連が認められた。予測している者

で支障がある者は 80.0％であるのに対して、支障がな

い者は 67.4％と、予測している者に支障がある者の割

合が多かった。 

表 9 月経予測の有無と不快症状の日常生活への 

支障との関連 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) 月経教育の希望 
月経教育の希望の有無を表 10、月経教育の希望と不

快症状の日常生活への支障との関連を表 11 に示した。

月経教育を希望する者は約 50％おり、そのうち 6.6％
が強く望んでいる者であった。月経教育の希望と不快

症状の日常生活への支障とは有意な関連が認められ、

月経前、月経中ともに月経教育を望む者は、望まない

者より、日常生活に支障がある者の割合が多かった。 
 

表 10 月経教育希望の有無 

 
 
 
 
 
 

 

表 11 月経教育希望の有無と不快症状の日常生活への 

支障との関連 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) 月経に関しての悩み 
月経に関しての悩み（自由記述）を表 12 に示した。

「月経痛がひどい」「薬を飲んでも痛い」などの痛みに

関すること、「不規則」、「周期が安定しない」などの月

経周期に関すること、「出血量が多い」、「血塊がたくさ

んでる」などの月経の状態に関すること、「月経前の無

気力」、「月経前の腹痛が辛い」などの月経前症状に関

すること、「イライラする」、「気分が落ち込む」などの

精神症状に関すること、「こまめにトイレに行くのが面

倒」「就寝時の横漏れ」などの月経と生活に関すること

などが挙げられた。 

予測している 113（68.0） 123（73.2） 
n.s. 

予測していない 53（31.9） 45（26.8） 

強く望む 7（ 4.2） 15（8.9）   

望む 56（33.7） 87（51.8） ** 

望まない 103（62.0） 66（39.3）   

  支障なし 支障あり 有意差 

強く望む 10（ 4.0） 12（14.1）   

望む 98（39.4） 45（52.9） ** 

望まない 141（56.6） 28（32.9）   

 N＝334

項   目 人数（％） 

強く望む 22（ 6.6 ） 

望む 143（42.8） 

望まない 169（50.6） 

 N＝334

質問項目 人数（％） 

予測アプリケーション 156（46.7） 

何もしていない  98（29.3） 

スケジュール帳  79（23.7） 

基礎体温測定  1（ 0.3 ） 

 支障なし 支障あり 有意差 

予測している 168（67.4） 68（80.0） 
* 

予測していない 81（32.5） 17（20.0） 

質問項目 人数（％） 

薬を飲む 189（56.8） 

横になる 156（46.8） 

がまんする 146（43.8） 

腹部の保温  88（26.4）

何もしない  86（25.8）

睡眠を十分にとる  53（15.9）

気分転換をする  40（12.0）

暖かい服装  38（11.4）

身体を動かす  20（ 6.0）

病院に行く   1（ 0.3）

その他  11（ 3.3）

n.s.有意差なし, *ｐ＜0.05, **p<0.01

月
経
中 

月
経
前 

月
経
中 

月
経
前 

n.s.有意差なし, *ｐ＜0.05, **p<0.01

5



原著 

表 12 月経に関しての悩み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 13 月経に関して知りたいこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

月経の状態に関すること

出血量が多い

１ヶ月近く持続することがある

最近、１年に数回しか月経がない（しかも若干）

血塊がたくさん出る

出血の多い日少ない日が激しいので不安

経血量が少ない時があり大丈夫かと心配になる

経血量が多く視覚的にダメージを受ける

一時期月経が来なくなった

月経持続日数が短い（3～4日）

遅れることがある

ここ２ヶ月ほど月経が来ていない（ストレスが原因で前にも３ヶ

月来なかったことがある）

一人暮らしを始めてから1ヶ月くらい月経がない

一人暮らしで生活環境・食生活が変わり一度こなくなった

痛みに関すること

月経痛がひどい

腹痛がひどい

薬を飲んでも痛い

腹・腰の激痛

頭痛

1日目がすごく腹痛に襲われる

腰痛で授業中座ったり、通学時間が辛い。

講義中の腹痛が辛い

毎回毎回強い痛みがある

痛すぎて暴れるのをやめたい。意識が飛びかける

だるさや腹痛で動けなくなる

痛すぎて動けないことがある

腹痛が薬を飲まないと治らない

薬がないと起き上がれない

最近腹痛がひどくなって月経が長く続くことがある

腹痛がひどすぎて動けない、貧血で立てない

腹痛があるときとない時の差がある

月経痛がなくて逆に不安（初経中2）

月経前症状に関すること

月経前の腹痛が辛い

月経前や月経中のいらだち

月経前の無気力

月経前に気分が落ち込む

月経前に学校やバイトを休んだり、人に会いたくないのが辛い

月経前にものすごく胸が張るので嫌だ

精神症状

イライラする

イライラして人にあたってしまう

誰に対してもイライラしてしまう

だるい

お腹が張り、イライラする

生きていることに疲れてしまう

気分が落ち込むので困る

月経周期等に関すること

不規則で困る

不規則

未だに周期が安定しない（以前医師にストレスが原因だと言

われた）

自分の月経周期がわからない

月経と生活に関すること

こまめにトイレに行くのが面倒くさい

就寝時の横漏れ

その他

ナプキンにかぶれる

体重が増える

疲れやすい

寒いところに長時間いると辛い

気分転換がうまくできない

学校だと寝れないから辛い

1日目2日目の体調不良が辛い

横になりたくなる

予測アプリが当たらなくて不安

肌荒れが多い

食欲不振

吐き気

不快症状がひどい

貧血で歩けない時がある

腹がゆるくなる

どれだけ寝ても眠くなり、寝てしまう

知識に関して

月経痛を和らげる効果がある食べ物

どのタイミングで来るか知りたい

自分のホルモンについて

来ない月がある。体に問題ないか。

持続日数が長引いた時の影響

なぜ不規則なのか

月経が不規則でも出産できるか

月経痛がひどい理由

不規則は何年立っても続くものなのか

薬でコントロールしているが、薬をやめたらきちんと来るのか

月経前はなぜいつもよりお腹がすくのか

症状・状態に関して

血塊が出るのは病気なのか

月経痛がなくなる方法

だるい時の改善法

人によって月経痛の有無や痛みの違い

月経前や月経中のイライラを解消する方法

なぜ２日目は体調が悪くなるのか

苛立ちや痛みを和らげる方法

腰痛の対処法

医療受診して何が改善されるのか
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8) 月経に関して知りたいこと 
月経に関して知りたいこと（自由記述）を表 13 に示

した。「月経痛を和らげる効果がある食べ物」、「月経が

不規則でも出産できるか」などの月経と身体機序の知

識に関することや、月経時の痛みや不快症状などに関

することが挙げられた。 
 
Ⅳ．考察 
１． 対象者の月経の経験について 
本研究の対象者の年齢は 18.9±1.0 歳、初経年齢は

12.1±1.4 歳であり、月経周期が規則的な者は約 7 割、

月経持続日数が正常な者は約 9 割であった。松本 6)は、

初経の初来から成熟月経周期に至るには、無排卵周期

から黄体機能不全周期を経て、排卵性の正常周期への

経過をたどると報告している。また、森ら 7)の基礎体

温を用いた研究によれば、初経の初来から成熟月経周

期に至るにはおよそ 7 年を要するとしている。本調査

の対象者は、年齢及び初来年齢を考慮すると、月経は

ほぼ成熟期にあると考えられる。しかしながら、約 3
割の者の月経周期は不安定であると回答しており、

2005 年に実施された池内の調査 8)における約 1 割の

者が頻発、稀発月経、過短、過長月経であったとする

報告とは違いがみられる。現代の生活から生じるスト

レス等が月経の規則性に影響を与えている可能性が推

察される。 
月経不快症状については、9 割の者が何らかの不快

症状を有し、月経前で 3 割、月経中で 5 割の者が日常

生活に支障があった。不快症状の割合は全国の 11～54
歳の女性 27,106 名を対象とした松本の調査 2)及び、18
～25 歳の看護学生 230 名を対象とした池内の調査 8)

でも、約 9 割の者に不快症状があることを明らかにし

ており、本研究結果を支持するものであった。大学生

は成熟を迎える年齢であり、月経時の不快症状は、成

熟した排卵性周期になることより機能性月経困難症が

増加する 9)ことと関係があると考えられる。また、本

研究で月経に関しての悩みを質問したところ、「痛み」

に関することを挙げている者が多いことから、大学生

にとって痛みを伴う月経不快症状は日常生活を送る上

で支障がある程の深刻な問題となっていることが推察

される。 
月経（前・中）と身体及び精神不快症状の程度は、

「お乳が張る」を除き、月経前よりも月経中に不快症

状の強い者の割合が増加していた。これは、川瀬 3)に

よる月経時の随伴症状は、乳房の張りを除いて、その

他のすべての症状において月経前より高率に発症し、

その程度も重いという報告と同様であった。 
月経不快症状のセルフケア行動で最も多いのが「薬

を飲む」で 56.8％であった。一方で、「がまんする」は

40％もいることが認められた。平田 10)は鎮痛剤の使用

の有無に最も関連する要因は月経痛の程度だと報告し

ている。野田 11)は、がまんすることが美徳であるとい

う文化が現代でも残っていることや、単に行動を起こ

すのが面倒なのでがまんしていることを推測している。

本研究の結果からも、「月経は病気じゃないからがまん

するもの」「薬を飲むと癖になる」といった言い伝えが

影響しているか、あるいは単に薬を飲むのが面倒なの

でがまんしていることが考えられる。鎮痛剤の適切な

使い方を含め、正しいセルフケア行動がとれるような

月経教育を行うことが重要であると考える。 
対象者の 7 割が「予測アプリケーション」などを利

用して月経を予測していた。これは、女子大学生の約

7 割は月経開始日が予測できたとする、植村ら 12)の調

査結果と類似している。本研究では、予測している者

は、月経前の不快症状が日常生活に支障を及ぼす者が

多かったことから、予測は不快症状に備えるためであ

り、快適な日常生活を送るための不可欠な行動になっ

ていることが推察される。 
月経教育について、月経前・月経中の不快症状が日

常生活に支障を及ぼしている者の半数以上が月経教育

を希望している結果は、月経に関する悩みや知りたい

ことが多いことに関連している。月経に関する正しい

知識の必要性を感じながらも、相談する人や場所、悩

みを解決する手段を知らないといった実態が明らかに

されている。発達段階に合わせたきめ細やかな月経教

育を行うとともに、適切な情報が得られるようにする

ために、身近に相談できる人や施設が必要であること

が示唆される。 
 今回明らかにされた現代の女子学生が抱えている月

経時の痛みや精神症状、悩みは、養護教諭の保健室来

室者に対する健康相談の際の基礎資料となるものであ

る。また、解決に向けて、学生が自ら歩むように支援

する健康相談ができるように、養護教諭の更なる資質

の向上が望まれる。 

 

Ⅴ．結論 

現代の女子学生が抱えている月経時の不快症状等の

経験や悩みを明らかにし、養護教諭が健康相談を行う

ために必要な基礎資料を得ることを目的とした。A 県

内の B 大学及び短期大学部に在籍している女子学生

334 名を対象にアンケート調査を実施した。 
１．年齢と初経年齢から月経はほぼ成熟期にあるが、

3 割の学生が月経周期は不安定であると回答した。 
２．月経前及び月経中にほとんどの者が何らかの不快

症状を有していた。月経前よりも月経中に不快症状

の強い者の割合が多かった。 
３．月経痛のセルフケア行動は、「薬を飲む」が 56.8％
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で最も多かったが、一方で「がまんする」者が 40％
もいた。 

４．対象者の 7 割が月経を予測していた。月経前の不

快症状が日常生活に支障を及ぼす者の方が予測して

いる割合が多かった。 
５．月経前・月経中の不快症状が日常生活に支障を及

ぼしている者の半数以上が月経教育を希望していた。 
養護教諭による発達段階に合わせた月経教育を行う 
とともに、学生自ら養護教諭に相談する指導も必要

であることが示唆された。 
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口腔衛生意識･行動の親子相関と歯科保健学習の効果 
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1: Nagoya city Honoka Elementary School  

2:Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
 
Abstract 

It is thought that acquiring proper oral cleaning methods and lifestyle habits in school age leads to 
lifetime dental health. However, in school age, as the dentition changes, the condition of the oral cavity 
changes markedly, making it difficult to reliably clean the mouth. In addition, because school-age 
children are in the stage of transition from health care by parents to self-management in adulthood, it 
is considered that school age children cannot carry out oral cleaning sufficiently.  The aim of this study 
is to investigate relationships between actual condition of dental health awareness and dental health 
behavior of parents and their children. 

A questionnaires survey was conducted on 685 pairs of primary school children and their parents (of 
which 659 pairs were valid). As a result, it was found that the dental awareness and dental behavior of 
children change largely from the third grade. Finish polishing by parents ceased to be carried out from 
the 3rd grade and it turned out that 3rd graders became disliked tooth brushing. As for eating habits 
such as snacking and mealtime, the number of times of snacking increases from the 3rd grade and eating 
time becomes irregular due to eating habits independent of parents. These findings leads the idea that 
dental care learning at school age should focus on third graders.  Therefore, the next research aimed to 
clarify the effect of third-year school dental learning on the dental health awareness, dental behavior, 
and oral hygiene practice of children.  

After dental checkup by a dentist for 45 elementary school third graders (24 boys, 21 girls), they 
learned the dental health by a nursing teacher and were asked questions one month before, just after, 
and three weeks after the dental health learning. The questionnaires were ten items on dental awareness 
and dental health behavior, and the order of questions was changed at random. As a result, the effect of 
dental health learning was found to be effective in terms of dental health awareness and behavior. In 
the influence on dental health awareness, both sex improved awareness that teeth are thought to be 
important by dental health learning. However, girls improved their dental health awareness that they 
liked tooth brushing improved after learning, but boys did not improve. From this, it is considered that 
the effect of dental health learning to dental health awareness / behavior is difficult to improve in boys. 
This study also showed that bleeding at the brushing time in boys was more than in girls, and that the 
ratio was more in the group of periodontal disease. In addition, the relationship was found in boys 
between the periodontal disease and no tooth brushing habit in the morning.  

In the refreshing feeling after tooth brushing, both sex got higher just after dental health learning. 
However, it did not continue. It can be said that the feeling seems to lead to motivation for dental health 
behavior, so repeated dental health learning leads to better fixation of dental health behavior. 
 
Key Word: dental health; parent-child relationship; learning
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はじめに 
口腔衛生行動の進化的背景 

生命は、境界を持ち、それによってその生命活動を

保つが、その境界の維持を、細胞レベルから、器官、

体全体のいろいろな階層で行っているのが、生きてい

ることの本質である(マトゥラーナ・ヴァレラ, 1991)。
昆虫から哺乳動物まで、自由な時間のほとんどを費や

しているのが、体全体の毛繕い、グルーミングであり、

これをしなくなると、死期は近くなるといわれる。霊

長類などの社会的動物は、社会的グルーミングを行っ

て、体の衛生を保ちながら、社会的絆を深めている

(Yoshida, 2016; 上野, 2017)。 
一方で、動物が、命を永らえさせるのは、口から獲

物や植物を摂取することによるが、最も多様な物質が

通過し汚れやすい口腔のケア行動については、その行

動の進化は考えられてこなかった。それは、グルーミ

ングのように手や嘴、口を使ってのグルーミング行動

は、外に表れやすいが、口腔内のケアは、外に表れに

くく、また、適応してきた食生態を維持している限

り、遺伝的に備わった仕組みで、唾液などの口内分泌

物やそれに含まれる酵素物質、舌、常食としている食

べ物との噛み合わせなどで行われると考えられてき

た。恐らく、野生生物は、齲蝕や、口腔病理にならな

いというのは、調べられていないだけかもしれない。

例えば、野生ニホンカモシカがパラポックスウイルス

感染症で、多発性の潰瘍・肥厚性病変が, 口唇, 眼瞼, 
口腔粘膜に生じるという、口蹄疫に近い症状が現れた

事例が報告されている(山上ら, 1995; 猪島,2013) よう

に、野生生物が、齲蝕や歯が折れ、口腔内病変をきた

した場合、グルーミングをしなくなった動物同様、死

期が近くなってしまうので、野生生物の口腔内は健康

に保たれていると見過ごされているだけなのかもしれ

ない。 
実際、SchumanとSognnaes(1956)は、125頭の野生の

霊長類の口腔を調査し、野生のチンパンジーの６％に

齲蝕を伴齲歯が1本以上見出している。また、最近で

も京都大学霊長研の9 個体のチンパンジーにおける齲

蝕と歯周疾患の罹患状態を調べた研究(桃井ら、2011)

では、「口腔衛生に関する介入は皆無であるにも係わ

らず, 極めて良好」で、「バランスの良い食餌を適切

に与えていることが関与している」としているが、

「5 個体の歯面から採取したプラーク内の細菌叢につ

いて, 16S rRNA gene pyrosequencing により解析してい

るが, 未知の細菌種の存在が示唆されている」として

いる。 
積極的な口腔ケア行動をとるには、シロアリ釣り

（Goodall, 1964）のように、何か細長い棒状のよう

な道具制作をして、その発明を集団の中で文化現象と

して伝達されて初めて、研究者の目に入ることにな

る。チンパンジーの行動の中には、歯をかみちぎるこ

とも存在するが、それの口腔衛生との関わりは不明で

ある。恐らく類人猿においてさえ、道具制作・使用に

よる口腔衛生行動はないと考えられていた。しかし、

タイのロッブリーに棲むオナガザル科のカニクイザル

は、人間の髪の毛を使って、デンタルフロスのように

歯磨きをするという(野中，2000) 。「サルに乗っ取ら

れた街」と言われるほど、住民は、カニクイザルに餌

をやりながら、なされるままにしているので、放し飼

いの野生状態であるが、カニクイザル本来の食材では

なく、人間用の食材も中にはあるため、何も口腔ケア

をしないでいると当然、齲蝕が起きてくるはずであろ

う。中には、ココヤシの繊維を使う個体もいるとのこ

とで、ヒトの毛髪なのか、どちらを使用した歯磨き行

動が先だったのか、わからないようである。この文化

的行動の広がりは、同じ旧世界猿である幸島ニホンザ

ルのイモ洗い行動の伝播過程(ボナー, 1982)と同じだ

とすれば、歯磨きを始めた子ザルが仲間に水平伝播し

たあと、そのうちのメスが母親になって、子ザルへ垂

直伝達したのかもしれない。 
 藤田（2005）は、齲蝕が人類進化と歩みを同じく

したとして、様々な古代人の齲歯率をまとめている

が、狩猟採集民であった７６００－３０００年前のア

メリカ先住民では、0.4‐2.4%の齲歯率であるのに対

し、それより古い1万2000年前の同じ狩猟採集民であ

る縄文人では8.2%もあり、動物食以外のイモ類、ど

んぐり、クルミ、栗などの堅果類食が多かったこと

が、原因ではないかと述べている。米作による農耕が

始まった弥生人では、齲歯率は、16.2-19.7％に跳ね上

がり、現代人(1993年)の31.3%につながっている。ま

た、縄文人が、そうした堅果類食や、「相当硬いもの

を食べていた縄文時代人は,歯の咬耗が著し

く・・・、咬合面齲蝕が発症しえなかったと推定され

る」と述べる一方で、動物のなめし皮などの道具を使

って、歯髄腔が露出し、いわゆる露髄の状況を呈する

まで前歯部を擦った可能性を指摘している。これが明

確になれば、人類進化における最初の道具使用による

口腔衛生行動であるのかもしれない。 
有史以降の最初の記録にある、口腔衛生行動に関す

る道具は、紀元前3000年ごろのシュメール人の使った

黄金の楊枝が最初だといわれている(松田, 2015)。古

代インドのアーユルベーダには、口腔衛生行動に詳し

く、歯ブラシは、虫食いの無い木の枝を使う様に勧め

ている。 
 

口腔衛生と健康寿命 

現在、日本の平均寿命は世界トップクラスで、さら
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に健康寿命はトップである。この健康寿命にかかわる

大きな要因が、口腔衛生状態と咀嚼効率であると言わ

れてきた（石原，1955）。それを実証したのが、日本

大学において健康寿命研究をテーマとする研究プロジ

ェクト（「健康と生活に関する調査（斎藤, 2005）」
で、平成11年から全国65歳以上の高齢者を対象に約

5,000人規模で，調査員が訪問面接して行う全国規模

の縦断調査が行われた。その結果、さきいか・たくあ

んが噛めると答えた咀嚼能力の優れた高齢者は，健康

余命が有意に長いことが示された(那須，2012)。平成

14年には健康増進法が制定され、それに基づき国民の

健康の増進を図るための具体的な計画である健康日本

21も改正された。歯の健康に関しては「歯及び口腔の

健康を保つことは、単に食物を咀嚼するという点から

だけでなく、食事や会話を楽しむなど、豊かな人生を

送るための基礎となるものである」とし、国民に自ら

の健康状態を自覚し、その増進に務めるよう具体的な

目標を設定している。齲蝕や歯周病に代表される口腔

衛生の悪化原因の大半は歯みがきなどの生活習慣が関

わっている。齲歯は自然治癒しないということから

も、早期に正しい生活習慣を身につける必要性がある

と考えられる。 

 

学校歯科保健教育 

 学校では歯科検診が毎年実施され、幼児，児童及び

生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的

とした学校保健統計調査が文部科学省によって行われ

ている。歯及び口腔の疾病・異常の有無の調査では、

小学生の齲蝕被患率は昭和 47 年度 93.2％のから年々

減少し、平成 24 年度は 55.76％であった。また、昭和

59 年から調査されている「12 歳の永久歯の一人当た

り平均むし歯（齲歯）等数」は、昭和 59 年 4.75 本か

ら減少し、平成 24 年度は 1.10 本である(文部科学省, 

2012)。これは、齲蝕の予防を中心に取り組まれた学校

保健活動の効果ともいえる。しかし、小学生の歯及び

口腔の疾病・異常は学校保健統計調査開始から現在ま

で、他の疾病・異常に比べて依然として高い割合であ

り、齲歯の割合が８歳で 61.31％と５歳から１７歳ま

でで最も高くなっている。さらに、近年では齲蝕だけ

でなく、歯肉炎や顎関節症の増加、咀嚼などの口腔機

能の未発達など齲蝕以外の疾病・異常の増加が見られ

る。永久歯齲蝕と乳歯齲蝕の関連性も指摘されており

(藤原・武田, 2008)、早期に齲蝕予防や正しい生活習慣

を身につける必要性が示唆される。学齢期は、乳歯と

永久歯の歯列交換期にあたり、生涯にわたった歯の健

康に影響を与える大切な時期であると考えられる。し

かし、歯列交換に伴い、口腔状態が著しく変化し、確

実な口腔清掃が困難になる。また、学齢期の児童は、

乳児期からの保護者による健康管理から成人期の自己

管理へと移行する重要な時期であり、児童自らによる

自己健康管理と保護者による他者健康管理の両者が必

要な時期とも考えられる。そのため、学校での歯科教

育は家庭での健康づくりへの実践に結びつくことが肝

要である。学校における歯科教育では、厚生労働省が

「生きる力を育む学校での歯と口の健康づくり」を作

成し、歯や口の健康づくりを、単に齲蝕や歯肉炎に代

表される歯科疾患の予防だけではなく、生涯にわたっ

た全身の健康づくりのための最も良い学習教材と位置

づけている。 

 

研究１ 口腔衛生意識・行動の親子間の相関分析 

目的 

 健康余命に大きな影響を持つ口腔衛生を保つ習慣は、

生得的・自発的に出来上がるものではなく、保護者に

管理されている乳幼児期から、習慣づけられて、自ら

の思考・判断による意志決定や行動選択による自己健

康管理へと移行していくことで成り立っている。その

大切な転換期が学齢期である。学校歯科保健参考資料

「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり

には、学齢期にあたる子どもたちの歯科行動を変容し、

より良い生活習慣を身につけさせる学習が、生涯の歯

の健康に影響を与えると考えられる(文部科学省, 

2014)。そのためには、学校歯科学習が子ども自身の歯

科行動・意識を変容させるだけでなく、それが家庭で

の生活習慣に定着し実践に結びつくことが重要である。

今回の調査では、小学校１年～６年までの児童とその

保護者の口腔衛生に関して実態調査を行い、保護者と

児童との関連性、親と児童の歯科行動・歯科意識が学

齢期にどのように変化していくのかを明らかにし、家

庭での実践に向けた学校歯科教育「歯や口の健康づく

り」を検討していくことを目的とした。 

 

方法 

 調査対象者は A 小学校の児童 659 名とその保護者で

あった（659組）。調査時期は2011年の11月であった。

学級で担任より質問紙を各家庭に配布し、書面で調査

の目的及び個人情報の取り扱いについて説明し同意を

得たあとに、保護者、児童に質問紙への回答をしても

らった。分析方法は、プロマックス回転を伴う主因子

法に基づく因子分析を行い、その因子得点による分散

分析を行った。 

 

質問紙 

質問紙は「保護者用」と「子ども用」の２種類を作

成し、各学級で担任により児童の家庭に配布した。「子

ども用」では表現を児童にもわかりやすく表記するよ
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う努めた。「保護者用」と「子ども用」の質問紙は裏表

で印刷し、親子での比較ができるように作成した。児

童は家庭へ持ち帰り、提出期限は配布から１週間後と

設定した。また、研究目的と意義、協力の自由、個人

のデータの漏出はないことなど倫理的配慮について書

面で説明した。 

 質問紙の内容は口腔清掃の状況など「歯科保健行動

の実態」についてと，「歯科保健行動に関する意識」に

ついて，「食習慣」について，児童用、保護者用を作成

した。質問項目は「歯科保健行動の実態」では①毎日

歯みがきを行っているか，②歯間清掃補助用具の使用

の有無，③歯磨きの時間，④仕上げ磨きの有無，⑤歯

科定期検診の有無，「歯科保健行動に関する意識」では

①歯みがきが好きか，②歯みがきが上手にできている

と思うか，③口腔状態で気になることがあるか，④仕

上げ磨きが必要だと思う年齢，「食習慣」では①食事時

間，②間食回数，③就寝前の飲食の有無などであった。 

 

結果 

親の分析 

 親の歯科保健行動・意識に関する１６項目について，

プロマックス回転を伴う主因子法に基づく因子分析を

行ったところ、６因子が見出され、それによって全分

散の 52.71％を説明していることが示された(表 1 参

照)。第１因子は、「歯ブラシが上手にできる」、「現在

口腔状態は健康である」など４項目からなり、「歯磨き

による健康因子」と名付けられた。第２因子は、「補助

用具を使用している」「定期的に歯科検診に行く」「仕

上げ磨きの方法の学習を受けたことがある」「仕上げ磨

きは何歳まで必要だと思うか」の４項目からなり、「歯

科指導因子」と名付けられた。第３因子は「歯磨きに

かける時間」の一項目からなり、「歯みがきにかける時

間因子」と名付けられた。第４因子は「就寝前の飲食」

「食事の時間が決まっている」「間食回数」の３項目か

らなり、「食事因子」と名付けられた。第５因子は「子

どもに歯を磨いたか聞く」「毎日歯みがきをする」「歯

ブラシを行うことに苦痛を感じる」の３項目からなり、

「歯みがき因子」と名付けられた。第６因子は「子ど

もに仕上げ磨きをしている」の一項目からなり,「仕上

げ磨き因子」と名付けられた。 

 
 

表 1 親の因子分析 

歯 磨き にかけ
る時間因子
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歯みがきによる健康因子 

 大人の歯みがきによる健康因子に関して、子どもの

性と、子どもの学年の要因に関して、分散分析を行っ

たところ、性と学年の交互作用が有意傾向となった

(F=2.29, df=5/646, p<.1)。そのため下位検定を行っ

た結果、2 年生と 3 年生の子どもを持つ親において、

子どもの性による違いが見られた。すなわち 2 年３年

の男子の親は女子の親に比べて、歯みがきが十分にで

きているという自信がなく、口腔の健康状態において

も何かしらの自覚症状を持っていることがわかった。 

 また,  男子の親において学年の主効果が 5%水準で

有意となった(F=2.29, df=5/646, p<.05)そのため、下

位検定を行ったところ、(3<4)の関係が見出された。 

 

図 1 歯みがきによる健康因子 
 
食事因子 

大人の食事因子に関して、子どもの性と、子どもの

学年の要因に関して、分散分析を行ったところ、性と

学 年 の 交 互 作 用 が 有 意 傾 向 と な っ た (F=1.90, 

df=5/646, p<.1)ため、下位検定を行った。その結果、

3 年生と 4 年生の子どもを持つ親において、子どもの

性差による違いが見られた。すなわち 3 年の男子の親

は女子の親に比べて、食事習慣が有意に不規則になっ

ていることがわかった。また、4 年女子は 4 年男子の

親に比べては、食事習慣が不規則になっている傾向が

あることがわかった。 

  
図 2 食事因子 
 
 

歯みがき因子 

大人の歯磨き因子に関して、子どもの性と、子ども

の学年の要因に関して、分散分析を行ったところ、学

年の主効果が 1%水準で有意となった(F=6.44, 

df=5/646, p<.01)が、さらに性と学年の交互作用が有

意傾向となった(F=2.05, df=5/646, p<.1)ため、下位

検定を行った。その結果、4 年の子どもを持つ親にお

いて、子どもの性差による違いが見られた。すなわち

4 年男子の親は、4 年女子の親に比べて、有意によく歯

磨きをしていることがわかった。また男女とも、学年

間に有意差が認められた。男の子を持つ親においては、

1年から、5年生まで同じ水準を保つが、6年になって、

急に親は歯磨きをしなくなるということである。 一方、

女子の子どもを持つ親においては、1 年と 4 年の間に

おいてのみ有意差が認められた。 

 

図 3 歯みがき因子 
 

仕上げ磨き因子 

 大人の仕上げ磨き因子に関して、子どもの性と、子ど

もの学年の要因に関して、分散分析を行ったところ、

学年の主効果が 1%水準で有意となった(F=32.5, 

df=5/646, p<.01)。そのため，多重比較を行ったとこ

ろ、(1>(2=3,3=4,2>4)>(5=6) 

の関係が見出された。また、子どもの性の主効果が有

意傾向となり(F=3.35, df=5/646, p<.1)、女子児童の

親より男子児童の方が仕上げ磨きを行っていることが

分かった。 

 
図 4 仕上げ磨き因子 
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子どもの分析 

 子どもの歯科保健行動・意識に関する 13 項目につ

いて，プロマックス回転を伴う主因子法に基づく因子

分析を行ったところ、５因子が見出され、それによっ

て全分散の 55.29％を説明していることが示された。

第１因子は、「歯みがきが好き」、「歯磨きが上手にでき

る」の２項目からなり、「歯みがき好き因子」と名付け

られた。第２因子は、「就寝前の飲食」「間食回数」「食

事の時間は決まっている」の３項目からなり、「食事因

子」と名付けられた。第３因子は「仕上げ磨きをして

もらっていますか」「仕上げ磨きは好きですか」の２項

目からなり、「仕上げ磨き因子」と名付けられた。第４

因子は「歯茎から血が出た事がある」「口腔で気になる

ことがある」「歯磨き指導を受けたことがありますか」

の３項目からなり、「歯周疾患因子」と名付けられた。

第５因子は「補助用具を使用する」「歯磨きにかける時

間」「毎日歯みがきをしている」の３項目からなり、「歯

みがき習慣因子」と名付けられた。 

 
歯みがき好き因子 

 子どもの歯磨き好き因子に関して、性と学年の２要

因分散分析を行ったところ、性の主効果が 1%水準で有

意となった(F=7.02, df=5/646, p<.01)。これは、女子

の方が男子よりも歯みがきが好きということを示して

いる。また、学年の主効果も 1%水準で有意となった

(F=28.33, df=5/646, p<.01)。そのため、下位検定を

行った結果、(1 年=2 年)>(5 年=6 年);2 年=3 年; 3 年

=4 年の結果が見出された。  

表 2 子どもの因子分析 
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図 5 歯みがき好き因子 

 

食事因子 

子どもの第 2 員である食事因子に関して、性と学年

に関する 2 要因の分散分析を行ったところ、学年の主

効果において 1%水準の有意差が認められた(F=18.64, 

df=5/646, p<.01)。そのため、多重比較を行ったとこ

ろ、(1 年=2 年)>(4 年=5 年=6 年);2 年=3 年; 3 年=4 年

の関係が見出された。 

 
図 6 食事因子 

 

仕上げ磨き因子 

子どもの仕上げ磨き因子に関して、性と学年の２要

因分散分析を行ったところ、学年の主効果が 1%水準で

有意となった(F=41.90, df=5/646, p<.01)。そのため、

下位検定を行った。その結果、1 年と 2 年は上級学年

よりも仕上げ磨きをしていることが示された。また，

(3 年=4 年)>(5 年=6 年)の関係が見出された。 

さらに，性の主効果で，女子と男子に有意差が認め

られた(F=3.19, df=1/646, p<.1)。 

 

図 7 仕上げ磨き因子 

 
歯周疾患因子 

 子どもの歯周疾患因子に関して、性と学年の２要因

分散分析を行ったところ、学年の主効果が１％水準で

有意となった(F=11.44, df=5/646, p<.01)。そのため、

下位検定を行った。その結果、１年はどの学年より，

口腔衛生状態が良いことがわかった。また、 (2 年 3

年 4 年)>5 年の関係が見出された。 

さらに，性の主効果で，女子と男子に有意差が認め

られた(F=3.19, df=1/646, p<.05)。 

 

図 8 歯周疾患因子 
 
歯みがき習慣因子 

子どもの歯みがき習慣因子に関して、性と学年の２

要因分散分析を行ったところ、性の主効果で，男子と

女子に有意差が認められた(F=4.37, df=1/646, p<.05)。 

 

図 9 歯みがき習慣因子 
 
親子間の因子間相関分析 

 児童の口腔の健康を思う親の姿を考えると、児童の

それぞれの因子が、親の 6 因子とどのような相関があ

るのかを見ることが必要になってくる。男女児別で、

それらの因子間の相関関係がどのように 6 年間変化し

て行ったかを捉えた。重回帰分析の偏回帰で見ないの

は、子供の健康状態によって、親の意識も変わり相互

に影響があるためである。相関係数の有意又は有意傾

向になったものだけを図示した。 
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図１０ １年男児と親の因子相関 図１１ １年女児と親の因子相関

図１２ ２年男児と親の因子相関 図１３ ２年女児と親の因子相関

図１４ ３年男児と親の因子相関
図１５ ３年女児と親の因子相関
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図１６ ４年男児と親の因子相関 図１７ ４年女児と親の因子相関

図１８ ５年男児と親の因子相関 図１９ ５年女児と親の因子相関

図２０ ６年男児と親の因子相関 図２１ ６年女児と親の因子相関
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6 学年を通しての男児女児の相関関係図を以下に示す。 

 
考察 

 親の歯科保健行動・意識に関する因子分析と、因子

分析の分散分析において、親の歯科保健行動・意識は

子どもの学年によってあまり差がないことがわかった。

これは、親の年齢が一定でないことと、親は成人とし

て歯みがきの行動や意識が確率されているためだと考

えられる。しかし、「歯みがき因子」「仕上げ磨き因子」

においては低学年よりも高学年の親の方が行えていな

いということがわかった。このことから、子どもが高

学年になると親は子どもの歯みがき習慣への関わりが

低下し、それが自らの歯科行動にも影響を与えている

と考えられる。 

 子どもの因子分析、因子得点の分散分析では、すべ

ての項目において学年による差または男女による性差

がみられた。「歯みがきが好き因子」に関して、女子の

方が男子よりも歯みがきが好きということが示された。

また、学年では１年２年の低学年より５年６年の高学

年が歯みがきを嫌いになるということがわかった。こ

のことから、女子の方が男子よりも歯みがきが好きで

あり、３年４年の中学年を境に歯みがきが嫌いになっ

ていくと考えられる。「食事因子」に関しては、男女の

差は見られなかったが、学年で有意差がみられ、１年

２年よりも４年５年６年の食生活が不規則になってい

た。このことから、子どもにおいては、１年２年の親

が中心となった食生活から、３年を境に独立して、高

学年に向けて、食生活の乱れが起きてくると考えられ

る。また、「仕上げ磨き因子」に関して、１年と２年は

上級学年よりも仕上げ磨きをしていることが示され、

女子より男子の方が仕上げ磨きをされていないことが

わかった。このことから、仕上げ磨きは低学年の方が

よくなされていて，３、４年生を堺に５年６年になる

とほとんどされなくなり、女子に比べ男子は 

 

 

仕上げ磨きがされていないことがわかる。これは、親

の行齲歯科健康管理が低学年の子どもと男子よりも女

子に多くなされていると考えられる。「歯周疾患因子」

に関して、１年はどの学年よりも歯周疾患の自覚症状

がなく、過去に歯みがき学習がされていたことがわか

った。このことから、１年生はそれ以降の上級学年に

比べ、口腔衛生状態が良いことがわかる。これは、１

年が歯の生え変わりの少ない時期であるため、口腔内

の問題がおきにくいからだと考えられる。歯みがき学

習の実施については、その多くが保育園や幼稚園での

歯みがき学習の経験であったために他の学年より１年

生の割合が多くなったと考えられる。また、女子と男

子で有意差が認められた。このことから、男子の方が

歯周疾患の自覚症状がなく過去に歯みがき学習がされ

ていたことがわかる。「歯みがき習慣因子」に関して、

男女で有意差が認められた。このことから、歯磨き習

慣は男子よりも女子の方が身についていることがわか

る。 

  「毎日歯みがきをする」という項目に関して、男子

は全学年で保護者との相関が認められた。しかし、女

子児童は１年４年６年のみの相関であった。このこと

から、小学生の親の歯みがき習慣は子どもの歯みがき

習慣に少なからず影響を与え、女子に比べ男子の方が

親の影響を受けやすいと考えられる。 

「歯みがきが上手にできる」という項目に関して、

６年生の男女にのみ親との高い相関が認められた。こ

のことから、６年児童は成長と共に歯みがきの技術が

向上し、自身の歯みがきに自信がついていくと推測で

きる。 
 「歯みがきがすき」という項目に関して、男子は親

との相関が１年において最も高く、年齢と共に減少傾

向にあるのに対し、女子は親との相関が１年において

図２２ 小学校男児と親の因子相関 図２３ 小学校女児と親の因子相関
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最も低く、６年において最も高いことがわかった。こ

のことから、男子は年齢が上がるにつれて親の歯みが

きが好きだという歯科意識に関係なく、歯みがきが嫌

いになっていくと推測される。 
 「歯みがきによる健康因子」に関して、男女とも

に、上級学年になるほど親との相関が強くなることが

わかった。このことから、子どもは成長とともに歯み

がきの技術が向上し、歯みがきによって口腔状態が健

康になっていくと推測できる。 
 「食事因子」に関して、男女ともに高い相関があっ

た。しかし、男子は５年６年の高学年になると相関が

認められなかった。このことから、女子よりも男子の

食事習慣が親の管理による食事から離れ、間食や食事

の時間などが不規則になりやすく、３年４年の中学年

を堺に食事の習慣が変化すると考えられる。 
  「仕上げ磨き因子」に関して、ほとんどの学年で

高い相関が見られた。しかし、４年生を堺に５年６年

の高学年では相関が低くなり、６年男子においては相

関が見られなかった。このことから、仕上げ磨きは高

学年になるほど実施されず、また、高学年になるほど

嫌いになっていくことがわかる。この理由として、「め

んどくさいから」「時間がかかるから」が最も多かった

ため、永久歯が生え変わった頃の高学年においては歯

数が増え、その分仕上げ磨きに時間がかかり面倒にな

ってしまうと考えられる。 
  1 年男児と親の因子相関図を見ると、例えば、子

供の歯磨き習慣因子には、親の食事因子を除く 5 つの

因子から有意な正の相関があることが分かり、1 年生

の男児の歯磨き習慣を高めるためには、親のそうした

5 つの因子に関わる姿勢や習慣が影響を持っているこ

とが分かる。1 年生女児では、ほぼ同じ構造であるが、

親の歯みがき因子との相関がなく、4 つの因子と相関

を持っている。こうした構造は、男児では 3 年生、女

児では５年生で大きく変化してくる。4 年男児では、

歯磨き習慣因子に親からの相関が一切見られなくなり、

手間がかからなくなったとみているのであろうか。し

かし、実際に児童のむし歯が増えたためか、5 年男児

では、親の歯磨き時間因子との相関が、6 年男児では、

合わせて、親歯磨き因子との相関が有意となってくる。

女児では、4 年までは、親のいくつかの因子との相関

が有意となっていたが、5 年になって、親が歯科学習

を受けたせいか、女児の歯磨き因子との相関が有意傾

向となり、女児の習慣が確立したためであろうか、6 年

次には、相関が消失している。 
 一方、児童の健康に重要なもう一つの要素である食

事因子についてみてみると、それに相関を持つ親の因

子群は、男女時間に、若干の差があるものの、2 年ま

では、親からの強い関心が見て取れるか、3 年生にな

ると、男女児とも、親の食事因子との有意な相関がみ

られ、合わせて、男児では、親の仕上げ磨き因子との

相関が有意になる程度である。4 年男児でも同じ構造

であるが、5 年男児では、有意な相関が消失し、6 年男

児では、親の歯科指導因子から、負の有意な相関がみ

られるようになる。それに対して、4 年女児では、親

の食事因子に加え、親の歯磨き因子、仕上げ磨き因子

との有意な正の相関がみられたのに、5 年女児では、

再び、親の食事因子とのみ有意な正の相関があり、自

立していく過程で、食生活が乱れてきたせいか、6 年

次になると、親からの関心が増えたため、親の歯磨き

健康因子、親の歯科指導因子および、食事因子と性の

有意な相関がみられるようになる。こうした違いは、

第 2 次性徴に向けて食事に対する性差として生まれて

くるものかもしれない。 
 親子の仕上げ磨き因子同士に相関があるのは当然で

あるが、それ以外の口腔衛生に関わる様々な因子は、

親子の関係の中で、親の児童への気配りや、児童の口

腔の異常や訴え、歯科学習による気づきなどとともに、

児童の発達による、親子の関係性の変化などが複雑に

絡まって、相関構造が変化して行っていると考えられ

る。こうした相関構造は、家庭内における口腔歯科教

育をどのように円滑に進めるかの基礎資料になってい

くであろう。 
 
 
 
研究２ 歯科検診結果による口腔状態別児童の歯科

学習による学習効果 

 

目的 

 研究１の結果により、小学生の児童において３年生

を堺に歯科行動や歯に対する意識が悪化している実態

が見られた。学校における幼児，児童及び生徒の発育

及び健康の状態を調査した学校保健統計調査（平成２

５年度結果）においても、むし歯の割合が８歳で

61.31％と５歳から１７歳までで最も高くなっている

（図３参照）。また、歯の生え変わりが終わるとその割

合が上昇傾向にある。以上のことから、口腔衛生状態

が悪化する要因は小学３年生において歯科行動・歯科

意識が変化し低下することだと考えられる。そのため、

本研究では、３年生においた歯科学習が生涯にわたる

歯と口の健康において重要だと考え、その学習が児童

の歯科意識や歯科行動、さらに口腔衛生実態にどのよ

うな影響を与えるかを明らかにし、今後の学校歯科保

健教育のあり方を考察していくことを目的とした。 
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方法 

対象者は B 小学校３年生 45 名（男子 24 名、女子

21 名）で、歯科医による学校歯科検診を行った後、

養護教諭による歯科保健学習を行い、その１ヶ月前、

直後、３週間後に質問紙調査を行った。時期は歯科検

診が 2012 年５月、歯科学習は１ヶ月後の６月、質問

紙調査は歯科学習の前後に実施した。 

質問紙 

 質問紙は 10 項目で,①歯みがきが好き，②歯みがき

をしていて血が出る，③親から歯みがきをしたか聞か

れる，④歯みがきをした後、すっきりする，⑤歯をき

れいにみがける，⑥朝に歯みがきをする，⑦昼に歯み

がきをする，⑧一生懸命に歯みがきをしている，⑨歯

を大切に思っている，⑩夜に歯みがきをする，であっ

た。１回目の質問紙調査は，６月４日，２回目は６月

26 日，３回目は７月 17 日であった。 

 質問の順番は毎回ランダムに入れかえた。実施は，

学級活動の時間を用いて，児童に質問紙を配布し，自

答方式で行った。 

歯科学習 

 歯科保健学習は，６月 26 日に 45 分間授業の１時間

を用いて実施した。内容は、歯科衛生士会が行う学校

歯科保健学習の形態を参考にした。主な流れは、歯と

口の機能の説明、むし歯の成り立ち、正しい歯みがき

の方法である。歯みがき学習では、染めだし剤を用い

た個別学習を行った。また、位相差顕微鏡による細菌

検査も行った。 

分析 

歯科医による歯科検診の結果による口腔衛生の状態

から，齲歯・歯肉炎の有病者，治療済み，齲歯・歯肉

炎なしの３群に分けた。口腔衛生の状態の分類と男女

の２要因で分散分析を行った。 
 
結果 

歯科検診結果の３つの群と男女の２要因で分散分析

を行った。 
 

 

 
歯みがきが好き 

歯みがきが好きかどうかに関して、３年生の男女歯

周のトラブルによるカテゴリと歯科学習の前後におい

てどのような変化をしたかについて３要因の分散分析

を行った。その結果、どの主効果にも有意差はなかっ

たが、性と歯科学習の前後の交互作用のみ５％水準の

有意差が認められた（F=4.07, df=2/78, p<.05)。その

ため、下位検定を行ったところ、歯科学習の前や当日

において性差はないが３週間後男子よりも女子の方が

有意に高く、歯磨きが好きであるいうことが示された

（F=4.06, df=1/39)。また、男子では有意差がなかっ

たが、女子では歯科学習の前後で有意に改善している

ことが分かった（F= 4.39, df=2/78)。LSD 法による多

重比較の結果、歯科学習の前よりも後の方が有意に歯

みがきを好きになっていた。 

  
図 24 歯みがきがすき 
 
歯みがきをしていて出血が出る 

歯みがきをしていて血が出るかについて、同様の３

要因分散分析を行ったところ、性の主効果が５％水準

で有意となった（F=4.26, df=1/39, p<.05)。これは女

子より男子の方が歯磨きをしていてよく血が出ること

を示している。また、歯周トラブルのカテゴリの主効

果は有意傾向であった（F=3.12, df=2/39, p<.1)。LSD

法による多重比較ではどの群間にも有意差は（齲歯無

＝治療済み）＜齲歯歯肉炎の関係がみられることが分

かった。すなわち齲歯なしや治療済み群に比べると、

齲歯歯肉炎で要受診のグループは有意に多くの歯磨き

による出血があることが示された。 

＊ 

＊ 

表 3 10 項目の分散分析結果 
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図 25 歯みがきをしていて出血が出る 
 

歯みがきをしたあとすっきりする 

歯みがきをした後すっきりするかについて，同様の

３要因の分散分析を行った結果，学習の前と学習直後

で 1％水準の有意差が見られた（F= 3.16, 

df=2/78,p<.01)。BONF による多重比較を行ったとこ

ろ、前＜当日の関係が見出され、歯を磨いたあとすっ

きりする効果が学習直後は認められることがわかっ

た。 

  

図 26 歯みがきをした後すっきりする 

 

朝，歯みがきをする 

朝歯磨きをするかどうかに関して同様に３要因の分

散分析を行った。 

その結果、どの主効果にも有意差は見られなかった

が、性と歯周のトラブルによるカテゴリの交互作用が

５％水準で有意となった（F=4.17, df=2/39, 

p<.05)。そのため、下位検定を行ったところ、齲歯歯

肉炎で要受診になったカテゴリでは男子より女子の方

が有意に多く朝歯磨きをしていることが分かった

（F=18.66, df=1/39)。また、女子では歯周トラブル

によるカテゴリ間の差は見られなかったが、男子にお

いて歯周トラブルの主効果が見られ（F=14.27, 

df=2/39)、Holm 法による多重比較の結果（齲歯無＝

治療済み）＞齲歯歯肉炎の関係がみられることが分か

った。これはすなわち男子においては齲歯歯肉炎を引

き起こした原因は朝、歯磨きをしないことにあるとい

うことが示された。 

 

  
図 27 朝、歯みがきをする 

 

歯を大切だと思う 

歯を大切に思っているかに関して，３年生の男女歯

周のトラブルによるカテゴリと歯科学習の前後におい

てどのような変化をしたかについて３要因の分散分析

を行った。その結果、歯科学習の前後の主効果におい

てのみ１％水準の有意な差が認められた（F=9.35, 

df=2/78, p<.01)。BONF による多重比較を行ったとこ

ろ、前＜（当日＝後）の関係が見出され、歯を大切に

思うとい齲歯科学習の効果が当日だけでなく３週間後

においても続いていることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 歯を大切に思っている 

 

 

＋ 

＊

＊＊ 

＋ 

＋
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一生懸命に歯みがきをする 

一生懸命に歯みがきをしているかについて同様の３

要因分散分析を行ったところ、性の主効果（F=2.89, 

df=1/39, p<.1)と歯科学習の前後の主効果（F=2.27, 

df=2/78, p<.1)に有意傾向が見られたが、さらに、そ

れら 2 つの間の交互作用も有意傾向となった

（F=2.60, df=2/78, p<.1)。そのため、下位検定を行

ったところ、歯科学習の前や当日においては、性差は

認められないが、３週間後男子よりも女子の方が歯磨

きを一生懸命にやっていることが示された（F=6.83, 

df=1/39)。また、男子では有意差がなかったが、女子

では歯科学習の前後で有意に改善していることが分か

った（F= 5.20, df=2/78)。LSD 法による多重比較の

結果、女子においては歯科学習の前よりも後の方が有

意に歯みがきを一生懸命にやっていることが示され

た。 

  
図 29 一生懸命に歯みがきをしている 
 
考察 

 「歯みがきが好き」という項目に関して学習前と学

習後で女子が有意に改善していた。しかし、男子にお

いては改善が見られなかった。このことから、歯科学

習の効果は男子よりも女子に得られやすいということ

が考えられる。歯みがき時の出血では、男女に差が見

られ、女子より男子の方が歯みがき時の出血があるこ

とが示された。また、歯周疾患の３つの群では歯周疾

患のある群において出血の傾向があった。このことか

ら、歯みがき時の出血は口腔内の歯周疾患と関係して

おり、男子の方がその割合が高いと推測される。歯み

がき後の爽快感では、学習前と比べて学習直後の当日

に有意に爽快感が向上した。しかし、学習後の爽快感

に有意差がみられなかった。このことから、歯みがき

による爽快感は学習直後に高くなるが継続しにくいこ

とがわかる。歯みがきにおける爽快感は歯みがき行動

へのモチベーションにつながるため、爽快感を継続さ

せるために繰り返しの歯科学習が必要だと考えられる。

歯みがき習慣と歯周疾患の関係では、男子と女子に有

意差がみられ、女子より男子の方が朝の歯みがき習慣

がないということがわかった。また、男子の朝の歯み

がき習慣において歯周疾患の群と有意差が見られた。

これは、男子の朝の歯みがき習慣が齲歯や歯肉炎など

口腔衛生の実態に影響を与えると推測される。歯を大

切だと思う意識は、学習前とくらべて学習当日、学習

後において有意に向上していた。このことから、歯科

学習によって歯を大切に感じるとい齲歯科意識が高ま

るといえる。歯みがきを一生懸命にしているとい齲歯

科行動では、女子において学習の前と学習の後で有意

な向上が見られた。しかし、男子においては有意差が

なかった。このことから、女子と男子で歯科学習によ

る歯科行動への効果に差があり、男子の行動面への効

果が現れにくいと考えられる。 
 以上のことから、歯みがき学習による効果は、歯科

意識と歯科行動の２つの面に影響を及ぼすと考えられ

る。歯科意識への影響では、歯を大切だと思う意識が

歯科学習によって男女ともに向上され効果があるとい

うことがわかった。しかし、歯みがきが好きという意

識は女子においては学習前と学習当日学習後に向上し

効果がみられたが男子においては向上されなかった。

男子は歯みがき時の出血が女子に比べ多く、その割合

が歯周疾患の郡に多いことがわかったため、口腔衛生

の不良は歯みがき時の出血を引き起こし、その結果歯

みがきに苦痛を感じ、歯みがきが好きになれないと推

測できる。歯みがきを一生懸命に行うとい齲歯科行動

では、女子において学習の前よりも学習後の方が一生

懸命に歯みがき行動を行っていることがわかった。し

かし、男子においては変化が見られなかった。このこ

とから、男子における歯科学習のあり方を考え、充実

させることが歯科学習の課題となる。また、男子は朝

の歯みがき習慣と歯周疾患の関連性がわかった。その

ため、男子においては、朝の歯みがき習慣を身につけ

させることが、歯周疾患の減少につながり、歯周疾患

の減少が、歯みがき時の出血を抑制し、歯みがきが好

きになっていくと推測できる。さらに、歯みがき後の

爽快感では、学習当日が学習前に比べ高くなったが、

学習後には変化しなかった。歯みがきよる爽快感は歯

みがき行動へのモチベーションにつながると考えられ

るため、繰り返しの歯科学習が歯みがき後の爽快感を

持続させ、より良い歯みがき行動へとつながっていく

と考えられる。 
 
総合的考察 

 研究１の結果から、学齢期における歯みがき学習は、

３年生に焦点を当てる必要性が示唆された。学年別の

＋ ＋
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子どもの歯科意識・歯科行動は３年生を堺に大きく変

化していくことがわかり、仕上げ磨きは３年を堺に上

級学年になると実施されなくなっていくことがわかっ

た。歯みがきが好きという意識も、３年生を堺に上級

学年ほど歯みがきを嫌いになっていくことわかった。

また、仕上げ磨きには親子で高い相関があったが、歯

みがきが好きという歯科意識においては親子の相関が

低かった。このことから、小学３年生以降は、親の歯

みがきが好きという意識に関係なく、歯みがきが嫌い

になっていくと考えられる。これは、仕上げ磨きなど

で管理されていた親による健康管理から自らの自己健

康管理へと移行していくためであると考えられる。し

かし、毎日歯みがきを行うとい齲歯みがき習慣におい

て親子の高い相関が見られたため、親の歯みがき習慣

は子どもの歯みがきが好きかどうかの意識にかかわら

ず、子どもの歯みがき習慣に影響を与えると考えられ

る。間食や食事時間などの食習慣を学年別にみると、

３年生を堺に間食回数が増える、食事時間が不規則に

なることがわかった。親の食習慣は３年の親において、

女子よりも男子の親は食習慣が不規則であるというこ

とがわかった。親と子どもの相関は、男女ともに高か

ったが、男子において５年６年の高学年になると相関

が見られなくなった。このことから児童は３年生を堺

に上級学年になるほど、食習慣が不規則になるといえ

る。親の食習慣も３年男子で悪化が見られ、高学年に

なるとより子どもは親から独立した食習慣になってい

くと考えられる。 

 以上のことから、３年生は親による歯の健康管理が

十分にされなくなる時期であり、自らの歯みがきや食

習慣などの自己健康管理によって歯や口の健康を保っ

ていく大切な以降時期であると考えられる。そのため、

学校歯科教育において３年生の児童に対し、正しい歯

みがき方法を学習し、歯みがきによって得られる爽快

感や、齲歯予防としての歯みがきの重要性などを学習

していくことが必要である。その際には、齲歯や歯肉

炎などの口腔衛生に大きな影響を与える食習慣につい

ての学習も充実させていかなければいけないと考えら

れる。 

 研究２の結果から、歯みがき学習による効果は、歯

科意識と歯科行動の面に効果があることがわかった。

歯科意識への影響では、歯を大切だと思う意識が歯科

学習によって男女ともに向上した。しかし、歯みがき

が好きという歯科意識は女子においては学習前と学習

当日学習後に向上し効果がみられたが男子においては

向上されなかった。この２点から、歯科意識への効果

は男子にも現れるが、男子より女子に効果が現れやす

く、持続すると考えられる。男子は歯みがき時の出血

が女子に比べ多く、その割合が歯周疾患の郡に多いこ

と示されたため、男子は口腔衛生の不良が歯みがき時

の出血を引き起こし、その結果歯みがきを好きになれ

ないと推測できる。歯みがきを一生懸命に行うとい齲

歯科行動では、女子において学習の前よりも学習後の

方が一生懸命に歯みがき行動を行っていることがわか

った。しかし、男子においては変化が見られなかった。

このことから、歯みがき学習による歯科行動の変化は

女子には対し効果があり、男子においては行動面への

変化にまで結びつきにくいことがわかる。そのため、

男子における歯科学習のあり方を考え、充実させるこ

とが今後の歯科学習の課題となる。また、男子は朝の

歯みがき習慣と歯周疾患の関連性があった。そのため、

男子においては、朝の歯みがき習慣を身につけさせる

ことが、歯周疾患の減少につながると考えられる。

RaviNag ら(2012)などの研究でも、朝の歯みがき習慣

と歯周疾患などの口腔衛生の悪化の関係が示されてい

るi。また、歯周疾患の減少は歯みがき時の出血を抑制

するため、歯みがきへの意欲の向上につながると推測

できる。さらに、歯みがき後の爽快感では、男女とも

に学習当日が学習前に比べ高くなった。しかし、学習

後に継続しなかった。歯みがきよる爽快感は歯みがき

行動へのモチベーションにつながると考えられるため、

繰り返しの歯科学習がより良い歯みがき行動の意欲に

つながり、家庭での実践へとつながっていくと考えら

れる。 
 研究１と研究２の結果から小学３年生に対しての歯

科学習が、生涯にわたる歯と口の健康づくりにおいて

重要であり、学習によって歯科意識や歯科行動の向上

が見られることがわかった。また、女子よりも男子に

歯科学習の効果が現れにくいことがわかった。男子に

おいての学習を充実させることが、今後の歯科学習に

は求められる。特に今回の調査では男子に朝の歯みが

き習慣を定着させることが、歯周疾患の防止につなが

っていくことがわかった。また、研究１により男子は

女子より口腔衛生状態になんらかの自覚症状があり、

研究２より、歯みがき時の出血も女子より多いことが

わかった。歯みがき時の出血は歯みがき行動へのモチ

ベーション低下の要因となると考えられるため、それ

以上に爽快感などの歯みがきへのモチベーションを向

上させる体感や体験が、子どもたちの歯科行動の変容

し、歯と口の健康づくりへとつながっていくと考えら

れる。 

 今回の調査では、学齢期における歯みがき学習は、

子どもの歯科意識・歯科行動の実態から、３年生に焦

点を当てる必要性が示唆された。また、３年生に対す

る歯みがき学習には一定の効果があることが示された。

しかし、男子における学習の効果が女子に比べて低か

った。また、男子は女子に比べて口腔の状態、歯科行
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動が不良であった。この原因として、親の歯みがき管

理、食事管理から独立し自己管理へと転換する転換期

であることが考えられる。今後は男子における歯科学

習を充実させていく必要がある。  
  こうした流れを、霊長類の進化の中で捉え直すと、

健康寿命の延長とそれによって引き起こされた文化の

多様性とその先にあるヒトに至る繋がりを考えさせら

れる。生命の基本は、その境界を守ることにあるが、

体表面のグルーミングに比べ、口腔は、内腔への入り

口であり、そのグルーミングは、生得的な食生態と摂

食行動に限定されてきた。前肢を使えるようになった

霊長類は、タイのカニクイザルのように、細い繊維状

のものを使って、デンタルフロス用の歯磨き行動が、

その集団に広まっているが、こうした文化的行動が維

持される集団の健康寿命は長くなるであろうし、長く

なった寿命で、新たな様々な道具や対応策が生み出さ

れやすくなってきたのであろう。そうして生み出され

た健康に関わる道具使用・文化行動が、世代を超えて、

伝えられてゆく、そのプロセスが、ヒトへの進化をあ

る面で支えていたと言ってもよく、今回の研究は、そ

うした大きな進化的流れの中で、現代人の家庭と学校

の現場を捉えたものであるともいえる。 
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Abstract. 

This article explores how the "reasonable accommodation" that will be required in childcare for children 
with disabilities in the future ought to be, through a review of the clauses on education in the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities and the development of a legal framework for the "reasonable 
accommodation" in the field of education in Japan. "Reasonable accommodation" in childcare for children with 
disabilities is not support provided while asking, "Is it absolutely necessary?" with a passive stance whereby 
people provide it only because they have been asked to. Rather, it is about discovering the answers to "What 
is necessary?" in order to conduct childcare activities by taking into consideration the individuality of 
disabilities. In other words, it is active support which is created out of the mutual understanding and 
cooperation of the parents and the children with no disabilities and of the caregivers with regard to the 
environment in which the children with disabilities are placed, and can be said to be a support system based 
on coordination and consensus. 
 

キーワード：障害者権利条約，障害児保育，合理的配慮，インクルージョン，特別支援教育 
Key words: Convention on the Rights of Persons with Disabilities，Childcare for children with disabilities，
Reasonable accommodation，Inclusion，special needs education 

 
はじめに 

 

 現在，障害児の権利保障をめぐって鍵概念となって

いる「合理的配慮(Reasonable Accommodation)」
１）は，本格的には ADA（Americans with Disabi
lities Act，1990）において注目され，1990 年代以降，

障害者の差別を禁止する法律が導入される過程で広が

りを見せたものである。そして「合理的配慮」の概念

は，障害者の権利に関する条約（Convention on th
e Rights of Persons with Disabilities，2006，
以下，障害者権利条約）で国際人権条約として，はじ

めて導入された。障害者権利条約（第 2 条）では，「合

理的配慮」を「障害者に対して，すべての人権及び基

本的自由の享有・行使を他者と平等に確保するための

必要とされる適切な変更及び調整であって，特定の場

合において必要とされるものであり，不釣り合いな又 

 

 

過重な負担を課さないもの」と定義されている。また，

教育条項（第 24 条）では，「障害者の権利を認め，こ

の権利を差別なしに，かつ，機会の均等を基礎として

実現するため，インクルーシブ教育制度等を確保する」

ことを目的とし，締約国に教育差別を撤廃し実質的な

平等を実現するために「合理的配慮」提供を義務づけ

ている。そのため，障害児保育においても障害児に対

する「合理的配慮」提供が求められている。 

 日本は，障害者権利条約を 2014 年 1 月に批准して

いる。条約への署名から批准に至るまで約 7 年かかっ

ており，その間「合理的配慮」に関する研究も蓄積さ

れ，障害者雇用や教育分野における「合理的配慮」に

ついて言及した研究は多数存在するが，障害児保育に

おける「合理的配慮」に関する研究蓄積は乏しい状況
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である。そこで本稿では，障害者権利条約の教育条項

と日本の教育分野における「合理的配慮」の法制整備

の考察を通して，これからの障害児保育に求められる

「合理的配慮」の在り方を模索する。 

 本稿で用いる用語の表記について説明しておく。 

障害と障害者の表記については，様々な主体がそれ

ぞれの考えに基づき，「障害」，「障がい」，「障がい者」

「障がいをもつ者」など様々に使用している。そこで

本稿では法律・制度で使用されている，「障害」「障害

者」という漢字表記に統一した。ただし，引用文献を

用いる場合はその文献の表記に従う。なお，文脈によ

って適宜「障害児」と「障害者」「障害児者」を用いる

が，「障害者」の表記は，「障害児」も含む。 
 
Ⅰ 障害者権利条約における教育条項 

 
ここでは障害者権利条約の成立背景と過程，条約の

意義を概説した上で，教育条項の成文化過程及び教育

条項等を検討し，障害児保育における「合理的配慮」

の意義について考えることにする。 
 

１．障害者権利条約の成立背景と過程 

国連による障害者の権利保障の取り組みは 1970 年

代に入ってから本格化される。1975 年採択の「障害者

の権利宣言」，1981 年の国際障害者年を経て，1982 年

の障害者に関する世界行動計画，1983 年～1992 年の

障害者の十年などの取り組みがなされる。 
一方，第二次世界大戦による人間の尊厳の抹殺を経

験した国際社会は，人間の尊厳を守り，基本的人権を

保障し，特に社会的弱者の人権を保護することを目的

とする国際条約が採択されることとなる。具体的には，

人種差別の撤廃に関する国際条約（1965 年），経済的，

社会的及び文化的権利に関する国際規約（A 規約），市

民的及び政治的権利に関する国際規約（B 規約）（1966
年），女子に対する差別の撤廃に関する条約（1979 年），

拷問及び他の残虐な，非人道的なまたは品位を傷つけ

る取り扱いまたは，刑罰に関する条約（1984 年），児

童の権利に関する条約（1989 年）などの人権条約であ

る。しかし，障害者の人権に関しては上記の条約には

十分に規定されておらず，障害者の人権を保護・確保

していく上では実効性がないという批判が相次いだ。

例えば，女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約は，障害女性に関する条項を設けていない。

また，児童の権利に関する条約は，障害児童に関する

条項を設けてはいるものの，実質的に障害児童の権利

を保障するためには強制力が弱いという指摘があった
２）。こうした状況の中で，1980 年後半からイタリア，

スウェーデンから障害者の差別撤廃を目的とする国際

的な条約の制定が提案される。しかし，オーストラリ

ア，日本，イギリスなどの国からは財政的負担を理由

として反対され，北ヨーロッパ諸国は，類似した既存

の国際人権条約があることから，制定に多数の国々か

ら支持が得られなかった。その後，1989 年にスウェー

デンが再び障害者の権利条約の制定を提案したが，多

くの国から反対があり成立しなかった。1990 年代後半

になると国際障害者年を推進してきた国際障害者組織

から，拘束力のない機会均等基準規則ではなく条約を

求める声や動きが生まれてきた。2000 年 3 月に世界

障害者 NGO 会議が北京で開催され，同年 3 月 12 日

に，新世紀における障害者の権利に関する北京宣言が

採択された。このような情勢を背景に中国政府は北京

宣言よりも早い 2000 年 2 月 8 日から 17 日の国連社

会開発委員会第 38 会期において，障害者の権利条約

策定提案を行っていたが，コンセンサスが得られなか

った３）。2001 年 12 月第 56 回国連総会は，メキシコ

提案の「障害者の権利及び尊厳を保護・促進するため

の包括的総合的な国際条約」決議を採択した。この決

議で，同条約に関する諸提案について検討するため，

すべての国連加盟国及びオブザーバーに開かれた「ア

ドホック委員会（以下，特別委員会）」を設置すること

を決定した。その後，2002 年 8 月から 8 回の特別委

員会が開催され，同条約の性格，構造，非差別及び平

等などの主要な争点の審議が進められた。審議過程で

は，条約のモットーである「我々抜きに我々のことを

決めるな!（Nothing about us without us!）」を実

践していく。条項別に堤出された議長案に対して，各

国の政府代表と国家人権機関，そして国際障害者連盟

及び障害市民団体がそれぞれの立場と見解を表明し，

これを調整者（Facilitator）が取りまとめ，完成され

た条文を発表する。同条文を国々が全員一致または賛

否投票を通じて合意する方法で成文化された。このよ

うな過程を経て，障害者権利条約は，「全ての障害者に

よるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享

有を促進し，保護し，及び確保すること並びに障害者

の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする（第

1 条）」国連の人権条約として，2006 年 12 月 13 日，

第 61 回国連総会において採択された。同条約を日本

は 2014 年 1 月 22 日批准，同年 2 月より国内発効し

ている。 
 

２．障害者権利条約の意義 

 障害者権利条約は 25項目の前文と 50箇条の本文お

よび 18 箇条の選択議定書から成っている。玉村（2008）
は，条約には「第一世代の自由権」，「第二世代の社会

権」がきちんと入っており，「第三世代の人権」につい

ては，発達・開発，社会連帯の権利は国際協力の条項
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などを含んでいる点を評価している。さらに，障害者

の権利を保障するための「アクセシビリティ」「モビリ

ティ」の条項，「リーズナブル・アコモデーション（合

理的配慮）」などの概念が組み込まれている点も評価し

ている。さらにこれらを具体化していくことで障害者

が，これまで育まれてきた人権を享受し，社会参加や

発達・社会連帯といった中で提起される新しい人権を

育てていくことになると述べている。そして，条約の

意義として次の 3 点を挙げている。第 1 に，障害者の

視点でこれまで積み上げられてきた普遍的な人権を確

実に強固なものにしようとする意義，第 2 に，障害者

の人権保障の国際的な合意の到達点を示したという意

義，第 3 に，日本における障害者の権利保障を実質化

させ，さらに発展させる契機とすることの意義である。  
障害者権利条約が重視する考え方の 1 つに，「イン

クルーシブ」がある。障害者は教育や就労，生活の場

面などで分け隔てられている状況が多々ある。また，

表向きは地域で一緒に生活しているようにみえても，

障害者と健常者との間には暮らしの質に大きな格差が

ある。そのため，分け隔てないという意味のインクル

ーシブを重視しているのである。国際障害者年（1981
年）では「一部の構成員をしめだす社会は弱くもろい」

とした。言い換えれば，障害者が住みやすい社会は，

誰もが住みやすい社会ということになる。 
障害者権利条約の批准はゴールではなく新たなスタ

ート地点である。批准国は同条約と国内の障害児者に

関係する法律や制度・実践との間にずれがある場合に

は条約の水準にそって見直していかなければならない。 
 
３．教育条項の成文化過程 

 障害者権利条約は共生社会の実現を目指して，障害

や障害者に対する社会的障壁を取り除き，差別をなく

していくことを求めている。共生社会を実現する上で

教育は極めて重要である。障害者権利条約の教育条項

の成文化過程において， も議論になったテーマの一

つは，すべての障害者に普通学校・学級（一般教育制

度）での教育を保障するかどうか，特に視覚障害者や

ろう者のためには特別な教育環境が必要なのかどうか

ということであった。 
教育条項の審議過程における議論の第一段階は，

2004 年１月に開催された作業部会において出された

作業部会草案のもとに行われた。草案 17 条 2 項（a）
では，「障害のあるすべての人が，自己の属する地域社

会において，インクルーシブでアクセス可能な教育を

選択することができること」とあり，「選択権の保障」

に焦点が当てられ，インクルーシブでアクセス可能な

教育を選択できることが重視されている。玉村（2008）
は，教育条項の議論過程について次のように述べてい

る４）。 
 

第 24 条の議論の第一段階では，インクルーシブ教育の

内容議論というよりは，「特別な教育と通常の教育をどう

選択するのか」が議論の焦点となっていた。そこから，「イ

ンクルーシブでアクセス可能な教育を選択できること」が

重視されてきた。その後，インクルーシブ教育が強調され

る段階に移っていく。これらの審議の過程で，通常学校や

学級への投げ入れ（ダンピング），通常学級の中で孤立して

いるという状態がないようにしなければならないという

ことになり，インクルーシブ教育の質が強調されていく。

これが議論の第二段階である。その中では，インクルーシ

ブ教育を目標として追求しつつ，例外的に「代替的教育形

態」(特別な教育)も確保されなければならないといった表

現も提起される。［中略］結論的には，それぞれの国の実情

に応じてインクルーシブ教育をめざすことができるよう

な書きぶりになった。 

 
その後，この作業部会草案をベースにして第 3 回か

ら第 6 回までの特別委員会で議論をし，その議論をも

とに議長草案と 2006 年 1 月に修正議長草案が出され

た。ここで教育に関する条項は 24 条となり，現在の

条約成文の内容と形式に近づいてきたのである。 
 障害児の教育と保育の捉え方やその実践は，条約

批准国の社会文化的背景や一般教育制度の発展段階に

よって異なるだろう。いずれにしろ，批准国は各国の

障害児教育と保育の発展段階を視野に入れて障害児の

大限の発達と社会参加を保障するインクルーシブ教

育・保育となるような改革が求められているのであ

る。 
 
４．教育条項と「合理的配慮」の意義 

障害者権利条約における教育条項は 24 条に位置づ

けられており，5 項によって構成されている。第 24
条（教育）第 1 項は，インクルーシブ教育と生涯学

習を通して行われる障害者教育の方向性を提示してお

り，第 2 項は，こうした障害者の教育を実現するた

めの措置を明示している（表 1 参照）。第 3 項は，障

害者の教育を支援するための措置が述べられており，

特に視・聴覚障害者の教育環境の保障が強調されてい

る。第 4 項は，視・聴覚障害者の教育のための教師

採用及び訓練などが規定されている。第 5 項は，障

害者のすべての教育へとアクセスすることができるこ

とを確保するための「合理的配慮」提供義務を明示し

ている。  

 

27



原著 

表1  第24条1項・2項 
1締約国は，教育についての障害者の権利を認める締約国は，この権利を差別なしに，かつ，機会の均等を基礎として実現するた

め，障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する当該教育制度及び生涯学習は，次のことを目的とする。  
(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ，並びに人権，基本的自由及び人間の多様性の尊 
重を強化すること。  
(b) 障害者がその人格，才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な 大限度まで発達させること。  
(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。  
2 締約国は，1の権利の実現に当たり，次のことを確保する。  
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初 
等教育からまたは中等教育から排除されないこと。  
(b) 障害者が，他の者との平等を基礎として，自己の生活する地域社会において，障害者を包容し，質が高く，かつ，無償の初等教

育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。  
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。  
(d) 障害者が，その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。  
(e) 学問的及び社会的な発達を 大にする環境において，完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとら 
れること。  

 表は外務省http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html（アクセス2017年8月5日）を基に作成。 
 

障害者権利条約の教育条項では，インクルーシブ教

育を確保することを目的とし，締約国に教育差別を撤

廃するために「合理的配慮」の提供義務を規定してい

る。清水（2011）は，障害者権利条約におけるインク

ルーシブ教育について次のように述べている５）。 
 
教育関係者は，障害者権利条約のあらゆる段階でインク

ルーシブな教育制度を確保するとの規定に注目する。しか

しながら，条約は，教育に関する事項だけを規定したもの

ではなく，福祉・労働・医療・社会生活等々生活の全般に

ついて障害者の非排除・非差別・平等を規定した国際条約

である。実際，インクルージョンの用語は，条約の諸処に

みられ，条約全体の基本原則の一つが社会での完全で効果

的な参加とインクルージョンとなっている。つまり，イン

クルーシブ教育の実現は，障害者の生活にかかわる諸分野

における非排除・非差別・平等の実現と不可分な関係にあ

ることが認識されている。換言すれば，障害者の生活にか

かわる諸分野でのソーシャル・インクルージョンとインク

ルーシブ教育は環をなしている。 
 
障害者権利条約は，障害や障害者に対する先入観や

既存の考え方を是正していくことを求めている。障害

や障害者に対する理解や意識改革を育む上で教育は重

要であり，インクルーシブ教育を排除・差別をなくし

人々の多様性を認め合えるインクルーシブな社会をつ

くりあげる土台として位置づけ，その実践のために「合

理的配慮」を通して障害や障害者に対する社会的障壁

を取り除き，排除や差別をなくしていくことを求めて

いるのである。 
  

障害児保育における「合理的配慮」の在り方にはま

だまだ模索する点が多い。しかし，障害児に対する保

育活動での参加の制限・排除をなくす上で「合理的配

慮」が果たす役割は大変重要であるといえる。 
健常者・障害者が共存する場が通常社会であり，障

害者の排除は通常社会ではなく特殊社会といえる。保

育現場での保育活動への障害児の不参加は健常児にと

っても特殊社会によるイクスクルージョン（排除）で

あり多様性と可能性の欠如である。障害児保育は障害

児と健常児が共に多様性と可能性を育むものでなくて

はならない。保育における一つの大きな目的は障害児

と健常児の多様性と可能性を育むことであり，そのた

めの手段が「合理的配慮」であるといえる。 
 

Ⅱ 日本の教育分野における「合理的配慮」の法

制整備  

 
「合理的配慮」の法制整備は，主に内閣府の障害者

制度改革推進会議と中央教育審議会で行われた。そこ

で，以下では障害者制度改革推進会議と中央教育審議

会の取り組みを検討する。また，2013 年に制定された

障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律（以

下，障害者差別解消法）の「合理的配慮」規定を概観

する。 
 
１．障害者制度改革推進会議の取り組み 

（１）改正障害者基本法における「合理的配慮」 
日本政府は，障害者権利条約の批准に必要な国内法
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の整備を始めとする障害者制度の集中的な改革を行う

ため，2009 年 12 月 8 日に「障害者制度改革推進本部

の設置について」閣議決定し，内閣に障害者制度改革

推進本部を設置した。そして同年 12 月 15 日には「障

害者制度改革推進本部」の本部長決定で障害者施策の

推進に関する事項について意見を求めるため，障害者・

学識経験者などで構成される「障害者制度改革推進会

議（以下，推進会議）」を設けることとなった。推進会

議の開催状況は表 2 のとおりである。 

 
 

表2  推進会議開催状況 
回数 年月日 主要議題 

第1回 2010.1.12 推進会議の運営，今後の進め方 

第2回 2010.2.2. 障害者基本法 

第3回 2010.2.15 障害者自立支援法，総合福祉法（仮称） 

第4回 2010.3.1 雇用，差別禁止法，虐待防止法 

第5回 2010.3.19 教育，政治参加，障害の表記 

第6回 2010.3.30 司法手続き，障害児支援，医療 

第7回 2010.4.12 共通・情報へのアクセス，建物の利用，所得保障，障害者施策の予算確保 

第8回 2010.4.19  団体ヒアリング 

第9回 2010.4.26 各省等ヒアリング（法務省・文部科学省，教育関係団体・総務省） 

第10回 2010.5.10 各省等ヒアリング（厚生労働省・総務省，国土共通省），障害の表記 

第11回 2010.5.17 各省等ヒアリング（外務省），今後の取り組み（内閣府） 

第12回 2010.5.24 第一次意見取りまとめに向けた推進会議の問題意識の確認 

第13回 2010.5.31 意見交換，第一次意見の取りまとめ 

第14回 2010.6.7 第一次意見のとりまとめ 

第15回 2010.6.28 第一次意見に関する結果報告，今後検討すべき議題など 

第16回 2010.7.12 有識者ヒアリング（司法へのアクセス，虐待防止，児童の障害者権利条約に基づき日本から

提案された報告の審査），障害のある女性 
第17回 2010.7.26 意見交換など（文部科学省，教育関係団体） 

第18回 2010.8.9 今後の推進会議の進め方 

第19回 2010.9.6 障害者基本法の改正，合同の作業チーム 

第20回 2010.9.27 障害者基本法の改正（ユニバーサルデザイン，障害の予防，スポーツ・文化，住宅に係る関

係省庁からのヒアリング） 
第21回 2010.10.12 障害者基本法の改正（総則，推進体制） 

第22回 2010.10.27 障害者基本法の改正（総則，推進体制） 

第23回～ 
第26回 

2010.11.1～ 
2010.11.22 

 
障害者基本法の改正 

第27回～ 
第29回 

2010.12.6～ 
2010.12.17 

 
障害者基本法の改正（第二次意見のとりまとめなど） 

第30回 2011.2.14 障害者基本法の改正 

第31回 2011.4.18 障害者基本法の改正 

第32回 2011.5.23 災害と障害者 

第33回 2011.6.27 合同作業チームの報告 

第34回 2011.8.8 障害者基本法の改正についての報告，第16回障害者制度改革推進会議総合福祉部会（7月26
日開催）に提案された障害者総合福祉法（仮称）骨格堤言素案 

第35回 2011.9.26 障害者総合福祉法（仮称）骨格に関する総合福祉部会の堤言 

第36回 2011.10.24 現行の障害者基本計画 

第37回 2012.1.23 災害と障害者 

第38回 2012.3.12 障害者制度改革推進会議の成果と課題 

表は内閣府http://www8.cao.go.jp/shougai/kaikaku/kaikaku.html（アクセス2017年8月3日）を基に作成。 
なお，太い箇所は教育に関する審議が行われた。
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推進会議は 2010 年 1 月 12 日から 2012 年 3 月 12
日まで 38 回開催され，条約の批准に向けた検討及び

障害者基本法の改正に向けた検討が行われた。推進会

議は，2010 年 6 月 7 日に 2010 年 1 月から審議を開始

し計 14 回にわたる審議の内容を「第一次意見」とし

てとりまとめ，これを受けて，6 月 29 日には「障害者

制度改革の推進のための基本的な方向について」が閣

議決定された。推進会議は，障害者制度改革の推進の

ための基本的な方向をもとに，第 19 回からは障害者

基本法改正についての議論を本格的に進めた。その後，

2011 年 8 月には障害者基本法の一部を改正する法律

が公布された。改正障害者基本法は障害者権利条約を

踏まえて，「合理的配慮」の提供を初めて日本の国内法

で位置付けている。表 3 に本稿と関連する障害者基本

法改正前後の教育条項と「合理的配慮」が規定されて

いる差別の禁止条項を示す。 
 

表3  障害者基本法改正前後の教育条項と差別の禁止条項 
改正前 改正後        

教育  第24条  
国及び地方公共団体は，障害者が，その年齢，

能力及び障害の状態に応じ，十分な教育が受け

られるようにするため，教育の内容及び方法の

改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならない。 
2国及び地方公共団体は，障害者の教育に関す

る調査及び研究並びに学校施設の整備を促進

しなければならない。 
3国及び地方公共団体は，障害のある児童及び

生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び

共同学習を積極的に進めることによって，そ

の相互理解を促進しなければならない。 

教育  第26条  
国及び地方公共団体は，障害者が，その年齢及び能力に応じ，かつ，その特性を踏

まえた十分な教育が受けられるようにするため，可能な限り障害者である児童及び

生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ，教育の

内容及び方法改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 
2国及び地方公共団体は，前項の目的を達成するため，障害者である児童及び生 
徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに，可能な限りその意 
向を尊重しなければならない。 

3国及び地方公共団体は，障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生 
徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって，その相互理解を促進しな

ければならない。 
4国及び地方公共団体は，障害者の教育に関し，調査及び研究並びに人材の確保 
及び資質の向上，適切な教材等の提供，学校施設の整備その他の環境の整備を促進

しなければならない。 

差別の禁止  第4条  （新設された条項である） 
何人も，障害者に対して，障害を理由として，差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 
1社会的障壁の除去は，それを必要としている障害者が現に存し，かつ，その実施に伴う負担が過重でないときは，それを怠ることによ

って前項の規定に違反することとならないよう，その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 
2国は，第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため，当該行為の防止を図るために必要となる情報の収

集，整理及び提供を行うものとする。 

表は内閣府http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html（アクセス2017年8月3日）を基に作成。 

 
まず，差別の禁止条項について見ていく。差別の禁

止条項（第 4 条）では「何人も，障害者に対して，

障害を理由として，差別することその他の権利利益を

侵害する行為をしてはならない」とし，社会的障壁の

除去を規定している。「社会的障壁の除去は，それを

必要としている障害者が現に存し，かつ，その実施に

伴う負担が過重でないときは，それを怠ることによっ

て前項の規定に違反することとならないよう，その実

施について必要かつ合理的な配慮
．．．．．．

がされなければなら

ない」（傍点：引用者）と定められている。ここで注 
目したいのは，障害により生じる困難や排除・制限を 
障害者個人の問題ではなく社会環境との接点から生ま 
れてくるものであるとし，社会の責任を明らかにして

いることである。そして社会的障壁を取り除き，障害

者の権利を守り，社会を見直す手段として「合理的配

慮」を位置づけている。 
 また，教育条項（第 26 条）では「交流及び共同学

習を積極的に進めることによって，その相互理解を促

進しなければならない」という従来の規定に加えて，

「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でな

い児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつ

つ，障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対

し十分な情報の提供を行うとともに，可能な限りその

意向を尊重しなければならない」，等の規定が追加さ

れた。教育条項は障害児保育においても基本指針であ

ることは言うまでもない。 
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（２）差別禁止部会における「合理的配慮」 
障害者制度改革推進会議は，障害を理由とする差別

の禁止に関する法制度について検討を行い，2013 年
常会への法案提出を目指して，2010 年 11 月から差

別禁止部会を開催した。表 4 のように，差別禁止部

会では 2010 年 11 月 22 日から 2012 年 7 月 13 日ま

でに 21 回の会議を開催し，障害を理由とする差別の

禁止に関する法制について議論を行った。諸外国の法

制度についてのヒアリング，差別禁止法の必要性，差

別の捉え方やその類型などの議論を踏まえ，教育，公

共的施設及び交通施設の利用，情報，雇用などの各分

野について検討し，2012 年 3 月には「障害を理由と

する差別の禁止に関する法制の制定に向けて：論点に

関する中間的な整理（案）（以下，中間論点整理）」を

出した。中間論点整理（案）では「合理的配慮」につ

いて次のように示されている。「私人に対して『合理

的配慮』の提供という作為を課す根拠としては，同じ

社会の構成員である以上，互いに助け合わないといけ

ないという一種の連帯思想を持ち出すことが可能では

ないか」，また，「障害者権利条約においては『合理的

配慮』は『特定の場合において必要とされるもの』と

なっているが，障害者からの求めがなくても何らかの

事前の措置を行っておくべきかどうかについて，議論

の中で問題提起が行われた。ただし，『合理的配慮』

との関係をどのように考えるかについて，引き続き検

討を要する」とした。ここで注目すべき点は「合理的

配慮」を障害者の要求があって応じるという受動的に

とらえるのではなく，事前措置をいう能動的要素が議

論されたことである。 

 

表4  差別禁止部会開催状況 

回数 年月日 主要議題 

第1回 2010.11.22 差別禁止部会の運営，今後の進め方 

第2回 2011.1.31 差別禁止に関する諸外国の法制：EU・イギリス・フランスの障害者差別禁止法制 

第3回 2011.4.8 差別禁止に関する諸外国の法制：アメリカ・ドイツの障害者差別禁止法制 

第4回 2011.5.13 差別禁止に関する諸外国の法制：イギリス・韓国の障害者差別禁止法制 

第5回 2011.6.10 差別禁止に関する諸外国の法制（ヒアリング），差別禁止法制の必要性等の論点 

第6回 2011.7.8 直接差別・間接差別，間接差別（ヒアリング） 

第7回 2011.8.12 差別の類型論をめぐる論点（その2），障害者差別が裁判で争われた事例 

第8回 2011.9.12  差別の類型論をめぐる論点（その3），欠格事由に関するヒアリング，条例に基づく救済に関する 

ヒアリング 

第9回 2011.10.14 差別の類型論をめぐる論点（その4），雇用及び就労における差別 

第10回 2011.11.11 司法手続き及び選挙等の分野における差別禁止 

第11回 2011.12.9 公共的施設及び共通施設の利用における差別禁止 

第12回 2012.1.27 省庁ヒアリング（「合理的配慮」）：厚生労働省・文部科学省，情報分野における差別禁止 

第13回 2012.2.10 情報の分野における差別禁止（その2），教育の分野における差別禁止 

第14回 2012.2.24 日常生活（商品，役務，不動産）における差別禁止法 

第15回 2012.3.9 医療の分野における差別禁止法，中間の論点整理 

第16回 2012.3.16 中間の論点整理（その2） 

第17回 2012.4.27 ハラスメント，欠格事由等の障害者差別禁止法に関わる課題 

第18回 2012.5.11 障害女性にかかわる差別についてのヒアリング及び検討 

第19回 2012.5.25 救済のための仕組みについてのヒアリング及び検討 

第20回 2012.6.29 部会堤言のとりまとめの方向性 

第21回 2012.7.13 部会提言のとりまとめ（その1） 
表は内閣府http://www8.cao.go.jp/shougai/kaikaku/kaikaku.html（アクセス2017年8月10日）を基に作成。 
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中間論点整理（案）が出された後，障害女性，救済

の仕組みなどについて検討し，同年 6 月からは部会

の意見の取りまとめに向けた議論を始めた。同年 7
月には，障害者基本法の改正に基づき，推進会議は廃

止され，推進会議の機能を発展的に引き継ぐものとし

て障害者政策委員会（以下，政策委員会）が組織さ

れ，差別の禁止に関する法制の在り方の検討の場も推

進会議から政策委員会に移ることとなった。政策委員

会の下に新たに設置された差別禁止部会は，推進会議

の下で開催されてきた差別禁止部会における 21 回に

わたる議論も踏まえて，2012 年 7 月から 9 月まで 4
回の議論を行い，同年 9 月 14 日に差別禁止部会とし

ての障害を理由とする差別の禁止に関する法制につい

ての意見を取りまとめた。意見のとりまとめでは教育

における「合理的配慮」の内容について授業等に関す

るもの，入学試験・定期試験に関するもの，保護者へ

の「合理的配慮」を示している。また，「過度な負

担」について次のように述べている。 
 
…特に義務教育においては，そもそも，その条件整備

はこれを提供する側の責務であること，「合理的配慮」が

なければ，誰でも保障される義務教育の機会が十分に保

障されないことに鑑みると，その例外は極めて限定的で

ある必要がある。 
 

その他，留意事項と障害者及び保護者が学校に対

し対等な立場で意見を述べることを支援する第三者の

参加を得ながら意見の調整が図られる内部的紛争解決

の仕組みについても言及している。ここでは，「特に

義務教育においては…」と，義務教育とそれ以降の教

育に線引きがなされている点は憂慮すべき点である

が，「『過度な負担』について極めて限定的である必要

がある」と「過度な負担」の拡大解釈に対して一定の

歯止めがきかせるような内容になっており評価でき

る。おそらく保育現場においても今後「過度の負担」

をどう解釈するかが課題の一つになるだろう。子ども

の生存・発達を保障する責務がある保育現場において

は，なおさら「過度な負担」という面積条項は極めて

限定的に解釈すべきである。 
 

２．中央教育審議会の取り組み 

 表 2 からわかるように，第 5 回（2010.3.9）障害

者制度改革推進会で 初に「教育」が議題となった。

第 9 回（2010.4.26）で各省等ヒアリング日程中，文

科省と教育関係団体が意見聴取された。中村尚子・薗

部英夫（2011）によれば，文科省はこのとき「イン

クルーシブ教育システムについて，理念だけではなく

人的・物的条件整備とセットでの議論が必要と考え

る。条件整備が整わない中で理念のみのインクルーシ

ブ教育は，結果として，子どもの『能力を可能な 大

限度まで発達させる』との目的（障害者権利条約第

24 条（教育）を損なう恐れがあることに留意すべき

であると考える）という総論的意見を提出した」と述

べている６）。2010 年 6 月 29 日に閣議決定された

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向につい

て」では，「横断的課題における改革の基本的方向と

今後の進め方」と「個別分野における基本的方向と今

後の進め方」が明示された。横断的な課題では，①障

害者基本法の改正と改革の推進体制，②障害を理由と

する差別の禁止に関する法律の制定等，障害者総合福

祉法制定（仮称）が示され，個別分野では，①労働及

び雇用，②教育など 11 の課題が取上げられ，課題ご

とに論点項目と検討期限などの大枠が示された。個別

分野の課題として位置づけられた教育では次のように

示された。 
 

障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受

けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システ

ム構築の理念を踏まえ，体制面，財政面も含めた教育制

度の在り方について，2010 年度に障害者基本法の改正に

もかかわる制度改革の基本的方向性についての結論を得

るべく検討を行う。手話・点字等による教育，発達障

害，知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現する

ため，手話に通じた者を含む教員や点字に通じた視覚障

害者を含む教員等の確保や教員の専門性向上のための具

体的方策の検討の在り方について，2012 年内を目途にそ

の基本的方向性についての結論を得る。 
 

これを踏まえ，2010 年 7 月に障害者制度改革推進

本部の閣議決定に基づき，障害者権利条約の理念を踏

まえた特別支援教育の在り方について，専門的な審議

を行うことを目的として中央教育審議会初等中等教育

分科会に「特別支援教育の在り方に関する特別委員会

（以下，特別委員会）」が設置された。特別委員会

は，2010 年 7 月 20 日から 2012 年 4 月 27 日までに

17 回の会議を行っており，特別委員会開催状況は表

5 のとおりである。 
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表5  特別委員会開催状況 
回数 年月日 主要議題 

第1回 2010.7.20 委員長の選任等，特別委員会における検討事項 
第2回 2010.8.11 就学相談・就学先決定の在り方について自治体からのヒアリング，自由討議 
第3回 2010.9.6 就学相談・就学先決定の在り方について，制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自治

体からのヒアリング，制度改革の実施に必要な体制・環境整備 
第4回 2010.10.5 制度改革の実施に必要な体制，環境整備について自治体からのヒアリング，障害のある幼児児童

生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援のための教職員の確保及び専門性の向上のための方策に

ついて自治体からのヒアリング，障害のある幼児児童生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援の

ための教職員の確保及び専門性の向上のための方策について自由討議，その他関連事項について

有識者からのヒアリング 
第5回 2010.10.25 自由討議 

第6回 2010.11.5 論点整理 
第7回 2010.11.19 論点整理 

第8回 2010.12.3  特別支援教育の在り方に関する特別委員会における論点整理（案） 
第9回 2011.3.10 委員長の選任等，特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理に関する意見募集の結果，

特別支援教育の在り方に関する特別委員会の当面の進め方など 
第10回 2011.5.27 今後の進め方，諸外国における特別支援教育の状況 

第11回 2011.8.19 早期からの教育相談・支援 
第12回 2011.9.15 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの審議状況，教職員の確保および専門性の向上，

交流および共同学習（副次的な学籍を含む）特別支援教室構想 
第13回 2011.11.4 交流及び共同学習（副次的な学籍を含む），特別支援教室構想，合理的配慮等環境整備検討ワーキ

ンググループの審議状況，教職員の確保及び専門性の向上 
第14回 2011.12.9 教職員の確保及び専門性の向上，就学先決定の際の意見が一致しない場合の調整の仕組み等，合

理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの審議状況 
第15回 2012.2.13 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告 
第16回 2012.3.28 自由討議 
第17回 2012.4.27 特別委員会報告 

表はhttp://www8.cao.go.jp/shougai/kaikaku/kaikaku.html（アクセス2017年8月10日）を基に作成。 
 

特別委員会は第 8 回の会議後 2010 年 12 月 24 日

に「論点整理」を公表した。論点整理は主に次の 4
点から構成されている。①インクルーシブ教育システ

ム構築に向けての特別支援教育の方向性について，②

就学相談・就学先決定の在り方について，③インクル

ーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環

境整備について，③教職員の確保及び専門性について

である。「合理的配慮」については③で言及されてお

り，ソフト・ハードの両面が必要であり，今後，障害

種別の内容も含めて一層の検討が必要だと述べている
７）。 この「論点整理」を受けて，2011 年 5 月 27 日

には特別委員会の下に「合理的配慮等環境整備検討ワ

ーキンググループ（以下，WG）」を設置し，特別支

援教育における「合理的配慮」等の環境整備に関し障

害者本人・保護者からのヒアリングや配慮事項の検

討，専門的な調査審議が行われた。WG は，2011 年

7 月 8 日から 2012 年 1 月 13 日までの 8 回会議を開

催し，2012 年 2 月 13 日に「WG 報告：学校におけ

る合理的配慮の観点」を公表する。 
特別委員会は「論点整理」と「WG 報告」を受け

て，2012 年 7 月 23 日に「共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援

教育の推進〈報告〉」（以下，報告）を公表した。これ

により，学校・教育現場における「合理的配慮」とい

う概念とその基礎となる環境の整備として「基礎的環

境整備」が提案された。その主な内容は，表 6 のと

おりである。 
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表6  「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進〈報告〉」 
における「合理的配慮」 

「合理的配慮」について 
・条約の定義に照らし，本特別委員会における「合理的配慮」とは，「障害のある子どもが，他の子どもと平等に教育を受ける権利

を享有・行使することを確保するために，学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり，障害のある子

どもに対し，その状況に応じて，学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり，「学校の設置者及び学校に対して，

体制面，財政面において，均衡を失した又は過渡の負担を課さないもの」と定義した。なお，障害者権利条約において，「合理

的配慮」の否定は，障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。 
・障害のある子どもに対する支援については，法令に基づき又は財政措置により，国は全国規模で，都道府県は各都道府県内で，

市町村は各市町村内で，教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは，「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり，それを「基

礎的環境整備」と呼ぶ。これらの環境整備は，その整備の状況により異なるところではあるが，これらを基に，設置者及び学校

が，各学校において，障害のある子どもに対し，その状況に応じて，「合理的配慮」を提供する。 
・「合理的配慮」の決定に当たっては，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な 大限度まで発

達させ，自由な社会に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行われることが

重要である。 
「基礎的環境整備」について 
・「合理的配慮」の充実を図る上で，「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。そのため，必要な財源を確保し，国，都道府県，市

町村は，インクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みとして，「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。 
・共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め，インクルーシブ教育システム構築のための施策の優先順位を上げていくこ

とが必要である。 
学校における「合理的配慮」の観点 

・「合理的配慮」の観点について整理し，障害種別の「合理的配慮」として，その代表的なものと考えられるものを例示 した。示

されているもの以外は提供する必要がないということではなく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定される

ことが望ましい。 
・現在必要とされている「合理的配慮」は何か，何を優先して提供するかなどについて，関係者間で共通理解を図る必要がある。

・複数の種類の障害を併せ有する場合には，各障害種別の「合理的配慮」を柔軟に組み合わせることが適当である。 
表は文部科学省http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm（アクセス2017年8月16日） 
を基に作成。

 
３．障害者差別解消法における「合理的配慮」 
障害者差別解消法は 2013 年 6 月に制定され，

2016 年 4 月より施行されている。同法は，26 条と附

則から構成されている。第 7 条と第 8 条は，同法で

禁止する 2 種類の差別について定めている。行政機

関等は，その事務または事業を行うに当たり，①障害

を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いを

することにより，障害者の権利利益を侵害してはなら

ない。②障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において，その実

施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権利利益

を侵害することとならないよう，当該障害者の性別，

年齢及び障害の状態に応じて，社会的障壁の除去の実

施について必要かつ合理的な配慮
．．．．．．

をしなければならな

い（第 7 条）。事業者は，その事業を行うに当たり，

①障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取

扱いをすることにより，障害者の権利利益を侵害して

はならない。②障害者から現に社会的障壁の除去を必

要としている旨の意思の表明があった場合において，

その実施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権 

 
 
利利益を侵害することとならないよう，当該障害者の

性別，年齢及び障害の状態に応じて，社会的障壁の除

去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように

努めなければならない（第 8 条）としている。すな

わち「合理的配慮」の提供について行政機関等に対し

ては義務づけているが（第 7 条 2 項），一方で事業者

等に対しては努力義務に留めている（第 8 条 2 項）。

また，個人的な付き合い，家族の間のできごとは含ま

れていない。 
この「合理的配慮」に関する規定を学校や保育分野

に当てはめると，国公立学校・保育園は行政機関等に

位置付けられ，一方私立学校・保育園は事業者に含め

られることになり，「合理的配慮」の提供は努力義務

に留まるのである。しかし，同第 11 条で「主務大臣

は，基本方針に即して，第 8 条に規定する事項に関

し，事業者が適切に対応するために必要な指針」を定

めるものとするとしており，実質的に義務に近いもの

である８）。 
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４．教育分野における「合理的配慮」の法制整備に

関する考察 

これまで日本の障害者権利条約の批准に向けての

教育分野における「合理的配慮」の法制整備を見てき

た。そして障害者権利条約のインクルージョン理念を

反映させて条約の趣旨に沿った「合理的配慮」の定義

や在り方などを提示，規定していることが分かった。

また，日本国憲法・教育基本法から導かれる「教育を

受ける権利」を保障するために教育行政の条件整備義

務の一環として国及び自治体や市町村の責務として

「基礎的環境整備」を定めている。越野和之

（2013）は，「合理的配慮」と「基礎的環境整備」を

切り分けることで国が「合理的配慮」の責務からのが

れることを憂慮する。さらに，「中教審が『基礎的環

境整備』として挙げている 8 項目は従来から行われ

てきた特別支援教育諸施策のリストに他ならない」と

指摘している９）。それでも「合理的配慮」の基礎とな

る環境整備として「基礎的環境整備」を明示したこと

は，評価に値する。 
しかし，障害者差別解消法の実施に伴い教育現場

での「合理的配慮」提供に際して予想される課題もあ

る。「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステムの構築のための特別支援教育の推進〈報告〉」

では，学校における「合理的配慮」の観点のところで

「現在必要とされている『合理的配慮』は何か，何を

優先して提供するかなどについて，関係者間で共通理

解を図る必要がある」としている。 
2012 年 2 月に出された「WG 報告：学校における

合理的配慮の観点」では，文科省は「『合理的配慮』

の決定・提供に当たっては，各学校の設置者及び学校

が体制面，財政面をも勘案し，『均衡を失した』また

は『過度の』負担について，個別に判断するとしてい

る。その際現在必要とされている『合理的配慮』は何

か，何を優先して提供する必要があるかなどについて

共通理解を図る」としていたが，「共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特

別支援教育の推進〈報告〉」では各学校の設置者及び

学校が体制面，財政面をも勘案しという文言がなくな

っているが，『均衡を失した』または『過度の』負担

の文言は継承されており本質的な変化はない。権利と

して必要とされる支援には優先順位という概念が入り

込む余地などあってはならない。障害の程度に応じて

支援の在り方が変わるのは当然である。子どもの生

存・発達を保障する責務がある保育現場において，

「合理的配慮」の決定・提唱に当たっては「過度な負

担」の条項は極めて限定的に解釈すべきであり，その

在り方自体を，すなわちそもそも保育現場での「合理

的配慮」提供の際に「過度の負担」という面積条項を

設けるべきかどうかに関する問題提起と真摯な議論が

必要だと考える。 
 
おわりに 

 
 本稿では障害者権利条約の教育条項と日本の教育分

野における「合理的配慮」の法制整備の考察を通して，

これからの障害児保育に求められる「合理的配慮」の

在り方を模索することを目的として設定した。この目

的に照らし，以下では，これからの障害児保育に求め

られる「合理的配慮」の在り方について述べ，本稿を

閉じることにする。 
 子どもの生存・発達を保障する責務である保育現場

においては，提供義務者が「合理的配慮」提供を拒ん

だり，阻害してはならない。そのためにも「過度な負

担」の条項は極めて限定的に解釈すべきである。少な

くとも障害児の も身近な家族そして保育園，幼稚園

という親密圏における生活において，当該障害児の

善の利益を追求する親と職員とが共同で「合理的配慮」

を自分たちで実践したり，関係機関に働きかけたりし

ていく過程には，「過度な負担」などという概念が入り

込む余地はないのである。もし，ある人的物的環境整

備ができないことを「過度な負担」という名によって

正当化されようとしているのであれば，それはその国

の社会的文化的環境の歴史的制約（能力不全）である。

障害児保育における「合理的配慮」の問題とは，障害

児の社会権としての発達の問題であり，障害児のウェ

ルビーイングを尊重し，真に平等な社会を探求する社

会福祉の問題でもある。 
障害児保育における「合理的配慮」は，要求された

から提供するという受動的な態勢で「絶対に必要なの

か」を問いかけて提供される支援ではなく，障害の個

別性を考慮して保育活動を営む上で「必要とされるも

のは何か」を掘り起こすこと，すなわち障害児の置か

れている環境に対し，親と健常児及び保育者の相互理

解と協働の中から創られる能動的支援であり，調整と

合意を通じた支援体系であるといえる。 
「合理的配慮」は，障害児の参加のみならず，健常

児へのインクルーシブであり可能性・多様性へとつな

がっていく。個別の問題への取り組み一つ一つが彼ら

障害児・健常児の可能性につながる。健常者・障害者

が共存する場が通常社会であり，障害者の排除は通常

社会ではなく特殊社会といえる。障害児の不参加は健

常児にとっても特殊社会によるイクスクルージョンで

あり多様性の欠如である。「合理的配慮」は，多様性・

可能性を育むものでなくてはならない。多様性とは，

互いを認め合い，尊重し合うこと，可能性とは互いの

短所を補い，長所を伸ばし合うことで 1＋1 が 10 にも
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100 にも時には無限大に広がっていくことである。能

力主義，競争主義で勝者が生き残り，敗者が排除され

る社会より多様性，可能性を重んじる社会がより人々

を幸せにする。このような社会に向けて「合理的配慮」

の果たす役割は重要である。 
 今回は文献研究にとどまったが，今後は保育現場で

障害児に対する「合理的配慮」がどのように運営・実

践されているかを検証していく必要がある。 
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― Focused on children’s personal relations― 
 

工藤 英美 

愛知みずほ大学短期大学部 

Hidemi Kudo 
Aichi Mizuho Junior College 

 

キーワード：子ども，貧困，発達，社会的排除，人間関係 

Keywords : Child, Poverty, Development, Social exclusion, Personal relations 
 

Abstract. 

 In light of the current situation regarding poverty in Japan, this paper examines how poverty 
affects child development and how everyday life experiences during infancy should be guaranteed 
in order to correct the effects of poverty. Currently, Japanese citizens are beginning to become aware 
that there is an issue in that Japan is a poor society. If the child poverty issue is considered from 
the viewpoint of child development, social exclusion is considered to be an issue. Important 
development during infancy is impeded as a result of being unable to participate in society owing to 
poverty, and being excluded from interactions with others. Poverty measures for children also 
require economic support for children's everyday lives so that they will not be subjected to social 
exclusion. As support at childcare centers, etc., relationship building for guardians is necessary in 
order not to exclude the children's guardians from social networks. This paper also considers the 
fact that for children, it is important to guarantee development during infancy sufficiently. 
 
１．はじめに 

 2009 年 10 月 20 日厚生労働省から初めて日本の相

対的貧困率が公表された。相対的貧困率とは，貧困線

を下回る世帯人員の割合のことをいう（貧困線とは，

すべての世帯人員を等価処分所得 1の低い順に並べ，

そのちょうど中央にくる者の等価処分所得の半分の額

である）。当時（2007 年）の日本の相対的貧困率は

15.7%，子ども 2の貧困率 3は 14.2%であった。さら

に，大人が１人の子どもがいる現役世帯（ひとり親家

庭）については，54.3%の相対的貧困率であった。こ

の数値は国際的にみても高く，OECD の発表による

と，2000 年半ばの日本のひとり親家庭の相対的貧困

率は OECD 加盟国 30 ヵ国中（当時）最下位であった。

日本全体の相対的貧困率についても 27 位，子どもの

貧困率は 19 位であった。これは日本社会における格

差社会の広がりと，貧困層，低所得層の拡大を示すも

のであった。この事実を突き付けられ，貧困は日本の

社会問題として国民に認識されるようになった。この

格差は解消されることはなく，1980 年代中盤から漸

進的に拡大している（OECD，2015）。 

 この問題を受け，子どもの将来がその生まれ育った

環境によって左右されることのないよう，貧困の状況

にある子どもが健やかに育成される環境を整備すると

ともに，教育の機会均等を図るために，2013 年 6 月 19

日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立

した。また，この法律は，「基本理念」で掲げられてい

るように，子ども等に対する教育の支援，生活の支援，

就労の支援，経済的支援等の貧困に対する施策を講じ，
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推進することを目的としている。具体的な子どもの貧

困に関する施策は，「子どもの貧困対策に関する大綱

（以下，大綱とする）」によって定められる。2014 年 8

月 26 日に閣議決定された大綱では，１）貧困が世代を

超えて連鎖することのないよう必要な環境整備と教育

の機会均等を測ること，２）すべての子どもたちが夢

と希望をもって成長していける社会の実現を目指し，

子どもの貧困対策を総合的に推進することの 2点を目

的に掲げている。この目的に従って，基本的な方針が

10 策定されている。そこには，貧困の世代間連鎖の解

消と積極的な人材育成を目指すという貧困対策の方向

性が示されている。そして具体的な目標として貧困に

関する指標の改善が挙げられ，それらを達成するため

に，教育支援，生活支援，親の就労支援，経済的支援

の事項等が具体的に策定されている。以上から，日本

における子どもの貧困対策の柱は，子どもの生活に関

わる環境整備と，教育の機会均等であるといえる。ア

メリカの労働経済学者 Heckman は，所得の再分配は確

実に社会の不平等を減じるが，長期的な社会的流動性

や社会的包容力（ともに支え合って生活する力）を向

上させるには，事前分配（恵まれない幼児の生活を改

善すること。具体的には就学前教育）が経済的にも効

率が良く，また，就学前教育がその後の人生に大きく

影響すると主張している（Heckman, 2013/古草，2015）。 

 では，日本では具体的に乳幼児に対してどのような

施策を策定したのだろうか。大綱の教育支援の１つに，

「貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及

び幼児教育の質の向上」が挙げられている。2015 年 8

月 28 日の「大綱策定後の主な子供の貧困対策の実施

の状況について」（内閣府，2015）の中で教育の支援と

して実施された施策は，幼稚園等の保育料について，

低所得世帯（年収 270 万円まで）の保護者負担の軽減

であった。この施策が子どもの発達にどう影響し，貧

困の連鎖の解消を可能にしていくのか検討する必要が

あるのではないだろうか。 

 Ridge（2002/中村，松田，2010）は，貧困政策にお

ける子どもの位置付けについて，「家庭環境の影響を受

ける者」，あるいは「未来の大人」など扱われ方は様々

であるが，子どもを独自の利害と声と主体性を持った

存在として扱われることは稀であると指摘している。

つまり，貧困対策は，子ども期の生活体験に対してよ

りも，未来への投資としての子どもに焦点を当てる傾

向があると指摘する（Ridge, 2002/中村，松田，2010）。

Ridge はイギリスにおける貧困政策に対して論じてい

るが，これは日本の貧困政策に対しても同様にいえる

のではないだろうか。Ridge（2002）は，子どもの貧困

を是正していくには，子ども期の生活体験に対する視

点と，将来の大人に対する視点の両方から，貧困が子

どもに与える影響を考えていかなければならないと指

摘している。けれども，子どもの発達を考慮すれば，

子ども期と将来の大人とを別々の視点で捉えるのでは

なく，子ども期と大人は連続していると捉えるべきで

あろう。したがって，子どもの貧困を考えるときにも，

貧困から子ども期の生活体験を保障することが，子ど

もの未来にどう影響していくのかという発達的な視点

でアプローチしていく必要があるだろう。 

よって，本論文では，日本の貧困の現状を踏まえた

上で，貧困が就学前の子どもの発達にどのような影響

を与えるのかを検討する。そして，貧困が与える影響

を是正するには，乳幼児期での生活体験をどのように

保障していくとよいかについて考察する。 

 

２．日本の貧困の現状 

 平成 28 年国民生活基礎調査（厚生労働省，2016）に

おける 2016 年の所得の分布状況を表したものが図１

である。これをみると，日本国民の半数以上（61.4％）

は平均所得金額以下の世帯であることがわかる。また，

2015 年の貧困線（熊本県を除く）は 122 万円で，相対

的貧困率は 15.6％，子どもの貧困率は 13.9％，世帯主

が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる世帯の相対的貧

困率は 12.9％，そのうち，ひとり親世帯では 50.8％，

大人が２人以上の世帯では 10.7％であった。これらの

貧困率を 2012 年と比較すると，いずれもやや経済環

境が改善しているようにみえる（図 2）。しかし，ひと

り親家庭についていえば，貧困線未満の等価可処分所

得金額世帯の割合が減少しても依然としてその階級に

とどまる世帯の割合が高いことと，割合が増加した等

価可処分所得金額階級は，貧困線を含む 180 万円まで

という等可処分所得金額の半分にも満たない貧困線辺

りの階級に移動しただけであったことがわかる（図 3）。 

 この日本の現在の状況は国際的にみたらどうであろ

うか。相対的貧困率の国際比較をみると，日本は OECD

加盟国の中で 7番目に相対的貧困率が高く，また，子

どもの貧困率も OECD 加盟国の中で 11 番目に高い（図

4）。いずれの相対的貧困率も国際的にみると高い水準

であり，日本は貧困社会が継続していることを示して

いる。 

 特に日本は，ひとり親家庭の相対的貧困率が高いこ

とが特徴的である。厚生労働省が平成 28 年 12 月 28 日

に発表した平成２７年度「母子家庭の母及び父子家庭

の父の自立支援施策実施状況」によると，ひとり親家

庭のうち，母子家庭の就業状況をみると，母子家庭全

体の就業率 80.6％（父子家庭全体の就業率は 91.3%）

のうち，正規職員・従業員の割合は 39.4％（父子家庭

67.２%），それに対し，パート・アルバイトのような非

正規就労の割合は 47.4%(父子家庭 8.0%)と母子家庭の
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就労環境はとても不安定であることがわかる。これは

そのまま収入に影響し，母自身の平均年間就労収入は

181 万円（父子家庭 360 万円，児童のいる世帯（大人

2 人）の年間平均稼働所得 656 万５千円）であった。

平成 22 年における母子家庭の年間就労収入の分布を

みると，100 万円未満が 28.6％（父子家庭 9.5%），100

〜200 万円未満 35.4%（父子家庭 12.6%），200〜300 万

円未満 20.5%（父子家庭 21.5%）であり，200 万円未満

の年間就労収入の家庭が 64％（父子家庭 17.1%）と，

かなり就労収入状況が深刻であることがわかる。ひと

り親家庭は経済的に逼迫しており，そのまま子どもの

生活にも影響を及ぼしていることは想像に難くないだ

ろう。

 

   注. 熊本県を除いたものである。 

図１. 所得金額階級別世帯数の相対度数分布 

   出典：厚生労働省『平成28年国民生活基礎調査の概況』 

 

 

３．貧困が子どもの発達に及ぼす影響 

 近年では，「貧困」とは「剥奪された状態」であると

理解されることが多い（山村，2017)。この貧困＝剥奪

という構図の中での「剥奪」の概念は，経済的貧困に

よる様々な生活面での不利によって，二次的に他のモ

ノへのアクセスが阻害され，不足状態になることを示

している（山村，2017）。そして，そのような不足状態

は，社会的構造によって引き起こされるのである（山

村，2017）。 

まず，子どもの貧困の問題を論じる前に，子どもの

貧困とはどのように定義されているのか押さえておき

たい。子どもの貧困とは，「低所得世帯で生活する子ど

もの状況を指す。具体的には，統計上の指標である子

どもの相対的貧困率をいう」（山村，2017）。しかし，

それでは日本の子どもの貧困の状態を十分に捉えてい

るとはいえないとして，次の様に定義される。子ども

の貧困とは，「子どもが経済的困窮の状態におかれ，発

達の諸段階における様々な機会が奪われた結果，人生

全体に影響をもたらすほどの深刻な不利を負ってしま

うこと」（小西，2016）である。なぜ，子どもの貧困は

人生全体に影響が及ぶのだろうか。 

小西（2016）は，人間形成の重要な時期である子ど

も期の貧困は，成長・発達に大きな影響を及ぼすだけ

でなく，進学，就職というような人生の選択肢が限ら

れる「ライフチャンスの制約」をもたらす恐れがある

と指摘している。そして，貧困による不利が長期化す

ると，子どもの可能性が阻害され，自己肯定感が低く

なり，やがては人や社会とのつながりが断ち切られた

り，世代間での貧困の固定化が生じたりすると指摘し

いている（小西，2016）。 

山村(2017)も，子どもの貧困問題として，機会の不

足（機会の貧困）を指摘している。極度の貧困が，子
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どもの身体の健全な発達を阻害することによって，活

動に参加する機会の不足につながったり，学用品が購

入できない，月謝が払えないということで，塾や習い

事などの活動の機会が不足したりすると指摘している。

また，友人と一緒に遊びに行くためのお金がないため

に，コミュニティに参加する機会が不足したり，親か

ら必要な養育を受けられないという，親からのケアが

不足していたりすると述べている（山村，2017）。そし

て，このような剥奪状態が，やがては子どもの意欲を

削ぎ，自己肯定感や自己効力感を低めていくと指摘し

ている（山村，2017）。 

このように，子どもの貧困問題の１つは，経済的に

困窮していることはもちろんであるが，それだけでな

く，それによって引き起こされる「機会・経験の剥奪」

であることが挙げられる。浅井（2017）は，「機会・経

験の剥奪」は，すでに妊娠期から引き起こされている

と指摘している。貧困の中での妊娠は，母親に喜びだ

けではなく不安も与え，それが母親の未来への希望を

喪失することにつながり，出生時からすでに発達の機

会や教育的経験の機会に格差が生じているという（浅

井，2017）。また，子ども期における貧困は，子どもが

発達するとともに問題が重複していき，貧困状態から

抜けにくくなり，やがては自己の価値を下げることに

つながり，貧困の世代間の連鎖が生じる（浅井，2017）。 

ここで，子どもの貧困問題の２つ目として，貧困に

よって子どもが「自己肯定感や自己効力感などを低下」

させてしまう点が挙げられる。これは，子ども期が人

間形成の基礎を築く重要な時期であることから，子ど

もにとって深刻な問題である。また，自己肯定感や自

己効力感などが持てないと，貧困状態から抜け出しに

くくなり，貧困の世代間連鎖につながる恐れがある。

これらの２点が，子どもの貧困問題の中核として捉え

られている。 

では，上記の子どもの貧困問題について，国はどの

ような施策を行なっているのか。 

 まず，教育の機会均等については，大綱でも定めら

れているように，幼児教育の段階的無償化と幼児教育

の質の向上が挙げられている。一方，児童以上におい

ては就学支援，学習支援など教育の機会の均等を促進

していく施策が策定されている。これは，就学前の教

育が将来的に貧困の世代間連鎖の解消に繋がると考え

られているからである。このことはペリー就学前プロ

ジェクトなどの先行研究により実証されている

（Heckman, 2013/古草，2015）ことから，有効な手段

であると思われる。そのような観点から乳幼児期の教

育の質の向上の重要である。 

 しかし，親の就労支援を含む経済的支援と幼児期の

教育の機会均等を保障することで，２つの問題を網羅

できるのだろうか。その点について，もう少し丁寧な

議論が必要ではないだろうか。 

 

４．子どもの貧困と社会的排除 

 子どもの貧困問題について議論する前に，絶対的貧

困と相対的貧困の違いを明らかにしておく。 

 絶対的貧困とは，「必要最低限の生活水準が満たされ

ていない状態」をいい，相対的貧困とは，ある地域社

会の大多数よりも貧しい状態」という（ユニセフ，2010）。

日本で社会問題となっている貧困は後者の相対的貧困

である。では，相対的貧困という状態はどのような状

態だろうか。また，それがどのような問題を引き起こ

すのだろうか。相対的貧困と子どもの発達との関係に

関する研究に，Ridge(2002)の研究が挙げられる。

Ridge(2002)は，貧困によってもたらされる社会的排除

に目を向け，子どもの発達における問題を提起してい

る。 

 社会的排除とは，貧困による不利益の１つで，社会

的ネットワークから切り離される，あるいは制限され

ることである。特に子ども期では，社会参加への制限，

自尊心や社会的アイデンティティ，そして適切な社会

的関係を維持，形成する能力の減退が問題となる 

(Ridge, 2002/中村，松田，2010)。 

 貧困と社会的排除との関係について，Ridge(2002)は，

消費経済社会で子どもは幼少期から重要な消費者とし

て位置付けられているために，経済的資源が，子ども

の人間関係を形成する上で必要な要素として機能して

いると指摘している。 

 子ども期は，独自の規範や慣習が存在する１つの社

会経験であり，仲間と友情を育んだり，社会的交流を

重ねたりすることで，社会的アイデンティティを発達

させていく時期である(Ridge, 2002/中村，松田，2010)。

その子ども期にとって経済的資源は，単なる「獲得」

の手段ではなく，若者同士のコミュニケーション手段

(Ridge, 2002/中村，松田，2010)となっている。この

ことは，Ridge（2002）が行なった，イギリスの低所得

層の子どもと若者へのインタビュー調査からも明らか

である。Ridge（2002）は，子どもたちが社会的資本を

育て社会的アイデンティティを発達させるためには，

「友人関係」が重要であると指摘する。ところが，低

所得層の子どもたちは，貧困のために，友人関係（仲

間。ある社会集団の一員となること）を維持するため

に必要な，集団にあった服装をしたり，友人と遊びに

出かける，あるいは修学旅行などの社会活動に参加し

たりすることが困難であった。そのため，社会的アイ

デンティティを発達させるのに必要な社会関係を維持
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図2. 貧困率の年次推移 

   出典：厚生労働省『平成28年国民生活基礎調査の概況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.  等価可処分所得金額階級別世帯数の相対度数分布 

    出典：厚生労働省『平成28年国民生活基礎調査の概況』 
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注. 日本の相対的貧困率は2012年のデータ。イスラエル，アメリカ，チリ，韓国，イギリス，オランダ，フィンランドは2015年のデ

ータ。上記以外の国は2014年のデータ。 

図4. 相対的貧困率と子ども（0−17歳）の貧困率の国際比較 

   データ出典 ：OECD Income Distribution Dabase 
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することが困難となり，社会的排除を受けやすくなっ

ていた。あるいは，初めから社会活動に参加すること

を諦めて，社会的集団から自己を排除することに繋が

っていた(Ridge, 2002/中村，松田，2010)。 

 友人関係やインフォーマルな人間関係は，「社会の接

着剤」となって，人々を社会構造へとつなぎとめる役

割を果たしている。特に，子どもにとって友人関係は，

孤独や社会的孤立に陥る危険を回避するという社会的

機能を果たしている(Ridge, 2002/中村，松田，2010)。

このことから，友人関係を維持できることが社会的排

除を脱することにつながると思われる。しかし，消費

経済社会が，子ども期の発達にまで浸透し，友人関係

を維持する要素として，入り込んでいる。これは，た

だ物が手に入れられる，入れられないという問題では

なく，貧困問題が子ども期の発達まで浸透し，発達を

制約してしまっているといえる。Ridge（2002）が指摘

するように，未来の大人に対する投資としての施策だ

けではなく，今現在，子ども期を生きる子どもへの施

策も同時に行っていかなくてはならないだろう。子ど

も期にとって貧困問題は，所得の不平等という経済的

問題だけではなく，子ども期の発達，特に社会的アイ

デンティティの発達を脅かす問題でもあるからである。 

また，この発達的問題は子ども期だけではなく，乳

幼児期にもいえるだろう。乳幼児期は，人間形成の基

礎を担う重要な時期である。乳児期では，子どもが空

腹などの不快感をうったえると，いつも摂食時のくつ

ろぎを母親が満たしてくれる。それによって子どもは

母親に絶対的な信頼を抱くようになる(Erikson, 

1950/仁科, 1977)。この絶対的な信頼を基本的信頼と

いう。子どもは，人とのかかわりのなかで他者を信頼

する。そして，自分自身も信頼に値すると感じる。子

どもは健康な人格を構成する最初の要素であるこの基

本的信頼を乳児期に獲得するのである(Erikson, 

1980/ 西平, 中島, 2011)。 

また，愛着行動が最も顕著であるのも乳幼児期でも

ある（Bowlby, 1988/ 二木, 1993）。愛着は，子どもや

大人が他の特定の人物との間に築く永続的な接近と接

触を求める強い傾向をいう（Bowlby, 1988/ 二木, 

1993）。子どもは不安があれば愛着対象である養育者の

ところへ戻り安心感を得て，養育者を安全基地にして，

外の世界に向かっていくようになる（Bowlby, 1988/ 

二木, 1993）。ところが，子どもの発する信号に対し応

答性の高い養育者とそうでない養育者とでは，愛着の

パターンが異なることがわかっている（Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall, 1978)。子どもの発する信

号に対し応答性が低いと愛着関係が不安定になる。乳

幼児期における重要な発達には，身近な大人との安定

した持続的な関わりが必要であるといえる。 

では，乳幼児を取り巻く保育環境の現状はどのよう

であろうか。 

2000年3月に待機児童の解消等の問題に対応できる

ようにするため，保育所設置に係る主体制限の撤廃，

定員規模要件の引き下げ等が行われた（厚生労働省 HP, 

2001 年 5 月 21 日）。これまでは，保育所の設置主体は

原則として市町村・社会福祉法人に限定されていたが，

株式会社，NPO 等市町村・社会福祉法人以外の主体に

よる保育所が設置可能になった。通常の保育，延長保

育，休日保育などは全て保育サービスに変わり，必要

なサービスにお金を支払う仕組みになった。低所得家

庭では働かざるを得ない状況であるため，追加料金を

支払ってもサービスを必要とする家庭もあると推測す

る。すると，保育の質より料金が優先される可能性も

あるだろう。乳幼児期は人間形成の基礎を担う重要な

時期であるにもかかわらず，経済的理由で質の高い保

育が受けられない可能性が考えられる。 

あるいは，経済的理由により保育サービスを利用す

ること自体を諦めてしまう場合もあるかもしれない。

乳幼児期は大人に依存して生活するため，乳幼児期の

社会的つながりは家族の社会とのつながりに依存する。

家族が貧困によって，社会参加が困難になり，人や社

会とのつながりから断ち切られ孤独に陥ることは，乳

幼児も社会的つながりを断ち切られることになる。幼

児期は大人との関わりだけではなく，同年代の子ども

と関わる経験が重要である。子ども同士で関わる中で，

社会性が発達していくからである。社会的つながりか

ら断ち切れてしまうと，幼児期の経験の機会も制限さ

れてしまい，社会性の発達も十分保障されないだろう。 

このように，子どもの貧困の重要な問題は，社会的

排除，つまり貧困によって社会的ネットワークから切

り離されてしまう点である。人との関わりから排除さ

れることで，子どもの重要な発達が阻害されてしまう

のである。子ども期では，社会的集団，つまり仲間関

係に参加，維持するために，経済的資源を必要とする

ため，それがなければ仲間関係を維持できず，社会的

アイデンティティの発達に影響を及ぼしてしまう。乳

幼児期は，保育所の生活自体がサービスであるため，

手に入れることができなければ，すぐに社会的ネット

ワークから切り離され，日常的な生活に支障をきたす

だろう。あるいは，保育の質が保障されなければ，子

どもの人間形成の基礎という重要な発達も保障されな

いだろう。 

現在，貧困対策がなされているが，多くは親に対す

る経済的支援や，就労支援である。子どもに対しては，

未来の大人への投資としての幼児教育の無償化や，学

習支援である。もちろん，これらの施策は続けて実施

すべきだが，その他にも現在の子どもに対する施策も
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実施すべきであろう。例えば，授業料の無償化だけで

はなく，そのほかの学校生活で必要な，修学旅行費や

給食費，教材費など，全て支給し，子どもが安心して

学校生活を送れるようにすべきであろう。乳幼児期で

あれば，まず子どもの生活基盤に対する経済的支援が

必要だろう。この経済的支援が乳幼児期の社会的ネッ

トワークの維持につながり，乳幼児期の発達を保障す

ることにつながるのだろう。このように，教育の機会

均等などの「未来の大人」としての投資だけではなく，

今，目の前の子どもの生活と発達を保障するために，

多元的な支援が求められている(Ridge, 2002/中村，松

田，2010)。 

 

５．保育所等における貧困に関する支援 

 ここでは，乳幼児期に焦点を当てて，保育所ででき

る支援を考える。前節で，子どもの貧困問題として，

子どもの社会的排除と子どもの発達との関連について

論じた。人との関わりの中で子どもは発達していくた

め，社会的ネットワークから断ち切れることは子ども

の人格発達に大きく影響を与える。保育所は社会的排

除を受けやすい人々にとって，最後の社会的とのつな

がりとなりうる。保育所では直接的に貧困問題を解消

するための支援はできないが，貧困によって制限され

る子どもの発達を保障するための支援は可能と思われ

る。 

 保育所における支援は２種類ある。１つは保護者に

対する支援である。もう１つは，子どもに対する支援

である。保護者に対する支援では，保護者自身が社会

的ネットワークから断ち切られないようにすることだ

と思われる。保育所は最後の社会的とのつながりにな

りうるため，保護者が社会との繋がりを維持する役割

を担えると思われる。保育者が常に保護者を気にかけ，

声をかけることによって，保護者は社会的ネットワー

クの中に組み込まれる。まずは保育者との繋がりを切

らさないことであろう。保育者との関係が維持できれ

ば，次は他の保護者とのつながりに広げていく支援も

必要である。これから先，小学校，中学校へと進学す

るにつれ，保育所ほど他の保護者に出会う機会も少な

くなると思われる。保護者同士の繋がりも持てるよう

に，保育者が仲立ちとなり保護者同士を繋げる役割を

果たしていくことも必要であろう。保護者が社会から

孤立しないように支援していくことが，子どもの社会

的ネットワークの維持につながっていくと思われる。 

 次に，子どもに対する支援である。それは，子ども

の社会的経験の機会を十分確保することである。友だ

ちと仲間になる方法を学んだり，友だと楽しさを共有

する経験を積んだりすることが，やがて，子ども期に

仲間関係に参加，維持していく力につながると思われ

る。年齢に伴って，社会的関係も複雑になっていくと

思うが，友だちとつながる楽しさ，友だちと協同的に

遊んだ経験は将来，子どもの人間形成において大切な

役割を果たすと思われる。しかし，このことは推測の

域を脱しないため，今後，実態調査などをして検証し

ていくべきことであろう。 

 

６．おわりに 

貧困問題は，現代の日本にとって重要な問題である

と国民に認識し始められるようになり，「貧困」とはた

だ単に経済的貧困だけを指すのではなく，経済的貧困

による様々な生活面での不利によって，二次的に他の

モノへのアクセスが阻害され，不足状態になることを

指すと理解されるようになってきた（山村，2017)。こ

れに伴い，子どもの貧困の捉え方も低所得世帯で生活

する子どもの状況という経済的側面だけでなく，経済

的貧困によって発達の諸段階における様々な機会が奪

われた結果，人生全体に影響をもたらすほどの深刻な

不利を負ってしまうこと（小西，2016）と理解されつ

つある。本論文では，貧困と子どもの発達がどのよう

に関連しているのか，そしてどのような影響を受ける

のかということを検討した。 

子ども期にとっての貧困問題は，所得の不平等とい

う経済問題だけではなく，社会的排除，つまり貧困に

よって社会的ネットワークから切り離されてしまう点

にあると思われる。そして，人との関わりから排除さ

れることで，子ども期の重要な発達が阻害されてしま

うのである。そして，本来ならば，友人関係やインフ

ォーマルな人間関係が人々を社会構造へとつなぎとめ

る役割を果たすのであるが(Ridge, 2002/中村，松田，

2010)，貧困が子どもの社会活動への参加や仲間集団へ

の所属を妨げている。この負のループを断ち切るため

には，現在行われている国の貧困施策に加え，子ども

に対する経済的支援なども盛り込むことを考えねばな

らないだろう。 

また，国の施策である教育の機会均等は貧困の連鎖

を解消するために有効な手段であると思われる。しか

し，教育機会が均等に与えられても，それによって貧

困を脱することができるか否かは疑問が残る。なぜな

ら，教育機会を与えられても貧困を脱するには，結局

自分の力で克服せねばならないからである。自分の力

で克服できなければ，子どもはさらに「自己肯定感や

自己効力感などを低下」させてしまうのではないだろ

うか。行動と結果との間に随伴性がみられなければ，

子どもは教育機会が与えられても「どうせやっても無

駄だ」と無力感に陥ってしまうかもしれない。 

第二次世界大戦時，多くのユダヤ人が希望を失い絶

望の淵に立たされた中で，生き延びた人々もいた。そ
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れは，彼らが具体的な希望を持っていたからだといわ

れている（白井, 2001）。では，彼らはどのように閉塞

感の中で希望が持てたのだろうか。 

白井（2001）によると，１つは，不安から逃げるの

ではなく，不安に立ち向かっていく，つまり不安を引

き受けて現実に向き合えたからだと分析している。そ

して，もう１つは，希望を持つうえで必要な人と人と

の関係を再構築することができたためと述べている。

閉塞的な強制収容所の中で生き延びた人は，「自分が他

者から求められている」と思い，人間関係を自らの中

に再構築することで希望をもつことができたという

（白井, 2001）。自分ではどうにもできない状況のとき

にこそ希望を持つためには，現実と向き合うことと，

人とのつながりの重要さが指摘されている（白井, 

2001）。 

では，人とのつながりの中で，乳幼児を含む子ども

が現実と向き合えるようになるには，どのような力が

必要なのだろうか。また，自己肯定感を下げずに困難

を乗り越えるためには，どのように発達していくのだ

ろうか。今後検討していく必要があると思われる。 

子どもの貧困に関わる全ての問題を解消するには，

経済的支援，教育の機会均等に関する支援だけでなく，

多元的な視点から取り組んでいく必要があるだろう。 

 

引用文献 

Ainsworth. M. D., Blehar. M. C., Waters. E., & 

Wall. S. (1978). Patterns of attachment: A 

psychological study of strange situation. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 渡辺弥生, 伊藤順子, 

杉村伸一郎(編). (2008). 原著で学ぶ社会性の発

達. pp164-165.ナカニシヤ出版. 

浅井春夫. (2017). 保育と子どもの貧困. 発達 151,     

  pp13-18. ミネルヴァ書房. 

Bowlby, J. (1988). A secure base. Clinical  

  applications of attachment theory. Routledge. 

 ボウルビィ, J. (1993). 二木 武 (監訳). 母と子  

 のアタッチメント心の安全基地. 医歯薬出版.  

Erikson, E.H. (1950).Childhood and society. Sec.  

 (ed). Norton & Company, Ins.  

エリクソン. E.H. 仁科弥生（訳）.(1977). 幼児期 

と社会１. みすず書房. 

Erikson, E.H. (1980). Identity and the life  

  cycle. W. W. Norton & Company, Ins. 

エリクソン. E.H. 西平直，中島由恵（訳）（2011）   

アイデンティティとライフサイクル．誠信書房． 

Heckman, J.J. (2013). Giving Kids a Fair Chance.  

   MIT Press. 

   ヘックマン. 古草秀子（訳）. 大竹文雄(解説).  

   (2015). 幼児教育の経済学. 東洋経済新報社. 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課.（2001）. 

保育所設置に係る多様な主体の認可状況等につい

て－平成１２年３月の規制緩和措置の効果－. 報

道発表資料. 

(http://www.mhlw.go.jp/houdou/0105/h0521-

2.html). (2017 年 10 月 31 日 16：00). 

厚生労働省. （2009）.長妻大臣閣議後記者会見概

要 . 

(http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/2009

/2r98520000002dkv.html). (2017 年 10 月 31 日

16：00). 

厚生労働省.（2016）.『平成 28 年国民生活基礎調 

   査』. 

厚生労働省.(2016).平成２７年度『母子家庭の母及び

父子家庭の父の自立支援施策実施状況』. 

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000147442.pdf).    

    (2017 年 10 月 31 日 16：00). 

小西祐馬. (2016). 乳幼児期の貧困と保育 保育所の

可能性を考える. pp25-52. 秋田喜代美, 小西祐

馬, 菅原ますみ. (2016). 貧困と保育 社会と福

祉につなぎ，希望をつむぐ. かもがわ出版. 

内閣府.（2015）.「大綱策定後の主な子供の貧困対策

の実施の状況について」. 

(http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/kaigi/k

_3/pdf/ss2.pdf).(2017 年 10 月 31 日 16：00). 

日本ユニセフ協会. (2010). 「貧困」をはかる指標 . 

ユニセフ T・NET 通信, 45. 日本ユニセフ協会. 

（https://www.unicef.or.jp/kodomo/teacher/pd

f/fo/fo_45.pdf）. (2017 年 10 月 25 日 20:00). 

OECD. (2015). 格差縮小に向けて なぜ格差縮小は皆

の利益となり得るか. 

(www.oecd.org/social/inequality-and-

poverty.htm ). (2017 年 10 月 31 日 16：00). 

Ridge, T. (2002). Childhood poverty and social  

   exclusion. The Policy Press.  

   リッジ, T. (2010). 中村好孝, 松田洋介(訳). 子 

   どもの貧困と社会的排除. 桜井書店. 

白井利明.(2001). 〈希望〉の心理学―時間的展望を

どうもつか. 講談社現代新書, 1577. 講談社. 

山村りつ. (2017). 子どもの貧の所在を考える－その

本質の理解のために. 発達 151, pp19-24. ミネル

ヴァ書房. 

 

注 

1) 等価処分所得とは，世帯の可処分所得（手取り収入）を
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世帯員数の平方根で割って調整した所得をいう。所得のな

い子ども等も含め，すべての世帯員に割り当てられる。 

2) 子どもとは，１７歳以下の者をいう。 

3) 子どもの貧困率とは，子どもの相対的貧困率のことであ

る。子どもの相対的貧困率とは，すべての１７歳以下の人

口のうち，全体の相対的貧困率と同じ貧困線を下回る人数

の割合をいう。 
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児童の発達に基礎を置く食育プログラムの有効性の検討 

―スーパー食育スクール事業の取組から― 
 

Utility of development of "shokuiku program" based on development for 
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Abstract. 

2015, this school researched “shokuiku” as a “super shokuiku school ”. 
In this research, in order to get closer to the school educational goal wishing for better 

development of the mind and body, I proposed a dietary education program based on the mind and 
body development of the child based on the concept of developmental psychology. 
As a result, in 3.4th grade, you could see big transfiguration in the walking strength meter and 

blood inspection.Usefulness of the “shokuiku program” was effective 
Also, in the fifth and sixth graders who had a viewpoint of mental development, although there was no major 

transformation, the sixth graders were significantly transforming "Fun of meals". The increase in the number 
of children who can express the relationship between meals and themselves with "emotion" feeling suggested 
that the food education program was useful for the formation of better eating habits in the future. 
 

Keyword shokuiku program development Elementary school pupils 
 

 

Ⅰ はじめに 

小中学校における「食育」は、平成 20 年 3 月に改

訂された小中学校の学習指導要領総則※１に「学校にお

ける食育の推進」が明記されたことにより、学校教育

活動として関連する教科を中心にその推進が図られる

ようになった。 

平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申「子どもの心

身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全

体としての取組を進めるための方策について」※２には、

「食習慣は、子どものころの習慣が成長してからの習

慣に与える影響が大きく、大人になって改めることは

困難を伴うものであり、子どもが将来にわたって健康

に生活していくことができるようにするためには、子

どもに対する食に関する指導を充実し、食に関する正

しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせることが重

要な課題となっている」として、学校における「食育」

の推進を図るための方策が提言されている。「給食の時

間を中心に、特別活動、各教科等の学校教育活動全体

において、各教科等の指導内容・方法を生かしつつ、

教科横断的な指導として関連付け、体系的に行うこと

が重要である」ことや、食育に関する校内体制の整備、

栄養教諭が中核的な役割が果たせるための更なる法制

度の整備の検討を求めている。 
 これまで文部科学省は、食育推進のための指導体制

の整備を図るため、食生活学習教材の作成※３、学校給

食法の改正※４、「栄養教諭を中核とした食育推進事業」

の実施※５などを進め、平成 26 年度からは「スーパー

食育スクール事業」※6を進めている。この事業は、食

育の一層の充実を図ることを目的に、「栄養教諭を中心

に外部専門家等を活用しながら、予め具体的な目標を

設定した上で、大学、企業、行政機関、生産者等と連

携し、児童・生徒の食育を通じた学力向上、健康増進、
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地産地消の推進、食文化理解、国際交流など、食育の

多角的効果について科学的データに基づいて検証を行

う」こととして、食育の有効性及びその評価を求めて

いる。平成 26 年度の取り組みでは、食行動（地場産

物を使った料理を一品作ることができる・食事をよく

噛んで味わって食べることができる・朝ごはんにみそ

汁を食べてくる・家庭でいつも食事のあいさつをする）

の変容が得られた研究※7や食知識・食スキルの習得に

伴う食生活への影響（野菜摂取量の微増・肥満度の減

少（男子）・体脂肪の増加（痩身女子）・家庭での会話

の減少を防ぐ効果）がみられた研究※8などデータに基

づいた報告がされている。 
平成 27年度、本校は「スーパー食育スクール事業」

の研究指定校として「食育」に取り組んだ。 
本校の児童を取り巻く環境は、①祖父母と同居、も

しくはその近くで暮らす家庭が多い、②田畑が多く、

野菜などを作っている家庭が多い、③教育への関心が

高く、学校行事への参加率が高い、④親子給食会は毎

年 100%の出席がある、などがあげられる。児童の食

の実態としては、給食が好き（93.9%）、残菜が少ない

（5%=同市内他学校との比較）、楽しく喫食している

等の一方で、食事の時必ずあいさつをする 54.6%、野

菜を残す 49.4%、朝食を食べない 8.3%などがみられ

る。また、肥満傾向児の出現率 7.3%（24 人/326 人）

は全国平均に比べ低いものの、市内他校との比較では

高くなっている。 
本校の教育目標は「さとく なかよく たくましく

―心豊かでたくましい福南ッ子―」である。本研究に

あたり、心と体のより良い発達を願う本校教育目標に

近づくために、筆者は発達心理学※９の考え方に基づく

児童の心と体の発達を基礎とした食育プログラムを提

案した。体の形態発達は体格の変化と体形の変化から

なり、第 2 発育急進期（思春期のスパート）は女子で

9 歳、男子で 11 歳から 12 歳とされている。しかし、

この急進期は現在、２歳程度早くなってきている※10。

この現象を「発達加速現象」と呼んでいる。池田※11

は子どもの体と運動の発達は、「身体的に成熟していく

ことや運動能力の向上だけにとどまらないさまざまな

変化をもたらす」として、子どものストレスをあげて

いる。その要因としてホルモンの分泌、他者との比較、

心理的発達とのアンバランスがあり、学校教育におい

ては目に見えやすい体と運動の発達にのみ着目するの

ではなく、身体的変化と心理的変化とを結びつけた配

慮が必要と指摘している。より充実した体の発育が、

より安定した心の発達につながると考えられることか

ら、体や心の発達時期を捉えた食育プログラムとする

ことが肝要であると考えた。赤松らは※12 学校での食

育は知識やスキルを高め、食に関する態度を変容させ

るものの、実践となる食習慣の改善には食環境（情報

と食物に関するアクセス）も重要であり、児童生徒へ

の直接的な情報提供や情報整備などによる情報入手の

改善とともに学校給食や家庭での栄養バランスのとれ

た食事の提供が食物アクセスの改善となると提言して

いる。研究にあたっては、発育が急進期となる 3 年生

から 6 年生を中心に体や心の発達に関する教科等内容

を精査し、さらにどんな知識やスキルが必要であるか、

どんな情報が適切であるかについて検討し、食育プロ

グラムを作成した。 
スーパー食育スクールの評価・子どもの変容を図る

ための歩行強度計による計測や血液検査、自己意識調

査のデータ処理及び分析は A 大学に依頼した。また、

筆者は食生活調査や食事調査（追跡）などを行い、研

究前後を比較した。本稿ではこれら一連のデータを総

括し、食育プログラムが児童の食に有効であったかど

うかを検討する。 
 
Ⅱ 方 法 

1 対象者と食育プログラム 

1) 3・4年生の食育プログラム（図 1） 
3 年生は食と運動をテーマとしてプログラムを組み

立てた。総合的な学習の時間（10 時間）に地域で栽培

している大豆を取りあげた。栽培から加工、調理、そ

してその活動の発表までを学習内容とした。学級活動

では 1 学期は緑、2 学期は赤、3 学期は黄色のそれぞ

れ食品群を学ぶ時間とした。また、運動は体育科を中

心に進め、学校保健委員会（効果的な運動）は 4 年生

と一緒に活動した。 
4 年生は体と運動をテーマにプログラムを作成した。

体育科（保健領域）の「よりよく成長するため」の単

元（4 時間）と「おやつのとり方について」の総合的

な学習の時間（4 時間）を学習の柱として、学級活動

（3 つの食品群）や学校保健委員会（効果的な運動）、

社会見学（健康科学館）などを取り入れ、組み立てた。

さらに夏休みの食事と運動の記録をもとに休日の食

事・運動・睡眠を点数化し、子どもたちが自らの生活

を振り返るプログラムを取り入れた。 
2)  5・6年生の食育プログラム（図 2） 
 体験の力※13 を高めることにより、自尊感情、共生

観等が養われることから、プログラムは心の発達と食

意識の変容を期待して多くの体験活動を食の視点で組

み立てた。 
5 年生は林間学習でのカレーライス作り、家庭科の

みそ汁作りとともに総合的な学習の時間には「和食の

素晴らしさを見つけよう」をテーマとして児童自ら「和

食」「出汁」について見つけ出すプログラムを作成した。

3 月には「みそ汁」を地域の方をお招きして食べても
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らう「おもてなし」を計画・実践した。 
6 年生の総合的な学習の時間（6 時間）は味噌づく

りを体験するプログラムとした。地域に対する愛着や

誇りをもち、仲間との関係性を見直す機会となること

を期待した。修学旅行の体験や世界観を広げる道徳な

ど、5 年生までにはない深い学びを体験する 6 年生は

中学校への期待と不安を抱えている。学級活動は食生

活リズムを中心に食の知識を習得できる内容とした。 
 

2 評価方法 

1) 3・4年生の評価方法 

(1) 歩行強度計による計測 
3 年生と 4 年生全員にテルモ歩行強度計メディウォ

ーク（TERUMO 社製）を用いた運動量測定を実施し

研究前後を比較した。分析は A 大学に依頼した。 
① 測定項目：1 日の歩数（歩）、1 日の活動時消費カ

ロリー（kcal）、1 日の総消費カロリー（kcal）、1 日の

歩行距離（km）、1 日の中強度以上の運動時間（分） 
② 測定時期：1 回目 7 月 6 日から 30 日間、2 回目 10
月 8 日から 30 日間  

2 回目の計測期間の設定には、①学校保健委員会に

おいて運動の専門家（大学教員）による実技指導が行

われた後であること ②食育プログラムの学習経過期

間であることを考慮した。 
(2) 血液検査 
同市内にある M 小学校を非研究介入校として、本校

4 年生及び非研究介入校 4 年生を対象者として同時期

に血液検査を行い、研究前後を比較した。分析は A 大

学に依頼した。 
① 検査項目：グルコース・HDL・LDL・中性脂肪・

インスリン・HbA1c の 6 項目 
② 検査時期：9 月と 12 月の 2 回 
(3) 食生活調査 
 3年生と4年生全員に記名自記式質問紙調査を行い、

研究前後を比較した。 
①調査内容：食意識（1 問）、食行動（5 問）、食態度

（1 問）、食環境（1 問）、生活行動（3 問） 
②調査時期：6 月～12 月、毎月 19 日 
2)  5・6年生の評価方法 

(1) 児童用自己意識尺度調査 
対象者は研究介入校（本校）及び非研究介入校の 5・

6 年生、251 人とした。櫻井※14の「児童用自己意識尺

度」を用い、登校時の朝の会の時間に記名自記式質問

紙調査を行った。「『児童用自己意識尺度』は、子ども

の自己意識の個人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。注意を向けるのが自己の外面かそれとも内面か

により違いがある。私的自己意識について、高学年は

『自分の内面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は発達しており自分

をよく認識できるため、そうでない児童よりも対人不

安傾向が低く、自己顕示欲求（よい意味で、自己主張）

が強く、孤独感はそれほどなく、自分に自信をもって

行動していること（コンピテンス）が示唆されている』

（引用）と述べており、児童の私的自己意識の傾向は、

精神的・発達的な指標、適応の指標として用いること

が可能であると提案している」※15 ことからこの尺度

を用いた。分析は A 大学に依頼した。 
①調査内容：公的自己意識に関する設問 9 問と私的自

己意識に関する設問 10 問 
②調査時期：7 月及び 11 月の 2 回 
③集計方法：回答選択肢 4 段階を 1～4 までの得点と

して単純集計し、回答者それぞれの公的自己意識得点、

私的自己意識得点とした。 
(2) 食生活調査 
 児童用自己意識尺度調査と同時に食生活調査を行っ

た。対象者は研究介入校及び非研究介入校の 5・6 年

生 251 人である。 
①調査内容：個人属性（学年、年齢、性別、家族数、

兄弟姉妹数）、家庭の食事に関する食行動 7 問、食意

識2問、学校給食に関する食行動1問及び食意識2問、

食態度 1 問 
②調査時期：7 月及び 11 月の 2 回 
3) 解析方法 

 食生活調査は分散分析（js-STAR 2012）を用いた。ま

た、家庭の食事及び給食に関する質問項目と私的自己意

識との関係性を、統計ソフト SPSS Ver.23 を用いて検

定を行った。 
 
Ⅲ 結 果 

1 3・4年生の結果 

1) 歩行強度計の測定結果 
 歩行強度計による結果は表 1 のとおりである。講座

前は 7 月調査を示し、講座後は 10 月調査を示してい

る。 
歩数は 7 月の平均が 9,454 歩に対し、10 月は 12,025

歩と増えており、歩行距離は 5.4km から 6.9km とな

るなど、10 月全体のデータは 7 月よりいずれも高い値

が得られた。 
期間の比較では、開始 1 週間はどの値もあまり差は

なく、終了前 1 週間に大きな差がみられた。7 月の歩

数は 5,987 歩、10 月は 12,362 歩、活動時の消費カロ

リーは 7 月が 77kcal、10 月は 201kcal、歩行距離は 7
月が 3.3km、10 月は 7.4km であった。また、7 月、

10 月とも土日より平日の運動量が高かった。 
2) 血液検査の結果 
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 １回目（9 月）の血液検査の結果及び本校と非研究

介入校のデータ比較は表 2 のとおりである。身長に差

はみられないものの、体重に差がみられ、BMI に有意

な差がみられた。血糖、HDL-C、LDL-C、中性脂肪、

HbA1c に有意差はなく、インスリン値は本校の方が有

意に高かった。 
本校の9月と12月の血液検査の結果及び比較を表3

に示した。血糖に有意差はなく、HDL-C は有意に上

昇、LDL-C、中性脂肪、インスリン値は有意に低下、

HbA1c は有意に上昇していた。また、非研究介入校の

結果と 9 月と 12 月の比較を表 4 に示した。血糖がや

や上昇し、HbA1c もやや上昇していた。HDL-C は有

意に上昇し、中性脂肪が有意に低下しているものの、 
LDL-C には変動がみられなかった。図 3 及び図 4 に

糖代謝及び脂質代謝別の分布図を示した。9 月、12 月

を比較すると分布図に変容がみられる。 
3) 食生活調査の結果 

5 月と 12 月の結果を表 5 に示した。 
4 年生の女子の「朝食の共食状況」にやや有意差が

みられた。またプラスに変容がみられた設問は、3 年

生「給食は全部食べているか」「家での食事に嫌いなも

のが出た場合全部食べるか」であり、4 年生「給食は

全部食べているか」「家で野菜を残さず食べているか」

「家での食事で嫌いなものが出た場合全部食べるか」

「食事前後の挨拶はいつも言う」「先週 1 週間の排便

頻度」であった。特に男子にその傾向がみられた。 
2 5・6年生の結果 

1) 児童用自己意識尺度調査の結果 
 上原らは本校事業の児童用自己意識尺度調査の結果

を「小学 5・6 年生の食意識・食行動と自己意識との

関係性」※15においてまとめていることから、本稿では

7 月調査と 11 月調査の比較結果を中心に述べる。 

 7 月調査からは公的自己意識及び私的自己意識とも本

校と非研究介入校に大きな差はみられなかった。（表 6） 

 

表 6  研究介入校と非研究介入校の比較（7 月調査） 

 

 

 

 

 

 
 
また、7 月と 11 月の調査の結果、得られた数値は公

的自己意識得点が 5 年生は 18.43 から 18.57 に、6 年生

は 21.26 から 22.80 となり、やや高くなったものの、t
検定による群間差はみられなかった。（表 7） 
 

表 7 自己意識尺度調査学年別、研究校・非介入研究校

別一覧表 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
非研究介入校においても 5 年生は 17.78 から 18.17、

6 年生は 20.01 から 19.63 となり有意差はみられなかっ

た。私的自己意識の本校の得点は 5 年生が 24.29 から

24.71 とやや高くなり、6 年生は 28.35 から 27.81 とや

や低くなった。非研究介入校における得点は、5 年生が

25.7 から 24.92 とやや低くなった。6 年生は 27.64 から

27.04 と研究介入校と同様に低くなっていた。差はあま

り見られず、学校別にみて有意な差は見られなかった。

私的自己意識の得点が最も高くなった群は、研究校（本

学）6 年生の 1 回目の調査の結果値であった。 
2) 食生活調査の結果 
 表 8 に 7 月と 11 月の結果を非研究校と合わせて一

覧にした。有意に高まった設問は、本校（研究校）の

6 年生における食意識の設問「食事が楽しい」であり、

「いつも楽しい」児童は 50.3%から 74.6%と高い値と

なった。（図 5）結果の値から、有意性はみられないも

のの、本校の 6 年生は朝食の共食頻度、食事の手伝い

の頻度、食事の大切さ、給食の楽しさ等の設問にプラ

スの変容がみられた。この変容は 5 年生にはみられな

かった。また、非研究介入校においても同様な結果が

得られ、6 年生の朝食の共食頻度、夕食の共食頻度、

食事の手伝い頻度、食事の楽しさ、食事の大切さ、給

食の大切さ等がプラスに変容し、5 年生には見られな

かった。 
 そこで本校の変容と非研究介入校の変容に有意差が

あるかどうかを検討した。その結果が表 9 である。11
月の研究時においての設問の中で「食事の楽しさ」の

分布に強い有意差がみられた。また、「嫌いなものを食

べる自信」についても有意差が認められ、「給食の楽し

さ」は有意な傾向であることがわかった。（図 6～8） 
 

3 4 年生の食事摂取調査と血液検査の結果との関係

性 

 血液検査の結果と食事内容との関係性を検討するた

め、2016 年 3 月に 4 年生保護者 54 人を対象とした食

事調査を行った。血液検査が有効な児童 43 人のデー

平均 標準偏差 平均 標準偏差

研究介入校 18.43 5.20 24.29 6.95

非研究介入校 18.78 5.36 25.70 5.33

研究介入校 21.76 5.72 28.35 5.55

非研究介入校 20.01 5.82 27.64 4.97

公的自己意識 私的自己意識

ns ns5年生

　+6年生

平均 標準偏差 平均 標準偏差

7月 18.43 5.20 24.29 6.95

11月 18.57 5.75 24.71 7.17

7月 18.78 5.36 　 25.70 5.33

11月 18.17 5.46 24.92 4.92

7月 21.76 5.72 28.35 5.55

11月 22.80 5.21 27.81 6.07

7月 20.01 5.82 27.64 4.97

11月 19.63 5.44 27.04 4.96

研究

介入校

非研究

介入校

6年生

表7　自己意識尺度調査学年別、研究校・非介入研究校別一覧表

公的自己意識 私的自己意識

研究

介入校

非研究

介入校

5年生
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タを活用してその関係性をみた。 
食事調査は平日（朝食、夕食）と休日（朝・昼・夜

の食事）の 2 日間の食事について家庭に記入用紙を持

ちかえり、保護者が記入するよう依頼した。食育プロ

グラムを終了した児童がどのような食生活を実践して

いるかを把握し、今後の課題を見つけ出せることを期

待した。 
2日間で摂取した食品数を分布図で表してみると28

～32 をピークに正規分布となった。（図 9）13～17 食

品を毎食に平均すると 2～3 品となる。摂取した食品

を食品群（文部科学省が示す週報分類）に分類し、食

品群としての頻度のバラつきをみると、肉・魚、その

他の野菜、穀類が高く、小魚、芋などは低かった。（表

10）毎食の料理数を比較すると、朝食は平日と休日に

差はなく、休日の夕食に料理数が少なくなっていた。

（表 11）また、平日の朝食の主食はご飯 22 人、休日

12 人であり、休日の昼食及び夕食には主食なしが 7
人みられた。（表 12） 
血液検査の結果と食事内容に関係性があるかどう

かの検定を行った。 
分析対象データのうち、①「体位項目＋血液検査項

目（第２回測定結果のみ）」、②「体位項目＋摂取食材」、

③「体位項目＋朝・夜・昼食事状況」のデータ項目群

について、それぞれ主成分分析を行った。その結果、

寄与度の高い項目は、①体位項目では、身長、体重、

ＢＭＩ，肥満度、ローレル指数の５項目、②血液検査

項目では、2 回目測定項目のグルコース、ＬＤＬ，中

性脂肪、インスリンの４項目、③摂取食材では、魚・

肉、緑黄色野菜、穀類、油脂、その他の野菜、食品数

の６項目、④朝昼夕食状況では、朝食料理数、朝食野

菜①・②、夕食料理数、夕食内容、夕食野菜、の６項

目、の計 21 項目であったことから、21 項目を対象に

重回帰分析を行った。重回帰分析での従属変数は、肥

満度（過体重度）、ＢＭＩ、ローレル指数、の３種とし、

説明変数の増減はステップワイズ法により実施した。 

従属変数「肥満度」の重回帰分析結果は、「ＢＭＩ」、

摂取食材の「魚・肉」と「その他野菜」、「中性脂肪

２回目」の４項目が有意（有意確率は p<0.0～p<0.026）

となり、この中ではＢＭＩが最も大きな寄与度（標準

化係数＝0.969）を示し、決定係数Ｒ２＝0.719 であっ

た。（図 10） 

従属変数「ＢＭＩ」の重回帰分析結果は、「肥満度」

と摂取食材の「その他の野菜」の２項目が有意（有意

確率は p<0.0）となり、標準化係数はそれぞれ 0.707

と 0.476 であり、決定係数Ｒ２＝0.726 であった。（図

11）従属変数「ローレル指数」の重回帰分析結果は、

有意項目は「インスリン（２回目測定値）」のみであり、

決定係数Ｒ２＝0.116 であった。 

 

Ⅳ 考 察 

本稿はスーパー食育スクールで行った食育プログ

ラムが児童の食の変容に有効であったかどうかを検討

した一連のデータの総括である。食育プログラムを通

して見られた児童の姿は、これからの食育プログラム

の必要性を感じさせるものだった。 

 
1 食を通して体の成長、運動の発達に視点をおいた

食育プログラムを通してみられた子どもの姿 

 歩行強度計を始めて手にした児童は興味津津の様子

でその操作の習得に積極的であった。自分の運動が数

値になること、家庭に持ち帰り家族で共有できること

など、得意気であった。しかし、数値からわかるよう

に、開始 1 週間を過ぎた頃には活動が明らかに減って

きた。夏の暑い時期での測定であったこともあり、計

測期間の終了前 1 週間では歩数が 50%に減少し、活動

時の消費カロリーは 62%減少した。 
装着に飽きる様子は、「なぜ体を動かすことが必要

か」の意味、意義が理解されていないと思われた。そ

の後の夏休み中の調査でも、あまり活動しない子ども

の様子が把握できた。 
 9 月からの食育プログラムは、このような子どもの

態度・行動を想定し、4 年生には行動変容ステージモ

デルの考え方を取り入れた。夏休みの食事と運動の記

録をもとに休日の食事・運動・睡眠を点数化した授業

である。休日の食事と運動を点数化したことにより、

無関心期・関心期の子どもたちが自らの生活を振り返

る良い機会となった。「肉ばかりでなく、野菜もがんば

って食べるようにします」「病気にならないようにがん

ばってみます。朝にも牛にゅうを飲みたいと思います」

など今後に向かう発言がみられた。9 月～10 月は体、

運動、食の知識を中心とした内容とし、集会では「か

らだを動かすってかっこいい！」と題するスキルを大

学教員から学んだ。 
10 月 8 日から行った 2 回目の歩数や活動量は、30

日間変化がなく、高い値を持続していた。1 回目と比

較すると 30 日間の測定量が大きく増えており、児童

の体と運動、食を支援する食育プログラムが効果的で

あったことが示唆された。 
また血液検査の変容については、①糖代謝について

は血糖値に変動はないものの、HbA1c が正常範囲内の

変動であるが、わずかに上昇し、インスリン値は有意

に低下し、HOMA 指数の低下がみられたことからインス

リン感受性は改善している、②脂質代謝については

HDL-C は有意に上昇し、LDL-C、TG は有意に低下してい

る、とする A大学からの考察によって全体が明らかに

なった。また、図 3 でわかるように、9 月にインスリ
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ン値が高い値を示していた児童 5名は、12月には改善

していた。同時にデータから児童一人一人の変容をつ

かむことができたことにより、数値を把握するだけで

なく、家庭の方々と児童の体の情報を共有できたこと

は大きな成果であった。 

これら 4 年生の血液検査の変容は、歩行強度計を活

用した運動計測を行ったこと、体と運動・食に関する

知識が習得できたこと、運動スキルが身についたこと

および運動する態度が高まったことによると推測され、

さらに、食生活調査の結果における「先週 1 週間の排

便頻度」の改善が見られたことは、血液検査結果と同

様、食育プログラムによる体への正の効果であると考

えられる。このように食と運動のプログラムや体と運

動のプログラムが児童の食行動に影響を与えるだけで

なく、食環境、生活行動にも影響を与えることが示唆

された。体の発達段階の年齢に合った適切な教育活動

が、児童の食行動や生活行動に影響を与えることが検

証できた。 
 

2 心の発達に視点をおいた食育プログラムを通して

みられた子どもの姿 

5・6 年生を「心の発達の時期」として捉えた理由に

は、5・6 年生が自己と他者を理解する力や言語能力が

大きく発達する時期であり、感情にかかわる力を「スキ

ル」として実行できるようになっていく時期であること

がある。感情をうまく扱うための知識やスキルは「感情

コンビテンス」と呼ばれ、①自分の感情を理解し、他者

にうまく表現するスキル、②他者の感情を理解し、その

うえで他者と上手にコミュニケーションするスキル、③

自分の不快な感情状態を解消できるスキルが要素とな

るといわれている。「感情コンビテンス」は「キレてし

まう」子どもの感情に引用される場合が多い。「感情コ

ンビテンスはさまざまな人とのかかわりを通して、経験

的に獲得されていくものである。周りの大人は、子ども

たちが日々の人間関係を通して感情コンビテンスを獲

得できるように、支援していくことが大切であろう」※

16とあることから、多様な人間関係を体験できる食育プ

ログラムを作成することにより、5・6 年生の心の発達

を支援したいと考えた。 
しかし、12 月に実施した自己意識調査の結果は 7 月

の調査と比較して特に変容はなかった。児童の私的自己

意識の傾向は、精神的・発達的な指標、適応の指標とし

て用いることが可能であるとされている。私的自己意識

得点の変容は認められなかったことから、食育プログラ

ムとして取り組んだ様々な体験は児童の心の発達に影

響を与えたというデータが得られなかったと言える。 
児童用自己意識尺度の結果からは心の発達を示す数

値は得られなかったものの、食育プログラムの中では

様々な場面で児童一人一人の心の変容がみられている。 
例えば 6 年生の食育プログラムに「みそ名人に話を聞

こう」という授業がある。「みそづくり」を行う総合的

な学習の時間では、みそを調べ、味噌づくりの過程を調

べてきた。みそを作って 30 年以上の名人から「味噌づ

くりには重労働が多く、作ることは決して楽ではないけ

れど、その先に食べてくれる人の喜ぶ顔が浮かぶからこ

そ、楽しく作ることができる」という作り手の思いを聞

くことにより、「完成したみそを○○さんにも食べても

らいたい。ぼくはこの授業でなんだか、みそが好きにな

った気がします」「ぼくは、今回のみそ作りで少し大豆

に興味を持つことができました。そして、『心を込める』

『食べる人の事を考える』というみそ作りのこつの意味

が少しわかったような気がします。みそ作りは思った以

上に大変でした。だからこそ、できあがった時の喜びも

大きいし、買ったものとちがうおいしさをかんじること

ができると思う」などの感想がみられた。児童の心は「す

ごい」と心を揺さぶられた体験により、「伝えたい」と

いう気持ちにつながっていくといえよう。 
食生活と私的自己意識との関係性は「小学 5・6 年生

の食意識・食行動と自己意識との関係性」※15で明らか

になっている。この研究では食生活調査の回答群を「い

つも」あるいは「とても」の群とそれ以外の群の 2 群に

分けて、私的自己意識の平均得点を求めている。その結

果、食行動の「食事前後のあいさつ」、食意識の「食事

の楽しさ」「食事の大切さ」「給食の大切さ」について「い

つも」「とても」と回答した児童の私的自己意識得点は

有意に高いことが示唆されており、食行動の「食事中の

テレビ視聴頻度」「食事の手伝い頻度」、食意識の「給食

で嫌いなものを食べる自信」についても有意差が認めら

れている。（参考）このことから食育プログラムの活用

が食意識や食行動に影響を与えることができれば、私的

自己意識を高める 1 つの要素と成り得ると推測できる。

どのような食育プログラムが食意識や食行動を正に変

容させることができるかを研究することがこれからの

課題である。 
しかし、食生活調査の結果からは 6 年生の「食事の楽

しさ」について有意差が見られた。「いつも楽しい」と

答えた児童が、7 月の 50.3%から 11 月は 74.6%が増え、

有意差が認められた。「食事がいつも楽しい」は食事に

関心があり、食事と自分との関係性を「楽しい」という

感情で表現している私的自己意識と捉えることもでき

る。また、「食事がいつも楽しい」は行動変容ステージ

モデルの実行期の行動であり、実行期である児童が増え

たことは身に付けた正の食習慣が持続可能となる「継続

期」に近づいた児童が増えたことになるといえよう。ま

た、非研究介入校にはその傾向が見られなかったことに

より、年齢による変容ではないといえる。これらのこと
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から 6 年生の食意識の変容は、食育プログラムの影響に

よるものと評価することが可能であると考えられ、食育

プログラムの有用性が示唆されたと捉えることができ

る。 
安彦らは著書※17の中で「カリキュラム開発のための

今後の研究課題」として、脳科学の研究に対し「発達の

様相、発達段階、臨界期（感受性期・敏感期）、脳の各

部分相互の関係の発達的・機能的変化などを、外からの

働きかけと関連において解明することである」と脳科学

に期待し、「『教育』は人の『学習』を必須の前提にとす

るが、やはり『意図的な働きかけ』を抜きに論ずること

はできない。もちろん、その『働きかけ』の中に『環境

条件づくり』も含まれるが、『その背後に一定の意図が

ある』ことを前提としている」と、教育と学習との違い

を述べている。現在、教育による脳内の機能の変化を捉

える研究が進んでいるようである。「脳は”いっしょの行

動”で育つ」※18にあるように、食が人間の発達を支える

ことから、食育プログラムが、将来、学校教育に不可欠

なものとして定着が図られることを期待する。 
 
3 食事調査の結果と血液検査の結果の関係性を検証

してわかったこと 

 4 年生の食事調査は血液検査結果の状態と食事内容に

関係性があるかどうかの検証を行う目的で行った。さら

に、4 年生を対象とした児童のこれからの食教育はどの

視点を中心に据えることが食習慣の形成に効果的であ

るかを検討するためのアセスメントとして実施した。 
食事調査の結果、朝食・昼食・夕食に１料理数の家庭

がみられた。夕食の 1 料理数の内容はカレーライスや牛

丼など主食と主菜・副菜が一緒になったものが多いもの

の、朝食や昼食には主食以外のものがなかった。その一

方で朝食に 5～7 料理数を揃える家庭が見られた。朝食

をしっかり食べることの重要性を認識し実行できてい

る家庭と、そうではない家庭があることが窺い知れた。 
主食はご飯が多い。本校の地域は三世代家庭が多く、

兼業農家の割合が多いことから、主食をご飯にする家庭

が多いと思われる。また、休日にはパンやその他を主食

とする多様な食事がとられている様子がみられた。食品

出現数からは、肉や魚を毎食活用していることや多くの

家庭で緑黄色野菜やその他の野菜を毎食、喫食している

ことなどがわかってきた。 
これらのことから、家庭への食育の必要性が示唆され

たものの、直接的に家庭へ啓発していくことは難しいと

感じている。しかし、児童の食態度が変わることによっ

て、家庭の食育につながるとも考えられることから、食

育プログラムの改善が必要である。4 年生は自ら食品を

選び、用意することができる年齢である。食育プログラ

ムの改善をこの視点で見直すことも有用であると考え

る。児童が食品を選択できる情報の提供や、簡単な調理

ができるスキルが身に付く指導内容を取り入れること

ができれば、児童の実態に合ったより良い食育プログラ

ムとなり、家庭に発信できるものとなり得ると考える。 
重回帰分析によって、血液検査の数値と摂取食品群に

関係があることが示唆された。「肥満度」は、「ＢＭＩ」、

「魚・肉」と「その他野菜」、「中性脂肪２回目」の４項

目に関連性がみられた。城所らは「日本人小・中学生に

おける体力および肥満度と血中脂質性状との関連性」※

19の中で、「肥満と分類された小・中学生においても、高

い体力を保持することで、良好な血中脂質値を維持でき

る可能性が示唆された」として「血中脂質関係項目に対

して、体力値と肥満度がそれぞれ独立して関連している

可能性が示唆された」とまとめていることから、重回帰

分析によって「肥満度」と「中性脂肪値」に関係性はみ

られたものの、中性脂肪値が高いものが、肥満度が高い

とはいえないと考えられる。 

肥満度と食品のとり方の関係性を研究した論文は少

なく、咀嚼状況「良く噛むか」や食べる量「腹一杯食べ

るか」などの生活習慣との関連の研究※20が多く見られ

る。 

肥満度と血圧値、血液検査との関係性の研究※21では、

「肥満度と最大血圧と正の関連があり、ＨＤＬ－Ｃとは

負の関連を示した」とあり、「肥満群では、男女ともカ

ルシウム、ビタミン Aが少ない状況にあったが、脂肪等

のとり方、食品のとり方に特別な問題はみつからなかっ

た」との報告がされているものの 20年程経っている。

新たな研究が望まれる。今回の結果からは「肥満度」と

「魚・肉群」及び「その他の野菜群」の摂取頻度と関係

があることが示唆されたものの、他の要因を加えた関係

性の考察が求められることから、食事調査質問項目から

見直すことが課題であると考える。 

スーパー食育スクールの平成 27 年度は、全国で 30
校が「食と学力」（3 校）「食と健康」（19 校）「地産地

消」（1 校）「食とスポーツ」（4 校）「食文化」（3 校）

に関するテーマにより研究が進められた※22。その成果

として「望ましい食習慣が身についたことにより学習

意欲が高まった」※23「骨密度が男女とも有意に上昇し

た」※24 などが報告されている。これらの報告を参考

にしつつ、本校の食育プログラムが、児童の心と体の

発達をさらに支援できるよう改善・実践していきたい。 
 

Ⅴ 結論 

より充実した体の発育が、より安定した心の発達に

つながると考え、食育プログラムを体や心の発達時期

を捉えたものとして開発・実践した。 
その結果、体の発育に視点をおいた 3・4 年生の実

践では、歩行強度計や血液検査に大きな変容がみられ、
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食育プログラムの有用性が示唆された。 
また、心の発達に視点をおいた 5・6 年生では、大

きな変容はみられなかったものの、6 年生は「食事の

楽しさ」が有意に変容していた。食事と自分との関係

性を「楽しい」という感情で表現できる児童が増えた

ことは、これからのより良い食習慣の形成に食育プロ

グラムが有用であったことが示唆された。 
 
 本研究は、スーパー食育スクール事業の一環として行われま

した。調査に回答いただいた児童・保護者の皆様に深謝申し上

げます。なお、本研究にあたり、開示すべき COI 状態はありま

せん。 
 
参考文献 

１ 文部科学省 現行学習指導要領（本文、解説、資料

等） 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryo
u/1356249.htm 

 
２ 文部科学省中央教育審議会答申 「子どもの心身の

健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体と

しての取組を進めるための方策について」 2008.1.17  

３ 文部科学省 食生活学習教材（中学生用）（平成 21
年 3 月）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/
1288146.htm 
食生活学習教材（小学校高学年用）http://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/eiyou/06050810/001.pdf 
食生活学習教材（小学校中学年用） 
http://www.syokuken.jp/student/20090409b.pdf 
４ 文部科学省 学校給食法の改正 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO160.html 
５ 文部科学省 栄養教諭を中核とした食育推進事業 
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1340
539.htm 
６ 文部科学省 スーパー食育スクール事業について 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/04/134660
7.htm  
７ 文部科学省平成 26 年度スーパー食育スクール事業

の内容について福井県 http://www.mext.go.jp/a_menu
/sports/syokuiku/1353381.htm 
８ 文部科学省平成 26 年度スーパー食育スクール事業

の内容について兵庫県 http://www.mext.go.jp/a_menu
/sports/syokuiku/1353381.htm 
９ 櫻井茂男編著 たのしく学べる最新発達心理学 

図書文化 2010.3 
10 文部科学省初等中等教育部会小中一貫教育特別部

会資料 7 小中一貫教育関連基礎資料 2016.8 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky
o3/051/siryo/__icsFiles/afieldfile/2014/09/11/1351916
_7.pdf 

11 櫻井茂男編著 池田幸恭 たのしく学べる最新発

達心理学「第２章 体と運動の発達」図書文化

2010.3;29-45 
12 赤松利恵. 稲山貴代. 衛藤久美. 岸田恵津：日本健

康教育学会栄養教育研究会. 望ましい食習慣を目指し

た学校における食育の評価. 日本健康教育学会誌. 
2015; 23: 145‐151 

13 田中壮一郎編著 明石要一 体験の風をおこそう

「今、なぜ体験活動か」 悠光堂 2012.8;10-20 
14 堀洋道監修 櫻井茂男・松井豊編 心理測定尺度

集Ⅳ サイエンス社  2007;12-17 
15 上原正子 大場和美 松原愛香 加藤象二郎 

小学５・６年生の食意識・食行動と自己意識との関

係性 愛知みずほ大学紀要 第 9 2016 

16 櫻井茂男編著 黒田祐二 たのしく学べる最新発

達心理学「第５章 感情と動機づけの発達」 図書文

化 2010.3;87-106 
17 安彦忠彦編著 子どもの発達と脳科学 カリキュ

ラム開発のために 勁草書房 2012.8;171-179 
18 小泉英明 脳は”いっしょの行動で育つ” 名古屋

学芸大学健康・栄養研究所年報  2014;6 特別号:7-31 
19 城所哲宏 枝元香菜子 柳岡拓磨 柏原杏子 田

中英登 宮下政司 日本人小・中学校における体力お

よび肥満度と血中脂質性状との関連性 体力科学 

2017;66(4):271-282 
20 伊藤由紀 篠田邦彦 学校段階別にみた肥満傾向

児と痩身傾向児の生活習慣における共通点と相違点 
日本健康教育学会誌 2015;23(2):99-108 

21 吹野洋子 大石邦枝 近藤園子 蒔田和子 秋定

千英美 富士宮市学童の栄養摂取状況、生活活動およ

び血液性状に関する研究 栄養学雑誌 

1997;55(3):119-128 
22 文部科学省 平成 27 年度スーパー食育スクール指

定一覧表 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/0
4/__icsFiles/afieldfile/2015/04/14/1356759_01.pdf 

23 平成 27 年度 スーパー食育スクール 事業結果報

告書 新潟県 
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/946/36
0/27SSSkekka,0.pdf 

24 岡山県教育委員会・倉敷市教育委員会平成 27 年度

文部科学省委託「スーパー食育スクール事業」報告 ht
tp://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/471563_372
1298_misc.pd

54



原著 

表１ 講座前後の歩行強度計による測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 介入校（研究校）と非研究介入校の９月データ比較 

  
介入校 

（n=46） 

非介入校 

（n=56） 
p 値 

性別 （男/女）（名） 23/23 25/31 0.691 

身長（㎝） 135.9 ± 5.8 134.9 ± 6.0 0.390 

体重（kg） 32.3 ± 5.1 30.2 ± 5.4 0.010 

BMI（kg/m2） 17.4 ± 1.9 16.5 ± 2.1 0.004 

血糖(mg/dl) 86.2 ± 5.3 85.3 ± 5.7 0.422 

HDL-C(mg/dl) 64.7 ± 12.0 69.2 ± 11.7 0.055 

LDL-C(mg/dl) 93.3 ± 21.4 94.7 ± 20.1 0.196 

中性脂肪(TG) 64.0 ± 27.8 60.5 ± 25.7 0.482 

HbA1c(NGSP)(%) 5.16 ± 0.2 5.17 ± 0.2 0.774 

インスリン(IRI) 6.2 ± 2.8 4.8 ± 2.1 0.005 

 

 

歩数（歩）

期間全体 開始1週間 終了前1週間 平日 土日

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

講座前 9454 2203 12068 2825 5987 2439 10112 2303 5867 3336

講座後 12025 2711 11888 3407 12362 3165 12949 3243 6972 3295

活動時の消費カロリー（kcal）

期間全体 開始1週間 終了前1週間 平日 土日

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

講座前 126 36 165 51 77 33 135 39 72 44

講座後 180 104 175 101 201 160 214 198 98 69

1日の総消費カロリー（kcal）

期間全体 開始1週間 終了前1週間 平日 土日

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

講座前 1511 164 1567 186 1416 162 1524 169 1425 158

講座後 1604 301 1605 322 1575 445 1612 363 1481 260

歩行距離（km）

期間全体 開始1週間 終了前1週間 平日 土日

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

講座前 5.4 1.2 6.9 1.6 3.3 1.3 5.7 1.3 3.3 1.9

講座後 6.9 1.5 6.8 2.0 7.4 1.9 7.7 1.9 4.0 1.9

中強度以上の運動時間（分）

期間全体 開始1週間 終了前1週間 平日 土日

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

講座前 24 7 31 9 16 8 27 8 11 8

講座後 34 14 34 13 32 11 37 11 18 8
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表３ 研究校の血液検査結果（９月・12 月） 

  ９月 １２月 p 値 

性別 （男/女）（名） 23/23   

身長（㎝） 135.9±5.8 

体重（kg） 32.3±5.1 

BMI（kg/m2） 17.4±1.9 

血糖(mg/dl) 86.2 ± 5.3 85.8 ± 4.7 0.563 

HDL-C(mg/dl) 64.7 ± 12.0 72.0 ± 12.7 <0.001 

LDL-C(mg/dl) 93.3 ± 21.4 89.2 ± 19.9 0.002 

中性脂肪(TG) 64.0 ± 27.8 44.3 ± 18.0 <0.001 

HbA1c(NGSP)(%) 5.16 ± 0.2 5.23 ± 0.2 <0.001 

インスリン(IRI) 6.2 ± 2.8 4.6 ± 2.0 <0.001 

 

 

 

 

 

表４ 非研究介入校における血液検査結果（９月・12 月） 

  ９月 １２月 p 値 

性別 （男/女）（名） 25/31   

身長（㎝） 134.9±6.0 

体重（kg） 30.2±5.4 

BMI（kg/m2） 16.5±2.1 

血糖(mg/dl) 85.3 ± 5.7 87.8 ± 5.6 <0.001

HDL-C(mg/dl) 69.2 ± 11.7 76.3 ± 11.9 <0.001

LDL-C(mg/dl) 94.7 ± 20.1 95.0 ± 22.4 0.831 

中性脂肪(TG) 60.5 ± 25.7 43.3 ± 14.1 <0.001

HbA1c(NGSP)(%) 5.2 ± 0.2 5.3 ± 0.2 <0.001

インスリン(IRI) 4.8 ± 2.1 4.5 ± 2.1 0.210 

 

 

 

 

 

 

 

56



原著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 食育プログラム 3・4年生 
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図 2 食育プログラム 5・6年生 
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図 3 :血液検査の結果の分布図 1 （糖代謝関係・研究校４年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血糖 9 月 n=49         単位：mg/dl 血糖 12 月 n=46         単位：mg/dl 

HbA1c  12 月 n=46     単位：％ HbA1c  9 月 n=49     単位：％ 

インスリン 12 月 n=46  単位：μU/ml インスリン  9 月 n=48   単位：μU/ml 
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図 4 血液検査の結果の分布図 2 （脂質代謝関係・研究校４年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDL-C  9 月 n=49    単位：mg/dl HDL-C 12 月 n=46    単位：mg/dl 

LDL-C  9 月 n=49    単位：mg/dl LDL-C  12 月 n=46    単位：mg/dl 

中性脂肪  9 月 n=49   単位：mg/dl 中性脂肪 12 月 n=46   単位：mg/dl 
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図 9 摂取食品数分布図 n=43 （単位=人数） 

 

 

 

図 10 肥満度に寄与度が高い項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 ＢＭＩに寄与度が高い項目 
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尾張旭市保育所保育課程の開発研究 

－グランドデザインとカリキュラムマネジメント試論－ 
 

A Reseach Note of Curriculum Development for the Day Care Center Curriculum  
in Owariasahi City 

 

渡邉 眞依子*  加藤 初代**  丹羽 孝*** 
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Maiko WATANABE* Hatsuyo KATO** Takashi NIWA*** 
*Aichi Prefecutural University   **Supervisor of Day Care Center, Owariasahi City 

***Aichi Mizuho Junior College 
 

Abstract 
The first purpose of this paper is to develop the Day Care Center Curriculum in Owariasahi City that provides core curriculum, namely 

fundamental contents for childcare activities at the public day care centers operated by Owariasahi City and to clarify the outcome. Secondly, 
according to this research, we aim to define our problems to offer superior childcare, and to promote research activities for proper solution to the 
problems. For example, it is necessary for curriculum management to enrich the basic contents of childcare activities offered to children at 
day-care center topic by topic. This basic childcare curriculum research with such a viewpoint is placed emphasis in the newly revised "Day 
Care Center Childcare Guide" and will draw the grand design, which is the foundation of curriculum management at each day care center. In 
particular, the image of child that we show, will not only develop the grand design practically, but also become an important viewpoint of 
curriculum management. 
 

キーワード：保育所保育課程、コア保育課程、グランドデザイン、カリキュラムマネジメント、保育哲学 
Key Words: Day Care Center Curriculum, Core-Curriculum, Grand Design, Curriculum Manegement, 
           Philosophy of Early Childhood Education and Care 

 
１．研究の目的 

  本研究は、尾張旭市の公立保育園のための保育課程、すな

わち、尾張旭市保育所保育課程を開発し、その開発のプロセ

スと成果を明らかにすることを目的とする。この保育課程は、

尾張旭市として提供する保育活動のコア的な基礎的内容を示

すものであり、いわば、尾張旭市公立保育園のコア保育課程

である。 
尾張旭市では、平成25年度より保育園園長会による保育課

程開発の取り組みが始まり、平成28年度には『尾張旭市保育

所保育課程』の刊行に至っている。この保育課程開発研究は、

現在なお進行中である。というのも、保育課程を開発し実施

する中で、新たな発展課題を発見し、その解決に向けたさら

なる研究活動を進めているからである。例えば、より豊かな

保育活動を子どもたちに提供するために、保育内容を充実・

整理する課題に取り組んでいる。このように、単に保育課程

を作成することをゴールとするのではなく、実際に実施する

中で新たな課題を見つけその改善を図ることや、そのために

保育内容やカリキュラムに関する基礎的な研究を行うこと

は、このたびの学習指導要領等改訂（平成29年3月）で強調

されている、カリキュラムマネジメントの実施にあたって求

められていることでもある 1)。また、このカリキュラムマネ

ジメントの中心、基盤となるものがグランドデザインだとさ

れる。以下で示すように、尾張旭市では保育課程開発にあた

り、保育思想やカリキュラム論などの理論研究を進めてきた。

その中で、尾張旭市の保育士が抱く子どもに対する願いを出

し合い、まとめ、保育課程をつくり上げてきた。それはまさ

に、保育のグランドデザインを描くことだったといえる 2)。

したがって、尾張旭市保育所保育課程がどのようなプロセス

でどのようなカリキュラムを開発したのかを明らかにするこ

とは、カリキュラムマネジメントの実現やグランドデザイン

の策定のために、重要な示唆を与えることができると考える。 
そこで本稿では、まず、尾張旭市がどのように保育課程開

発に取り組んできたのかというプロセスと、その過程で得ら

れた知見を明らかにする。その上で、この保育課程開発の取

り組みの中心となった保育理念や子ども像について、その作

成のプロセスと依拠した保育思想を明らかにする。さらに、

保育理念を実現するためにどのような保育構造を持った「保

育課程」を具体的に構想したのかについて明らかにする。以
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上の点を明らかにすることで、保育におけるグランドデザイ

ンやカリキュラムマネジメントの具体的な姿の一つを示した

い。 
 
２．保育課程研究への取り組み 

 まず、本研究が始まるきっかけだが、それは平成20年に改

定された『保育所保育指針』において、「保育課程」という

術語が使用されたことに由来する。これを受けて、尾張旭市

では指導保育士（松浦琴美、平成27年度からは加藤初代)の

イニシアチブﾞの下、尾張旭市が直接運営する公立保育園（８

ヶ園）で使用する、保育課程の開発研究に取り組んできた。 
周知の如く、平成20年改定の保育所保育指針以前では、保

育所保育課程に相当する術語として、「保育の計画」を使用

していた。そして、その保育の計画は「全体的な保育計画」

と、具体的な「指導計画」によって構成されるものだとされ

ていた（平成12年施行版保育所保育指針「第11章 保育の計

画作成上の留意事項」参照）。この時点では、幼稚園や小学

校教育で使用されていた「教育課程」（カリキュラム）に相

当する内容は、「全体的な保育の計画」として理解されるの

が通例だった。しかし、この時点で私たちは、何故保育所に

おける教育課程もしくは保育所保育課程という術語を使用し

ないかについて、疑問を持っていた。 

 そして、うれしいことに平成20年に改定された『保育所保

育指針』は、この疑問に対して、明快な回答を示してくれた。

この『保育所保育指針』では、「第4章 保育の計画及び評価」

において、保育の計画は「保育課程」と「指導計画」で構成

されることを明らかにしていた。そこでは教育活動の提供を

主たる任務とする幼稚園の教育活動の基本計画を「教育課程」

で、保育所の保育活動の基本計画を「保育課程」で担うとさ

れており、世界的なカリキュラム研究の成果を反映したもの

だと、私たちは高く評価した。ちなみに、韓国の幼児教育界

では幼稚園で使用するカリキュラムは「幼稚園教育課程」と

呼び、オリニジップ（日本でいう保育所に相当）で使用する

カリキュラムは「保育課程」という用語で使い分けしてきて

いる。韓国幼児教育についても研究している私たちには、保

育課程という用語は、すでに耳慣れた用語でもあった。 

 平成25年度になって、尾張旭市保育園園長会では、この改

定を契機に尾張旭市立保育園に共通する保育課程を作成し、

各保育園で保育課程つくりの基礎資料にしようという点で意

見が一致し、保育課程の開発研究活動を開始した。また、こ

の時点で幼児教育課程研究者の丹羽孝（当時名古屋市立大学

教授）が助言者として加わり（平成 27 年度からドイツ教授

学・教育課程研究者である渡邉眞依子（愛知県立大学准教授）

も参加）、研究体制も整った。以来、ほぼ毎月定期的に保育

課程研究会を開催し、尾張旭市としての保育所保育課程づく

りを進めてきた。なお、この保育課程研究会は尾張旭市保育

園園長会構成員と同じメンバーで構成してきた。 

 この研究成果は、最初に平成27年度版『尾張旭市保育所保

育課程』として整理した。しかし、なにぶん急ぎの作業であ

ったので、保育士全員へ配布し、共通化するまでには至らな

かった。しかし、私たちはこの準備段階の作業を基礎として、

平成28年度4月には、新学期からの保育活動に間に合うよう、

3月31日付で『平成28年度 尾張旭市保育所保育課程』（A-4
判、pp. 90）の冊子 3)として刊行した。その中心的な特徴であ

る保育構造理解については、本稿の第5項で説明している。 

 

３．『尾張旭市保育所保育課程』の主たる内容と特徴 

(1)平成27年度版『尾張旭市保育所保育課程』の作成 

 上記のような背景のもとで取り組んできた保育課程研究に

おいて、私たちは私たちの保育課程づくりに併せて、「私た

ちなりの夢と希望を織り込むための研究と研修」4)を行ってき

た。言い換えれば、私たちは「保育課程」の作成という課題

に関わって、かねてからより質の高い保育を提供したい、そ

して私たちが使いやすい保育課程をつくりたいという思いを

持っていて、数年来色々話し合ってきたという歴史があった。

そして、平成27年度には「子ども・子育て新制度」が発足す

るという状況を一つの契機として、これまでの保育課程を見

直して、再構成するための努力を積み重ねてきたのである 5)。

その結果、平成27年4月に『尾張旭市保育園保育課程』(平

成27年度用)を作成し、尾張旭市に在職する保育士たちに提

供し、活用していく準備が整ったのであった。 

 この「27年度版保育課程」作成過程での収穫は、第一に、

子どもたちや父母の抱えている子育てや教育の問題をあらた

めてとらえ直し、父母と地域と共同する保育園の保育活動を

目指したいと考えて作成作業に取り組んだという点であった
6)。そしてまた、こうした基礎的な研究活動が保育の見直しと

いう点で多くの成果をもたらしたという点においても、貴重

な成果があったといえる。 
 

(2)平成28年度版『尾張旭市保育所保育課程』の誕生 

 こうした研究成果を踏まえて、平成28年4月には、『平成

28年度版 尾張旭市保育園保育課程』（以下、『尾張旭市保

育課程』）を刊行した。この保育課程は、市水準で作成され

た保育課程としては研究的にも、実践的にも多くの特徴を有

しているが、『尾張旭市保育課程』の中でも指摘した特徴は

次の三点である 7)。 

 第一に、この保育課程は尾張旭市としては初めて冊子形態

で刊行する保育課程であった。刊行そのこと自体が、この改

訂作業に関わってきた先生方の共同の成果であることの、第

一の成果であると評価しておきたい。 

 第二は、保育課程を設計する際に重要な、「保育の構造」

について検討を加え、私たちなりに乳幼児の育ち(健康と発

達)、かしこさの教育、人間性の育成といった内容をあそび活

動を中心に、集団的人間関係をも尊重する内容として整理し

たことである。このような保育構造の理論的背景のもとで作

成される保育課程というものは、殆ど類例がなく、その意味
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でも先駆的な研究成果だということができる。 

 第三は、私たちが尾張旭市保育園で共通の保育目標として、

レイチェル・カーソンの思想的遺産に学びながら、そしてこ

れからの課題の一つであるESDを視野に入れて、「センス豊

かな子ども」と設定したことである。やや抽象的な目標であ

るが、人間的センスの育成（すなわち、人間らしさを豊かに

育むこと）を中心に、五味五感に代表される人間のセンスを

豊かに育むという観点を、保育課程の構成の視点として採用

し、活用することを通じて、この保育課程案が各園における

保育課程づくりの基礎的資料として活用されて、本市全保育

園へと拡散され、深化していくことが期待される。これがま

さにカリキュラムマネジメントであり、これからの尾張旭市

の保育活動の質的発展を可能とする、大切な方向であるとい

える。なお、その一部の詳細については、次の項で説明する。 

 

４．保育哲学と子ども像 

(1)スタートとしての保育理念（保育哲学）の作成 

 本項では、『尾張旭市保育課程』において、私たちが整理

した保育の考え方、言い換えればどのような保育をしていき

たいのか、それはどのような根拠によるのかということを明

らかにする。教育学の世界では、通常教育哲学または教育理

念と呼ばれる内容である。この基礎作業なしには、新しい保

育課程づくりは進まなかった。そしてまた、私たちの保育課

程づくりは、どういう保育をしていきたいのかについての、

全保育士たちの共通理解を得る上でも、子ども像を整理する

ことは不可欠だと考えた。以下、その内容について簡単に述

べる。 

 まず、保育理念と子ども像についてである。カリキュラム

を作成することの意義はいくつかあるが、まず第一に、どの

ような保育を目指すのか、についての思想または哲学を吟味

し、保育士全体の共通理解を図る必要がある。尾張旭市の保

育所はどういう保育を目指すのか、どのような人格や能力を

持った子どもたちを育てたいのかが文字化され、保育士全員

の共通の保育目標となっていくことが望ましいと考えられ

る。こうした背景の下、みんなで相談し、まとめ上げたのが

以下に示す、私たちの子ども像つくりの内容だった。その特

徴は、簡単に言えば、以下の四点に整理することができる 8)。 

 第一は、近代幼児教育の歴史的遺産に学んで、私たちなり

にそれを継承したいという課題があった。他方、尾張旭市の

保育士の思いとしては、尾張旭市の保育内容の中心として、

「遊び活動を大切にした保育」の提供を強く意図していたこ

ともあって、私たちはまず書き出しを、フレーベルの「遊び」

保育論 9)に求めた。 

 第二は、フレーベルと並ぶ、重要な幼児教育研究者である

マリア・モンテッソリ（Maria Motessori: 1870-1952）から学ぶ

ことだった。モンテッソリが世界の幼児教育界に残した遺産

は、なんといっても「モンテッソリメッソド」と呼ばれる、

モンテッソリが考案した教育方法である 10)。このモンテッソ

リの感覚教育の教育方法論や、彼女の子どもを観察するまな

ざしの優しさから、多くのことを学ぶことができた。 

 第三は、日本の保育思想史の歴史的遺産に学ぶことも重要

だと考え、倉橋惣三と徳永悠に着目したことである。特に、

倉橋惣三の遺産 11)としては、倉橋の子どもに対する観察力の

深さと子どもの心を理解する優しさを受け取ることができ

た。 

 第四は、日本最初の保育園「二葉保育園」の創設者である

徳永恕に着目したことである。徳永は、保育事業にかけたそ

の生き方の鮮やかさから、日本の保育者の良心のよりどころ

と呼ばれた人物である。徳永について詳しい上笙一郎によれ

ば、『光ほのかなれども』12)という表題には、「あたたかき

かな」という文が隠されていて、そのあたたかさが徳永恕そ

の人なのだと、後に語っている（丹羽が上から自宅で直接聴

取）。こうして私たちは、日本の保育の先駆者である徳永恕

に上笙一郎を経由して出会い、その人間的あたたかさが、保

育者にとってかけがえのない資質の一つであることを学んだ

のだった。 
 

(2)子ども像について 

 以上のような教育哲学（保育哲学）の整理に依拠して、私

たちが描き出したのは、 ＜センス・オブ・ワンダー：センス

豊かな子どもを育てる＞－優しさと強さと賢さを求める保育

の探求を目指して－13)という、少し難しいかなとも思われる、

表現の子ども像だった。以下、この子ども像の理論的基礎と

なった考えについて明らかにする。 

 第一は、「豊かなセンスを持った子ども」という表現につ

いてである 14)。言うまでもなくこのセンスというキーワード

は、レイチェル・カーソン（Rachel Carson）によるものであ

る。彼女の説明は、次のようなものである。 

「子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、

驚きと感激に満ちあふれています。残念なことに、私たちの

多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、

畏敬すべき者への直感力を鈍らせ、あるときはまったく失っ

てしまいます。 

もしもわたしが、全ての子どもの成長を見守る善良な妖精

に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、

生涯消えることのない『センス・オブ・ワンダー＝神秘さ

や不思議さに目を見張る感性』を授けてほしいとたのむで

しょう。・・・ 

美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知の

ものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情

などの様々な形の感情がひとたびよびさまされると、次は 

その対象となるものについてもっとよく知りたいと思うよ

うになります。そのようにして見つけだした知識は、しっ

かりと身につきます。」15) 
 私たちは、このカーソンの提言を、現代社会に生きる、私

たちの子どもたちに生かしたいと真剣に考え、『尾張旭市保
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育課程』の子ども像に据えた。 

 第二は、知恵と技の教育についてである。カーソンも述べ

ているように、Sence of Wonderを豊かに育むという保育目標

は、言い換えれば子どもの将来的な人間的発達の土台を構築

することでもある。私たちは、センス＝感性と知恵と技の関

係を次のように捉えた。 
子どもたちが多様なセンス＝感性によって受信した情報

を、我が物として内面化していくためには、行動または活動

を経由する必要がある。その際必要なことの一つが、｢考える

力｣＝賢さ（wisdom）という能力であり、もう一つが賢さを

具体化する技術（skill）である。この二つの発達課題は、そ

れぞれ固有のプログラムによって系統的に、そして効率的に

指導される必要がある。そして、この課題への対応の仕方、

すなわち、センスと賢さとスキルの構造をどうとらえるかも、

各園の個性が生かされる場面である。言い換えれば、各園の

先生方の知恵の見せ所は、ここにもあるということなのであ

る 16)。 

 

(3)エレン・ケイからレイチェル・カーソンへ 

 先に示したように、私たちはこの『尾張旭市保育課程』の

作成に際して、近代幼児教育の思想史的遺産を整理し、そこ

から基盤となる保育哲学や子ども像を学んできた。その成果

を再びまとめるのであれば、まず、フレーベルから子どもた

ちの自由で人間らしい、遊ぶ生活の大切さを学んだ。モンテ

ッソリからは、幼児期の発達に即した適切な環境構成の大切

さと、感覚や知的能力を育む上で系統的な指導と適切な教材･

教具の持つ意味を理解した。倉橋からは、保育園が子どもの

「生き生きしさを損なわない」空間と時間が流れる場所であ

ることの大切さをあらためて知ることができた。そして、二

葉保育園からは保育者の優しさが、子ども達やその父母達に

とって、たとえほのかであっても明るくあたたかい存在とし

て機能することが、かけがえのない価値であることをあらた

めて感じとった 17)。このような私たちの子ども像を描く作業

を進めていく中で、私たちと先ほどのレイチェル・カーソン

とを結びつけてくれたのが、エレン・ケイ（Ellen Key: 
1849-1926）であった。 

 エレン・ケイはスウェーデンが生んだ世界的な女流文明批

評家であったが、一般的には『児童の世紀』（1900）18)の著

者で、「20世紀は子どもの世紀」という有名な言葉のルーツ

となった書物の執筆者である。この本はエレン・ケイの教育

思想を集大成したもので、そこでは母性と児童の保護を基盤

とした新しい児童教育論が展開されている。彼女の幼児教育

論の中心的な内容は、第二部第一章「教育」で述べられてい

るが、その内容は大変豊かで、示唆に満ちている。その中で、

私たちがエレン・ケイから学んだ点は、次の四点である。 

 第一は、体罰による教育の否定である。エレン・ケイは次

のように述べている。 

「子どもは動物だから、そのように(打擲で：引用者注)教育

すべきだと主張しているものが今日でもいる。こんな主張を

する人たちは、子どものことも動物のことも弁えていないの

だ。子どもも動物も、鞭なしに教育することはできるのであ

る。ただしこれをよくするのは、自身が真の人間である人間

よってのみである。・・・・・ 

2，3歳以上の子どもについて許される教育上の手段から、

打擲の概念を抹殺しなければならない。最も望ましいのは、

子どもが生まれたときから、親は打擲を教育手段として決

して使わないと固く決心することである。なぜなら親達が

この便利な手段を一度使い始めると・・・、この便利な手

段を使ううちに、子どもの知能の発展を図ることを怠って

しまうからである。」19) 

 1900年に書かれたこの文章は、今でも十分に説得的な響き

を持っている。今日、日本の保育園において体罰が教育の手

段として使用されることはあり得ないだろうが、ここに示さ

れているエレン・ケイの児童尊重観（子どもを真の人間の子

どもとして育てる）の重い意味を、あらためて私たち保育者

は受けとめる必要があると考えた 20)。 

 第二は、「教育者の最大の誤りは、子どもの個性に関する

あらゆる現代の論説とは裏腹に、子どもを『こども』という

抽象概念によって取り扱うことである」21)というエレン・ケ

イの指摘である。私たちはこの指摘に学び、目の前にいる子

どもたちを「子どもたち」としてみるのでは無く、一人一人

が生きた個性を持った、人間の子どもとして接することの重

い意味を再確認した 22)。 

 第三は、遊びについてである。「子どもと正しく遊ぶこと

は、一つの大きな熟練仕事である。しかし、遊びが大人任せ

で、子どもが何をやっていいのかわからないというのでは問

題にならない。子どもと親の両方にとって遊びを特別のお祭

りのような楽しいものにするのが熟練仕事というものだ。こ

のようなときには、教育の意図はすべて諦めて、完全に子ど

もの思考と空想の世界に入り込み、遊びを内容豊かなものに

する以外、何かを教えようとしてはならない。だが、教育者

自身が将来使うために、遊びのうちに明らかになってくる子

どもの性質に関する観察は続けなければならない。」23)フレ

ーベルが指摘した遊びの持つ教育的意味をさらに深めている

この指摘は、私たちの遊び指導にも有益な指摘だといえる24)。 
 第四に、彼女の幼児教育機関に対する提言である。エレン・

ケイはフレーベルに言及しながら、次のように述べている。 
「フレーベルの文句、『子どもたちのために生きよう』は、

もっと意味豊かな『子どもたちを生かそう』に換える必要

がある。その意味は、詰め込み教育式の訓練から、方法論

的な形式から、集団の圧迫から子どもを解放することであ

る。子どものこの年頃には、隠れている無言の精神活動が、

地中の芽の作用とおなじような重要な意味をもつのであ

る。幼稚園システムはこれを無視して、芽を皿の上にとり

だしている。芽は皿の上で緑色を定式例に見えるが、ただ

それだけのことである。」25) 
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何とも鋭い指摘である。私たちはこの指摘に学び、「子ど

もたちを生かす」為の保育活動の発展方向を考える上での「現

代的要請」を、ESD思想の創案者である、レイチェル・カー

ソンの思想的遺産に連続させ、さらに実践的に発展させてい

きたいと考えたのである 26)。 

 

５．「保育課程」の内容と特徴 

 本項では、上述の保育理念・子ども像をふまえて作成され

た、保育の計画部分である「保育課程」について説明する。

『尾張旭市保育課程』では、保育所におけるカリキュラムの

範疇に属する内容のものとして、「保育課程」（第4章）と、

「指導計画」（第5章）、および「領域別・課題別指導プロ

グラム」（第6章）に分けて記述している。ここでいう「保

育課程」とは、『保育所保育指針』でいうところの「全体的

な計画」とほぼ同じ内容のものである。本稿の最後に、資料

としてその実例を示すが、基本的な構成要素は、①0歳から5
歳児までの全年齢の乳幼児を対象に（横軸）、②『保育所保

育指針』が示すところの保育構造を縦軸において、③ねらい

と内容を適切に配置したものである。 

 さらに、実際の保育現場にもわかりやすく、使いやすいも

のとなるよう、『保育所保育指針』の示す保育構造に依拠し

ながらも、独自の解釈を加え、尾張旭市公立保育園独自の保

育の構造化を試みた。この試みが成功しているかどうかは、

今後の実践的検証が待たれるところであるが、以下では、こ

の『尾張旭市保育課程』の「保育課程」の構造の特質と、そ

の理論的背景を明らかにする。 
 

(1)日本における保育カリキュラムの類型と保育構造化の 
試み 

 宍戸健夫によると、これまでの日本の保育カリキュラム

には、3つの潮流がある。第一に、課業を軸とする保育計画、

第二は遊び活動を軸とする保育計画、第三には集団生活を

軸とする保育計画である 27)。課業を軸とした保育計画は、

古くは、フレーベルの恩物を使った系統的学習を主軸とし

たものであり、今日では「領域」を中心として構成される

保育計画のことである。自由保育を大事にしているという

保育現場でも、「5領域を1週間の中でモザイク的にピック

アップして、それをくまなくやっていくようなかたち」28) 
で、保育者による一斉指導による設定保育を行っていると

ころは、課業を軸とした保育計画といえる。第二の遊び活

動を軸とする保育計画は、東京女子師範学校附属幼稚園の

「系統的保育案」や戦後直後の『保育要領』（文部省、1948
年）に見られた、自由なあそび活動を主軸とする保育計画

である。第三の集団生活を軸とする保育計画は、戦前の保

育問題研究会によって開発された、「社会協力」の理念に

基づく保育計画や、それを発展させた三木安正の『年間保

育計画』(1959 年)の系譜である。三木は、集団の発展の過

程と、そこでの指導を、保育期間 2 年間を 7 期に分けて明

らかにしている。 
 宍戸は、これらの保育計画の歴史的な三つの類型にはそ

れぞれの長所短所があるとして、3つのカリキュラムの特徴

を生かしながら、保育活動の全体を把握すること、すなわ

ち、保育活動の構造化が必要であると指摘している 29)。 
 保育構造化の試みは、すでにこれまでの日本の保育計画

にも見られる。宍戸によると、日本ではじめて作成された

構造的な保育計画は、東京女子師範学校附属幼稚園の「系

統的保育案」である 30)。倉橋惣三を中心に作成された「系

統的保育案」では、保育活動の全体が、大きく「生活」と

「保育設定案」に分けられ、さらにそれぞれ、「生活」は

「自由遊戯」と「生活訓練」、「保育設定案」は「誘導保

育案」と「課程保育案」に区分されている。「誘導保育案」

というのは、プロジェクト活動にあたるもので、主題を決

めて、その主題が実現されるように、子どもたちがみんな

で協力していくことである。「課程保育案」は領域別の保

育案で、系統的な課程に従う保育案である。倉橋は「誘導

保育案」と「課程保育案」との関係を、次のように説明し

ている。「昔のように保育項目をただ羅列して、保育とし

て何ら中心のない単なる作業であってはならないのであり

ます。先ず生活の主題が先にあって、その中に各々の保育

内容が入ってくるのでなくてはならないのであります」31)。

つまり、倉橋らは、それまでの課業中心の保育ではなく、

主題の下に総合化された遊び・作業活動である「誘導保育

案」を中心にするとともに、「課程保育案」の内容が「誘

導保育案」の主題に生かされるような、相互関係的な構造

を示したのである。 
 戦後の代表的な構造的な保育計画には、久保田浩の『幼

児教育の計画―構造とその展開』（1970 年）がある。久保

田は、保育カリキュラムを「基底になる生活」「中心にな

る活動」「領域別活動」の 3 層に構造化している。「基底

になる生活」には「自由遊び」「生活指導」「集団づくり」

「健康管理」が含まれ、倉橋らの「系統的保育案」でいえ

ば「生活」にあたるものといえる。「中心になる活動」は、

「原則としてクラス全体でとりくむ活動」で、子どもたち

の生活が高まり、集団活動が確かになってくると見られる

「まとまりのあるあそび」のことである。園での生活の中

核になるようなあそびで、「集団あそび」、「行事活動」、

「しごと」が該当する。「領域別活動」は、「系列を主に

する活動」であり、分化されたあそびやしごとにより、認

識やさまざまな技術、技能を「順序よくつみあげていく」

ものとされる 32)。つまり、倉橋らの「誘導保育案」にあた

る部分が「中心になる活動」であり、「課程保育案」が「領

域別活動」にあたるといえる。 
久保田の保育構造を発展させた安部幼稚園でも、保育の

構造を基本的には 3 層で捉えている。すなわち、「自由場

面における遊び・労働」も含んだ「土台となる生活」と、

「中心となる活動としての遊び・労働＜仕事＞」、そして
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「課業活動」の3つである 33)。 
このように、これまで保育の構造は、自由遊びを含んだ

「生活」と、プロジェクト的に展開される「中心的な活動」、

系統に従って行われる「課業」の 3 つの要素で構成されて

いる。さらに、これらの保育構造では、3つの要素は、相互

関連、相互浸透の関係にあることが強調されている 34)。 
近年では、加藤繁美が子どもたちの「参画」という視点

から、保育実践を3層構造で整理している。第1層が、「基

本的・日常的生活活動」、第2層が「文化に開かれた生活」

と「探索・探究する生活」、第 3 層が「創造的で協同的な

活動」である 35)。「創造的で協同的な活動」は子どもの声

を起点に、子どもたちの「参画」で活動をつくりだしてい

くことであり、いわゆるプロジェクト活動といえる。第 2
層の「文化に開かれた生活」は「保育者が準備し、計画し

た文化・文化財」と出会うことであり、「探索・探究する

生活」は「子どもの自主性・能動性を基本に展開していく」

こととされる 36)。それぞれ、前者は課業的活動、後者は自

由遊びに該当すると考えられる。この加藤の構造では、「基

本的・日常的生活」と「自由遊び」が異なる層に分けられ

ているが、子どもの遊び・活動という点で見ると、従来の

保育構造同様に、自由遊び、プロジェクト活動、課業の三

つで捉えられているといえる。 
 
(2)「面白さの追求」としての遊びの位置づけ 
 以上のように、これまでの保育構造論は、自由遊び、プ

ロジェクト活動、課業で、保育実践における子どもの遊び・

活動の発展の構造を捉えてきた。それに対し、遊びの本質

を「面白さの追求」と定義した城丸章夫は、生活指導論の

立場から、子どもの遊びを整理している。城丸は、遊びに

は「集団として組織的にとりくむ」場合と「私的な交わり

として展開」される場合とがあり、それぞれ指導のし方が

異なることを指摘している。私的な交わりとしての遊びの

指導は、個々の子どもとあそんでやったり、外側から見守

りながら必要に応じて介入したりするなど、間接的に影響

を与える指導である 37)。したがって、私的な交わりとして

の遊びは、子どもたちが自由に、個別的、あるいは小集団

的に遊ぶことだと推察される。集団として組織的にとりく

む場合の遊びには、「教師が直接に指導して学級集団にそ

れをさせる場合」と「学級集団が議決してそれを行う場合」

とがあるという 38)。城丸自身、幼児教育では「教師が直接

に指導」する遊びがよく行われるとしているように、「学

級集団が議決」して行う遊びというものは、幼児教育では

なじみが少ない。しかし、小学校以上での遊びにも目を向

けると、子どもたち自身が、基本的にはクラス全体で遊び

を決めて全員が参加して行う遊びも見られる。従来の保育

構造論では、子どもたちの自由遊びは主に個別的な活動が

想定されていたが 39)、子ども中心で展開される遊びの中に

は、個別的な活動と集団で組織的に取り組む場合とがある

といえる。 
さらに、城丸は「教師が直接に指導」する遊びを、①「特

定の教授目的があって学習を面白くするために遊び化して

いるもの」、すなわち、「課業」的性格の遊びと、②「面

白さを自由に追求する本来の遊び」とを区別している 40)。

「課業」は知識や技能の学習などを目的として、意図的・

計画的に指導を行うものである。一方、本来の遊びに集団

的に取り組ませる際の指導は、面白さを追求しながら、「教

師の指導のもとでは、いかにすばらしくあそびことができ

るかを、子どもに体験させる」ものだという。具体的には、

子どもたちだけではできないような程度の高い遊びや、さ

まざまな子どもが参加できる遊びをあそぶことを可能にす

ること、面白くあそぶためにはルールやイメージを守るこ

とが大切であることを自覚化させること、ルール変更や新

たな遊びの創造によって子どもたちの人間的な願いを満た

すことや集団成員としての考え方やふるまい方を指導する

ことが挙げられている 41)。つまり、「課業」でもなく、子

どもたちの自由な遊びでもなく、子どもたちだけでは得る

ことのできない遊びや遊び方を、教師や保育者が直接指導

する遊びもあるということである。この城丸による「遊び

の指導」は、図 1 のように整理されるだろう。従来の保育

構造論では、保育者が直接指導する遊びはすべて、領域別

の「課業」と捉えられてきたが、特定の教授目的に向けて

指導する課業と、面白さの追求に焦点をあてた本来の遊び

の指導とは、区別する必要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 

図1 城丸章夫による遊びの指導の整理 
 
(3)保育構造の再考と概念図の作成 
 以上の城丸による遊びの指導論とこれまでの保育構造論

をもとに、改めて保育活動を構造化すると、次のように整

理される。 
 まず、子どもたちの遊び・活動は、①自由遊び、②保育

者の直接指導を伴う遊び、③主題に向けて共同的に取り組

む遊び（プロジェクト）で構成される。これらの遊び・活

動は、基本的生活習慣の指導や、集団づくりの指導を中心

とした、土台となる生活に支えられている。自由遊びには、

個別や小集団による私的な交わりと、クラス全体で取り組

む遊びがある。保育者の直接指導による遊びには、従来の

課業だけでなく、面白さを追求する本来の遊びもある。自

由遊び、保育者の直接指導を伴う遊び、プロジェクト活動
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は、相互に関連しあう関係で、それぞれに固有の遊びがあ

るわけではない。課業で取り上げられた遊びが、後に子ど

もたちの自主的な自由遊びやプロジェクト活動の中で展開

されることもある。課業で獲得された技術や能力が、保育

者の指導の下で面白さを追求する遊びの際に、発揮される

こともある。また、これまで一部の子どもたちが自発的に

行っていた遊びを、後に課業としてクラス全体で取り組む

こともあり得る。以上の構造を概念図で示したものが、図2
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 保育構造の概念図 

 
(4)『尾張旭市保育課程』における保育構造：独自の下位 
項目の設定と「遊び」領域の検討 
 尾張旭市では、上述の再考した保育構造と概念図をもと

に、「保育課程」を編成している。保育構造の「自由遊び」

と「プロジェクト活動」にあたる内容は、地域や子どもの

実態、子どもの声に拠るところが大きいため、市全体で共

通する「保育課程」には含めず、各園、各クラスで検討す

る事項としている。したがって、『尾張旭市保育課程』の

「保育課程」が示しているのは、保育構造の「保育者の直

接的指導を伴う遊び」と「土台となる生活」の部分である。

保育者の直接指導による遊びのうち「課業」にあたる内容

が、「教育的事項」として「健康」「人間関係」「環境」

「言葉」「表現」で示されている。「土台となる生活」は、

「養護的事項」として「生命の保持」「情緒の安定」で示

されている（資料1、2参照）。 
これらの項目は、『保育所保育指針』の保育構造に基づ

いて設定されているが、それぞれの項目は、表 1 で示した

下位項目によって構成される。この下位項目は、『保育所

保育指針』の趣旨を尊重し、そこで示された保育構造を、

より現場の保育士にわかりやすいように、発展的に解釈し

活用したものである。『保育所保育指針』によれば、養護

と教育は一体的に行われるものであるし、『保育所保育指

針』の示す 5 領域自体は発達の側面・視点である。そのた

め、『保育所保育指針』の 5 領域や養護的事項で示された

ねらいや内容を、そのまま「土台となる生活」や「課業」

の内容とすることは適切ではない。上述のとおり、「土台

となる生活」は生活指導的性質を持ち、「課業」は特定の

教授目的を持った教科の性質を持つものであるため、それ

ぞれで指導される事柄である。以上の観点から『保育所保

育指針』の領域を整理し直したものが、下位項目である。 
尾張旭市保育所保育課程では、さらに、遊び活動を重視

し、特設領域として「遊び」領域を設定している点が特徴

的である（資料1、2参照）。この「遊び」領域は、保育構

造においては、保育者の直接指導の下で面白さを追求する

「本来の遊び」として整理された遊び・活動を示している。 
 尾張旭市では目下、「遊び」領域と「課業」としての「教

育的事項」の各領域との違いをより明確にするために、遊

び研究の先行研究をもとに、それぞれの領域に最も適した

遊びの種類を整理しているところである。具体的には、遊

び指導や遊び活動の分類整理図として最も詳しい研究成果

であると判断した、勅使千鶴『子どもの発達と遊びの指導』

（ひとなる書房、1999）の「遊びの種類とその発展過程図」

を土台に、課業的な活動にまとめられるものと、そうでな

いものとに分けて整理し直している。この遊びの種類の分

類についての詳細は別稿に譲ることとするが、鬼ごっこや

自然物あそびを含む「伝承あそび」、ごっこあそびから劇

表1 保育指針の領域と下位項目の関係 42) 

 領域 下位項目 

養
護
的
事
項

生命の保持 基本的生活習慣／健康と安全 

情緒の安定 なかまつくり 

教
育
的
事
項

健康 
からだつくり：運動能力育て（運動センス育て） 
＊「健康・安全」は養護的事項で一元的に整理して扱う。 

人間関係 社会と人間関係：家庭－近所－町内－地域へと発展する社会

的関係認識と行動規範を育成する。 

環境 

環境理解：自然を中心とした環境問題への、理解と関心を育

むとともに、具体的な行動ができるようにする。 
科学的探究：自然現象に対する興味や好奇心を芽生えさせる

とともに、科学的なものの見方や考え方の発達を図る。 

言葉 

聞くこと：日本語教育の基礎リテラシー教育を目的とし、美

しい日本語で書かれた絵本や、優れた絵本との出会いを促

進する。また、紙芝居の楽しさを味わわせ、素話等による

優れた日本語文化との出会いを図る。 
話すこと：コミュニケーション能力の基礎を育み、積極的な

意思疎通能力の育成を図る。 
読むこと：身近にある文字に関心を持ち、いろいろな文字を

探索することを通じて、文字を読むことへの関心を育んで

いく。また、絵本を手掛かりに、内容を推測して楽しむこ

とや自分で読むことの楽しさを味わうようにする。 
書くこと：書くことへの興味と意欲を育み、基礎的な「書く

こと」に慣れ、親しむようにする。 

表現 

絵画・造形的表現：作品鑑賞、描画、創作等の諸活動を通じ

て、見たことや考えたことを積極的、創意的に表現する意

欲と能力・スキルを育む。 
音楽的表現：音楽鑑賞、楽器演奏、唱歌等、多様な手段を活

用して音楽文化に親しみ、創意的に表現する能力を培う。 
劇的（身体的）表現：劇遊びに代表される身体表現活動を中

心に、子どもたちがいろいろな思いや考え方、身体を使っ

て感情等を表現できるような基礎的能力を培う。また、伝

統舞踏文化に触れ、親しく楽しむ体験をする。 
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あそびへと発展する「役割あそび」、パズル・ゲーム・積

み木などの「構成あそび」が、課業的な活動とは異なる遊

び、すなわち、純粋に面白さの追求に向けた指導がなされ

る遊びである、と整理している。 
 なお、この「遊び」領域に含まれる本来の遊びと、課業

的な遊びは、保育者による直接の指導を行うために、子ど

もの発達過程をふまえた体系的なプログラムの開発研究が

必要である。 
 
６．まとめ 

 本稿では、『尾張旭市保育課程』開発の過程を整理し、

そこで得られた知見と開発された「保育課程」の特徴を明

らかにしてきた。保育課程開発にあたっては、近代幼児教

育の思想的遺産とともに、レイチェル・カーソンとエレン・

ケイの思想にも学びながら、「センス・オブ・ワンダー」に

基づく「私たちの」保育理念・子ども像を形成してきたこと

を明らかにした。また、日本の保育カリキュラム論や幼児の

遊び論に基づきながら、『保育所保育指針』の領域を補う尾

張旭市独自の下位項目や特設領域「遊び」を設定したことも

明らかにした。こうした保育哲学と独自の保育構造を有して

いる点が、『尾張旭市保育課程』の特徴である。さらに、本

研究により、保育思想などの理論的学習を進めると同時に、

目の前の子どもたちや保護者の抱える問題を捉え直し、自分

たちの目指す保育を考えていくという、グランドデザインに

基づくカリキュラムマネジメントの具体的な一つの姿を示す

ことができたといえる。 
この『尾張旭市保育所保育課程』が尾張旭市の全公立保育

園で、各園のグランドデザインや保育課程（『保育所保育指

針＜平成29年告示＞』によれば「全体的な計画」）づくりに

役立てられ、実際の保育活動に生かされること、その上で、

実際の子どもの姿や全保育士の願いを踏まえて『尾張旭市保

育所保育課程』をさらにつくり変えていくことが今後の課題

である。 
 
付記 
 本稿は、１．５．６．を渡邉、２．３．４．を加藤、丹

羽が分担執筆したものである。 
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百合子訳、冨山房、1978年） 
19) 同上、161-164頁 
20) 尾張旭市保育課程研究会、前掲、9頁参照 
21) エレン・ケイ、前掲、179-180頁 
22) 尾張旭市保育課程研究会、前掲、9頁参照 
23) エレン・ケイ、前掲、189-190頁 
24) 尾張旭市保育課程研究会、前掲、10頁参照 
25) エレン・ケイ、前掲、212頁 
26) 尾張旭市保育課程研究会、前掲、10頁参照 
27) 宍戸健夫「保育学の過去・現在・未来―保育カリキュラ

ムを中心に―」『保育学研究』第 39 巻第 1 号、2001 年、

86-87頁参照 
28) 宍戸健夫「和光幼稚園の保育-その歴史的な意義について

-」『和光大学現代人間学部紀要』第3号、2010年、251頁 
29) 宍戸健夫『日本における保育カリキュラム―歴史と課題

―』新読書社、2017年、21頁参照 
30) 宍戸、前掲、2001年、87頁参照 
31) 倉橋惣三『幼稚園真諦』（『幼稚園保育法真諦』東洋図

書、1934年）フレーベル社、2008年、87頁 
32) 久保田浩『幼児教育の計画―構造とその展開』誠文堂新

光社、1970年、18-19頁参照 
33) 安部富士男編著『幼児に土と太陽を―畑づくりから造形

活動へ―』あゆみ出版、1980年、120-121頁参照 
34) 例えば、かけっこをしてあそんでいること（自由あそび）

を手がかりにして、バトンやラインを用意してリレーの指

導をしていくと（領域別活動）、活動が高まり、さらに多
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彩な活動に発展して、運動会がつくりあげられる（中心に

なる活動）。そして、運動会が終わっても、そこでやられ

たゲームが日常のあそびのなかで繰り返される（基底にな

る活動）といった相互関連が構想されている。（久保田、

前掲、1970年、21頁参照） 
35) 加藤繁美「喜びと希望を紡ぎあう保育実践の創造に向け

て」山本理絵編著『子どもとつくる 5 歳児保育』ひとなる

書房、2016年、9頁参照 
36) 同上、参照 
37) 城丸章夫『幼児のあそびと仕事』草土文化、1981年、211
頁参照 

38) 同上、210頁参照 
39) 宍戸は、久保田の保育構造を基に、「遊びの運動的発展

を意図する保育構造」を、次の4つの次元から捉えている。

A「主として室内における個別的活動」、B「主として室外

における個別活動」、C「保育者の意図により、クラス全

員を対象とする課業活動」、D「クラスの全員が主体的に

とりくむ計画的・共同的なプロジェクト活動」である（宍

戸、前掲、2010年、254頁参照）。AとBはそれぞれ、室

内と室外での自由遊びだが、「個別活動」との認識といえ

る。 
40) 城丸、前掲、210頁参照 
41) 同上、211頁参照 
42) 尾張旭市保育課程研究会、前掲、11-12 頁参照。「下位

領域の設定」の表を一部加筆・修正した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０・１・２歳児用 保育課程 

発達区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 

養
護
的
事
項 

生命の保持 

基本的 
生活習慣 

○一人一人の子どもの生理的欲求が十分に満たされるようにす

る。 
・一人一人の子どもが心地よく過ごすことができるよう、身の回

りを清潔にする等、適切な環境を整える。 
・食事、排泄、睡眠等、適切な援助（応答的な関わり）を通して、

生理的欲求を満たすようにする。 

○一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。 
・一人一人の発達状況に合わせて、適切な基本的生活習慣のリズムが

作られるよう援助する。 

○基本的生活習慣の基礎が形成されることを目指して、自分でしよ

うとする意欲を育てる。 
・食事・排泄・着脱・清潔等を毎日の生活の中で規則正しく繰り返

す過程を通じて、子どもたちが自分でできたという達成感を味わ

えるよう、援助する。 

健康･安全 

○健康な生活環境を整える。 
・保健的に健康な環境を整え、怪我や事故の予防に十分配慮して、

見守る。 
○子どもたちが安全な保育園生活が送れるような、環境構成に十

分に配慮する。 
・清潔で安全な環境を整え、子どもが伸び伸びと生活できるよう、

援助する。 

○一人一人の子どもが、健康的に過ごせるようにする。 
・一人一人の発育・健康状態を把握し、体調の変化に適切かつ迅速に対

応する。 
○安全な環境構成に努め、子どもたちの意欲的活動の育ちを企図する。

・一人一人の発達や運動機能の向上による行動範囲の拡大に合わせ、

探索活動を保証できるように保健的な環境を整えていく。 

○年齢にふさわしい健康増進に配慮し、十分に保証されるようにす

る。 
・一人一人の子どもの健康状態を把握し、異常を感じた場合には、

速やかに、適切に対処する。 
○子どもたちが安心して、自由に活動できるような環境構成を行う。

・子ども一人一人の探索活動を保証できるように見守るとともに、

危険な場所や行為等、安全に関わる事項について、適切な環境構

成と援助を行う。 

情緒の安定 なかまつく

り 

○保育士との関わりの中で、一人一人の子どもが安心感を持って

過ごせるようにする。 
・一人一人の子どもの置かれている状態や、発達過程などを的確

に把握し、子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れ

合いや言葉がけを大切に援助する。 

○保育士を仲立ちとして、こども達同士の関わりが増進するようにす

る。 
・保育士との安定的な信頼関係を基礎として、友達への興味・関心を育

み、保育士と友達と自分という人間関係の広がりを育てていく。 

○状況に応じて、子ども自ら友達に関わることができるようにする。

・一人一人の子どもの気持ちを受容し共感しながら、子どもの自我

の育ちを援助する。 
・自我の育ちを大切にして、友達関係が育つような機会を提供し、

積極的に援助する。 

教
育
的
事
項 

遊び・生活 

○自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 
・安心できる人的・物的環境のもとで、安定感を持って生活する。

○明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 
・保育士の優しい語りかけや働きかけにより、泣き声や喃語を優

しく受け止めてもらう喜びを味わう。 
・いろいろな遊びの中で、十分に体を動かす。 

○身の回りの様々なものに好奇心や関心を持って関わり、意欲的に行

動しようとする。 
・絵本や玩具に興味を持って遊んだり、音楽に親しみ、体の動きを楽し

んだりする。 
・様々な場面や物へのイメージを膨らませ、見立てて遊びはじめる。 
○十分に自己を発揮して、伸び伸びと行動することの充実感を味わう。

・生活や遊び等の様々な場面で、指差し、身振り、片言などを通じて、

自分の気持ちや要求を積極的に表す。 

○保育士を仲立ちとし、友達と一緒にイメージを共有しながら、す

すんで遊ぶことを喜ぶ。 
・保育士と一緒に、興味のあることや経験したことなどを、全身を

使って遊ぶことを楽しむ。 
○保育士を仲立ちとして、生活や遊びの中で、言葉的な応答の楽し

さを味わう。 
・絵本、紙芝居などの文字文化や、遊びを通して身近な人たちとの

親しみを深め、愛情や信頼感を持つ。 

特徴的活動 
（各保育園記載） 

   
 
 

注）○はねらい （・）は内容 
 

（尾張旭市立保育園園長会『平成28年度 尾張旭市保育園保育課程』2016年、13頁）

＜資料1＞ 尾張旭市保育課程（0・1・2歳児用） 
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３・４・５歳児用 保育課程 

発達区分 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

養
護
的
事
項 

生
命
の
保
持 

基本的 
生活習慣 

○生活に必要な基本的な生活習慣の基礎が、体験的に身に付くよ

う援助する。 
・食事、排泄、片付け、着脱、睡眠等の課題を、自分からしよう

とする意欲が育まれるよう援助する。 

○3歳までに身に付けた基本的生活習の基礎を土台として、自立的に実践で

きるよう援助する。 
・一日の生活の流れを見通しながら、次になすべき課題が分かり、自分から

進んで行うことができるよう援助する。 

○基本的な生活習慣について、一日の生活の流れを見通して、

必要な行動がとれるように援助する。 
・自分たちで生活の場を整えたり、生活に必要な習慣に関する

ことを進めていったりすることの意味を理解し、自律的・積

極的に行えるよう援助する。 

健康･安全 

○一人一人の子どもの健康と安全が保持されるよう、適切な環境

を整える。 
・子どもの発達と健康増進に必要かつ適切な生活リズムを整え

るよう援助する。 
・危険な場所を知り、安全に気をつけて行動するよう援助する。

・保育園生活中の事故に対する対処法を理解するよう援助する。

・緊急時･災害時の対処方法について知ることができるよう援助

する。 

○健康で安全な生活に必要な習慣や態度の基礎が形成される。 
・自分の体の異常や不調が分かり、自分から保育士に伝えられるようになる

よう援助する。 
・危険な物や場所が分かり、安全に気をつけて行動できるよう援助する。 
・保育園生活中の事故に対する対処方法についての理解が深まるよう援助

する。 
・災害時の対応の仕方が分かり、自らすすんで行動できるよう援助する。 

○一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにす

る。 
・自分の健康に関心を持ち、病気の予防などに必要な事項につ

いての理解を深め、適切に行動できるよう指導する。 
○一人一人の子どもの安全が十分に保証されるよう、積極的に

配慮･援助する。 
・危険な場所に対する対処法や、事故及び災害時の行動の仕方

が身に付き、他の子どもと共同して行動できるよう援助す

る。 

情
緒
の
安
定 

なかま 
つくり 

○一人一人の子どもが自分の気持ちを安心して出せるような、安

定感のある友達づくりをする。 
・他の子の遊びを模倣して遊ぼうとする子どもに関わりながら、

友達と一緒に遊ぶことの楽しさを味わえるよう、援助する。 
・自分の気持ちを友達に表現し、受容してもらう喜びを感じられ

るようにする。 

○一人一人の子どもの要求を理解し、対応できるような友だち関係の基礎を

育む。 
・友達の良さや素敵なところに気づき、認めることの大切さを理解し、実践

しようとする。 
・遊びや生活のいろいろな場面で、自分の思いを出したり、相手の思いを受

け止めたりするといった、相互作用の関係を大事にする。 
・少人数のグループで、行動（遊びや仕事）ができるようになるよう援助す

る。 

○一人一人の子どもが主体として育ち、自他尊重感が育まれる

ようなクラスの人間関係を育成する。 
・クラスの構成員が、クラスの仲間の中の一人としての認めら

れるような連帯感が育ち、中･大集団で協同して物事に取り

組むことができるようになるよう援助する。 
・共同で課題に取り組む過程で、長所も短所の発見も含んで、

人間関係が発展するよう援助する。 

教
育
的
事
項 

健
康 

身体 
づくり 

○自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする意欲を持

つ。 
・身近な運動用具・遊具を利用した運動を積極的に楽しみ、自分

の体を操作する感覚を豊かにする。 
○歩く･走る、跳ぶという運動の基本要素の基礎を形成する。 
・遊びや準備された体育的活動を通して、十分に体を動かし、歩・

走・跳等の基本的な運動能力を身に付ける。 

○明るく伸び伸びと運動に参加することを通じて、協応能力を中心とした運

動センスを身に付ける。 
・初歩的なボール運動を中心に活用して、協応能力の基礎を育むとともに、

それらを活用した集団的運動の楽しさを味わう。 
・床運動や鉄棒を活用した、全身のバランスをとる能力を身に付け、体全体

を使って遊ぶ、多様な運動に参加し、その楽しさを味わう。 

○年齢にふさわしい身体的能力の基礎要素を、確かに身に付け

る。 
・かけっこ、鬼ごっこ、ドッジボール、サッカーなど、複合的

要素を含む運動をみんなと楽しむ。 
○多様な運動遊びに積極的に参加し、多様な運動の楽しさや活

動の充実感を味わう。 
・様々な遊具や用具を利用した複雑な運動や集団遊びを楽し

み、運動会などの機会を活用して、全力で体を動かす心地よ

さや充実感を味わう。 

人
間
関
係 

社会的 
関係 

○自分のことをよく知り、自分を大切にする。 
・自分と身近な人についての認識を深めて、自分を大切にする。

・自分のことは自分から進んで行うようになる。 
○家族を理解し、父母尊重感を認識し、家族と仲良くする。 
・家族の構成員についての認識を深め、家族仲良く、協力して生

活する。 

○自分たちの生活に関係する身近な人たちと出会い、相互に支え合っている

ことを理解する。 
・身近な地域で働く人や生活する人についての理解を深めるとともに、地域

の文化に触れたり、地域の行事に参加したりすることを通じて、地域社会

について理解を深める。 
○地域公共交通についての理解を深める。 
・地域社会の交通機関や交通規則について学び、交通安全の意識を高め、事

故予防について注意する。 

○尾張旭市に関連する仕事で働く人たちについて、理解を深め

る。 
・公共事業（警察、消防、市役所、学校等）を訪問し、興味や

関心を豊かにする。 
○日本の国や伝統文化についての、理解を深める。 
・日本という国の地理的、気候的、産業的特徴について聞いた

り、調べたりすることを楽しく体験する。 
・身近な日本の伝統文化、伝統行事に積極的に触れる体験をす

ることで、日本らしさについて考える機会を持つ。 
○世界といろいろな国の文化や生活に触れることを通じて、積

極的に異文化に興味や関心を持つようにする。 
・興味や関心のある国を選択して、文字資料や映像資料を利用

して調べたり発表したりする活動を通じて、世界への理解を

深める。 
・地域に在住する外国人を招いて、交流体験を行うことで、世

界の国々への興味や関心を育てる。 
 

 

環
境 

環境教育 

○身近な自然環境に親しみ、様々な自然事象や生き物に興味や関

心を持つ。 
・季節の移り変わりを節目として、身近な自然や生き物に触れる

ことによって、その大きさ、美しさ、心地よさといったものを

感じるセンスを、豊かに育む。 
○ESD に関する基礎的な学習をすることで、ESD について考え

る。 
・保育園や家庭水準でのエコ活動に触れ、理解を深める。  

○身近な環境に積極的に関わり、大切にしようとする。 
・身近な動植物を見たり、交流したり、育てたりすることを通じて、自然環

境の大切さについての理解を深める。 
○エコ活動について、体験的に取り組み、理解を深める。 
・日常生活の中で関わる資源（水、電気、紙、食べ物等）の大切さを知る。

○身近な環境に関わる環境問題について学習し、環境問題と自

分たちの生活との関係を理解する。 
・身近な自然環境や資源問題について調べ、学習体験を実践的

に行うことで、子どもたちなりに理解する。 
○生命体と自然環境を大切にする。 
・レッドデータブック問題を素材として、環境保全活動の必要

性や意義について考える。併せて、人間や動植物の命の大切

さについて、学習する。 

科学的 
探究 

○身近な自然現象に対して、持続的に探究する態度を身に付け

る。 
・身近な動植物や自然事象に関心を持ち、実際に触れたり観察し

たりして、それらの変化や性質に気づく。 
○科学的な思考力の基礎を身に付ける。 
・事物や現象に興味や関心をもって、探究過程を楽しむようにな

る。 

○身近な物質や物体に興味や関心を持ち、持続的に探究する。 
・身近な物体や物質（例えば、空気や水、土等）について、その特性を調べ、

発見したり自分なりに考えたりする楽しさを味わう。 
○探究した成果を生かして、創造的に工夫したり、創造活動に取り組む。 
・身近な動植物や自然現象に興味を持って関わり、考えたり、試したりして

工夫して遊ぶ。 

○自然現象について、科学的に探究し、新しい発見をすること

の楽しさを味わう。 
・身近な事物や自然環境について予測したり、疑問に思ったこ

とを試したり調べたりする。 
○数学的思考力の基礎を身に付ける。 
・身近な事象について調べたり考えたりすることを通じて、物

の性質や法則性、数量や図形を認識する。 
・数の合成分解、空間認識の基礎、測定の基礎等を楽しく学ぶ。

言
葉 

聞く 

○日常生活に関連した言葉（単語と文章）を聞いて、理解する能

力の基礎を身に付ける。 
・日常生活に関連した単語や文章を聞いて理解する。 
・他人の話を注意深く聞いて、理解するようになる。 
○文学作品を楽しく聞く。 
・シンプルなストーリーの絵本の読み聞かせに興味を持ち、繰り

返しのある言葉や言葉の響きの面白さ、楽しさに気づく。 
・美しい読み聞かせ活動（児童詩、昔話、紙芝居）に参加し、聞

くことへの興味や関心を高めていく。 

○人の話をよく聞き、話の内容を十分に理解する基礎能力を発達させる。 
・他の人の話を注意深く聞いて、理解する。 
・初歩的な相互作用的会話ができるようになる。 
○ストーリー性のある絵本や紙芝居、昔話等を、楽しく聞いて、ファンタジ

ーの世界の不思議さに触れる。 
・多様な文学作品や、素話、紙芝居文化に触れて、それぞれの楽しさ、面白

さを味わう。 
・美しい言葉に出会うことで、日本語の素晴らしさ、不思議さに気付く。 

○他の人の話をよく聞き、相手の伝えたいことが理解できるよ

うになるとともに、自分の考えや思いを会話を通じて、伝え

合えるようになる。 
・人の話を最後まできちんと聞いて、適切に反応することに習

熟する。 
・他の人の指示を聞いて、適切に対処できるようになる。 
○ストーリー展開のある話に興味を持ち、情景や登場人物の気

持ちを想像する楽しさを味わう。 
・ストーリー性が高いお話を楽しむようになる。 
・言葉遊びを通して、言葉のリズムの面白さや日本語の美しさ

を楽しむ。 

話す 

○知っている単語や文章を利用して、自分の気持ちや感情を言

葉で表現する楽しさを味わう。 

・したいこと、してほしいことを言葉で表現したり、わからな

いことを尋ねたりする。 

・日常の挨拶や返事等、生活や遊びに必要な言葉を自ら使うよ

うになる。 

○自分の考えたことや感じたことを、言葉で伝える楽しさや充実感を味わ

う。 

・自分の考えたことや感じたことを、自分なりに言葉で表現することに習熟

するようになる。 
・自分の考えや感じたことを言葉で的確に表現することを通じて、言語によ

る相互作用ができるようになる。 
・他の人に対して、言葉で指示ができるようになる。 

○自分の経験したことや考えたことを、適切な言葉で話し、伝

え合う喜びを味わう。 

・自分の経験したことや考えたことを、相手に分かるように筋

道を立てて話す。 

・当面する課題について、話し合って解決することができるよ

うになる。 
・正確に発音し、正しい日本語の用法で話すことができるよう

になる。 

読む･書く 

○読むことに関心を持つ。 

・周辺世界で親しい文字を探して、遊ぶ。 

・文字積み木を活用して、文字遊びで遊ぶ。 

○書くことに関心を持つ。 

・いろいろな筆記道具に関心を持ち、定期的に遊ぶ活動をする。

○身近な事物を見たり絵本や物語に親しんだりする中で、文字に興味を持

つ。 

・身近な文字に注意を向けて、真似して書いたり、保育士に文字を書いても

らったりするなど、文字を読んだり、書いたりすることに慣れ親しむ。 
○書くことに関心を持ち、少しずつ、自分で書いてみる活動を体験する。 
・文字の絵本などを素材として、ひらがなの世界に触れる。 

○文字に親しみ、読むことに対して興味や関心を持つ。 

・文字で伝え合う楽しさや喜びを体験的に味わう。 
・カルタなどを素材とした文字遊びを楽しむといった、文字文

化との接触体験を豊かに持つ。 
○筆記道具の正しい使用法を学び、文字を書くことの基礎技術

を習得する。 
・ひらがなの読み書きを習得し、自分の名前が読めて、書ける

ようになる。 

・日常生活で目にする簡単な単語などが読めて、書けるように

なる。 

表
現 

絵画・ 
造形表現 

○いろいろな物の美しさなどに対する、豊かな感性を持つ。 

・水、砂、土、紙、粘土等の様々な素材に触れて楽しむ。 

・身の回りの様々な色や形に気付いたり、その心地よさや美しさ

を感じたりして楽しむ。 

○感じたことや考えたことを、自分なりに表現して楽しむ。 

・生活の中で様々な色、形、手触りなどに気付いたり、感じたりすることを

通して、絵画表現や造形的表現活動に興味や関心を持つ。 

・感じたことや考えたことを自由に描いたり、造形物をつくって表現するこ

とを楽しむ。 

○生活の中でイメージを豊かにし、表現することの喜びを味わ

うとともに、様々な表現を楽しむ。 

・いろいろな素材や用具に親しみ、工夫して遊ぶ。 
・描いたり、つくったりすることを楽しみ、それを遊びに使っ

たり飾ったりする。 

・優れた、美しい造形作品、絵画作品を鑑賞し、美しさに対す

るセンスを育む。 

＜資料2＞ 尾張旭市保育課程（3・4・5歳児用） 
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音楽表現 

○様々な音やその面白さ美しさなどに対する豊かな感性を持

つ。 

・声、体、事物、楽器などを使って、音の速さ･強さ･リズムを

探索する。 
・歌を楽しく歌う。 

・楽しい音楽作品を鑑賞し、音楽の楽しさを味わう。 

○音楽の世界の楽しさを、多様な材料を活用して楽しむ。 
・歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりする楽しさを味わう。 

・友達と声やリズムを合わせて歌ったり演奏したりする心地よさを味わ

う。 
・優れた音楽作品を鑑賞し、音楽表現活動に対する興味や関心を高め、自

分でやりたいという意欲を高める。 

○感じたことや考えたことを、自分たちなりに歌や音やリズ

ム等を活用して、表現することを楽しむ。 

・悲しい歌を悲しく、楽しい歌を楽しく、嬉しい歌を嬉しく

歌うというように、感情を込めて歌ったり、演奏したりす

ることを楽しむ。 
・優れた音楽作品を鑑賞する。 

・合唱や合奏といった、集団的な音楽表現活動に取り組み、

その楽しさをみんなで味わう。 

身体表現 

○生活の中でイメージを豊かにし、様々な身体表現活動で楽し

む。 

・保育士や友達と一緒に手遊びをしたり、簡単なリズムに合わ

せて体を動かしたりして遊ぶ。 
・体を利用して、身近な動きや親しい対象の動きを表現して楽

しく遊ぶ。 

○感じたことや考えたことを、自分なりに表現して楽しむ。 

・簡単な遊び歌に合わせて、いろいろな身体運動を創作して楽しく遊ぶ。

・友達と共通のイメージを持ち、役割を決めて遊ぶことを楽しむ。 
・簡単な劇的遊びで遊ぶ。 

○動作や踊りによって、自分の考えや感情を自由に表現す

る。 

・劇遊びに取り組み、劇の世界における表現活動の楽しさを

味わう。 
・優れた演劇活動を鑑賞し、身体的表現に関するセンスを育

む。 

 遊 び 

○小集団で遊ぶ楽しさを味わう。 

・ごっこ遊びを中心に遊ぶ。 

・簡単な集団遊びをする。 

・積み木遊びをする。 

○いろいろな遊びで遊び、自分の好きな遊びを見つける。 

・人形劇やペープサートを見て、興味を持つ。 

・簡単なパズルやボードゲームで遊ぶ。 

・簡単な折り紙にチャレンジする。 

○主として自然を資源とする伝承遊びで遊ぶ。 

・草や木を素材とした伝承遊びをする。 

・簡単な鬼ごっこで遊ぶ。 

・土･砂･泥･粘土を利用して遊ぶ。 

○季節遊びに参加する。 

・各種行事に参加して、楽しい経験をする。 

○中集団で遊ぶ楽しさを味わう。 

・役割遊びをみんなで工夫して楽しむ。 

・簡単な人形劇やペープサート等を演じて遊ぶ。 

○いろいろな遊びの中から、自分の好きな遊びを見つけて、みんなと楽しむ。

・ブロック遊び、積み木遊びなどを楽しむ。 

・中級程度の折り紙に挑戦し、折り紙遊びの楽しさを味わう。 

・紙飛行機や紙玉鉄砲、影絵など、自然物を利用した遊びで遊ぶ。 

○伝承遊びで遊ぶ。 

・みんなで砂場遊び、水遊びを楽しむ。 

・ドッジボールやサッカーなど、ルールのある集団遊びに参加する。 

・中程度難しさのある、鬼ごっこで遊ぶ。 

○季節遊びに参加し、その一部の役割を担当する。 

・凧揚げ、カルタ取り、剣玉、独楽回し等、遊びの範囲を拡大し、いろいろ

な伝承遊びで遊ぶことができる。 

・季節行事に参加し、積極的な役割を果たすようにする。 

○小･中集団を使い分けて、みんなで遊ぶ楽しさを味わう。 

・集団の大きさに合わせて適切な鬼ごっこや集団ゲームを選択

し、みんなで遊ぶ楽しさを味わう。 

・大型積み木等を利用した、中期的で、スケールの大きいプロ

ジェクト活動に取り組み、達成感を味わう。 

○集団的ボールゲームで遊ぶ。 

・サッカーやドッジボールに熱心に取り組み、その楽しさ、面

白さをみんなで味わえるようになる。 

○劇的活動に、意欲的に取り組み、想像の世界の楽しさに触れ

る。 

・自分たちの好きな絵本や、身近な生活を素材として、本格的

な劇的活動に取り組み、その過程を楽しむ。 

○季節行事に参加し、中心的な役割を担うことで、責任感、達

成感を味わう。 

・こどもの日、母の日、七夕、夏祭り、お月見、運動会、誕生

会、クリスマス会、お正月、ひな祭りといった季節行事に参

加し、中心的な役割を担うことで、自他の新しさを発見する

機会とし、共同の達成感を味わう。 

特徴的活動 
（各保育園記載） 

 

 

（尾張旭市立保育園園長会『平成28年度 尾張旭市保育園保育課程』2016年、14-16頁） 
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メディアとしてのポピュラー音楽の可能性に関する考察 

―ホームルームクラスにおける生徒指導の１例として― 
 

A study on the potential of popular music as media 
－As an example of student guidance in homeroom class－ 
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Abstract. 

In this paper, I consider the possibility of popular music as a media in the educational field. Popular music is 
a youth culture. For that reason it was hard to use in school education. In recent years, however, popular music 
has gradually been accepted and research is progressing. Mainly popular music is used as a teaching material 
of class, but in reality it is not only educational use of popular music. In this paper, we define popular music as 
a mediator to build student relationships, show Ozaki Yutaka's guidance plan and analyze it. 

This paper is a four-part composition. In section 1 I discussed the location of the problem, and the positioning 
of this paper and the assignment were made. In Section 2, I will clarify how popular music has been used in 
schools, from the viewpoint of teacher culture and student culture, using clues from previous studies as a clue. 
Also, in order to discuss how to use popular music as media, I discuss specific scenes of teaching as a subject. In 
section 3 I show a practical proposal and analyze it assuming its effect. In section 4 I present a summary of this 
paper and clarify research topics from both media research and school education perspectives. 
 
キーワード：メディア、ポピュラー音楽、ホームルーム、生徒指導、若者文化 
Key Word：Media, Popular music, Homeroom, Student guidance, Youth culture 
 
 

１．はじめに 

1-1 問題の所在と本稿の位置 

 筆者はこれまでポピュラー音楽の聴取以外での受容

のされ方について、カラオケにおける高校生や大学生

の心理や振る舞いの様相を分析することで明らかにし

てきた（中西・玉木 2015a，2015b，2016）。それら

のなかで、カラオケとは関係形成のためのコミュニケ

ーション的活動と音楽を参加的に楽しむ芸術的活動を、

参加者相互の気遣いの中で調和的に実現していく、極

めて文化的な行為である（中西・玉木 2015a，76）と

帰結した。そしてカラオケという行為や、そこでのポ

ピュラー音楽が、関係形成及び維持の援助ツールとな

ることが質的かつ量的にも明らかになった。 
ではそのようにカラオケにおいて人間関係の構築も

しくは維持のために機能しているポピュラー音楽は、

その折どのように定義づけられるのだろうか。例えば

J.ハーバーマスは、貨幣や権力といった人間にとって

道具的価値を持つものをコミュニケーションメディア

だと述べつつ、それらは言語に代わって社会的行為の

調整の役割を果たすとしている(ハーバーマス 1986，
98）。一般的に「メディア」という単語から我々がま

ず連想する事象は、テレビやラジオなどのマスメディ

アであるだろう。しかしながら渡辺潤は車を例に挙げ

ながら、メディアは人と人を結ぶための道具であり、

鉛筆すらもコミュニケーションに使われる道具である

がためメディアだと見なされると述べている（渡辺

1994，154，129，247-248）。このことを敷衍すれば

メディアとはマスメディアに限定されたものではなく、
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言語や貨幣のように人と人との結びつきを取り持つ媒

介と捉えても差し障りないだろう。 
例えば、カラオケ JOYSOUND の担当者は「みんな

で盛り上がれる曲」を今のミュージックシーンのキー

ワードだと位置づけ、AKB48 や EXILE、ゆずといっ

た他のカラオケの参加者が掛け合って歌唱することで

盛り上がる点を指摘している（ふく 2013，88）。この

ようにポピュラー音楽がカラオケという形態を取るこ

とによって人間関係の円滑化等に貢献している場合、

それはポピュラー音楽がコミュニケーションメディア

として作用していると解釈できる。 
他方でポピュラー音楽の消費及び受容の形態は、他

にも多様に存在する。例えば、教育現場においてのポ

ピュラー音楽の使用もその一例として挙げられる。近

年では音楽の授業をはじめ、多くのポピュラー音楽が

教育現場で教材として使用されるようになった。特に

今日では音楽そのものに限らず、英語の教科書に海外

のポピュラー音楽の歌詞が、そして国語の教科書や倫

理の資料集に日本のポピュラー音楽の歌詞が教材とし

て記載されることもある。このような特定教科におけ

る授業での歌詞の使用は、音楽そのものだけでなく、

ポピュラー音楽の歌詞までもがメディアとしての役割

を果たし、言語に代わってクラス内における社会的行

為の調整役割を果たしていることを含意している。 
 
1-2 本稿における課題と構成 

しかし教育現場におけるポピュラー音楽のメディア

としての可能性は、特定の教科書に記載されている授

業教材という使用のみに限定されないのではないだろ

うか。ポピュラー音楽は生徒にとって身近な存在であ

るため、実際には授業以外の日常的な指導のなかで生

徒達に自らを振り返らせたり、集団として結びつけ、

その関係性を発展させたり、人間として成長させてい

く上でも有効なツールにもなるだろう。そこで本稿で

は、教育現場におけるメディアとしてのポピュラー音

楽の可能性を考察するため、生徒指導の場面において

ポピュラー音楽が生徒集団の関係性を構築する上でど

のように機能できるのか、楽曲の歌詞を中心として用

いた生徒指導の一案を示すことで検討してみたい。 
なお本稿は４節構成である。第１節では課題の設定

及び本稿の位置づけを行った。第２節ではポピュラー

音楽の研究、学校教育に関する研究それぞれの先行研

究のなかでポピュラー音楽がどのように教育的に使用

され、どのような機能を担ってきたかを明らかにする。

また本稿で論じるポピュラー音楽を使った生徒指導と

はどのような場面なのか、具体的に設定された課題と

なる場面を示す。第３節では実際にポピュラー音楽を

使った生徒指導の一例として指導案を示し、授業内容

及び方法論を述べる。またその授業に対する考察も行

う。第４節では本稿のまとめを記し、ポピュラー音楽

の可能性と、それを使った効果的な生徒指導の模索が、

メディア研究を発展させる可能性もあることを示す。

したがって本稿はポピュラー音楽研究と学校における

生徒の指導に関する研究を連結させることによって、

メディアとしてのポピュラー音楽の機能を考察するこ

とを目的とする。 
  
２．先行研究における本稿の位置と課題になる場面 

2-1 学校空間でのポピュラー音楽の機能 

 現在では特定教科の授業教材という形態をとること

で、学校現場においてポピュラー音楽が教員によって

使用されていることは前節で既述した。音楽の授業で

の具体例 1 を挙げるならば、ビートルズを音楽の授業

で用いたもの（小泉 1997）、そして日本のポピュラー

音楽を用いたものには、小学生を対象にしたもの（木

下 2015）や、中学生を対象にしたもの（木下・中山

2016）がポピュラー音楽研究のなかには存在している。 
また英語の授業においてポピュラー音楽が用いられ

ることも既述したが、実際に米蒸健一は中学生を対象

にして、リスニングはもちろん歌詞の解釈やテストで

の出題の方法まで、その実践例について年間指導計画

を具体的に提案している（米蒸 2006）。そして絹村俊

明も定時制高校において、生徒の関心を惹きつける教

材の１つとして洋楽を英語の授業実践のなかで使用し

ている（絹村 2006）。 
したがってポピュラー音楽研究の枠組みや英語科の

授業研究の枠組みにせよ、これらは予め教科書に記載

されているかどうかに拘らず、教師によって教材とし

て使用している点を鑑みると、ポピュラー音楽がメデ

ィアとして教師文化の中に根付いていることがわかる。 
では生徒文化の中でポピュラー音楽はメディアとし

てどのように根付いているのだろうか。例えば宮台真

司は、若者達は音楽を漫然と聞き流していると見えて

も、実は周囲とのコミュニケーションの助けになるも

のを無自覚的にであれ、厳密に選択していると述べる

（宮台 2007，44）。これは若者が音楽をコミュニケー

ションのために利用しているということであり、ポピ

ュラー音楽もその対象であると考えられるだろう。実

際に小泉恭子は高校生へのスクールエスノグラフィー

を基に、彼らがカラオケで盛り上がるような世代共通

の音楽をコモン・ミュージックと定義 2 し、カラオケ

などの公の場でコモン・ミュージックを仲間と歌うこ

とで、私的感情を超えた連帯感を確認していることを

述べている（小泉 1999，33，45-44）。これらのこと

を踏まえれば、生徒達は学校生活の何気ない時間や放

課後において音楽を媒介としたコミュニケーションを
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交わし、コモン・ミュージックを形成していること、

そのまた逆も行われていることが想定できる。またそ

のように学校や放課後に生徒間で共有されたポピュラ

ー音楽は、休日や放課後、行事後の打ち上げの機会に

カラオケで歌唱されることになる（中西・玉木 2015b）。
したがってこの事実は、生徒文化の中でポピュラー音

楽がメディアとして機能していることを示唆している。 
このように教師文化と生徒文化の中でどのようにポ

ピュラー音楽がメディアとしての機能を果たしている

のかを確認したが、学校におけるポピュラー音楽のメ

ディアとしての可能性は、これだけではない。例えば

玉木博章は当時若者に人気だった西野カナの歌詞を教

材として利用し、歌詞に共感している自分達の心理状

況を読み解くことで自らの時間意識や他者意識の欠乏

を認識させていることに気づかせるプロセスが、生活

そのものを見つめ直す学びになると述べる（玉木

2011）。また谷尻治は生徒会活動で生徒がポピュラー

音楽を使用することを許可したり、効果的な使用を助

言したりすることで、形骸化していた生徒会が生まれ

変わる契機を作っている（谷尻 2000）。そして福田敦

志は中学生を対象にした実践の解説において、不良と

される生徒が尾崎豊の『卒業』や『15 の夜』を好んで

聞いていたことを指摘し、そこに生徒達が集団として

関係性を紡いでいく糸口があったのではないかと述べ

る（福田 2015，166-167）。これら３者によるポピュ

ラー音楽の使用は、授業教材や生徒間での話題以外の

使用法であり、ポピュラー音楽が学校教育においてメ

ディアとして機能する更なる可能性を含意する 3。 
ところで前述した福田は、『卒業』や『15 の夜』を

使用することで生徒達が集団として関係性を紡いでい

く糸口があったことを指摘してはいるが、その指導を

どのように行うのかは明示してない。そこでここから

は、福田が指摘した伊吹望の実践（伊吹 2015）におい

てポピュラー音楽を用いることで、いかなる指導が可

能だったのかを考察し、ポピュラー音楽の学校現場に

おけるメディアとしての可能性に言及してみたい。 
 
2-2 考察対象となるクラスや生徒の状況 
 まずは福田が言及した伊吹の教育実践（伊吹 2015）
について確認していこう。伊吹の実践は、貧困や愛着

障害 4 そして LD から派生する低学力や家庭との関係

性において問題を抱えた６人の生徒を中心に展開され

る。中学校ほぼ３年間を通した伊吹の熱心な指導によ

って６人のうちケンヤ、ムツオ、ヒロシ、ツトムの４

人は、個人差はあるものの徐々に逸脱と思われる行動

が減少していく。その一方でシンジとユウマは未だに

ツッパリのスタイルを貫き、クラスに馴染めずにいた。

彼ら２人は勉強もできず、部活等の取り柄も無く、進

路の見通しも立たず、ツッパリを貫いて突出すること

でしか存在感を示せなかった。当該の場面は、そうし

た状況を踏まえた中学３年生の１月半ばを過ぎた頃。

シンジとユウマは学校への不満あるいは不信感から教

師を試しにかかっており、尾崎豊に傾倒して『15 の夜』

や『卒業』を好んで聴いている。他方で、２人が所属

する教室には彼らの居場所は無く、受験期に入りそれ

ぞれが自分の進路で精一杯になっていく状況下で、２

人が授業に参加しないことをよしとしている。クラス

メイトから２人に対する眼差しには、彼らへの共感は

無く、排除でしかなかった（伊吹 2015，148）。なお、

６人の所属する中学校は２クラス編成であり、中学３

年時の６人は指導の反映状況と同様にケンヤ、ムツオ、

ヒロシ、ツトムが同じクラスに所属し、シンジとユウ

マは 2 人で別のクラスに所属していた。 
 こうした状況を踏まえて、伊吹はシンジが高校へは

進学せずに鳶職として仕事をしたがっているものの、

それを母親に理解してもらえず、嫌々高校を受験させ

られようとしている点に着目した。シンジと母の関係

性は、ネグレクトと言っても過言ではないほど悪かっ

た。しかし伊吹は、母に反対されてもその意思をしっ

かりと持つように励ますことでシンジの働く意思を確

認する。そして結果的に、実は母もシンジを働かせて

やりたいと思っていながらも、働き先が無いという事

実から進学させることを希望していたことをシンジと

伊吹は知り、３者は合意する。その後伊吹が卒業生の

ツテで見つけてきた就労先に、中学在学中でありなが

ら異例の職業体験という形でシンジは働きに行くこと

になる。シンジが働きに出ることをきっかけにシンジ

と母の関係性も回復の兆しを見せ、シンジは自分の人

生に対して前向きな姿勢を見せるようになった。そし

て伊吹はシンジの職業体験や成長を、困難を抱える前

述した他の５人や、クラスメイトに話すことによって、

徐々に周囲からの理解が増えていく。「俺の人生ゎここ

から」という伊吹実践のタイトルは、このように成長

を遂げていくシンジがクラスメイトに送ったラインの

メッセージの一部からとったものであり、実践の最後

は、前向きな気持ちで卒業していく生徒達の様子を書

いて締めくくられている（伊吹 2015，148-160）。 
 
2-3 考察のねらいと必要性 
このように伊吹は福田の指摘とは異なり尾崎豊の楽

曲には触れず、シンジの職業体験を実践の軸に据え、

その事実をクラス内で共有させることで生徒集団の関

係性を良好なものにしようとしていた。 
しかしながら熱心な伊吹の実践に対して何故このよ

うなオルタナティヴを考察する必要があるのだろうか。

福田は伊吹実践を極めて特徴的な個人指導と評価しな
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がらも（福田 2015，167）集団指導が十分に展開でき

ていなかったと指摘する（福田 2015，166）。福田に

よれば尾崎豊の楽曲に表現されているものは社会や大

人達への反抗でありつつも、支配からの解放や自由へ

の渇望であり、自分達が抱える悩みをどう引き受けて

よいのか、本当の自分にはいつどのように辿り着くこ

とができるのかという叫びであるとされている。そし

てシンジとユウマがこの作品のどこに惹かれて好んで

聴いていたのかということを教師集団が引き出し、他

の生徒と共に共有させることは、受験期の苦しい時期

であるからこそ生徒集団として成長するために有意義

な機会であると福田は指摘する（福田 2015，166-167）。 
 だがそれだけではない。伊吹は２人について、勉強

もできず、部活等の取り柄も無く、進路の見通しも立

たず、ツッパリを貫いて突出することでしか存在感を

示せないと描写していた（伊吹 2015，148）。翻って

考えれば、勉強ができることや部活等の取り柄がある

こと、そして進路の見通しが立っていることが、彼ら

にとっては大人から承認されるための許可証だと思い

込んでいたのではないだろうか。そしてそれを持たな

い自分達に、周囲の大人同様に自分で価値を感じるこ

とはできないけれど、自尊心を守るため、そして大人

から見捨てられた（と思い込んでいる）自分を、自分

でだけは見捨てないために、苦し紛れにツッパリを通

していたことが想定できる。そして彼らにそう思わせ

てしまっていたのならば、その責任は少なからず教師

集団にもある。そういった状況にいる２人が最も欲し

ていたのは、何かをしたから存在を認められるといっ

た条件付きの受容ではなく、無条件での受容だったの

ではないだろうか。 
関連して高橋英児は、仮に消費文化の影響が強いも

のであっても、かつての反学校的なツッパリ文化が学

校の持つ抑圧的な構造に対する意義申し立ての側面を

含んでいたように、彼らなりの拘る理由が存在すると

述べる（高橋 2016，52）。２人の逸脱行動の背景に、

大人への不信感や承認欲求があることを鑑みれば、自

分達が拘って聴いていた楽曲が教員によって取り上げ

られ、本稿で提案する指導の一例のように扱われれば、

自分達の申し立てが認められた、大人達に苦しみを理

解してもらえたと感じるのではないだろうか 5。つま

り直接彼らを受容するより、好んで聴いている楽曲を

取り上げるという間接的な受容の方が、大人に不信感

を抱く２人にとっては逆に効果的であるかもしれない。 
加えて他の生徒にとっても、そうした楽曲中に描か

れる苦しみは２人に特有のものではなく、自分達にも

共通するものだと認識させることができたならば、同

時にポピュラー音楽は HR クラスにおいて生徒同士の

関係性を紡ぐメディアになりえる。 

他方で伊吹は実践の軸にはシンジの職業体験を中心

に据えていたが、この職業体験が頓挫したり、職業体

験そのものが実現しなかったりした場合には、実践が

良好な形で完結しないまま卒業を迎えることになって

いた可能性もある。多様な教育実践を用意しておくこ

とは、教師としての生徒指導のバリエーションを増や

すメリットもある。 
 
３．ポピュラー音楽を使用したオルタナティヴ実践 

3-1 指導の手立てと留意点 
ここからは尾崎豊の楽曲をどのように使うことで、

子ども達を集団として自立させることができえるのか

具体的に示してみたい。『15 の夜』や『卒業』は、若

者が社会のルールや大人という存在に衝突しながらも

生きていかなければならないという思春期の自我形成

における葛藤を描いた作品である。本実践において、

これらの歌詞を場面ごとに断片化し、類似していると

思われる箇所をまとめた。この２つの楽曲は共通して

いるところが多いため、場面ごとに解説し、歌詞や作

品を単に聴くというよりも主人公像を考察した方がよ

りシンジやユウマの苦しみ近づくことができるからだ。

なお当該楽曲の歌詞を予め正確な形態や順序で記載し

たいが、著作権や指導方法の観点から、実践のための

断片的かつ変則的な引用のみに留める。正式な歌詞は、

歌詞サイト 6等を参考にされたい。 
指導は「尾崎豊の歌詞を読み解くことによって、生

徒に思春期特有の問題を自覚させること。そしてそれ

を抱えているのは自分だけではないことを認識するこ

と」をねらいとし、①『15 の夜』、『卒業』の歌詞を配

り、生徒に目を通させ、この歌の歌詞について生徒に

どう思うか考えさせるところから始める。②生徒がこ

の作品にとってどのようなことを考えるのか発問し、

自由に答えさせたり意見を求めたりする。③想定され

る答えとしては「不良の歌」、「よくわからない」、「関

係ない、」「共感できない」が考えられる。そのような

意見が挙がれば「なら、この主人公がどのような人か

読み解いてみよう」と以下の展開をしていきたい。な

お、発問を重ねながら随時生徒の率直な意見を拾って、

「では主人公は考えているのだろう」と次のセクショ

ンに繋げる展開することが最大の留意点である。 
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使用する歌詞 留意点と場面 教師の発問 

校舎の影、芝生の上、吸い込まれる空。幻とリアル

な気持ち感じていた。チャイムが鳴り、教室のいつ

もの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざ

わめく心、今俺にあるもの。意味なく思えて戸惑っ

ていた。落書きの教科書と外ばかり見てる俺。超高

層ビルの上の空、届かない夢をみてる。やり場の無

い気持ちの扉破りたい。校舎の裏、煙草をふかして

見つかれば逃げ場も無い。 

虚無感や焦燥感に

気づかせる。「意味

なく思えて～」や

「やり場の無い気

持ちの～」に焦点

化。一抹の寂しさ

も示唆する。 

主人公は何を考えているんだろう

か？主人公はどういう状況にあ

り、どういう人なのか、想像して

みよう。何らかの葛藤や悩み、不

安を抱えてはいないだろうか？な

ぜ煙草を吸うのだろう？何か理由

があるのではないだろうか？ 

放課後、街ふらつき、俺達は風の中、孤独瞳に浮か

べ寂しく歩いた。笑い声とため息の飽和した店で、

ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺

激さえあれば、何でも大げさに喋り続けた。誰かの

喧嘩の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ強いか

知りたかった。力だけが必要だと頑なに信じて、従

うとは負けることと言い聞かした。友達にさえ強が

って見せた、時に誰かを傷つけても。しゃがんで固

まり背を向けながら、心の一つもわかり合えない大

人達を睨む。そして仲間達は今夜家出の計画を立て

る。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分

の存在が何なのかさえわからず震えている 15 の夜。

存在証明を必死に

得ようとするも、

時間だけが過ぎて

いく煩わしさや葛

藤。空白の時間を

充実したものだと

見せかけても疲弊

すること。手を差

し伸べてくれない

大人や周囲への苛

立ちに焦点化させ

せる。 

どうして「俺達」でいるのに孤独

なのだろうか？淋しいのだろう

か？なぜ笑うのにため息が出るの

だろう？大げさに喋り続けたのだ

ろう？彼らはピンボールを楽しめ

ていたのか？どうしてどれだけ強

いか知りたかったのか？強がって

いたのか？負けるとはどのような

ことなのか？なぜ家出するのか？

なぜ帰りたくないのか？「自分の

存在」とは何か？ちょうど、みん

なと同じ年頃だ。 
恋の結末もわからないけれど、あの娘と俺は将来さ

えずっと夢にみてる。大人達は心を捨てろ捨てろと

言うが俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺達の全てなら

ば、何てちっぽけで、何て意味の無い、何て無力な

15 の夜。やがて誰も恋に落ちて愛の言葉と理想の愛、

それだけに心奪われた。生きるために計算高くなれ

と言うが、人を愛す真っ直ぐさを強く信じた。大切

なのは何？愛することと生きるためにすることの区

別迷った。 

唯一自分を支える

愛を信じたい気持

ちや、それを軽視

する大人の意見の

間で揺れ動く葛藤

に焦点化させる。

主人公も大人に歩

み寄ろうとしてい

る点にも着目。 

恋と勉強を天秤にかけたことはな

いか？誰かを好きになった気持ち

を押し込めたことはないか？みん

なは授業以外に自分が拘るもの、

自分がやるべきことはあるか？主

人公が言っている生きるためにす

ることとは何だろう？計算高いと

はどういうことだろう？主人公は

何に迷っているのだろう？ 
冷たい風、冷えた躰、人恋しくて。夢みてるあの娘

の家の横をサヨナラ呟き走り抜ける。闇の中ぽつん

と光る自動販売機、100 円玉で帰る温もり、熱い缶

コーヒー握り締め。行儀良く真面目なんて出来やし

なかった。行儀良く真面目なんてクソ喰らえと思っ

た。夜の校舎、窓ガラス壊して回った。逆らい続け、

あがき続けた、早く自由になりたかった。 

何もからの旅立

ち、逃避、反抗。

主人公の決意の裏

側にある気持ち

（自らやっている

のか、本意なのか）

を考えさせる。 

悩んだ末に主人公が取った行動を

どう思うか？みんなならどうする

か？自分の気持ちに蓋をして、自

分を殺して周りに合わせることが

できるか？それは辛いことではな

いか？ある意味で、行動した彼は

正直ではないか？ 
信じられぬ大人との争いの中で、許し合い一体何わ

かり合えただろう？うんざりしながら、それでも過

ごした。一つだけわかっていたこと。この支配から

の卒業。盗んだバイクで走り出す。行き先もわから

ぬまま、暗い夜の帳の中へ。覚えたての煙草をふか

し、星空を見つめながら、自由を求め続けた 15 の夜。

誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由

になれた気がした 15 の夜。 

従うしかないこと

を悟っているか

ら、幻の自由を求

めて必死に自分を

満たそうともがい

る点に気づかせ、

生徒との共通項を

見出す。 

彼は意識の中の見えない大人と戦

っていたのではないか？卒業すれ

ば葛藤から逃れられると思ってい

たのではないか？その日を夢見て

逃避（ストレス発散）で自分を保

っていた。表現の方法は違えど、

みんなもあるのでは？みんなを縛

るものは何だろうか？ 
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その後①「シンジとユウマがこの曲を好んで聞いて

いたこと」を伝える。②どうして２人がこの曲を好き

だったのかクラスに発問し、主人公像と２人との共通

項を見出す。③歌詞の考察の過程を思い出させ、自分

達と２人との共通点を見出させて締める。 
そしてこの実践をより効果的に締めくくるための一

案がある。単に最後に曲を流したり、教員自身が歌唱

したりするのも良いが、シンジやユウマにこれらの楽

曲をギター等で歌わせることも効果があるだろう。そ

れを実現するためには、実践を行うに当たって２人に

その内容を提案し、綿密にコミュニケーションを取る

必要があるが、このような歌唱指導や楽器指導を通し

て２人と教員との信頼関係を築くきっかけもできる。

そしてその時、楽曲は教師と２人とを繋ぐメディアで

あると言える。２人が尾崎豊を好んで聴いていたので

あれば、この提案に興味を示す可能性があり、彼ら自

身のアイデンティティ構築のきっかけにもなるだろう。

クラスメイトの前で発表するという目標は彼らの励み

になり、努力そして成功の体験を得ることもできる。

またしっかりと練習をして歌う姿をクラスメイトに見

せることができれば、いっそう２人に対する認識を変

化させることもできる。彼らをクラスに包摂する締め

くくりとしては相応しいかもしれない。 
  
3-2 実践に対する考察及び分析 
このように実践案は、生徒それぞれに個別対応をし

ていた伊吹に対して、集団的なアプローチを可能にす

るものであることがわかる。逸脱行為に走るシンジと

ユウマ、そして他の荒れた生徒をクラスの中に組み込

むだけでなく、受験勉強に勤しみ、彼らとは一線を引

いている他の生徒をもつなぎ、１つの集団の中に包摂

する機能を果たせるだろう。 
実践前、シンジやユウマらが抱えている問題は自分

には関係無い別世界のものであるという認識が他の生

徒達の中に蔓延っており、伊吹は教室には彼らに対す

る共感が無い（伊吹 2015，148）と述べていたが、福

田が指摘したように、受験期の厳しい時期であるから 

 
こそ尾崎豊の作品を借りて届けられる２人の叫びは、

周りの子ども達にも届く可能性（福田 2015，166-167）
がある。尾崎豊が描く思春期の葛藤、つまりシンジや

ユウマらが抱えるアイデンティティへの闘争はクラス

全員に共通しており、ポピュラー音楽がメディアとし

て機能することで、向き合う対象や進路は違うものの、

実際には質の同じ悩みを抱える仲間であることを喚起

させられる。そして互いに自分達の置かれている苦し

い状況を共感し、シンジとユウマの苦しみに当事者と

しての意識を芽生えさせることも可能であろう。 
例えば中西正司と上野千鶴子は、誰でも初めから当

事者であるわけではなく、現在の仕組みに合わないた

めに問題を抱えた人々が当事者になること。そして社

会の仕組みやルールが変われば今問題であることも問

題でなくなる可能性があると述べる（中西・上野 2003，
9）。シンジとユウマは現代の学校システムにはマッチ

できず、生きることに問題を抱えている。しかし他の

生徒も実は気づいていなかっただけで、現代の学校シ

ステムにマッチしていない自分の一側面を察知するか

もしれない。つまり２人の苦しみを通して、自分の一

部を２人の中に見出すのである。そしてその時に両者

は共通の当事者意識を持ち、自分達が快適に生きるた

めには何が必要なのかを探る。そうすることで、将来

的に環境を変革することへと乗り出すきっかけを本実

践は作ることができるだろう。 
また本実践案は尾崎豊の楽曲をメディアとして使用

することで、他の生徒達が２人に共感し、受け入れる

ことを意図しているだけではない。G.ビースタは、新

参者が既存の社会的・文化的、政治的な秩序に挿入さ

れる時に、彼らが何らかの仕方でそのような秩序から

の独立も手に入れるという筋道に教育が何の関心も無

いならば、教育は非教育的になる（ビースタ 2016，111）
と述べている。シンジとユウマをクラス内秩序への新

参者として見なすならば、逸脱した彼らは自らの存在

を受容されることを要求しており、単に現存する秩序

に包括されたいわけではない。彼らは新しいアイデン

ティティつまり新しい行動の仕方や存在の仕方が可能

卒業して一体何わかるというのか？思い出の他に何

が残るというのか？人は誰も縛られた、かよわき子

羊ならば、先生あなたはかよわき大人の代弁者なの

か？俺達の怒りどこへ向かうべきなのか？これから

は何が俺を縛り付けるだろう？あと何度自分自身卒

業すれば本当の自分に辿り付けるだろう？ 

結局自分で立ち向

かう必要性に気づ

かせる。何かへの

反抗ではなく、み

んなが悩みを共有

する点を強調。 

自分を苦しめていたのは学校や大

人だったはずだ。でも実は先生も

色んなものに縛られている。みん

なが持っているストレスは誰にぶ

つけるべきなんだろう？それはい

つまで続くのか？ 
仕組まれた自由に誰も気づかずに、あがいた日々も

終わる。この支配からの卒業。戦いからの卒業。 
眼前の大人とは違

う大人になる。 
学校は終わる。でも悩みに気づけ

た僕達は仲間。一人ではない。 
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になり、そして自分達がクラス内の勘定に入れられる

ような方法で秩序を再定義しなければならない。つま

り排除された自分達を既存の秩序に包括するのではな

く、その既存の秩序を平等の名の下に変化させなけれ

ば、彼らが独立したことにはならない（ビースタ 2016，
175）。そして実践では、彼らを包括するだけでなく、

集団の在り方そのものを変革 7 させ、彼らに対して共

感的な態度、そして他の生徒も自分たちの中にある彼

らと類似した苦しみに目を向けさせることを目論んで

いる。そうすることで、２人だけでなく他の生徒の意

識を変えることを意図している。換言すれば、単にシ

ンジやユウマというマイノリティである新参者をクラ

ス内のルールに従わせる形で包摂するだけでなく、シ

ンジとユウマを受け入れる形にマジョリティ側である

他の生徒を変化させることをねらいとしている。こう

した変化の機動力は内側からではなく外側からやって

くる（ビースタ 2016，175）。マイノリティ側が要求

し、それに教育が関与することが望ましいと言える。 
 
3-3 福田の指摘を超えて 
他方で、見逃してはならない知見がある。福田は、

２人がこの作品のどこに惹かれて好んで聴いていたの

かということを教師集団が引き出し、他の生徒と共に

共有させることは、受験期の苦しい時期であるからこ

そ生徒集団として成長するために有意義な機会である

と福田は指摘していた（福田 2015，166-167）。だが

そこには一方的に他の生徒が２人に共感し、２人の気

持ちを理解するといったマジョリティ側からのマイノ

リティ側への一方通行の施しのような構図も見受けら

れる。しかしながら前述した通り、既存の秩序を平等

の名の下に変化させ、彼らが独立した（ビースタ 2016，
175）ならば、２人も同様に、他の生徒の受験期の苦

しみに対して理解を示せることが望ましいのではない

だろうか。そうでなければ、彼らは永久に受け入れら

れる側のマイノリティのまま、マジョリティ側に施し

を受けているに過ぎない。伊吹は教室には彼らに対す

る共感が無い（伊吹 2015，148）と述べていたが、当

然２人からクラスメイトへの共感も無いだろう。だが

双方向の共感へと導くことが、向き合う対象や進路の

多様性を互いに享受し、それでも抱える悩みの質が同

じ仲間であることを共有したことになるのではないだ

ろうか。そのように他の生徒を気遣える状態になった

時こそ、２人がマイノリティではなくなる時であろう。 
 また本稿においては尾崎豊の楽曲をメディアとして

取り上げたが、実際にはこのような葛藤を描いている

アーティストは他にも数多く存在する。大切なのはシ

ンジやユウマといったマイノリティ側に置かれている

生徒達にスポットを当てることである。したがってマ

イノリティ側にとって大切なものや関心事をマジョリ

ティ側に開示し、マジョリティ側にとても対岸の火事

ではないことが実感できるのであれば、尾崎豊に拘る

必要もない。単に本実践案においてはシンジとユウマ

の関心事が尾崎豊であり、尾崎豊の世界がマジョリテ

ィ側にとっても関心事になりえる可能性があったに過

ぎない。実際に他の事例で応用するのであれば、何を

メディアにするかが教師の腕を問うところであろう。 
 
４．おわりに 

4-1 本稿のまとめとメディア研究との連結 
本稿では、尾崎豊の『15 の夜』や『卒業』といった

ポピュラー音楽の歌詞を生徒指導の場面で使うことに

よって、学校教育におけるメディアとしてのポピュラ

ー音楽の新たな可能性について考察してきた。困難を

抱え、逸脱した生徒が好んで聴いている楽曲を用いて

指導を行うことによって、その悩みをクラス全体で共

有し、生徒同士の関係性を紡ぎ直した時、その楽曲は

メディアとしての役割を果たしたことになる。 
ところで本稿で示した実践例に登場したのは、尾崎

豊という生徒とは世代の異なるアーティストであった。

実践例のなかでは、その楽曲を教師が使用することに

よって生徒同士だけでなく、教師と生徒との関係性を

も紡ぎ直そうとしている。前述した小泉は、世代の異

なる教師とコミュニケーションを図る楽曲を、スタン

ダード・ミュージックとして位置づけている（小泉

1999，33）。だがポピュラー音楽のこのようなメディ

アとしての機能は、単に教師と生徒との何気ない会話

を促進させるだけではなく、生徒指導という教育的場

面においても両者の関係性を再編するにも有効である

可能性が示された。 
他方でメディアとしてのポピュラー音楽の可能性を

考えた時、こうした使用を予め想定してポピュラー音

楽が制作されていることも考えられる。例えば、いじ

めをテーマにした楽曲 8 が制作される裏には、作り手

が聞き手へのメッセージを送ると共に、教育現場での

こうした利用を想定しているのかもしれない。例えば

W.ベンヤミンは芸術作品の複製が生じると、今度は予

め複製されることを狙った作品が作られるようになる

とも述べている（ベンヤミン 1970，19）。ポピュラー

音楽は今や CD や音楽配信というテクノロージーを駆

使した複製メディアであるため、ベンヤミンの著述を

踏まえれば、本稿のような教育的場面での使用は複製

メディアの現代的な発展例の１つとして捉えられる。 
また、M.マクルーハンはラジオや映画のような「熱

い（hot）」メディアと電話やテレビのような「冷たい

（cool）」メディアという、メディアを区別する基本原

理を提唱し、熱いメディアとは単一感覚を「高精細度」
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（high definition）で拡張する、データを十分に満た

されたメディア、対して冷たいメディアをその逆だと

説明している（マクルーハン 1987，23）。つまり熱い

メディアは受用者によって解釈される余地があまり無

いため、受用者による参与性が低く、冷たいメディア

は参与性あるいは補完性が高い。だからこそ当然のこ

とであるが、ラジオは電話のような冷たいメディアと

違った効果を利用者に与える。同様に写真は視覚的に

「高精細度」であり、漫画が「低精細度」の冷たいメ

ディアであるとマクルーハンは定義しているが、それ

は与えられる情報量が少なく、聴き手がたくさん補わ

なければならないからである。もちろん現代において

もマクルーハンの列挙する例が合致するかと問えば、

やや疑問符は打たれる。現代においては、熱いメディ

アの代表例は映画や漫画であると想定され、冷たいメ

ディアであるものはラジオやネットメディアであるだ

ろう。また、テレビはドラマ等パッケージ性の高いも

のと、バラエティ番組や視聴者参加番組のようにパッ

ケージ性の低いものが混在しており、同じメディアで

も一概に分類することは誤謬を孕む可能性がある。そ

もそもそのメディアが冷たいか熱いかは、同じ受け手

であったとしても状況に左右もされうるだろう 9。 
しかしながらこうしたマクルーハンの見解は、今後

様々なものがメディアとして人と人とのつながりを生

み出していくなかで徐々に明確化されるであろう。少

なくとも生徒指導という従来は用いられづらかった場

面でポピュラー音楽を使うことによって、ポピュラー

音楽の新たな可能性と効果的な生徒指導の方法を模索

した本稿の試みは、メディア研究をする上でも意義が

あったと言えるだろう。 
 
4-2 今後の研究課題と展望 

最後になるが、メディア研究の視点そして生徒指導

の視点から今後の研究課題をそれぞれ記しておきたい。 
前述したマクルーハンによればメディアはメッセー

ジであり（マクルーハン 1987，7）、どんなメディア

でもその「内容」は常に別のメディアである（マクル

ーハン 1987，8）とされている。つまり同じ楽曲でも

カラオケで聴くか、それとも CD で聴くかによっても

その享受のされ方は当然異なる。このような点に関し

てベンヤミンの概念を用いて考えれば、記録やコミュ

ニケーションのメディアが進化する現代では、聴取す

る順序により必ずしも本物を本物と認識できないこと

も起こりうる。そのことで現代では、聴いた人間にと

って皮肉にも複製を本物だと思うこともあるだろう。

そして、どのような消費のされ方をオリジナルだと思

うかは、個人化した人々の選択や人生経路に左右され

てしまう（玉木 2012，3）。仮に複製されたものが聴

き手によって印象深い場面や思い出になった場合（例

えば結婚式や、自分が失恋した時に友人が歌ってくれ

た等）には、アーティスト本人が歌唱したものではな

く、生成される複製にこそリアリティを感じることも

あるだろう。ベンヤミンは「いま」「ここに」しかない

という芸術作品特有の一回性、つまりオリジナリティ

の感覚をアウラという概念で定義しているが（ベンヤ

ミン 1970，12-14）、メディア研究そのものの歴史の

中で、本稿のようなポピュラー音楽の使用が生徒達の

中にどのようなアウラを根付かせるのか検討すること

は、複製メディアが当然のものとして存在する現代で

は課題であるだろう。 
他方で、かつてポピュラー音楽はサブカルチャー、

ユースカルチャーそしてカウンターカルチャーとされ

るため、生徒指導をする上で教育現場では相応しくな

いものとして敬遠されがちであった。そして今でもそ

ういった考え方を持つ教員もいるだろう。だが冒頭で

示した教師文化でのポピュラー音楽の使用のように、

時代の中で教師の認識は変わりつつある。また音楽に

限らず最近ではカードゲームを用いた集団作り及びク

ラス内でのルール形成の実践（加納 2015，109-111）
まで存在する。そのような実践は「ダメだと決まって

いるからダメ」ではなく「なぜダメなのか」そして「ダ

メでなくするためにはどのようなルール作りをすれば

いいのか」という道徳教育としても評価できるだろう。 
加えてそれは生活世界に溢れる何気ないモノをどう

受容し、どう使用するのかというリテラシー教育をど

う行うのか、という手がかりにもなる（玉木 2011，99）。
例えばカードゲーム同様に「スマホ禁止」と学校でど

れだけ叫んでも生徒達は学校を出れば使うであろうし、

情報を得るためのツールとしての利便性は最早否定で

きない。今後よりいっそう生活に欠かせないツールに

なっていくことだろう。そういった時に問題なのは新

たなツールではなく、新たなツールの使い方を学んで

いないことである。したがってそのような従来の学校

文化で禁止されていたものを敢えて教育に取り入れ、

どう使うかを教えることも求められ、その実施方法も

今後は検討する必要がある。そうでなければむしろ教

育はますます生徒の生活現実と解離し、彼らを無視し

ていることになる。したがってポピュラー音楽の可能

性に関する研究を１つ契機とし、学校内外での生徒の

豊かな関係性を育む良いメディアになっていければ、

ポピュラー音楽をはじめとする他の若者文化が学校教

育で使用される後押しにもなるだろう。そしてそのよ

うな使用に関する新たな研究が必要であることも、当

然示唆できる。 
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1 なお、ポピュラー音楽の教育現場での使用に関する

各国の俯瞰的な著述については小泉（2000）が詳しい。 
2 小泉（1999）は高校生の音楽聴取を対象に調査をし、

高校生の中にはパーソナル・ミュージック，コモン・

ミュージック、スタンダード・ミュージックという位

置づけが存在していることを明らかにしている。そし

て小泉によれば、パーソナル・ミュージックこそがイ

ンフォーマルなものであり、友人との関係性において

音楽の好みに気遣いを要するのであれば、コモン・ミ

ュージックはインフォーマルなものであるとは言えな

い。そして小泉の場面設定のなかには、バンドコンテ

ストというセミフォーマルな場面も存在する（小泉

1999，48-50）とされている。だがこのようなセミフ

ォーマルとインフォーマル、そしてフォーマルといっ

た様々な場面や関係性におけるポピュラー音楽の使い

分けは、その楽曲が個人のなかでどのように位置づけ

られているのかによって一人ひとり異なるため、実際

には明確に分類できない。例えば、ある生徒にとって

はインフォーマルな場面であっても、またある生徒に

はセミフォーマルな場面となる。またセミフォーマル

な場面など存在しない生徒もいるだろうが、この議論

に関しては本稿の趣旨とは逸れるため他の機会に譲る。 
3 例えば絹村（2006）のように授業教材として使用し

たポピュラー音楽が、教師中心的な使用によって授業

を通して生徒間の関係性を形成することに貢献したな

らば、授業においてもポピュラー音楽はメディアとし

て機能したことになる。 

4 幼少期に十分な親の愛情を得ることができず、極度

の人間不信（反応性愛着障害）や過剰な親密性（脱抑

制型愛着障害）を求めようとする症状。詳しくは、岡

田（2011）を参照。 
5 英語の授業実践ではあるが、実際に絹村も授業で洋

楽を使う時に自ら選んだ楽曲以外に女子生徒からの要

望で BACK STREET BOYS の楽曲を取り入れている

（絹村 2006，85）。こうした試みは生徒の関心を惹い

たり、生徒と教師との理解を深めたりする上で効果が

あると考えられる。 
6 例えば「歌ネット」http://www.uta-net.com/artist/
3626/（2017 年 9 月 6 日最終確認）。 
7 ビースタは既存の秩序を内側からは表現されえな

い、ありえない場所から崩壊させるプロセスを J.ラン

シエールの言葉を引用して民主主義化と述べる（ビー

スタ 2016，176）。 
8 例えば最近の作品では BABY METAL『イジメ、ダ

メ、ゼッタイ』や AKB48『軽蔑していた愛情』が挙

げられる。 
9 例えば、ある人が同じお笑いの番組を見ても、それ

を見た回数や見る時の心境によってどのように感じる

かは全く違う（玉木・藤井 2014，127）。必ず笑えた

作品でも、パートナーとの楽しい思い出が付随してし

まうと、別れた後では見る度に悲しく感じることも想

定できる。こうした人間意識の相互異質性に関する議

論は玉木・藤井（2012，91-93）を参照。 
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高校での英語の授業を通した人間関係の再編と学級経営に関する研究（１） 

―発達障害の疑いのある生徒を中心に据えた実践を例にして― 

 

A study on reorganization of student’s relations and class management 

by means of English lessons in high school (1) 
Through the classroom practice centered on the student suspected of 

developmental disorders as an example 
 

玉木 博章 

愛知みずほ大学(非常勤講師) 

Hiroaki TAMAKI 
Aichi Mizuho College (part-time lecturer) 

 
Abstract. 

The purpose of this study is to reorganize the relationships of students through English classes at high 
school and lead to classroom management. This research is divided into two categories: practical editing (1) 
and analysis section (2). In practice, we aim to improve students' academic skills and reorganize human 
relationships with a focus on students suspected of developmental disabilities. And in this article I will discuss 
practical editing which is (1). 
 This paper is a four-part composition. Section 1 summarizes the location of the problem, the significance of 
the research, and the previous research. In Section 2, I showed the current situation and problems of the 
schools and classes that I practiced and clarified the content of practice. In Section 3, we discussed the results 
and effectiveness of practice in a multifaceted manner from the aspect of both the core student and the 
surrounding students in practice. Section 4 shows the summary of this paper and reflection on practice, and 
described the prospects for the next article. In the next paper we will analyze this practice while positioning it 
as a view of the preceding research. 
 
キーワード：学級経営、人間関係、英語、授業実践、特別支援教育 
Key Word：Class management, Human relationship, English, Classroom practice, Special education 
 

 

１、はじめに―問題の所在と研究の意義― 

1-1 英語教育の必要性と階層化された学び 

 2018年4月より小学校で英語が教科として導入され

る。加えて近年声高に叫ばれているアクティヴラーニ

ングの方針により、元々他の教科より比較的コミュニ

ケーションを重視した授業が展開されやすかった英語

科では、いっそうそのような工夫がなされるだろう。

グローバル化を背景に、今後ますます英語の習得が求

められていることは言うまでもない。 

 しかしながら英語に限らず授業における学びとは、

そういった特定教科の知識や技能そのものの習得だけ

ではない。竹内常一は、各教科の教材は一定の教科内

容（知識や技能）を教えるための媒体であるだけでな

く、人間の生き方（教育内容）を潜在的、顕在的に刻

み込んだものとして作られるべきであること。そして

生徒達が主体的に関わっている生活文脈（その場と状
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況）を映し出し、それを際立たせるものであるだけで

なく、生徒達の生き方を意識的、批判的な生き方に深

めていくようなものでなければならないこと（竹内

2006，10）を強調する。そしてそうすることで、教材

の中に込められている知識や技能（教科内容）を型通

りのものとして教えるのではなく、生徒達の世界と生

活に埋め込み、それらを切り拓く生きた技能に転換す

ることができる（竹内 2006，11）。 

 だが実際に生徒達が生活している教室空間では、そ

のような授業が行われているのだろうか。例えば高校

を対象とした時、子安潤によれば高校の階層区分が授

業の在り様を強く規定しているという。子安は、教師

の独り言状態という長い伝統を別にすれば、偏差値的

階層区分によって授業の成立が困難な学校、効率的暗

記に終始する授業が並ぶ中堅校、暗記と難問を配置す

る進学校という区分が長く続いているとされる（子安

2010，6-7）。竹内はこのような階層化された、各高校

ではそれぞれに固有の問題があると述べる。例えば進

学校では、見かけ上の高学力と実質の低学力が深刻化

し、精神的不安定さの広がりのなかで１学期のカウン

セリングが 100 件以上の高校がある（竹内 2006，6）。 

竹内はこうした上位層も種類の異なる教育の困難さ

があるとしながら、３つの教育困難を複合的に抱えて

いる底辺校に絞って（竹内 2006，6）「教育困難校」と

いう言葉を用いながら授業を拒む現状と課題について

指摘する。１つ目は生徒の学力不足のために授業が成

立せず、教員の声が生徒に届かないことで、教室が沈

黙に包まれるか、生徒の私語に晒されること。２つ目

は、生徒が教員不信から授業秩序や学校秩序を守らず、

授業を妨害もしくは破壊しようとすること。３つ目は

教育から逃避し、通学拒否そして退学者が増えるとい

うことである（竹内 2006，5-6）。 

 

1-2 生徒の関係性と授業への影響 

他方で、このような困難校の授業の背景には様々な

問題が存在している。竹内は、学校の教育や授業は生

徒に自分の価値を見出させるものではなく、自分を無

価値なものへと突き落とすものになっており、生徒達

に生きるに値する世界を発見させるのではなく、彼ら

を希望の無い社会に捨てていると述べる（竹内 2006，

7）。この記述を基にすれば、そもそも授業への参加が

生徒の自己肯定感の獲得へと繋がっていない点に着目

すべきであろう。授業と生活は乖離し、眼前で展開さ

れる話は自分とは関係の無い別世界の話であれば、学

ぶことに当事者意識は無く、そのような授業を受ける

ことに意味を見出せないことは当然である。「授業を諦

めた」という表現をすれば、主体的にそのような選択

をしたように受け取れるが、実際には諦めざるを得な

い状況に追い込まれていると言えよう。だがそれでも

定期考査や成績は不可避であり、授業を受ければ受け

るほど、理解できない内容が増える。そしてできない

ことを指摘され続けるだけでは、授業を受ける度に自

己肯定感は低下し、授業へ参加することに意味を見出

すことは困難である。 

 では、そのような低い自己肯定感を生徒達はどのよ

うに満たしているのだろうか。例えば土井隆義は、子

ども達が身近な人々からの承認を得ることなくして、

不安定な自分を支えきれないと強く感じており、だか

ら安心感の得られない人間関係だとしても、その関係

へ強く依存し、その維持に躍起となってしまうと述べ

る（土井 2008，34）。また鈴木謙介は、そのような人

間関係を維持するために、子ども達は相互に構造的役

割を期待されて行動していることを挙げる（鈴木 2013，

122）。したがって彼らは相互の役割期待に従った閉塞

的で予定調和的なやり取りしかできず、息苦しさも感

じていることだろう。土井は、彼らは常に受け入れて

もらえるように自分のキャラ１と呼ばれる役割を巧み

に演出し、そこに自己欺瞞を感じたとしても、この危

うい関係を死守せざるをえないと憂慮もする（土井

2008，124）。そして森口朗はこうした息苦しい人間関

係を前提にしながら、教室空間にはスクールカースト

と呼ばれる階層権力が存在することを調査から明らか

にしている（鈴木 2012，267-271）が、こうした状況

も少なからず授業には影響することが想定できる。 

本田由紀は中学２年生を対象にした調査の中で「ク

ラス内で自分の気持ちと違っていても人が求めるキャ

ラを演じてしまうことがある」という質問項目におい

て半数以上がキャラを造って人間関係を維持している

層があり、しかもそのキャラには納得していないとい

う実体を浮き彫りにしている２（本田 2011，55）。つま

り生徒達は時には本意ではないこともせざるをえない。

そうであるならば「本当は勉強して良い成績を取りた

いけれど、友人の手前そういった自らのキャラに逆ら

う行動は取れない」という生徒や、低辺校であれば「他

者の目が気になって、授業に一生懸命取り組むことは

カッコ悪い、先生に媚びている」といったクラスや友

人との関係性を優先する選択をする生徒も少なからず

存在するだろう。したがって低学力を解消するために、

単に成績を上げるための教授方法や生徒個人への指導

方法を改善することは１つの選択ではあるが、そうい

った生徒が抱えているクラスや友人との関係性に配慮

して授業を行わなければ、彼らの学力を向上させてい

くことは困難であるかもしれない。 

例えば山本敏郎は今日のスクールカーストを巡る議

論について、「カースト」がインドに元々存在した複雑

な身分制度をイギリスが布教と植民地支配のため単純
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化して法制度としたものであることに触れながら、そ

うであるならば支配下に置くことを目的として与えら

れたアイデンティティの返上が課題であると言及する。

また A.センの言葉を引用しながら、差別の根底には単

一のアイデンティティという幻想の押しつけがあると

述べる（山本 2016，53）。したがって、教室内にその

ような権力構造が存在しているのであれば、他者によ

って一方的に付与されたキャラのようなアイデンティ

ティを破棄させ、生徒自身が望む新たなアイデンティ

ティを取得できるような指導が教師には求められる。 

したがってこれらのこと踏まえて英語の授業構想を

練った時に、教師として英語そのものや海外の文化を

教えることは当然であるが、英語を学ぶことで生徒が

成長を実感し、それぞれが新たなアイデンティティを

見出すことで既存の関係性を再編し、生きづらいと感

じている現実に希望を与えられる授業が求められる。

もちろん、このことは英語に限らず全ての授業で行わ

れるべきであるが３、今後いっそう日本において力が

入れられることになる英語の授業で、そのような授業

を行うことは有意義であろう。 

 

1-3 先行研究のまとめと本研究の趣旨 

このような問題意識から本研究は２部構成で展開す

る。研究（１）となる本稿では、問題意識を踏まえて

展開された授業実践について記述する。これまで英語

そのものの学習について論じているものは、英語教育

の先行研究において無数に存在する。しかしながら、

こと生徒や子どもの関係形成、もしくは学級経営とい

う観点から論じたものは少ない。例えば佐藤博晴（2014）

は小学校において、大野幸恵（2012）と加藤万実（2014）

は中学校において、それぞれコミュニケーション活動

の重視や協同学習導入によって人間関係を良好に導き、

学級経営へと繋げている。だが高校生を対象にしたも

のは、なお少ない。例えば相良武紀は朝鮮中高級学級

において、他者との出会いを通じて生徒のアイデンテ

ィティの在り方やマイノリティの存在について問いか

ける実践（相良 2014）を行っている。また絹村俊明は

定時制高校において、英語劇を導入することによって

英語の学習を深めると同時に、英語劇の練習と発表を

通じたクラスの関係形成を行っている（絹村 2006，

2010a，2010b）。なかでもＳ君を中心にした人間関係の

再編に焦点化した実践は、英語劇という非日常性が学

びのなかで効果を発揮している（絹村 2010b）。しかし

ながらこのように先行研究を俯瞰すると、高校生を対

象とした通常の授業における人間関係の再編や学級経

営へと繋がる実践は管見の限り存在しない。もちろん

田中容子は、英語授業において英作文の採点や

Reading を通じて生徒と生徒を繋ぐ試みについては触

れられているが、スクールカーストを再編するという

今日の教室空間に存在する生きづらい状況に深くコミ

ットした視点では論じられてはいない。そして当然だ

が、クラス内にそういった序列が存在する点について

は描かれていない（田中 2010，111-113）。 

 そこで本研究では、あくまで通常の授業でありなが

らも、英語を学ぶという行為を通してクラス内の人間

関係を再編することを追求する。英語という教科は、

その性質ゆえに他者との出会いの機会もあり、それを

利用することで英語の習得はもちろん他者理解を通し

た自己認識へと繋がる可能性を有している。 

他方でこういった集団や人間関係に関する指導は、

特別活動の領域であるという知見も存在する。だが梅

澤秀監によると、そもそも高校では教師自体も特別活

動そのものへの意欲が少ない（梅澤 2015，23）とされ

ている。そうなれば、高校生が人間関係に関する指導

を受ける場は小中学校に比して少ないことになる。も

ちろん高校において特別活動に力を入れることも当然

ではあるが、現状を鑑みれば関係形成にも効果が期待

できる授業は、高校でこそ必要とされることがわかる。 

これらの前提を踏まえて、生徒の関係形成や学級経

営という観点に特化した英語の授業実践を構想するた

めの実例として本稿を位置づけ、実践内容及びその結

果を記してゆくことする。なお本稿は４節構成である。

第１節では本稿の目的を明らかにし、その位置づけを

行った。第２節では筆者の行った実践内容を記し、第

３節では実践の効果やクラスの変化について論じる。

そして第４節では本稿のまとめ及び次稿への課題を記

す。なお、本稿に登場する生徒は全て仮名である。 

 

２、授業実践への試み 

2-1 教育困難校における現状 

 筆者が非常勤講師としてかつて赴任した高等学校は、

これまでの筆者が体験したことのない困難校であった。

それは一口に「荒れている」という形容表現で看過さ

れてしまいがちな高校ではなくて、荒れることすらで

きない生徒達が集まった高校であった。それまで、正

規教員が手を焼くような「荒れている」クラスも担当

し、生徒と対話しながら授業を行ってきた身としては、

ちょっとやそっとの荒れでは動じないつもりであった

が、別の意味でカルチャーショックを受けた。 

英語の教科主任は「土地柄のせいか生徒がのんびり

していて、いわゆる荒れた学力下位層の学校にもいけ

ないような子が通っている。明確には認定は受けてい

ないものの、発達障害だと思われる生徒も多々いる」

等助言をくれた。職員室でもよく耳にしたのは「そう

いった少し荒れる、いわゆるチャラい高校に行ける子

はまだマシ」という言葉だった。なかでも衝撃的だっ
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たのが、主任に中間テスト問題を見せた時に「こんな

問題解けたらウチの高校にはいません！」という言葉

だった。筆者はこの言葉を当初それほど重く捉えてお

らず、むしろ自分の高校の生徒を信用してないのでは

ないか？とも思える主任の態度に疑問を感じながら、

主任と何とか折り合いをつけて高校生らしい英語の問

題を中間テストに出題した。が、結果はどのクラスで

も散々だった。どういう思いを込めて主任がその発言

をしたかは定かではないが、少なくとも教科主任は自

分の学校の生徒達をしっかりと理解していた。この時

ようやく筆者はこの学校の想像以上の現状を知った。 

 

2-2 担当したクラスの現状 

そんな筆者が担当した３クラスのうち、恒雄４のい

た２年生のクラスは も問題が潜在化しているように

感じられた。恒雄は発達障害の疑いがあると思われて

いた。主任や担任によれば、ただでさえのんびりして

いる他の生徒達の生活ペースにもついてゆけず、体育

の着替えや、移動、その他諸々の準備等に時間がかか

り、遅れてしまうという。「前後の授業が移動等の時は

少し多めに見て欲しい」という助言も受けた。実際、

話すペースもゆっくりで、少しコミュニケーションが

取りづらい印象も、筆者は当初受けた。 

またクラスには、そういった恒雄の特徴をからかう

大介ら運動部に所属する男子が 4～5人いた。授業中に

筆者が恒雄に質問をすると、大介達は「えっとぉ、僕

はぁ」と恒雄のモノマネをして恒雄の揚げ足を取り、

クラス全体もそれに同調して笑っていた。恒雄本人も、

わかっているのか気にしないようにしているのか、み

んなに合わせて自分でも笑っていたが、筆者には恒雄

の笑顔は苦笑いに見えた。 

他方でクラスには早希ら、そういった雰囲気に同調

しながらも「くだらないこと」と教室での出来事を斜

めから見るような３人の女子グループもあった。早希

らは化粧禁止の校則にも拘らず休み時間に堂々と化粧

をし、キリがつかない時はこっそりと授業中にも化粧

の続きをする。授業中にはプリクラを眺めたりケータ

イをいじったり、消費文化にどっぷりと浸かって学校

文化への無関心さを示していた。 

 そしてそれ以外には、教師の言うことにはとりあえ

ず従っておくという級長の武志や、副級長の陽子ら大

人しい男女が半数以上を占めており、クラスの雰囲気

は大介らのグループと早希らのグループに左右される

ような権力構造で動いていた。 

 ５月中旬の中間テストまではそのような教室の様子

を完全には把握できず、学校指定の教科書を読み、教

科会から指示を受けた内容を消化しながら様子を伺っ

た。当然チャイムが鳴っても席につかない生徒や、教

室に帰ってこない生徒も多く、授業をすぐに始めるこ

とも困難だった。だが散々だった中間テストの結果や

教室の様相を受け、５月末からは授業方針を変えた。 

 

2-3 授業実践の内容 

 筆者はまず学校が指定した教科書とは別に、より平

易で中学レベルの復習にもなる問題集を用意してプリ

ントにした。そして忘れてくる生徒も多々いるので、

それを黒板に問題ごと毎回書き、番号順の持ち回りで

全員に黒板で解答させた。その折「みんなが授業に対

して責任があること。時間がかかっても問題ないし、

正解か不正解かは問わない。やろうとする態度が大切

だから」と言うことで渋々ながら前に出てきて解答を

作成してくれた。実際当初予想していた通り、恒雄を

始め時間がかかってしまう生徒もいたが、筆者がヒン

トを出したり、誰かに助言をもらうことも OK にして、

全員が解答し終わるまで粘り強く待つことにした。 

ただ、このような授業の取り組みの過程で何よりも

強調したことは「テストではみんなでこうして黒板で

解いたもの以外は出題しない。みんなで行った授業内

容に対して、みんなが責任を持っているから。必ずそ

のままテストにも出す。だからノートをとることをし

て欲しい。英語ができない人、嫌いな人でも、そのノ

ートを丸暗記してこれば点数は取れる」ということだ

った。当初生徒は「そんなこと言って、絶対嘘だし」

と言っていたが、筆者が繰り返し「多少出題順は変え

るかもしれないけど、絶対嘘は言わない」と言うので

徐々に信じてきたようだった。そしてノートも授業終

わりの３分間を使って毎回チェックし、一人ひとり生

徒を労いながらノート作成を平常点に組み入れた。 

加えて、このような座学的な取り組みとは別に、毎

回授業の半分近くを Reading の時間に充てた。Reading

で学校指定の教科書を使い、生徒に任意で２～３人の

グループを形成させ、１か月に LESSON を２つ分くらい

の進度で設定し、毎回の授業で全員 Reading をしてか

ら各自でグループ Reading の作業に取り組ませた。グ

ループ内で１文ずつ交互に、（会話じゃなくても）会話

のように読み合えるよう１ページごとの分担を各自で

決めて読み合わせて、スムーズに読めるようになった

ら筆者を呼んで１ページずつ（可能であれば１～３ペ

ージまとめて）チェックを受けるというルールにした。

お互いに、そして３人グループの時にも、それぞれど

ういう順番で誰がどこを読むのかという分担は、メン

バーの力量に合わせてグループごとに任せた。例えば

１ページに 11 文あった場合、２人であれば１人は１、

３、５、７、９、11 と奇数番目の文を、もう１人は偶

数番目の文を読むことになる。３人グループであれば

１、４、７、10 文目、または２、５、８、11 文目、３、
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６、９番目の文のいずれかを読むことになる。極端な

場合ページによっては、Reading が苦手な生徒が読む

文章が Yes, I am.等の平易なものだけになる時もあっ

たが、それもグループに対するお互いに与えられた役

割貢献であるため OK とした。どちらか（誰か）１人で

も読めなければグループとして不合格になるので、自

分だけできれば良いという認識ではいられないため、

協力して教え合ったり、励ましたりすることが欠かせ

ない。もちろん Reading も進行状況に応じてグループ

ごとに平常点が与えられる。また全部クリアしていな

いグループは、過去にやった LESSON であればどこから

始めても良いというルールにすることで、いつでも開

始もしくは再開が可能であり、各 LESSON の１ページ目

が終わらなければ次のページへ進めないというゲーム

性を持たせた。例えば９月は全員 Reading では LESSON

５をやるが、LESSON５がどうしても２ページ目がクリ

アできなくて、LESSON１～４でクリアしていないペー

ジがあれば、クリアしていないところから各 LESSON

を再トライし、その時期の成績に加点することになる。 

 

2-4 実践を生かすための工夫 

したがって、成績に関しては平常点とテストの点数

の合算となる。そのことをしっかりと生徒に伝え、採

点方法を公表した。平常点は学校の規定で成績の 大

２割までつけられる。もちろん平常点が成績の２割を

占めること、だから平常点満点であればテストが 10

点弱でも追試にはならないこと、逆にどんなにテスト

が良くても平常点が悪ければ成績５は取れないことを

強調し、平常点の内約は毎回のノートチェックと

Reading のクリア状況で決まることとした。逆に黒板

で問題を解くことは点数化しないが、その解答を全員

がノートに取るため、順番が回ってきたら必ず解答す

ることが全員に対してのクラスの一員としての義務で

あり、授業に参加することであると伝えた。そして「

悪、全然やる気が無いのであれば、ノートを取ること

も（グループが許せば）Reading に参加することも僕

は強要しないけど、その分平常点は減る。反対に、ち

ゃんと毎回ノートを取って Reading 頑張ってる人には

平常点が入る。当然だよね？でも、黒板での解答だけ

はするように。それをしないのはみんなに対して不誠

実だから。寝てることよりも許さない。僕は寝てるこ

とは個人の問題だから怒らないけど、クラスの一員で

ある以上、 低限のみんなに対して義務を果たす必要

性はある」と繰り返した。そうした筆者の発言に生徒

は「え、何で寝てて怒らないの？嘘でしょ？！」と驚

いていたが、筆者は「みんなそれぞれ事情がある。部

活で疲れてたり、バイトだったり、人によっては家の

ことで大変だから。眠くなるのは仕方ない。それに、

寝てしまうってことは、それだけ僕がつまらない授業

をしてるってことだから。みんなが寝てしまうのは、

みんなのせいじゃないんだ」と答えた。そんな筆者に

生徒は「先生変わってるね」と言っていたが「でも、

仮に寝てて順番が来た時は起こすけど。僕が起こして

も黒板の解答をしようとしなかったら、その時はどれ

だけテストの点が良くても追試だからね(笑)毎回ノー

ト頑張って書いてReadingも良い人は平常点20点だか

ら。テストで 悪 10 点弱でも追試は無いから」と念を

押し、生徒にとって一番嫌であろう追試を回避するこ

とが授業に積極的に参加することである点を強調した。 

他方で「ノートチェックをするから絶対に授業の延

長はしない。チャイムで終わる」ということを生徒に

伝え、その代わりに授業開始をチャイムから 1 分以内

に可能にすることを生徒に求めた。そのため、チャイ

ムが鳴り終わってから教室へ向かう教員が多い中、筆

者自身がチャイムの鳴る前に必ず教室に入り、廊下に

出たり声かけをしたりすることで全員が机に就くのを

促し、授業の成立を目指した。 

そして何よりも大切にしたのは恒雄の存在だ。恒雄

は人よりもゆっくりではあるが、真面目で、筆者の指

示に対しても素直に取り組む。できるかできないかと

いう結果ではなく、やるかやらないかというプロセス

や意欲を重視した授業方針にすることによって、恒雄

を拾い上げ、クラス内で彼の愚直さに価値を見出させ

ることを試みた。当然それをするためには恒雄に対し

て常に気を配り、彼の前向きな気持ちを授業内で褒め

ながら、他の生徒に対しても恒雄のように挑戦してい

く姿勢を求めた。 

 

３、授業実践の効果と影響 

3-1 実践によるクラスの変化 

 そのような取り組みを始め、まず授業風景において

目に見える変化が表れた。当初、問題を黒板で解くこ

とを恥ずかしがっていたり渋々解いていた生徒達も、

恒雄の愚直な姿勢を褒めることや、生徒それぞれに対

する筆者の声掛けの効果で徐々に積極的に問題を解く

ようになってくれた。例えば、解いている 中には「い

いねぇ、考えてるねぇ、どうなるんだろうねぇ」等、

前向きな声掛けをした。恒雄を含め、仮に答えが間違

っていた時も当然生徒を責めず「いやぁ、おしいいな

ぁ、実はさぁ」と気づきを促したり、「誰かお助けでき

る人いないの～？」とクラス全体の協力を仄めかした。

また解き終わった時には「お疲れ！凄いじゃん！これ

解けないと思ってたよ。難しいのに」等の労いの言葉

や褒めることを欠かさなかった。特に、解き終わって

黒板に羅列された解答を筆者が改めて解説する時にも、

再度全員の前で「よくやったなぁ！正解だよ！」と大
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げさに褒めていった。すると、もう１学期の終わり頃

には、自分の順番になると友達同士で相談したり、（簡

単な問題を解きたかったり、できるところを見せたか

ったりという理由もあるだろうが）どの問題を解くか

取り合いになるほどだった。こうした授業の風景を眺

めながら、筆者は「高校生らしい授業だよね、黒板で

問題解いてみんなに見せるってカッコいいよね」と生

徒達の自尊心をくすぐることも忘れなかった。 

 またテストに必ずそのまま出すこと、そして平常点

にも組み込むということで、ほとんどの生徒がノート

をとってくれた。当然であるが、綺麗に書けている生

徒に対しては「よく頑張った、書けてるね」と毎回労

った。すると当然生徒は少し照れるが、その後も持続

的にノートの作成を行い、色使い等ひと手間加えたり

する生徒も出てきた。そのようなノートの取り方はも

ちろん、ちょっとしたことを褒めることも徹底し、落

書きがあればそれが何か尋ねたり、ただ集団授業をし

ているだけでは見落としがちな個人の表情や外見の変

化をケアして少し雑談をしたり、一人ひとりに対して

声をかけていくことを心がけた。 

対して Reading でも、 初こそ恥ずかしがっていた

が、筆者が各グループに「とりあえず読んでみなよ」

と声をかけて回って「おぉ、惜しい。いいじゃん！で

も、あと、こことここの発音とスムーズさがネックだ

よ。もう一回練習して、再チャレンジしにおいで」と

足りないところを個別にアドバイスし、積極的に筆者

を読んでチャレンジすることを促した。すると徐々に

生徒達は積極的に取り組んでくれるようになった。当

然であるが、できた時には「おぉ！すげぇ。外人みた

いじゃん！めっちゃ、この１文キレイだったよ。○○

さん凄い練習したね！」と思いっきり大げさに褒めた

り、「いやぁ、ここ！この１文なんだよね。○○くんも

うひと頑張りだよ。みんな協力して練習してあげて」

と励まし続けた。 

そうして生徒が積極的に参加するようになるにつれ、

徐々に採点基準は厳しくしていった。当然「何で合格

にしてくれんの！」と不満や悔しがる声も出たが、苦

心しているグループには「じゃちょっと聞いてみな」

と他のグループが読むのを聞かせて自尊心をくすぐっ

た。すると「あぁ、確かに違うわ…」と自分達のどこ

が足りていないのか納得して練習してくれた。アドバ

イスも「この単語はもう少し語尾上げて欲しい。上手

だけど、ここだけアクセントが違う。大げさでもいい

からもう一回練習してみ？」とピンポイントに行うと、

生徒は苦手な部分を極力意識して練習をしてくれる。

すると、言いづらさを緩和するために多少大げさに体

を使って発音して、自分の中に存在しなかった音の表

現をしてみようと努めていた。そういった身体的な表

現に慣れたり、Reading の面白みがわかってきたのか、

グループごとの練習に入る前の全員 Reading で本文の

読み合わせをしている時も、当初恥ずかしがっていた

生徒達も回を重ねるごとに声のボリュームを上げてい

ったし、読みながら自分が担当するであろう箇所の読

み方を積極的に教科書に書き込んでいた。 

また年間通じて１時間ずっと座っているだけの日は

絶対に無く、必ず授業の後半を Reading の時間に充て

た。その結果授業中の居眠りも減少した。生徒がやや

疲れている時は敢えて Reading の時間から始めること

で目を覚まさせ、授業に集中させるよう心掛けた。も

ちろん寝ている生徒も若干名いたが筆者は決して怒ら

ず、授業が終わった時に「眠かったかぁ。疲れとった？

ごめんなぁ」と声をかけたり、黒板の順番が回ってき

た時だけ「悪いけど起こしてやって」と目を覚まさせ

た。すると目を覚ました生徒のほとんどが「あ、先生、

ごめん」と素直に謝ったり、急いで前に出て解答しよ

うとしてくれた。もちろんチャイム１分スタートを徹

底させるため、授業前から教室にいる筆者はチャイム

が鳴った瞬間から教室へ廊下へと声をかけて回った。

ただこの点に関しては、声かけの効果よりも筆者が必

ずチャイム終了を約束したことが貢献した。他の教員

は自らの都合で頻繁に授業を延長するので、生徒達は

それを嫌がっていたようだが、それを筆者は絶対にし

ないということを理解した生徒達は「それなら」とチ

ャイムと同時に着席するようになっていってくれた。 

 他方で筆者が全く意図していなかったことも起きた。

Reading の取り組みによって生徒達が教科書の内容に

「ねぇ、これってどういうことを言っているの？」と

質問してくるようになった。そこでそれを契機と捉え、

なるべく多くの生徒がクリアしている LESSON を座学

の時間の教材として使い、文章内容を解説したり、そ

こから問題を作成していくことも行った。そうするこ

とで徐々に座学の時間と Reading の時間が連結してい

った。自分が読んでいる英文の意味を理解することで、

Reading の 中に「でも先生、これってさ。こんなこ

と本当に起こるの？」等、文章内容そのものに対する

興味や意見も生まれた。 

 

3-2 恒雄の成績と周囲との人間関係への効果 

このような取り組みの結果、問題が中間テストより

も比較的簡単だったことも要因であるが、1 学期の期

末テスト以降は、１学期の中間テストに比べて大幅に

得点が上昇した。それだけではない。中間テストでは

白紙の解答を見受けられたが、期末テストではほとん

どの生徒が解答用紙を埋めており、明らかに英語の授

業やテストに対する意欲の上昇が確認できた。 

やがて２学期にはもっと驚くべきことが起こった。
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恒雄が２学期の期末テストで 74 点を取ってクラス４

位になったのだ。筆者は当然そのことをテスト返却時

に発表した。また 12 月の冬休み前 後の授業で成績が

気になっていた生徒達の前で恒雄が４を取ったことも

伝えると、クラス内では「マジでー。恒雄凄いなぁ！」

と称賛の声が上がった。そして、そうした恒雄の出し

た結果を、意図的に造られたものだと疑う生徒が誰一

人いなかったことがとても喜ばしかった。全員の目に

見て、恒雄が Reading も積極的に頑張っていたことは

明白であったし、テストもできている。テストの得点

が良かったことも「恒雄、頑張って覚えたのか？」と

筆者が問いかけた時「何回も勉強した」と全員の前で

照れくさそうに話したり、普段の授業で前向きに解答

を作成する姿を全員が見ていたからであろう。 

恒雄は１学期こそ、黒板で問題を解く時に相当苦労

していたが、彼には仲良くしてくれる級長の武志がい

たので、武志と相談して解答を書いていた。だが、徐々

に理解が進んできた恒雄は自ら考えたり、筆者に直接

ヒントを求めたりするようになってきた。当初かなり

解答を書くことに時間を要して「また恒雄かよー」と

いう否定的な声も飛んだが、筆者は「そういうことは

言わない。みんなで解くんだから。待とう。恒雄は頑

張って解こうとしてるんだから。それは何よりも素敵

なことだよ」と宥めながら粘り強く待っていた。そし

て、やや不平等ではあるがそんな恒雄が正解した時に

は「すごいなぁ、恒雄君！これ難しんだぞ、よく復習

してるね！」といっそう大げさに褒めた。そのように

筆者が恒雄の、結果だけではなくプロセスを褒めるこ

とを重視した点。また彼の姿勢を模範とすることで当

人も前向きになり、いっそう努力をして結果も出した。

グループ Reading においても当初は簡単な文を読むパ

ートを担当していたが、２学期には長めの文章を丁寧

に読めるようにもなっていた。武志らとの３人グルー

プの中で、「大丈夫？読める？」と心配されたらしいが

「頑張る」と自ら難しいパートを担当し、家でも積極

的に練習していたようだ。 

そして時間の経過と共に、２学期後半には周囲も恒

雄に対して４月当初行われてたような「イジり」をし

なくなった。大介らを中心に、他の生徒達も恒雄は「自

分達よりも劣った存在である」という認識を当初はし

ていたかもしれないが、今では「頑張ってる生徒、結

果を出している生徒」という認識に変わったのであろ

う。恒雄のゆったりした喋り方や行動は相変わらずだ

ったが、頑張って結果を出している彼に対して、それ

も彼の個性として周囲は認め、一定の敬意を払い始め

たようだった。実際体育の後の授業では「恒雄がまだ

着替えてるから、先生もう１分待ってあげて」と声が

出てくるようにもなった。 

３学期には担任から、恒雄のお母さんが「家で英語

の授業の話をするようになった。英語の勉強をするの

が楽しそう」と喜んでいることも聞かされた。筆者は

全く知らなかったが、恒雄は１年生から２年生への進

級時に成績がギリギリで、なかでも英語はかなり苦手

だったようだ。しかしながら今年は、その英語が楽し

くなり、結果的に他教科も力を入れて勉強し、周りの

生徒についていこうとしていたようだ。 

 

3-3 周囲の生徒の成績及び人間関係への効果 

もちろん恒雄だけに限らず、当初授業に積極的に参

加していなかった大介らのグループも恒雄の進化に触

発されたのか、自分にもできるはずと３学期の

Reading では何度も何度もチャレンジするようになり、

１学期には読みもしなかった以前の文章にまで取り組

むようになった。「こんな簡単な文章だったんだぁ。も

っと早くやっとけばよかったなぁ」と愚痴を漏らして

いたが、やればわかりやすく結果が返ってくるという

授業方法に触発されていたようだった。授業中のクラ

スの雰囲気も当初に比べると見違えるほど良くなった。

担任からも「 近クラスの仲が良くて、英語の授業が

楽しいという声をよく聞く」という言葉ももらい、こ

うした筆者の授業実践の効果か、クラスの雰囲気も良

くなったようだった。 

他方で、クラスがこのように変化したのは、単に恒

雄が力をつけ、大介らがそれを認めたからだけではな

いだろう。恒雄を認めた大介らも筆者の前向きな声掛

けや励ましによって、変化していた。ノートチェック

や他の生徒が黒板で解答を作成している間、筆者は授

業と関係ないことでも大介らとコミュニケーションを

とっていた。部活の話、彼女の話、大介らが持ちかけ

てきた何気ない話にも時間が許す限り耳を傾けて、彼

らを理解したかった。当然、早紀らのグループに対し

ても同じように話しかけていた。そうすると授業前の

休み時間の間も、早めに来た筆者に対して大介らは話

しかけてきたりするし、授業が終わった後も時間が許

せばすぐ職員室に戻らず雑談をしていた。加えて、他

の教師なら侮辱行為とみなすであろう授業中に飛んで

くるヤジのようなものも、決して怒らずに笑いに変え

る努力をした。そうしたやり取りの中で、筆者に対し

ての敵対心を次第に弱めた大介らのグループ授業に前

向きに取り組んでくれるようにもなった。 

例えば、大介らのグループは Reading パートナーの

組み換えを行っている。当初適当に２人ずつで組んだ

のだが、実力差や個人の積極性の有無から「俺はもっ

とやりたいけど、こいつがガンガンやるのは嫌だって

言うから」という声を耳にしたので「それなら６人で

話し合って、それぞれの方針に合うように組み直した
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らどう？」とパートナーチェンジを認めた。すると大

介はいっそう積極的に取り組み、恒雄や武志らをライ

バル視して「絶対先にクリアするから！」とチェック

を受けに来た時に意気込んでいた。ゆったりやりたい

と言った別の二人も、お互いの気分や疲れ具合に合わ

せて、それなりに Reading の得点を重ねていった。 

またこういった大介らの変化を陽子ら大人しいグル

ープが快く思ったのか、大介らに遠慮がちだった生徒

達が次第に活気づいてきた。特に陽子はクラスの中で

もトップクラスに英語ができることが後にわかったの

だが、４月当初はその片鱗を見せていなかった。しか

し徐々に積極的になっていった。ある時、陽子は「手

を挙げたり、Reading のチェック受けるのって張り切

ってるみたいで嫌だったけど。今はそんなことない。

平常点満点狙ってる」と筆者に話してくれた。当然、

３学期には陽子を中心にした大人しい生徒達はほぼパ

ーフェクトの平常点を取った。クラス全体において、

英語の授業に前向きに取り組むことが当たり前であり、

恥ずかしいことではないという空気感ができたのかも

しれない。実際に陽子や武志らの大介らに対する認識

も変化したのか、チェックを待っている間、お互いに

わざと耳をそばだて「やっぱうまいなぁ」「ウチらの方

がすごいよ！」と互いに Reading のチェックを聞き合

うようにまでなっていった。 

迎えた３月の終わり頃「先生、来年もいるよね？っ

ていうか、いて欲しい！今までの英語の授業より全然

楽しかったもん。来年もやりたい！」という生徒達の

声はとても幸せだったが、筆者は１年契約のため、こ

の高校を去ることになった。 

 

４、おわりに 

4-1 本稿のまとめと課題 

本稿では、学級経営及びクラスの人間関係の再編を

念頭に置いた英語の授業実践に関する研究に取り組む

ため、まずはその実践部分を記してきた。クラス全体

への前向きな声かけをすると同時に、その中心に困難

を抱えていると思われる恒雄を置くことで、彼の成長

をクラスの人間関係の再編に繋げようとするものだっ

た。そして授業実践を行うことによるクラスの英語へ

の取り組みの変化と恒雄の成長のおかげで、今回のよ

うな結果を生み出すことができた。 

だが、全てが巧くいったわけではない。実は 後ま

で早紀らのグループを授業へ完全にコミットさせるこ

とはできなかった。もちろん全員分担である黒板での

問題解答は毎回やっていたし、Reading にも１学期よ

り参加して平常点を取った。しかし彼氏がコロコロ変

わったり、他高の生徒や大学生と遊びに行ったり、バ

イトで疲れている等の情報は積極的にしてくれるよう

になったが、学校生活や授業に彼女達の居場所を確保

できていないように感じた。３学期はいっそう早紀ら

に気を配って授業へと関心を向けさせ「まぁ、他の授

業よりは楽しかったよ」という言葉ももらったが、実

践が成功したとは言い難いだろう。 

また、せっかく上達した Reading の全体発表会を設

けられなかったことが心残りである。何らかの形で、

生徒の普段の努力を、クラスメイトはもちろん他の教

員や保護者に見てもらう機会が確保できていたら、彼

らにとっては努力を要する大きな挑戦になったであろ

うし、いっそう自信を生むことに繋がっただろう。例

えば藤井啓之は、文化活動には日常を異化する力があ

ることに触れ、文化的行事には非日常の側から日常を

眺め直し、日常への違和感を生み出すことで日常を作

り替えていく力があると述べている（藤井 2012，92）。

つまり発表会という日常とは異なる機会を設けること

によって生徒達の日常を再編し、成長に繋げていける

こととなる。そしてこの視点で英語の授業実践に取り

組んでいたのが絹村（2006，2010a，2010b）である。 

他方で、このようなクラスの変化が英語の授業の枠

組みを飛び越えて、他の教科にどう影響していたのか

を知る機会を設けられなかったことが、学級経営的な

視点で英語の授業を捉える上では 大の反省点である。

確かにクラスの雰囲気は変わり、担任からもクラスの

雰囲気が良いことを告げられたがが、それが英語の授

業のみに留まっていたのであれば、クラスそのものを

変えたとは言い切れない。それは筆者個人や、筆者の

行う英語の授業のみに対する認識を変えたに過ぎない

こととなるだろう。 

 

4-2 次稿への展望 

 本稿は研究（１）であり、英語の授業実践の部分を

記してきた。次稿の研究（２）では、この実践がどの

ような意味を持つのか、どこにポイントがあるのか、

先行研究に照らし合わせながら分析と考察を行いたい。 

他方でこの授業が高校の英語の授業として適切なの

かどうかが疑わしいという声もあるかもしれない。も

ちろんそれは自覚しているし、英語教育の研究者から

すれば、このような授業は看過できるものではないこ

とも十分認識している。しかしながら「高校生だから」

という理由で、目の前の生徒達の現状を無視して検定

教科書の内容を淡々と教えることが正しいとも言えな

い。それでは、彼らの生活現実に目を向けず、授業と

生活との乖離を放置するだけである。教師への不信（竹

内 2006，6-7）も深まるばかりであろう。竹内は、生

徒は自分をエンパワーしてくれる他者を求め、その他

者と共に世界を再構成していくことができる自分を作

り出したいと願っていると述べる（竹内 2006，7-8）。
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そして少なくとも本実践では、生徒の中に英語に対す

る肯定的なイメージを付与し、生徒の関係性を再偏す

ることには成功している。もちろんここから更に、竹

内の論じるようクラスの枠組みを超えた生活世界その

ものを再構成することに繋げていかなければ有意義な

授業として完成しないだろう。したがってそういった

課題も鑑みて、次稿では批判的に分析を行っていく。 
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ースト」への疑問．生活指導，724 号．高文研．48-53． 

                                                           
１ 他者からの承認を得るために造られた親しみやす

い自己像。なおキャラや空気読みに関する更なる考察

に関しては玉木・藤井（2013，107-108）が詳しい。 
２ 調査は、とてもあてはまる、まあまああてはまる、

あまりあてはまらない、まったくあてはまらない、の

４つの選択肢に対して、男子は 33.1％、女子は 35.9％
が、あてはまる方である２つの選択肢を選んでいる。

さらにその内訳を階層別（クラス内での人気を高位、

中位、低位の階層３段階に分け、「いじられキャラ」を

プラスした４段階）で分析すると男子では高位で 37.3、
中位で 22.6％、低位で 44.2％、いじられ層で 69％が

当てはまるを選んでいる。一方女子では高位で 31.8％、

中位で 30.4％、低位で 51.9％、いじられ層で 47％と

なっている。男子いじられ層と女子低位層が 50％を超

えている（本田 2011，55）。 
３ 英語という教科が言語活動中心である点を踏まえ

れば、その学びには身体性が伴う。それによって他者

とのコミュニケーションが比較的とりやすい。この点

においては体育と同様であろう。なお体育における身

体性を活かした授業実践の検討として倉田・玉木

（2017）を挙げておく。 
４ 本稿に登場する人物名は全て仮名であり、実際の人

物とは異なる。 
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未上場トラック運送事業会社の比較経営分析 

An analysis of the management in unlisted truck transport companies 
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Abstract 
In this study, I perform statistical analysis for the quantitative data and non-quantitative data such 

as the financial statements of unlisted truck transport company which is often incorporated in the busi
ness that is various and multi-layered.I aim at getting a tendency of the financial/strategic/organized/co
rporate governance-like management of the truck transport business company. On unlisted company tha
t is hard to get data generally, this study is the comparison business analysis by correlation analysis, t
-test, the multiple regression analysis, and novelty is also high. In addition, the conclusion that this st
udy provides contributes to the strategic development of the manager, and practical. 
 

１．はじめに 

 トラック運送事業者は一部の大手事業者の他は中小零細

事業者が圧倒的に多いことが指摘されている（例えば小野

2008）。全日本トラック協会によれば、平成2年の貨物自動

車運送事業法施行以降、トラック運送事業への新規参入業

者が急増していたが最近では、事業者間の競争が激化し、

事業者数の増加率鈍化とともに退出事業者数が増加してい

る。さらに、我が国の貨物輸送の殆どはトラック運送事業

に頼っている。いわば、未上場会社の事業の継続性が及ぼ

す影響は当該企業だけにとどまるものではない。このよう

な環境下、トラック運送事業経営者には事業承継戦略を含

む優れた経営戦略の策定が求められている。 

 

２．本研究の目的 

本研究では、未上場トラック運送事業会社の財務諸表等

定量的データと非定量的データを対象に統計的分析をおこ

ないトラック運送事業会社の比較経営分析をすることで未

上場運送事業会社の経営の傾向を掴み、得られた結論をつ

うじて経営者の戦略策定に貢献することを目的としてい

る。経営の傾向を掴むために主に次の4つの視座から未上

場トラック運送事業会社の比較経営分析をおこなう。①財

務的視座として財務データとその加工データ、②戦略的視

座として「上場希望の有無」「運送事業のシェア」「取引銀

行数」、「配当金の多少」、③組織的視座として「大卒初任

給」「従業員数」、④ガバナンス的視座として「株主数の多

少」「筆頭株主の持株割合」「従業員持株会の有無」「公的株

主の有無」である。 

 

３．分析対象 

 情報開示が義務付けられている上場会社と異なり未上場

企業の情報入手は容易ではない。そのため本研究では、会

社四季報未上場会社版2016年上期（東洋経済新報社2015）

に収録された企業のデータを基に分析を行う。当該データ

は同社が選出した企業に対して同社の記者による独自取材

に基づいている。従って、企業選出段階でのバイアスが除

去されているとはいえない。また、当該データは「各企業

によって情報開示の姿勢が異なるため企業の回答するデー

タには精粗の差や開示基準の違いがあり、同じ項目であっ

ても、必ずしも単純一律に比較できるわけではない」こと

が明示されており、かつ必ずしも無謬性を保証しているも

のではない。しかしながら、これらの問題は当該データで

なくても解決されるものではなく、さらに未上場会社にお

いては金融商品取引法及び会社法上の監査対象ではないた

め財務諸表の信頼性を担保できる基準が遍くあるわけでは

ない。翻ると、当該データは同社の一定の基準に従って選

出された企業群であり、企業間での精粗の差や開示基準の

違いのおそれ、無謬性が必ず保証されるものではないもの

の、言わば同社基準という一定の範囲内で選出された比較

可能性のあるデータであり、本校執筆時にこれに優るデー

タの存在は見つからなかったため当該データを基に分析を

行う。 
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当該データから分析対象企業の抽出をつぎのとおりに行

う。はじめに、当該データにおいて貨物運送に分類される

61社のなかからトラック運送事業会社ではないタクシー会

社と持株会社を除いた。次に連結企業の業績の波及を排除

するために単独決算の公表されている企業を選んだ。その

うえで、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益・総資

産のすべての財務データの記載がある企業を43社抽出して

いる（表１）。なお、当該データには2年分の財務データの

記載がある企業も含まれるが、企業の個体特性による影響

を避けるため、2年分の財務データの記載がある企業であっ

ても最も新しい財務データを採用するにとどめている。 

表 1 分析対象企業一覧 

池田興業 コマツ物流 日清物流 三ツ輪運輸 

イビデン産業 四国運輸 日通トランスポート 三輪運輸工業 

内宮運輸機工 第一貨物 日鉄住金物流八幡 明治ロジテック 

SBS ロジコム 大興運輸 日東ロジコム 結城運輸倉庫 

エンジニアリングヒロ 大和物流 濃飛西濃運輸 リコーロジスティクス 

王子物流 多摩運送 飛騨運輸 流通サービス 

大沢運送 東亜物流 ホンダロジスティクス 愛知海運 

カリツー 東ソー物流 丸協運輸 栗林運輸 

ギオン 東洋メビウス マルソー JFE 物流 

軽急便 日陸 三菱化学物流 幸楽輸送 

 日新運輸工業 神鋼物流 三井倉庫サプライチェー

ンソリューション 

 

４．分析データと加工 

本研究で分析するデータは次のとおりである。「売上

高」、「営業利益」、「経常利益」、「当期純利益」、「総資産」、

「資本金」は金額で取り扱い百万円単位とした。収益性を

測るため財務データを基に売上高利益率（以下、ROSとい

う）を算出した。「ROS1」は営業利益を、「ROS2」は経常利

益を、「ROS3」は当期純利益を売上高で除している。効率性

の観点からは総資産利益率（以下、ROAという）を算出し

た。「ROA1」は営業利益を、「ROA２」は経常利益を「ROA3」

は当期純利益を総資産で除している。「配当金」は金額で採

用した。「従業員数」は役員・臨時雇用者を除く企業単体ベ

ースを採用した。「運送事業シェア」は、売上高構成比にお

いて倉庫業・荷役業など運送業務とみなせないものと海上

運送などトラック運送事業ではないものを除き、運送業・

貨物運送・運輸・陸上運送などの売上高構成比を％で採用

した。なお判別がつきづらいものは個別に各企業のホーム

ページを閲覧してトラック運送事業であるかどうかを確認

している。「株主数」は実数を採用し、「従業員持株会」は

従業員持株会制度の有無で採用している。「筆頭株主の持株

割合」の単位は％で採用した。「取引銀行数」は実数を採用

しているが、「他」などの標記がある場合には記載の銀行数

に1行分加算している。「大卒初任給の多少」大卒初任給の

金額を百円単位で採用している。「上場希望」については、

「いずれは上場したい」など能動的な記述があるものを

「上場希望あり」として採用した。「公的株主の有無」は、

株主の中に政策実施機関である東京中小企業投資育成株式

会社・名古屋中小企業投資育成株式会社・大阪中小企業投

資育成株式会社・株式会社日本政策投資銀行が含まれてい

る場合には「有」として、含まれていない場合には、「無」

としている。 

 

５．分析方法 

 IBM SPSS Statistics Version22を使用して統計的検定を

おこなう。分析方法及びその手順は内藤・秋川（2012）に

従う。 

 

６．分析結果と発見事実 

6.1相関分析 

「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「当期純利益」・

「配当金」・「総資産」・「ROS1」・「ROS2」・「ROS3」・「ROA1」・

「ROA2」・「ROA3」について２変量の相関分析をおこなっ

た。「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「当期純利益」は

それぞれ高い相関がみられた。これらは会計の構造上のた

めと解される。「配当金」は、Pearsonの相関係数がROA1

＝.467、ROA2＝.409、ROA3＝.373、1％水準で有意であった

(表２)。 
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表 2 相関分析 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 配当金 総資産 

売上高 1 .771** .806** .795** -.075 .844** 

営業利益 .771** 1 .985** .965** -.019 .733** 

経常利益 .806** .985** 1 .984** -.031 .754** 

当期純利益 .795** .965** .984** 1 -.029 .740** 

配当金 -.075 -.019 -.013 -.029 1 -.111 

総資産 .844** .733** .754** .740** -.111 1 

ROS1 .046 .451** .402** .367** .107 .178 

ROS2 .026 .370** .357** .349** .057 .154 

ROS3 -.085 .026 .025 .091 .000 -.005 

ROA1 .158 .473** .434** .405** .467** .081 

ROA2 .222 .497** .495** .472** .409** .117 

ROA3 .269* .493** .504** .540** .373** .191 

 

 ROS1 ROS2 ROS3 ROA1 ROA2 ROA3 

売上高 .046 .026 -.085 .158 .222 .269* 

営業利益 .451** .370** .026 .473** .497** .493** 

経常利益 .402** .357** .025 .434** .495** .504** 

当期純利益 .367** .349** .091 .405** .472** .504** 

配当金 .104 .057 .000 .467** .409** .373** 

総資産 .178 .154 -.005 .081 .117 .191 

ROS1 1 .925** .392** .638** .608** .541** 

ROS2 .925** 1 .640** .475** .515** .547** 

ROS3 .392** .640** 1 -.019 -.011 .260* 

ROA1 .638** .475** -.019 1 .956** .824** 

ROA2 .608** .515** -.011 .956** 1 .884** 

ROA3 .541** .547** .260* .824** .884** 1 

（有意水準 *＝5％,**＝1％） 

 

6.2独立したサンプルの平均値の差の検定 

 非定量的データである「上場希望の有無」・「従業員持株

会の有無」・「公的株主の有無」はそれぞれ「あり」と「な

し」で2群に分けた。定量的なデータでは中央値で折半し

て2群に分けている（表3）。なお、「筆頭株主の持株割合」

は中央値の他に持株割合1/3、2/3でも分けている。帰無仮

説は、「独立した2群の平均値に差はない」として、有意確

率は両側検定で５％をとっている。 
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表 3 中央値 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 総資産 配当金 

有効数 43 43 43 43 43 43 

中央値 24228.00 368.00 421.00 232.00 16770.00 29.0000 

最頻値 789a -533a 124 -182a 1228a .00 

 

 ROS1 ROS2 ROS3 ROA1 ROA2 ROS3 

有効数 43 43 43 43 43 43 

中央値 .0247 .0274 .0143 .0337 .0444 .0256 

最頻値 -0.1a .00a -.01a -.01a -.01a -.01a 

 

 資本金 従業員数 運送事業シェ

ア 

株主数 筆頭株主の持

株割合 

取引銀行数 

有効数 43 43 40 42 40 43 

中央値 100.00 615.00 72.00 4.00 83.750 4.00 

最頻値 100 295 100 1 100.0 4a 

 

 大卒初任給 

有効数 36 

中央値 201.00 

最頻値 200 

（a最頻値が複数あり、そのうちの最小値を表示。） 

 

 財務的視座からの分析結果と発見事実は次のとおりであ

る。 

「売上高の多少」では、「経常利益」・「当期純利益」・「総

資産」・「資本金」・「従業員数」・「筆頭株主の持株割合」・

「取引銀行数」で棄却されている（表4）。「営業利益の多

少」では、「売上高」・「経常利益」・「当期純利益」・「総資

産」・「資本金」・「ROS1」・「ROA1」・「ROA2」で棄却されてい

る（表6）。 

「経常利益の多少」では、「売上高」・「営業利益」・「当期

純利益」・「総資産」・「資本金」・「ROS１」・「ROA2」・「ROA3」

で棄却されている。「当期純利益の多少」では、「売上高」・

「営業利益」・「経常利益」・「総資産」・「資本金」・「ROS

１」・「ROS２」・「ROA2」・「ROA3」で棄却されている（表7）。 

企業の収益性を表すとされるROSについて、「ROS1高低」で

は、「営業利益」・「当期純利益」・「大卒初任給の多少」（表

5）・「ROS２」「ROA1-3」で棄却されている。 

「ROS２高低」では、「営業利益」・「経常利益」・「当期純

利益」・「大卒初任給の多少」（表5）・「ROS1」・「ROA1-3」で

棄却されている。「ROS3高低」では、「営業利益」・「経常利

益」・「当期純利益」・「ROS1,2」・「ROA1-3」で棄却されてい

る。これらから、企業の収益性を表すとされるROSの高低

においては、売上高の平均値に統計的な有意差がみられな

いことが発見された。 

企業の効率性を表すとされるROAについて、「ROA1高低」

では、「営業利益」・「経常利益」・「当期純利益」・「ROS1」・

「ROA2,3」で棄却されている。「ROA2高低」では、「営業利

益」・「ROS1,2」・「ROA2,3」で棄却されている。「ROA3高低」

では、「売上高」・「経常利益」・「当期純利益」・「総資産」・

「資本金」・「従業員数」・「筆頭株主の持株割合」・「取引銀

行数」で棄却されている。 

「総資産の多少」では、「売上高」・「営業利益」・「経常利

益」・「当期純利益」・「資本金」・「従業員数」「筆頭株主の持

株割合」・「取引銀行数」で棄却されている（表8）。「資本金
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の多少」では、「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「当期

純利益」・「総資産」・「資本金」で棄却された。ここから、

総資産と資本金の多少において、企業の収益性や効率性に

統計的に有意であるとは認められるとは言えないことが発

見された。 

 

表 4 売上高の多少（売上高少は１を売上高多は２を付加） 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の

有意確率 

t df 有意確率 

総資産１ 22 9051.95 7789.820 .001 -5.373 24.956 .000 

総資産２ 21 35787.76 21493.946     

従業員数１ 22 379.59 285.823 .012 -4.121 22.214 .000 

従業員数２ 21 1475.29 1185.876     

筆頭株主の持株割合１ 21 55.843 28.0281 .001 -5.442 30.106 .000 

筆頭株主の持株割合２ 19 93.479 14.0762     

取引銀行数１ 22 4.14 1.726 .753 2.588 41 .013 

取引銀行数２ 21 2.81 1.632     

 

表 5 大卒初任給 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率

ROS1 低 17 194.06 13.558 .349 -3.184 32 .003 

ROS1 高 17 206.94 9.724     

ROS2 低 15 191.93 14.013 .237 -3.172 32 .003 

ROS2 高 19 205.00 10.006     

 

表 6 営業利益の多少（営業利益少は 1を営業利益多は 2を付加） 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確

率 

t df 有意確率 

総資産１ 22 13812.59 18090.624 .494 -2.902 41 .006 

総資産２ 21 30800.43 20274.084     

資本金１ 22 230.14 390.934 .000 -2.849 23.576 .009 

資本金２ 21 1057.05 1273.930     

 

表 7 当期純利益の多少（当期純利益少は 1を当期純利益多は 2を付加） 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率 

総資産１ 22 14758.59 18854.779 .589 -2.516 41 .016 

総資産２ 21 29809.39 20365.025     

資本金１ 22 254.91 422.537 .000 -2.644 41 .014 

資本金２ 21 1031.10 1280.465     
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表 8 総資産の多少（総資産少は 1を総資産多は 2を付加） 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確

率 

t df 有意確率

従業員数 1 22 620.59 1051.720 .901 -2.028 41 .049 

従業員数 2 21 1222.81 883.616     

筆頭株主の持

株割合 1 

21 57.329 29.4676 .001 -4.717 30.564 .000 

筆頭株主の持

株割合 2 

19 91.837 15.2062     

取引銀行数 1 22 4.18 1.790 .734 2.802 41 .008 

取引銀行数 2 21 2.76 1.513     

 戦略的視座からは以下の分析結果と発見事実が得られ

た。 

「上場希望の有無」と「運送事業のシェア」では、各デ

ータの平均値に有意差がみられなかった。「取引銀行数の多

少」では、「筆頭株主の持株割合」で棄却されている（表

9）。「配当金の多少」では、「大卒初任給の多少」（表10）・

「ROS1,2」・「ROA1-3」で棄却されている。 

 

表 9 筆頭株主の持株割合 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率

取引銀行数少 20 1.85 .813 .844 -10.941 41 .000 

取引銀行数多 23 4.91 .996     

 

表 10 大卒初任給 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有意確率 t df 有意確率 

配当金少 18 194.61 13.750 .832 -2.732 34 .010 

配当金多 18 206.50 12.320     

組織的視座からは以下の分析結果と発見事実が得られて

いる。 

「従業員数の多少」では、「売上高」・「経常利益」・「当期

純利益」・「総資産」・「筆頭株主の持株割合」で棄却されて

いる。なお、「大卒初任給の多少」では、有意水準10％であ

れば「ROS1,2」と「ROA2,3」で棄却されるものの、有意水

準５％では、統計的な有意差は認められなかった。 

ガバナンス的視座からは以下の分析結果と発見事実が得

られた。 

「株主数の多少」では、「筆頭株主の持株割合」・「取引銀

行数」・「ROS1,2」で棄却されている。 

「筆頭株主の持株割合の大小」では、「売上高」・「総資

産」・「資本金」・「株主数」・「取引銀行数」で棄却されてい

る。筆頭株主の持株割合を1/3で分けた2群では「資本

金」・「株主数」・「取引銀行数」で、2/3で分けた2群では

「売上高」・「総資産」・「資本金」・「従業員数」で棄却され

ている。「従業員持株会の有無」では、「大卒初任給」で有

意差がみられる（表11）。この結果と平均値を見ると従業員

持株会の有る企業の大卒初任給が高いと解釈することがで

きる。次に、「公的株主の有無」では、「運送事業シェア」

（表12）・「筆頭株主の持株割合」（表13）・「取引銀行数」

（表14）・「大卒初任給の多少」（表15）で棄却されてい

る。 
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表 11 大卒初任給 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定

の有意確率 

t df 有意確率 

従業員持株会あり 17 205.71 10.810 .223 2.162 34 .038 

従業員持株会なし 19 195.95 15.533     

 

表 12 運送事業シェア 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有

意確率 

t df 有意確率 

公的株主あり 7 45.29 28.541 .300 -2.866 38 .007 

公的株主なし 33 74.09 23.240     

 

表 13 筆頭株主の持株割合 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有

意確率 

t df 有意確率 

公的株主あり 7 42.714 21.1868 .274 -3.504 38 .001 

公的株主なし 33 80.297 26.5501     

 

表 14 取引銀行数 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有

意確率 

t df 有意確率 

公的株主あり 7 4.71 .756 .014 3.492 22.671 .002 

公的株主なし 36 3.25 1.842     

 

表 15 大卒初任給 

 度数 平均値 標準偏差 Levene の検定の有

意確率 

t df 有意確率 

公的株主あり 5 212.80 17.050 .315 2.186 34 .036 

公的株主なし 31 198.58 12.953     

 

6.3回帰分析 

 非定量的データは二項データに変換している。なお、分

析対象のデータが会計の構造上の問題を含むことから分析

結果には多重共線性の診断をおこなっている。さらに多重

共線性の問題を克服するためにステップワイズ法を用いて

いる。ステップワイズ法は各変数の相関関係に基づくもの

ではなく妥当性に疑問が残るものの、与えられたデータの

分析にはこれらの他に優位な対応方法が見当たらないた

め、本研究の性質上最善の対応方法であると解して分析し

ている。以下は得られた回帰式である。 

ROS２＝-.057＋8.960E-5株主数＋2.073E-5経常利益＋

（-4.804E-7）売上高＋.000大卒初任給（β：株主数

＝.368、経常利益＝.717、売上高＝-.466、大卒初任給

＝.272）。 
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ROA１＝.034＋3.436E-7配当＋2.591E-5営業利益＋（-

7.140E-7）総資産（β：配当＝0583、営業利益＝.631、総

資産＝-.434）。 

ROA２＝.040＋3.047E-7配当＋2.717E-5経常利益＋（-

8.832E-7）総資産（β：配当＝.522、経常利益＝.684、総

資産＝-.542）。 

売上高＝-9671.388＋392.994筆頭株主の持株割合＋.513

総資産（β：筆頭株主の持株割合＝.515、総資産＝.445）。 

営業利益＝-408.937＋.900経常利益＋5.047運送事業シ

ェア（β：経常利益＝.921、運送事業シェア＝.157）。 

当期純利益＝-33.412＋.705経常利益＋（-1.198）株主数

（β：経常利益＝.962、株主数＝-.194）。 

運送事業シェア＝76.520＋（-.101）株主数（β：株主数

＝-.396）。 

 

７．今後の課題 

 本研究では、未上場トラック運送事業会社の比較経営分

析をつうじて、いくつか経営の傾向がつかめた。しかしな

がら、これらの理論的含意は容易に一般化することはでき

ない。なぜならば、単一年度のデータを分析しているため

分析対象企業の外部環境の変化による分析結果への影響は

少ないが、見方を変えると、個別企業の特異な事情が影響

しているおそれは払拭されていない。そのため、より長期

間にわたるデータを分析することでこの問題の解決が求め

られる。また、分析対象企業数が43社であり十分なサンプ

ル数とはいえず分析対象企業の追加が望まれる。それか

ら、トラック運送事業の多様性・複層性を考えれば、土井

のいう着荷主・発荷主（土井他2014,小畠・土井2017）に

ついても説明変数に加えたい。これらは、今後の課題とし

たい。 
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教職員のわいせつ行為のニュース記事のテキストマイニングによる分析 
 

Text mining analysis of news articles on educator sexual misconduct in Japan. 
 

後藤 和史 
愛知みずほ大学人間科学部 

 
Kazufumi Gotow 

Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College  
 
Abstract. 

To clarify educator sexual misconducts in Japan, text mining was conducted on text data of 288 news 
articles. Multi-dimensional scaling and correspondence analysis revealed that educator sexual misconducts 
were classified into five themes: (1) child prostitution, (2) sexual intercourse, (3) invasive sexual contact, (4) 
camera/video voyeurism and (5) nude selfie, which were placed into two dimensions: grade and relationship. 
Further analysis suggested that these results might be useful on abuse preventive education for educators 
and candidates. 
 
Key Word： educator sexual misconduct, text mining, news articles 
 
問題と目的 
 近年，小学校～高等学校の教職員によるわいせつ行為が問

題となっている。文部科学省の報告によると，平成 27 年度

にわいせつ行為等に係る懲戒処分を受けた教職員は過去

高の224名に上り（文部科学省, 2016），各報道機関によって

報道され注目を集めるとともに対策が喫緊の問題となって

いる。 
英語圏では教職員によるわいせつ行為を「educator 

(teacher) sexual misconduct（教職員／教員による性的不行

跡）」や「educator sexual abuse（教職員による性的虐待）」

と表現し，「child sexual molester（児童性的関与者）」の行動

として取り扱っており，主に欧米を中心に多くの調査研究・

対応の提案が行われている（Shakeshaft, 2003; Shakeshaft, 
2004; Shakeshaft, 2013; Knoll, 2010）。 
 日本における教職員のわいせつ行為を問題意識とした実

証的研究として，榊原(2010)や榊原・森脇(2012)は，文部科学

省の公表データを用いて一般母集団における性犯罪率と比

較し，教職員のわいせつ行為の発生率が高いことを示してい

る。 
実際，教職員によるわいせつ行為の抑止に関しては，文部

科学省や都道府県教育委員会が主導する形で対策が行われ

ているが（愛知県教育委員会, 2015など），現状は功を奏して

いるとは到底言い切れない（今村・相坂, 2017, 中日新聞）。 

対策が功を奏さない理由のひとつに情報不足があるもの

と思われる。文部科学省は『公立学校教職員の人事行政状況

調査について』内に『わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状

況（教育職員）』項を設け，懲戒処分を受けた教職員の性・年

齢・校種・行為の態様ごとの実数を毎年公表しているが（文

部科学省, 2012），効果的な対策を練るには十分なデータとは

言えないだろう。 
 本研究の目的 そこで本研究では，小学校～高等学校教職

員によるわいせつ行為をテーマとしたニュース記事を収集

し，テキストマイニングを用いて分析することによって，様

態の詳細（テーマ・ストーリー）を描き出すことを主目的と

する。 
収集・分析のプロセスは，データソースは異なるが，Canter

らの性犯罪のテーマ研究（Canter & Heritage, 1990; Canter, 
Hughes & Kirby, 1998; Canter & Ioannou, 2004など）を参

考に行った。ニュース記事をデータソースとしたアプローチ

は，越智ら（越智・木戸, 2011; 越智・中村, 2014）が大量殺

傷事件を主題に行っている。 
本研究が目指す知見が共有可能になることによって，教員

研修の方向性や校内での防止・抑止策の策定に関する追加的

情報を与えるとともに，大学の教員養成課程においても，小

学校～高等学校の教員免許取得を希望する学生の倫理感の

醸成や衝動コントロール技法の修得を目的とした教育に関
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する基本的情報が得られるものと考えられる。 
 
方法 
 以下の(1)～(4)のプロセスで記事の収集・分析を行ったが，

分析過程の中で問題が発見されて対応したり，記事が追加さ

れたりしたため，実際は(1)～(4)の反復を行っている。 
(1)ニュース記事収集 Google NewsやYahoo!ニュースな

どの総合的ニュースサイトやニュース記事を引用してまと

めて掲載したサイトから教職員の逮捕・懲戒に関する記事を

収集した。 
記事収集の指針としては，加害者が小学校～高等学校およ

び特別支援学校の教職員で，被害者・対象者が初等・中等教

育対象年代の 18 歳未満の少年少女となったものを収集した

が，誤って成人向け動画を流すなど非意図的行為に関する記

事および性的・ジェンダー差別的言動のみが問題と

された記事は除外した。 
収集された記事は小学校～高等学校教諭の逮捕な

いしは懲戒の記事がほとんどとなった。そこで警察

による逮捕の記事と教育委員会による懲戒の記事な

ど，同一ケースによる複数の記事は接続してひとつ

のケースとしてまとめることとした。また，教育委員

会による懲戒処分のまとめのように同一記事に複数

のケースが記載された記事は別件として扱った。さ

らに「更衣室の盗撮容疑で逮捕されたが，余罪追及の

結果トイレの盗撮容疑で再逮捕」のように同一人物

による行為であっても本質的に別内容となる場合は

別ケースとして取り扱った。 
終的に2014年３月から2017年３月にかけての

288 記事が収集され，上記基準によって重複等を勘

案した 263 ケースを事後の分析に供することとし

た。 
この手法は，すべてのケースを系統的に（あるいは

ランダムサンプリングに基づいて）収集するわけで

はないので，男女比や比率の分析などの量的検討は

できないが，事案ごとの内容分析を行うことは可能

である。 
 (2)表記ゆれの統一 収集したテキストデータに

対して，同一の語が別の語として取り扱われること

がないように，英数字を半角に統一したり（例，「Ｌ

ＩＮＥ」→「LINE」），省略語を修正したり（例，「女

子高生」→「女子高校生」，「スマホ」→「スマートフ

ォン」），より慣用的な表現に統一したり（例，「猥褻」

→「わいせつ」）するなどの修正を適宜行った。 
 (3)語・文の取捨選択 結果が語として表記される

ことから，本研究で記載された内容から個人・地域が

特定されることのないように，被疑者や懲戒対象者

などの個人名，都道府県や市町村その他の地域名は

分析から除外した。 

さらに分析結果の理解を容易にするため，研究目的と合致

していない語・文（警察・検察・裁判に関する語，報道関係

語，教育委員会関係者によるコメント）も同様に分析から除

外したが，違反容疑の法律・条例（例，「強制わいせつ」「児

童買春・ポルノ禁止法」「青少年健全育成条例」）および「わ

いせつ（な）行為」「ひわいな行為」は研究目的に沿うものと

して分析対象として残した。 
 また同様の理由で，一部の複合語を指定して抽出した（例，

「女子」＋「生徒」→「女子生徒」，「男性」＋「教諭」→「男

性教諭」）。 
 (4)分析手法 テキストマイニングツールとして KH 
Coder（Ver. 2.00fおよびVer. 3.Alpha.8; 樋口, 2004）を用い

た。共起指標および類似度行列生成には統一的にJaccard係

数を用い，共起分析には，多次元尺度構成法（MDS）・対応

抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数
教諭 161 児童ポルノ 23 携帯電話 12
行為 121 女子中学生 23 着替え 12
女子生徒 114 胸 22 抱きしめ 12
わいせつ 107 裸 22 性的 11
勤務 92 アプリ 21 買春 11
高校 85 インターネット 21 保存 11
男性教諭 80 教員 21 SNS 10
小学校 74 現金 21 教師 10
中学校 69 下半身 20 交際 10
発覚 69 女子児童 20 宿泊 10
相談 68 女児 20 小型 10
学校 58 好意 19 約束 10
生徒 54 指導 19 利用 10
18歳未満 52 迷惑 19 ツイッター 9
知り合 52 校内 18 トイレ 9
児童買春 50 製造 18 興味 9
みだらな行為 49 無料通信アプリ 18 女性教諭 9
ホテル 49 LINE 17 少年 9
禁止法 49 採用 17 常勤 9
講師 48 授業 17 条例 9
盗撮 47 女子 17 送らせ 9
撮影 43 服 17 発見 9
触っ 41 母親 17 不適切 9
自宅 39 クラス 16 部活動 9
スマートフォン 38 児童福祉法 16 保護 9
女子高校生 38 出会い系 16 やりとり 8
複数 38 臨時 16 映像 8
ポルノ 36 スカート 15 施設 8
強制わいせつ 36 メール 15 自家用車 8
動画 36 送信 15 商業施設 8
青少年 33 駐車 15 小学 8
中学 32 連絡 15 小学生 8
担任 31 淫行 14 卒業生 8
男性 31 顧問 14 男子高校生 8
少女 30 公園 14 被害届 8
カメラ 29 更衣室 14 非常勤 8
キス 29 男子生徒 14 路上 8
育成条例 29 迷惑行為 14 会員制交流サイト 7
関係 29 様子 14 学年 7
自分 29 パソコン 13 帰宅 7
教え子 28 ビデオカメラ 13 自身 7
触る 28 ライン 13 書き込み 7
保護者 27 教育 13 情報 7
画像 26 建造物侵入 13 数学 7
児童 26 写真 13 男児 7
女性 26 侵入 13 認識 7
防止条例 26 設置 13 背後 7
目的 25 抱き 13 不審 7
教室 23 サイト 12 部屋 7
健全 23 下着 12 面識 7

Table 1　頻出150語
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分析（コレスポンデンス分析）・共起ネットワークを用いた。 
 
結果 
1. 頻出語 

 全 263 ケース中，頻出 150 語をTable 1 に示した。7～
166回に分布しており，出現頻度が100を超えた4語（「教

諭」「行為」「女子生徒」「わいせつ」）は，本研究の記事収集

指針に従ったものであり，50語未満の語が各ケースの個別

性を反映した語と思われる。 
2. 多次元尺度構成法を用いたテーマ分析 

 教職員のわいせつ行為のテーマを検討するために，10回

以上出現した 114 語をターゲットに多次元尺度構成法

（Kruskal 法）を用いて２次元空間上にプロットした

（Figure 1参照）。この分析では中心部（原点周辺）は各ケ

ースに共通する語がプロットされ，外周部に行くほどテー

マ性の強い語がプロットされる。 
順時針方向でプロットされた語とテーマを説明する。０

時30分～３時方向には，「買春」「出会い系」「現金」など，

いわゆる児童買春（child prostitution）に関する語がプロッ

トされた。３時～５時 30 分方向には「キス」「抱きしめ」

「交際」「好意」など，教職員と生徒との性的交際（sexual 
intercourse）に関する語がプロットされた。５時30分～８

時30分方向には「下半身」「触る」「触っ」「強制わいせつ」

など，教職員による一方的な性的接触（invasive sexual 
contact）に関する語がプロットされた。８時30分～11時

方向には，「盗撮」「カメラ」「更衣室」など教職員による性

的盗撮（camera voyeurism）に関する語がプロットされた。

11時～12時30分方向には，「裸」「画像」「送信」など性的

撮影（いわゆる『自画撮り』，nude selfie）に関する語がプ

ロットされた。 
 さらに詳細に検討するために５回以上出現した 198 語を

ターゲットに多次元尺度構成法を行ったが，同様に「児童買

春」「性的交際」「一方的性的接触」「性的盗撮」「性的撮影」

と命名しうるテーマが得られた。 
3. 対応分析を用いたテーマ・解釈軸の分析 

 教職員のわいせつ行為のテーマを検討するために，15回

以上出現した 82 語をターゲットに対応分析を用いて空間

上にプロットした(Figure 2参照)。分析の結果，多次元尺度

構成法による結果と同様に０～３時方向には性的撮影・児

童買春，３～６時方向には性的交際，６～９時方向には一方

的性的接触，９～12時方向には性的盗撮に関する語がプロッ

トされた。 
対応分析は数量化Ⅲ類と同様，カテゴリカル主成分分析で

あり，多次元尺度構成法と類似の手法であるが，成分軸に意

味を付与することが可能である。第１成分軸（横軸）は，負

値に一方的性的接触・性的盗撮に関連する語とともに「小学

校」「女子児童」がプロットされ，正値に性的交際・児童買春

に関連する語とともに，「女子中学生」「女子高校生」がプロ

ットされた。したがって第１成分軸は性的対象となる児童・

生徒の年齢的発達軸と解釈されるだろう。一方，第２成分軸

（縦軸）は負値に一方的性的接触・性的交際など，教職員自

身の所属する／していた学校の児童・生徒を性的対象とした

行為に関連する語，正値には性的盗撮・性的撮影・児童買春

に関連する語がプロットされた。ケースの具体的記述を参照

すると，性的撮影・児童買春は所属学校外の中学生・高校生

を性的対象とし，性的盗撮は校内外で行われるが接触の程度

は一方的性的接触・性的交際に比べると間接的であり，関係

 
Figure 1 教員によるわいせつ行為のテーマ分析 

（多次元尺度構成法，10語以上） 

 

 
Figure 2 対応分析によるテーマ分析 
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性の程度は浅いものと考えられる。このことから第２成分軸

は関係性の程度を示した軸であると解釈しうる。 
4. 共起ネットワークを用いた関連語分析／共通ストーリー

分析 

ここまでの分析で教職員のわいせつ行為が「児童買春」「性

的交際」「一方的性的接触」「性的盗撮」「性的撮影」とテーマ

が抽出されたことを基として，これらのテーマの詳細を明確

化して各ケースに共通するストーリーを描き出すために，関

連語を抽出して共起ネットワークを用いた分析を行った。関

連語の抽出基準は共起数および Jaccard 係数を参考にした。

また，理解を容易にするために， 小スパニングツリー形式

の図を出力した。そして分析の結果，新たな発見があった場

合，同様の手法で追加分析を行った。 

(1)児童買春 「児童買春」「18 歳未満」「現金」をターゲ

ット語として完全一致検索をしたところ，13ケース22語が

共起語として抽出された。描かれた共起ネットワーク図を

Figure 3に示す。併せて実際のケース記述を参照したところ

「中学校・高等学校の教員がインターネット上の会員制交流

サイト（SNS，含ツイッター）で知り合った女子高校生に18
歳未満と知りながら現金を渡して（渡す約束をして）ホテル

でわいせつな（みだらな）行為を行った」という共通ストー

リーが描き出された。 
(2)性的交際・一方的性的接触 「胸」「下半身」「キス」「抱

きしめ」「触る」「触っ」をターゲット語として部分一致検索

をしたところ，91 ケース 49 語が共起語として抽出された

（Figure 4）。併せて実際のケース記述を参照したところ「小

学校の教諭が教室で教え子の女子児童の胸を触った」「部活

動顧問やクラス担任の男性教諭が女子生徒に対してメール 
 
 

 
Figure 3 児童買春 

 

 
Figure 4 性的交際・一方的性的接触 

 
やLINEをしたりする中で好意をもって，自家用車内で抱き

しめたりキスをしたりした」「男子生徒の下半身を触るなど

のわいせつな行為をした」といったストーリーが描き出され

た。 
 (3)性的盗撮 「盗撮」をターゲット語として検索したとこ

ろ，47ケース13語が共起語として抽出された（Figure 5）。
実際のケース記述を参照したところ「商業施設や書店内で小

型カメラやスマートフォンを用いてスカート内を盗撮した」

「校舎の個室トイレ内にカメラを設置した」「プールの更衣

室の段ボール内にデジタルカメラやビデオカメラを設置し 
 
 

 
Figure 5 性的盗撮 
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Figure 6 スカート内盗撮 

 

 
Figure 7 トイレ盗撮 

 

て脱衣や着替えの様子を撮影した」「録画した画像・動画を自

宅の部屋のパソコン内に保存していた」といったストーリー

が見いだされた。 
このように性的盗撮の対象が主にスカート内・トイレ・更

衣室であることが認められたため追加分析を行った。 
スカート内盗撮 「盗撮」「スカート」をターゲット語とし

て完全一致検索したところ，13ケース25語が共起語として

抽出された（Figure 6）。実際のケース記述を参照したところ

「商業施設や書店内で小型カメラを用いて女子中学生の背

後からスカート内を盗撮した」「コンビニエンスストアで買

い物中の女子高校生をスマートフォンで盗撮した」といった

ストーリーが見いだされた。 

 
Figure 8 更衣室盗撮 

 

 
Figure 9 性的撮影 

 

トイレ内盗撮 「盗撮」「トイレ」をターゲット語として完

全一致検索したところ，７ケース 21 語が共起語として抽出

された（Figure 7）。実際のケース記述を参照したところ「盗

撮目的で自身が勤務する学校の女子トイレの個室に侵入し

てデジタルカメラを設置した」といったストーリーが見いだ

された。 

更衣室内盗撮 「盗撮」「更衣室」をターゲット語として完

全一致検索したところ，13ケース36語が共起語として抽出

された（Figure 8）。実際のケース記述を参照したところ「小

学校で，インターネットで購入したビデオカメラを使って水

泳の授業で着替え中の女児を動画や画像を撮影した」「中学

校で，プールの更衣室内の段ボール内に小型カメラやスマー
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トフォンを設置した」「撮影した動画や画像をパソコン内に

保存した」といったストーリーが見いだされた。 
(4)性的撮影 「送信」をターゲット語として検索をしたと

ころ，15ケース24語が共起語として抽出された（Figure 9）。
実際のケース記述を参照したところ「知り合った女子中学

生・高校生がスマートフォンで撮影した自分の裸などの画

像・動画を無料通信アプリの LINE などを介して送信した」

という共通ストーリーが浮かび上がった。 
5.学校種別ごとの分析 

 学校種別ごとのわいせつ行為の様相を検討するために，共

起ネットワーク（ 小スパニングツリー）を用いた分析を行

った。 
(1)小学校 「小学校」をターゲット語として検索したとこ

ろ，74ケース75語が共起語として抽出された（Figure 10）。
布置された語は，性的盗撮（更衣室・トイレ），一方的性的接

触をテーマとするものが主であり，加えて共有ソフトを用い

た児童ポルノ画像の所持に関連する語が見いだされた。 
(2)中学校 「中学校」をターゲット語として検索したとこ

ろ，69ケース70語が共起語として抽出された（Figure 11）。
布置された語は，児童買春，性的盗撮（更衣室），一方的性的

接触（部活動），性的交際をテーマとするものが主であった。

また，性的交際に関して女子生徒に対する恋愛感情が記され

ることが特徴として挙げられる。 
(3)高等学校 「高等学校」「高校」をターゲット語として

部分一致検索をしたところ，89ケース51語が共起語として

抽出された（Figure 12）。布置された語は，児童買春，性的

交際をテーマとするものが主であり，無料通信アプリLINE
が多く用いられることが特徴として挙げられる。 
(4)特別支援学校 「特別支援学校」をターゲット語として

部分一致検索をしたところ，５ケースが抽出された。具体的

な記述を参照すると５ケース中４ケースが性的交際をテー

マとしており，ホテルなどでみだらな／わいせつな行為を行

っていた。 
6.その他の関連要因 

 (1)部活動 部活動文脈におけるわいせつ行為に着目して，

「部活動」「部活」「顧問」「部員」をターゲット語として部分

一致検索をしたところ，21ケース13語が共起語として抽出

された（Figure 13）。実際のケース記述を参照し 
たところ「指導の一環として女子生徒の胸を触るなどした」

「自家用車内でキスをしたり下半身を触ったりした」といっ

たストーリーが見いだされた。 
 (2)携帯コミュニケーションツール 携帯電話やスマート

フォンなど携帯コミュニケーションツールが関連したわい

せつ行為に着目して，「LINE」「ツイッター」「メール」「携帯

電話」をターゲット語として部分一致検索をしたところ，71
ケース 52 語が共起語として抽出された（Figure 14）。携帯

電話・メール・LINEは性的交際で，ツイッターは児童買春，

スマートフォンは盗撮・性的撮影で用いられる傾向があるこ

とがうかがえた。 
 (3)保護者 保護者の役割に着目して，「保護者」「母親」「両

親」をターゲット語として部分一致検索をしたところ，13ケ

ース 22 語が共起語として抽出された。「母親」「発覚」の

Jaccard係数がそれぞれ.345, .225と高く，実際のケース記述

から，母親が学校や警察署に相談を持ちかけたり被害届を提

出したりすることが多いことが見いだされた。 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 小学校 

 

 
Figure 11 中学校 
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Figure 12 高等学校 

 

 
Figure 13 部活動 

 

 

(4)女性教員 「女性教諭」「女性教員」をターゲット語とし

て部分一致検索をしたところ，９ケース 18 語が共起語とし

て抽出された。実際のケース記述から，女性教員が男女生徒

に対して性的交際をするストーリーと，児童・生徒からわい

せつ行為による被害の報告を受けるストーリーとが見いだ

された。 
 

考察 
 教員によるわいせつ行為の基本的データを得ることを目

的にニュース記事をテキストマイニングによって分析・検討

した。 

 
Figure 14 携帯コミュニケーションツール 

 
1.教員によるわいせつ行為のテーマ・ストーリー 

テーマ分析の結果，「児童買春」「性的交際」「一方的性的接

触」「性的盗撮」「性的撮影」の５つのテーマが同定された。

また，一方的性的接触はサブテーマとして部活動の文脈が見

いだされ，性的盗撮は撮影対象としてスカート内・トイレ・

更衣室があることが見いだされた。また，これらのテーマは

「対象年齢の高低」「関係性の程度」の２つの次元によって布

置されることが示唆された。Figure 15 に分析の結果得られ

たテーマと次元を，Table 2にテーマ・サブテーマ・共通スト

ーリーなどを示した。なお，本研究が同定した各テーマ・共

通ストーリーは個別にカテゴリー化されるものではなく，

Figure 15 に示した隣接テーマ間で類似・併存するものであ

る。 
2.学校種別ごとの様相 

学校種別ごとのわいせつ行為の様相を検討したところ，小

学校では性的盗撮（更衣室・トイレ），一方的性的接触が，中

学校では児童買春，性的盗撮（更衣室），一方的性的接触（部

活動），性的交際が，高等学校では児童買春，性的交際が，特

別支援学校では性的交際が多くみられることが示唆された。

Table 3に校種ごとのまとめを示した。 
コミュニケーションの観点でみると，小学校ではコミュニ

ケーションを介さないタイプのわいせつ行為，高等学校では

コミュニケーションをベースとしたわいせつ行為，中学校で

はその中間的様相，という児童生徒のコミュニケーションス

キルの発達レベルをベースとしたわいせつ行為の選択状況

が見てとれる。加えて，中学校では部活動文脈において「指

導（の一環，～のつもり）」という支配的コミュニケーション

をベースとして一方的性的接触が行われていることがうか

がえる。 
3. 児童性的虐待の観点から 
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 加害者がわいせつ行為を目的と

して，ターゲットとした子どもを本

来の目的を隠蔽しつつ信頼関係を

深めて馴致していく方略を「グルー

ミング（grooming）」，インターネッ

ト上でのコミュニケーションをベ

ースにした形態を「オンライン・グ

ルーミング（online grooming）」と

呼び，警察庁が被害防止の呼びかけ

を行っている（Davidson et al., 
2011; 警察庁, 2013）。 

Elliott, Browne & Kilcoyne 
(1995)は，子どもに性的虐待をした

者に面接調査を行い，グルーミング

方 略 を (1) タ ー ゲ ッ ト 選 択

(targeting) ， (2) 関 係 構 築

(relationship building)，(3)関係維持

(maintaining relationship)の３段

階に定式化した。第１段階では，自

信を失っている／自尊心が低い／

親の監視が弱い／孤立した子どもを性的なターゲットとす

る。第２段階では，世話役になる／プレゼントを買う／一緒

に遊ぶ，など特別な関係になることで子どもからの信頼感や

情緒的きずなを構築するとともに，子どもを一人にする／性

への抵抗感を和らげる／性的好奇心を強化する，などわいせ

つ行為への準備を行う。第３段階では，わいせつ行為への応

諾性を確実にするためのプレゼントなどをするとともに，

「愛情に満ちた」関係の終焉を匂わすなど各種不安をあおる

ことで秘密を守るように仕向けていく。 
 これら児童性的虐待の研究と本研究の知見を重ね合わせ

ると，校内の児童生徒を対象に行われる一方的性的接触や性

的交際の場合，クラス担任や教科担当，部活動を通して知り

合った児童生徒に対して，メールやLINEなどオンライン上

での1対1のやり取りを通してグルーミングを行い，偽りの

信頼関係を構築し，個別指導や自宅，自家用車内などオフラ

インでの1対1状況を作り出し，わいせつ行為を行う，とい

う様相を描き出すことが可能である。 
さらに，1 対1 関係の中で被害報告をしにくい状況が作ら

れていくことから，本研究では取り上げることのできない逮

捕・懲戒に至らないケースも多々あるものと考えられる。 
4.防犯対策・教員養成教育への応用可能性 

 教員のわいせつ行為に関するテーマ・共通ストーリー・校

種別特徴その他に関する本研究の知見に基づいた教職員研

修・教員養成教育に加えて児童生徒への防犯教育への応用的

視座を議論する。 
まず，校内でのわいせつ行為（一方的性的接触・性的交際）

については，オンライン・オフラインに関わらず教員と児童

生徒との 1 対 1 状況を徹底的に避けることが 善策となる。

現実的に困難な場合，教員-児童生徒間でメールや LINE な

どのやりとりを行うときは必ず校長など管理職に明示する

（メールならば cc:設定を行う），あるいは管理職から要求が

あったときにやりとりを開示する義務を課すのも一つの方

策であろう。 
また，母親をはじめとする保護者が被害児童生徒から相談

を受け，警察・学校へ通報していることから，保護者-学校間

の信頼関係に基づいた協力体制を構築することが望まれる。 
性的撮影（いわゆる『自画撮り』）については，児童生徒の

スマートフォンなど携帯コミュニケーションツールの利用

率が高まっており，そして今後，より高まっていくことが予

想される状況下では，教員だけでなく児童生徒に対するイン

ターネット利用に関するリスク教育を行うことで，児童生徒

自らが裸などの映像・動画の撮影・送信を行う性的撮影行動

の防止につながるものと思われる。実際，シンポジウムなど

啓蒙活動が行われており，今後の展開が期待される（山本, 
2017）。 
児童買春については，買う側（教員）だけでなく売る側（主

に中・高校生）の意識も高めなくてはならない。櫻庭他(2001)
は，女子高校生の『援助交際』行動の背景要因を検討し，約

5％の女子高校生が『援助交際』を体験しており，『援助交際』

傾向に対して，流行同調性・ぬくもり希求・金銭至上主義・

関心の狭さが正の影響を，性規範意識・親への肯定的感情が

負の影響を及ぼしていることを明らかにした。一方，宇井他

(2008)は成人男性の買春意識を検討し，成人男性の14.6％が

過去4～5年に（18歳未満に限らない）買春を経験しており，

買春経験群は20歳代や30歳代に多く，性的欲求が高く，男

女平等意識を有さず，ぬくもり希求が高い，家族との情緒的

Figure 15 教員のわいせつ行為のテーマと解釈軸 
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絆が低い，という特徴を有していることを明らかにした。こ

のような知見から間接的に児童売買春リスクの心理学的要

因をある程度予測することが可能なことから，事前にアセス

メントによって児童売買春のリスク群を把握し，行動コント

ロールスキルを身につけさせる教育的介入を教員・生徒に対

に対して行う必要があるだろう。 
加えて，2017年（平成29年）４月より外部人材による非

教員の部活動指導員が制度化され，学校職員として指導や引

率が可能になったが，部活動文脈のわいせつ行為がみられる

ことから教員同様の研修体制が必要となると思われる。 
認知行動療法の可能性 近年，国内外で性犯罪加害者の再

犯防止を目指した心理療法的アプローチが試みられており，

とくに認知行動療法の効果があるとされている（朝比奈, 
2010; 嶋田, 2010; Dennis et al., 2012）。認知行動療法は他の

心理療法と比べて応用範囲が広く，予防を目的とした心理教

育的アプローチも試みられ，その効果が検討されている（及

 

Table 3 校種別教員によるわいせつ行為のテーマ・サブテーマ 

校種 テーマ・サブテーマ 

小学校 性的盗撮（更衣室・トイレ），一方的性的接触 

画像・動画の所持・共有 

中学校 児童買春，一方的性的接触（部活動），性的盗撮（更衣室），性的交際 
高等学校 児童買春，性的交際 
特別支援学校 性的交際（ホテル） 

 

 

Table 2 教員によるわいせつ行為のテーマ・サブテーマ・共通ストーリー・関連語 

テーマ サブテーマ 共通ストーリー 関連語 

児童買春  ・ 中学校・高等学校の教員がインターネット上の

会員制交流サイト(SNS)で知り合った女子高校

生に 18 歳未満と知りながら現金を渡して（渡

す約束をして）ホテルでわいせつな（みだらな）

行為を行った。 

ツイッター 

性的交際  ・ 部活動顧問やクラス担任の男性教諭が女子生

徒に対してメールや LINE をしたりする中で好

意をもって，自家用車内で抱きしめたりキスを

したりした。 

恋愛感情(中学) 

携帯電話 

メール 

LINE 

一方的 
性的接触 

 ・ 小学校教諭が教室で教え子の女子児童の胸を

触った。 

・ 男子生徒の下半身を触るなどのわいせつな行

為をした。 

 

部活動（中学） ・ 指導の一環として女子生徒の胸を触るなどし

た。 

性的盗撮 スカート内 ・ 商業施設や書店内で小型カメラを用いて女子

中学生の背後からスカート内を盗撮した。 

・ コンビニエンスストアで買い物中の女子高校

生をスマートフォンで盗撮した。 

スマートフォン 

トイレ ・ 盗撮目的で自身が勤務する学校の女子トイレ

の個室に侵入してデジタルカメラを設置した。 

更衣室 ・ 小学校で，インターネットで購入したビデオカ

メラを使って水泳の授業で着替え中の女児を

動画や画像を撮影した。 
・ 中学校で，プールの更衣室内の段ボール内に小

型カメラやスマートフォンを設置した。 
・ 撮影した動画や画像をパソコン内に保存した。 

性的撮影  ・ 女子中学生・高校生が自らスマートフォンで撮

影した自身の裸などの画像・動画を LINE など

無料通信アプリで送信させた。 
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川・坂本, 2007; 佐藤他, 2009）。 
そこで教職員研修や教員養成教育を通して，性衝動コント

ロールに問題のある個人や困難となりうる状況下での認知・

感情・行動を明らかにし，対処スキルを身につけることを目

的とした認知行動療法的セッションを行うことで，単に「児

童・生徒へのわいせつ行為を許さない」という罰則的方向性

だけでなく，教員各個人が性衝動コントロールをめぐる問題

を抱えた際に，教員個人内，教員仲間内で解決していくこと

が可能になると思われる。 
5.本研究の問題点 

 方法論的問題点の観点から２点，本研究の問題点を指摘し，

今後の展開における留意点とする。 
第一に情報収集プロセスの観点に関して，本研究ではウェ

ブ上のニュース記事を検索・収集したが，新聞記事データベ

ースのように系統的に収集したとは言えず，すべてのニュー

ス記事を収集したかはわからない。また，報道機関ごとに公

開記事の多寡や記事の情報量の差異が大きく，各報道機関の

ニュース記事公開基準によるところも大きい。したがって，

すべてのわいせつ事案を分析対象にしたとは言えず，本研究

の結果は限定的なものではあるものの，このようなアプロー

チは先行研究では見られず，今後の研究への橋頭保となりう

るだろう。 
第二に，分析プロセスの観点に関して，本研究ではテキス

トマイニングを用いて語と語の連関規則をベースとした分

析（多次元尺度構成法・対応分析・共起ネットワーク）を行

った。結果的に，本研究の知見は，語と語のつながりのみを

表面的に描いたものとも言える。一方，本研究で用いたテキ

ストマイニングソフト（KH Coder）は，カテゴリーを設定し

て連関規則を検討することも可能ではあるが，探索的状況下

でトップダウン的なカテゴリーを設定することは望ましい

とは言えない。そこで，本研究で得られたテーマ（カテゴリ

ー）や共通ストーリーを利用することで，さらなる有用な情

報を提供できるものと思われる。 
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備考 
 筆者の所属大学は教員養成（中高保健体育，養護教諭）を

行っているが，筆者自身は直接的には教員養成教育には携わ

っていない。ただし，教員免許取得を希望する学生が卒業単

位を満たすために筆者の心理学関係の授業を履修している

場合がある。その他，本研究において特記すべき COI はな

い。 
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保育系学生はどのように箸を持っているか？ 

―箸の持ち方と箸に対する考え方の現状― 

 

How do students studying early childhood education hold chopsticks? 

 ―The way of holding and awareness regarding chopsticks― 
 

小田 香里 1)，戸谷 百合子 2)，中島 志保 3)，内藤 千都香 4) 
愛知みずほ大学短期大学部（非常勤講師）1)，岡崎女子短期大学 2)，名古屋女子大学 3)，名古屋南保健所 4) 

 

Kaori ODA1)，Yuriko TOTANI2)，Shiho NAKASHIMA3)，Chizuka 

NAITO4) 
Aichi Mizuho Junior. College1), Okazaki Women’s Junior. College2),  
Nagoya Women’s University3), Nagoya South public health center4) 

 
Key words：箸の持ち方 保育士 生活習慣の獲得 

 
Abstract. 

We conducted a survey to investigate “How do students studying early childhood education hold 
chopsticks?: The way of holding and awareness regarding chopsticks”, and clarified the following: 
(1) Approximately 70 and 30% of the total subjects (students studying early childhood education + 
students studying other disciplines) held chopsticks in traditional and non-traditional manners, 
respectively. This situation has not changed for the past 10 years.  
(2) More than 90% of students who held chopsticks in a traditional manner responded that they 
learned the way of holding them from their family, showing the importance of cooperating with the 
family to establish favorable lifestyle habits.  
(3) Sixty-percent of students who held chopsticks in a non-traditional manner showed a “wish to 
correct their way of holding chopsticks”. The number of students with this wish was higher among 
those studying early childhood education than those studying other disciplines. This result was 
marked among 2nd compared with 1st year students.  
(4) As reasons for “wishing to correct the way of holding chopsticks”, many 1st year students responded 
“for my own sake”; however, 2nd year students responded “to be a role model for children after 
becoming a nursery teacher” and “to teach children”, revealing that they wished to correct their way of 
using chopsticks for the purpose of teaching favorable lifestyle habits to children in the future.  
Conventionally, nursery teachers cooperate with the family to help children acquire favorable lifestyle 

habits, such as holding chopsticks in the correct way.  
 However, since students who hold chopsticks in a non-traditional manner cannot teach the traditional 
way to their students, many of them wished to “correct their way of holding chopsticks”. Such 
willingness was brought about by their experience of early childhood education and nursery training 
practice they had received in the course. It is important to instruct students studying early childhood 
education on the correct way of holding chopsticks through “child health” lectures. 
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Key words: way of holding chopsticks, nursery teacher, acquisition of lifestyle habit 
 
Ⅰ はじめに 

 生活習慣の獲得は、子どもたちが社会生活を営む

上での基礎となり、ひいては生涯を通じた健康を守る

上でも必要なものである。幼少期における年齢発達に

応じての支援は、正しい生活習慣の獲得につながって

いる。保育所や幼稚園では家庭と協力しながら子ども

たちに様々な生活習慣獲得のための支援をしている。 
表 1 

 

しかし、近年おいしく食べられれば箸の持ち方は関係

ないと考える思想もあるが、本当にそうだろうか。「伝

統的な箸の持ち方は、使わない指は一本もなく、５本

の指が満遍なく相互に連携して動き、巧妙なバランス

感覚と力の均衡で動く。伝統的な持ち方だけがすべて

の指の力を誘い出すことができる」（奥田、2013）¹⁾と

奥田は述べている。伝統的な箸の持ち方は、機能的に

も理にかなっており、また和食と一体になって長い歴

史の中で培われてきた。 
 ３歳半頃になると、家庭や保育所や幼稚園で箸の使

い方や食器の正しい持ち方を指導し、食事のマナーを

知らせていく（表 1）。最初は上手に持てないが、大人

たちの関わりにより、徐々に上手くなっていく。保育

系学生は保育士になると、子どもたちに箸の使い方を

教える立場になる。 
しかし、その保育士を目指す学生たちは、実際はど

のような箸の持ち方をしているのだろう。また、正し

く箸を使える必要性を感じているのだろうか。そして、

自分の箸の持ち方に対してどのように考えているのだ

ろうか。今回、学生へのアンケート調査をもとに、「保

育系学生たちの箸の持ち方に対する現状と考え方」を

保育系以外の学生と比較検討してみた。そして、この

調査を分析することで、今後の保育士養成における教

科目「子どもの保健Ⅰ」「子どもの保健Ⅱ」おける教育

の参考としたいと考えた。 

 

 

Ⅱ 方法 

（1）調査対象者 
Ａ県Ｎ市のＡ女子短期大学 1 年・２年生。保育士コ

ース６９名、養護教諭コース２８名、オフィスコース

２２名の計１１９名であった。 

（2）調査期間 

平成２９年５月２５日から６月１日。 

（3）調査方法と内容 
①質問紙調査 

実際に箸を持たせながら教員が立ち合い、質問紙に対

し回答を書き込んでもらった。質問紙調査は、授業前

に実施した。回答所要時間は１０～１５分であった。

（無記名） 
一般的に正しい箸の持ち方とされている箸の持「伝統

的な箸の持ち方」と定めた（奥田、2013）¹⁾ 
  
 ②質問紙 
 問１、いつごろ箸を持ち始めたか。 
 問２、正しい箸の持ち方ができているか。 

日常的な箸の持ち方を 8 種類の中から選択する。 
Ａ伝統的な持ち方  Ｂ      Ｃ         

    
Ｄ                Ｅ        Ｆ          

    
Ｇ        Ｈ 

  
問３、 

１）問２において、Ａ「伝統的な持ち方」と回答した

場合 

①いつごろその箸の持ち方になったのか。 

②誰に教わったか。 

③なぜそのように持つようになったか。 

④非伝統的な箸の持ち方を見たときどう思うか。 

 

２）問２において、Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ「非

伝統的な箸の持ち方」と回答した場合 

①いつごろその箸の持ち方になったか。 

②なぜそのように持つようになったか。 

112



資料 

③非伝統的な箸の持ち方を見たときどう思うか。 

④箸の持ち方について誰かに何かを言われるか。 

⑤あなたは箸の持ち方を直そうと思うか。（その理

由） 

 

問４、食事で苦労したことがあるか。それはどうして

か。 

 

③倫理的配慮 

 調査対象者には、調査の趣旨、調査への回答は自由

であること、調査票は厳重に保管し統計的に処理 

が成されること、調査以外での使用はないことを口頭

にて説明し、調査への協力を依頼した。学生に対して

は、成績には一切影響しないことも追加説明した。調

査票の回収を持って、同意を得たものとした。質問紙

は無記名とした。 

 

Ⅲ 結果及び考察 

(１）箸の持ち方 

箸の持ち方には大きく分けて２つある。伝統的持ち

方と伝統的でない持ち方（以下、非伝統的持ち方と表

示する）である。前者は日本古来より言い伝えられて

きた持ち方をいい、Ａとした。伝統的でない持ち方

（非伝統的持ち方）を、Ｂ～Ｈとした。（奥田、

2013）¹⁾ 

 問１では、伝統的な持ち方の者は、保育系学生

66，7％に対して、保育系以外の学生は 74，0％だっ

た。(表 2) 

表２ 箸の持ち方                 

 

 

 

奥田の先行調査（奥田、2013）¹⁾でも、伝統的な持ち

方をしている女子大学生の平均 62，5％だった。これ

らを比較して考えると、今回の調査では保育系学生と

非保育系学生は大きな差はなく、10年前の奥田の先

行調査と比べるとあまり変化がないことがうかがえ

る。 

 次に非伝統的な箸の持ち方では、Ｇ型（交差してい

る）が最も多く、次いでＥ型（中指が２本の箸の

下）、Ｄ型（中指が２本の箸の上）と続く。食べにく

そうな、Ｇ型（箸が交差している）学生が１０％以上

いたことに驚く。(図 1) 

図 1 

 

(２)いつ頃その持ち方になったか。 

 「いつ頃からその持ち方になったか」という問いに

答えてもらった。伝統的な持ち方をしている学生（全

体：保育系＋保育系以外）の 27％が小学生以降、

19％が幼児期（～６歳）と答えているように、幼少期

に伝統的な箸の使い方を獲得したと思われる。しか

し、伝統的な持ち方をしている学生（全体：保育系＋

保育系以外）の約 50％が「分からない」と答えてい

る。(図 2) 

図 2 

①いつごろその箸の持ち方になりましたか？ 

伝統的な箸の持ち方の学生 
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非伝統的な箸の持ち方の学生 

 

 

さらに、非伝統的な持ち方をしている学生（全体：保

育系＋保育系以外）に至っては、80％近くが「分から

ない」と答えている。(図 2)これは、幼いため記憶が

あいまいになっていることが伺われる。より正確な結

果を得るために、今後は保護者を含めたアンケート調

査を実施することが必要と考える。 

 

(３）箸の持ち方は誰に教わったか。なぜそのように

持つようになったか。 

 伝統的な箸の持ち方の学生は、家族に箸の持ち方を

教わった（保育系学生：96，9％、保育系以外の学

生：94，0％）が最も多く、9割以上が家族に教わっ

ている。（家族：父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・親

戚） 

次いで、保育士・幼稚園教諭・教員（保育系学生：

1，6％、保育系以外の学生：1，6％）に教わってい

る。(図 3)この結果から、生活習慣の獲得は、家庭と

の連携なしでは考えられないことが伺われる。 

 

 

図 3 

誰に教わりましたか？(複数回答) 

 

 では、「なぜ、そのように持つようになったか」聞

いてみた。(図 4)伝統的な箸の持ち方をしている学生

は、「幼児期に練習した」（保育系学生：51人中 18

人、非保育系学生：40人中 17人）が最も多く、幼児

期の訓練によって獲得したといえる。また「家族に言

われて直した」（保育系学生：51人中 19人、非保育

系学生：40人中 14人）が続き、ここでも家族の働き

かけが重要であることが伺える。その他の中に少数で

はあるが、「鉛筆の持ち方を教わった時、自然に持っ

ていた気がする」「習字を習い始めて、箸も同じだと

教えてもらった」などの表現もあった。正しい鉛筆や

字の練習が、箸の持ち方に繋がっていることもわか

る。箸の持ち方と鉛筆の持ち方は関連している。谷田

貝は「２本の箸をまともに持って、下箸をぬいて、残

った上箸を適当なところまで引き上げた状態が、鉛筆

の正しい持ち方である。」（谷田貝、1985）⁴⁾と述べ

ており、箸を正しく持つという生活習慣の獲得と学習

は大きく影響しあっている。 

 一方、非伝統的な箸の持ち方の学生にも「なぜその

ように持つようになったか」聞いてみた。 

①親に教わらなかった（保育系学生：0人、保育系以

外の学生：0人）、 

②持ち方を直されたり、直せと言われたが直らなかっ

た（保育系学生：24人中 11人、保育系以外：13人中

6人） 

③いつの間にかそうなっていた（保育系学生：24人

中 12人、保育系以外の学生：13人中 6人） 

②と③を合わせると（保育系学生：24人中 23人、保

育系以外の学生：13人 12人）、ほとんどの学生が、

教わってはいるが直らなかったり、いつの間にか間違

った箸の持ち方のまま習慣化した様子が伺われる。 

 

 

図 4 

なぜそのように持つようになりましたか？（複数回答） 

 

(４)箸の持ち方に対する周囲の目：非伝統的な持ち方

を見たときどう思うか。 

 伝統的な箸の持ち方をしている学生の 8割近くが、

「少し気になる」「食べにくそうに思う」「直すよう
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に練習したらいいのにと思う」と答えている。（保育

系学生：86，4％。保育系以外の学生：77，1％）一

方、非伝統的な箸の持ち方をしている学生の７割近く

も「少し気になる」「食べにくそうに思う」「直すよ

う練習したらいいのにと思う」（保育系学生：７

２％、保育系以外の学生：６６，７％）と答えてい

る。やはり、箸の持ち方に対する周囲の目は厳しいと

感じる。特に、保育系の学生の方が箸の持ち方を気に

している傾向が強く、保育士になる意識を持っている

と感じる。 

 では、非伝統的な箸の持ち方をしている学生に対し

て、「箸の持ち方について、誰かに何かを言われる

か」聞いてみた。「言われる」（保育系学生：６５，

２％、保育系以外の学生：５４％）と、半数以上が周

囲に箸の持ち方を指摘されている。しかも、指摘され

ても直っていない実態がわかる。さらに、保育系学生

のほうが、周囲から箸の使い方を指摘されている率が

高いことがわかる。 

 

(５)食事で苦労したことがあるか。 

 その箸の持ち方で食事のとき苦労したことがあるか

聞いてみた。伝統的な持ち方の学生は、９３，５％の

学生が「食事で苦労したことがない」と答えていて、

非伝統的な持ち方の学生も８７，５％の学生が「食事

で苦労したことがない」と答えている。伝統的な持ち

方の学生は食事で苦労することが少ないのは当然だ

が、非伝統的な持ち方の学生も食事で苦労していない

ことがわかる。非伝統的な持ち方の学生のほとんど

が、習慣化し慣れているから不自由を感じていない実

態が伺える。 

 

(６)大人になってから箸の矯正をする意思があるか。 

 ここで、非伝統的な持ち方の学生に箸の持ち方を直

そうと思うか尋ねたところ、「はい」が６１%であっ

た。（保育系学生：６９，６％、保育系以外の学生：

５３，３％）特に保育系学生の方が直したいという考

えがやや多いことがわかる。さらに、「はい」と答え

た保育系学生を１年生と２年生で比べたところ、（１

年生：５４，５％、２年生：８３，３％）２年生のほ

うが、箸の持ち方を直したいという意識がやや高い。

それは２年生になると保育所実習や幼稚園実習に行く

ため、子どもと食事をする機会も多く、箸の持ち方を

気にするようになるのだろう。自由記述で箸の持ち方

を直したい理由を聞いてみた。１年生の理由は、「大

人になったとき大事だから」「大人になったとき恥ず

かしいから」「みっともないから」など個人的な理由

が多いが、２年生は「保育士になったとき見本になる

から」「子どもに教えることがあると思うから」など

子どもたちへの指導を視野に入れた理由が多かった。 

 このことから、保育系学生は非伝統的な箸の持ち方

を指摘される頻度は高く、また、大人になってもまだ

変える気構えを示していることが伺える。 

 面白いのは、高校生のとき伝統的な持ち方に直した

学生２名の回答に、「バイト先で指摘され直した」

「彼氏に言われて直した」という記述があり、興味や

関心があれば何時からでも変えていくことができるこ

とを示している。 

 

Ⅳ おわりに 
 保育系学生は「どのように箸を持っているか？：箸

の持ち方と箸に対する考え方の現状」を探る目的で調

査研究を行ったところ、いくつかのことが明らかにな

った。 
①全体（保育系＋非保育系学生）の約７割が伝統的な

持ち方をしており、約３割が非伝統的な箸の持ち方を

している。奥田の先行調査（奥田、2013）¹⁾と比較す

ると、ここ１０年は大きな変化はない。 
②伝統的な箸の持ち方をしている学生の 9 割以上が、

家庭で教わったと答えていて、生活習慣の獲得には家

庭との連携が重要である。 
③非伝統的な持ち方をしている学生のうち６割は、「伝

統的な箸の持ち方に直したい」と思っている。なかで

も保育系学生は非保育系の学生より多くの者が、「伝統

的な持ち方に直したい」と考えている。それは１年生

より２年生の方が、その率はやや高くなる傾向であっ

た。 
④「伝統的な箸の持ち方に直したい」理由として、保

育系１年生では、「自分自身のため」が多かったが、２

年生になると「保育士になったとき見本になるから」

「子どもに教えることがあるから」など子どもたちへ

の生活習慣の指導のために、箸の使い方を今からでも

直したいと考えていることがわかった。 
保育所や幼稚園で、生活習慣を獲得することの意義

について、無藤はこう述べている。「生活習慣の獲得は、

自立を手に入れ、自分の健康を自分で守れるようにな

る。園で身につけた生活習慣は、子どもたちが社会で

生きていくうえでの基礎となる。大人になってから、

必要なくなる生活習慣はほとんどない。自然に体が動

くほどいつでも、どこでもできる力として生活習慣を

獲得しておくことが、今後の彼らの健康を守る上でも

必要である。」（無藤、2015）¹²⁾ 
本来ならば、保育士は箸の使い方などの生活習慣を獲

得できるよう、家庭と協力しながら保育所や幼稚園で

援助していく。 
しかし、非伝統的な箸の持ち方の学生は伝統的な箸の
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使い方を子どもたちに教えることが出来ないため、「今

からでも伝統的な持ち方に直したい」と考えている学

生が多いことがわかった。これは入学後に受けた教育

や保育実習などの経験を通して、より真剣に箸の持ち

方を学びたいと考えていることを意味する。子どもの

保健の授業を通して、保育学科の学生に正しい箸の持

ち方を習得できるよう指導していくことが大切である。 
Ⅴ 今後の課題 
 今回は調査期間が限られていたため、被験者が十分

でないことが残念であった。今後も調査を続け、被験

者を増やし今回見られた結果が普遍的といえるのかど

うか確認したい。また経年的推移も調べていきたい。

今回の研究調査の対象が学生だけであったが、より正

確な情報を収集するためには、保護者への調査も視野

に入れていきたい。 
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問題と目的 

 近年，健康に対する人々の関心は高まる一方である。

特に、わが国では，毎年２万人を超す人が自殺で亡く

なっており，精神保健といった心の健康を扱う学問も

その重要性を増しているといえよう。精神保健は「精

神の健康を維持，増進する営みとそのための学問(吉松

ら, 1993)」と定義されるように，たんに心の問題を扱

うのではなく，より能動的に心の健康を目指そうとす

るものである。そのひとつの鍵となるのが、「首尾一貫

感覚(Sense of Coherence，以下 SOC)」である。 
 A. Antonovsky(1979)は，「病気の原因や要因に着目

しその軽減・除去を目指す」に着目せず，「人間の健康

はどのように回復・維持・増進されるのか」に着目し

た健康生成モデルを提唱した。Antonovsky は，実際

に，アウシュビッツ強制収容所に収容された経験を持

つ人等を対象にした研究の中で，そのような悲惨な経

験をしても予後の適応が良い人たちがいることに着目

し，彼らが「なぜ健康でいられるのか」という要因を

追求した。それらの研究の中から，「SOC」が重要な

要因のひとつであることを見出した。 
 SOC とは，①“自分の置かれている状況を把握ある

いは予測し，納得できる感覚がもてる“という「把握

可能感(sense of comprehensibility)」，②様々なストレ

ッサーに対し，自分自身が所持あるいは周りの援助に

よりストレスに対する資源が確保されており，それを

使用することでストレスを処理することができる“と

いう「処理可能感(sense of manageability)」，③”様々

なストレッサーは自分に対する挑戦であり，歓迎すべ

きことである“という「有意味感(meaningfulness)」
の３つの下位概念から構成され，これらの感覚が強い

ほどストレスに強いとされる。 
 このような SOC の形成には，“一貫性の経験”，“過

小負荷と過大負荷のバランス”，“結果形成の参加”の

3 つの人生経験が挙げられており，それぞれ，把握可

能感，処理可能感，有意味感の形成に繋がるとされて

いる（Antonovsky, 1979,1987）。しかしながら，この

SOC が実際にどのような経験からどのように形成さ

れうるかという研究は少ない。 
 Antonovsky(1987)は，SOC の形成において，乳幼

児期から思春期における家庭環境，成功体験をはじめ

とする様々な人生経験，思春期から成人期初期におけ

る社会関係，といった要因が重要であり，SOC はこの

ような良質な人生経験によって形成されるとしている。

より限定的には，思春期における SOC の発達につい

て，「子ども時代に据えられた強い SOC のためのいか

なる基礎も，思春期にはひっくりかえることが予想さ

れる」とし，思春期の重要性を説いている。加えて，

木村ら(2001)，戸ヶ里(2008)は，Antonovsky(1987)が
SOC 形成に関する仮説において学校における重要性

を言及していないことを指摘した上で，SOC 形成にお

いて「学校」の果たす役割の重要性を述べている。ま

た、学習指導要領改正では、“変化の激しい現代社会に

おいて，学校で学んだ知識のみで社会生活を営むので

はなく生徒一人一人が自ら個性を発揮し，困難な場面

に立ち向かう力”とされる「生きる力」(文部科学省, 
2011)というキーワードが盛り込まれており、学校教育

の段階から困難な場面に立ち向かいよりよく生きる力

を積極的に育む方向性が示唆され、生きる力と SOC
の関係も考察されている(戸ヶ里ら, 2011)。実際に，戸

ヶ里(2011)は、学校生活におけるさまざまな参加経験
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の有無が SOC を左右することを示しており、基本的

な学校生活とともに，学校生活で大きな問題となる「い

じめられ体験」も同時に検討している。ただし、そこ

ではいじめの「有無」のみの検討に止まっているが、

一口にいじめといっても様々な様態があり(文部科学

省, 2009)、その影響力も異なることが考えられる。以

上から、いじめの様々な様態別の影響力をはじめ、学

校生活での各経験、それらを経験する時期など、より

複合的な視点から SOC 形成に重要な経験を検討する

ことが望まれる。 
 そこで本研究では，大学生・専門学校生を対象に，

学校生活体験といじめ体験が，SOC の形成にどのよう

な影響を与えるのかを検討する。 
 
方法 

調査参加者 大学生・専門学生 226 名（男性 52 名，

女性 173 名，性別欄未記入 1 名）を対象とした。 
調査手続き 講義中に質問紙を配布，簡単な質問紙

の説明をし，同意を得た上で回答させ，講義終了時に

回収した。 

倫理的配慮 本研究に用いられる質問紙において，

倫理的配慮が必要となるような質問が含まれていた。

よって，質問紙の記載において「いじめ」という単語

を一切用いず，質問紙の最後に緩衝効果を目的とした

記述式質問紙を付随させた。また，質問紙のフェイス・

シートにはインフォームドコンセントを記載し，質問

紙の実施前にそれを読み上げ，質問紙の実施中に回答

を中止することが可能な点を，参加者に口頭で説明し

た。 

 

質問紙構成 

(1) SOC 質問紙日本語版(SOC-29) 

 SOC 尺度は，山崎ら(1999)が開発した SOC スケール

の日本語版(SOC-29)を用いた。SOC の下位概念である，

「把握可能性」「処理可能感」「有意味感」を測定す

る項目，計 27 項目から構成され，7件法で回答を求め

た。 

(2)学校生活を問う質問紙 

 学校生活尺度は，岡田(2008)が作成した「学校生活

の下位領域に対する意識」において「友人」「学業」

「教師」「クラス」「進路」「部活動」「他学年」「校

則」の計 8 因子から，それぞれ因子負荷量の最も高い

項目をひとつずつ選択して使用した。 

 (3) いじめ被害体験を問う質問紙 

 いじめ体験尺度は，文部科学省の表記調査である「平

成 19 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題

に関する調査」について」の「いじめの状況」から，

「2-6 いじめの様態」の項目を抽出し，若干の修正を

加え使用した。また，体験時期を，「小学 1 年～小学

3 年」「小学 4 年～小学 6 年」「中学」「高校」「現

在の学校(大学・専門学校)」の 5 つに区分し，それぞ

れの時期に，該当する項目の体験が「あった」場合に，

回答欄にチェックさせる 2 件法で回答を求めた。 

(4) 緩衝効果を目的とする記述式質問紙 

 緩衝効果を目的とした記述式質問紙は，①これまで

困難を乗り切った経験，②学校生活においてもっとも

楽しかった経験，の２つの記述項目により構成した。 
 

結果 

 指標の処理 SOC-29 下位尺度得点をオリジナルに

従って算出し，z得点化した。 

以下の分析は決定木分析を用いて検討した。 

学校生活感およびいじめ被害体験が現在の SOC に与

える影響（Figure 1） 「学校生活感」および「いじ

め被害体験」が，現在の SOC に与える影響を検討し

た。その結果，小学校低学年時に友達と上手くいって

おり，高学年時に先生に親しみを持ち，仲間外れを受

けなかった群が最も高い得点を示した。逆に，小学校

高学年時に先生に親しみを持てず，中学校において仲

間外れ・集団無視を体験した群は，最も低い得点を示

した。また，小学校高学年時に先生に親しみをもって

いても，同時期に仲間外れをされた群は得点が低かっ

た。 
学校生活感およびいじめ被害体験が現在の把握可能

感に与える影響（Figure 2） 「把握可能感」では，小

学校高学年において，クラス・先生・先輩後輩に親し

みを覚えていた群の得点が最も高かった。対して，小

学校高学年時にクラスに馴染めず，中学校時に友人と

の関係がうまくいかず，軽い暴力を受けていた群の得

点が最も低かった。また，中学時に友人との関係がよ

くても，小学校高学年時にクラスに馴染めず，軽い暴

力を被っていた群は低い得点を示した。 
学校生活感及びいじめ被害体験が現在の処理可能感

に与える影響（Figure 3） 「処理可能感」について

検討した結果，小学校高学年時にクラスと先生に親し

みを持ち，高校において友人との関係が良好であった

群が，最も処理可能感が高いことが示された。また，

小学校低学年時にクラスに馴染んでいたにも関わらず，

高学年時のクラスに馴染めなかった者は，最も低かっ

た。また，小学校高学年時のクラスに馴染み，高校時

に友人と上手くいっていた群は高い得点を示したにも

関わらず，加えて小学校高学年において先生に親しみ

を感じていなかった者は，平均値まで得点が低下して

いた。 
学校生活感及びいじめ被害体験が現在の有意味感に

与える影響 最後に，「有意味感」の検討を行った。結
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果，小学校低学年時に友達と上手くいっており，かつ

高学年時に先生に親しみを持ち，高校において部活に

やりがいを感じていたものは，有意味感が最も高いこ

とが示された。対して，小学校高学年時に先生に親し

みを感じておらず，中学生時に仲間外れ・集団無視を

受け，高校のクラスに馴染めなかった者は，非常に低

い最低得点を示した。

 

 

Figure 1  過去の学校生活体験・いじめ被害体験が現在のSOCに与える影響 
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Figure 2  過去の学校生活体験・いじめ被害体験が現在の把握可能感に与える影響 

 

考察 

本研究の結果から，過去の学校生活，いじめられ

体験が，現在のSOCの高低にどのように影響するかが

示された。これは，SOCの発達における思春期の重要

性(Antonovsky, 1987)や，学校体験がSOC形成におい

て重要な役割を果たしていること(木村ら, 2001,戸

ヶ里, 2008)といった仮説を概ね支持している結果

だといえる。以下に，SOC総得点，把握可能感，処理

可能感，有意味感の順に考察を行っていく。 

SOC総得点 SOC総得点の高群と低群を大別する

要因は大きく２点示された。 
まず１点目は，小学校高学年時の“先生との親しみ”

である。小学校高学年は，児童期，及び思春期それ

ぞれ重複する時期といえる。戸ヶ里(2008)は、思春

期におけるSOC形成の重要性にについて以下のよう

にまとめている。すなわち、“Erikson, E. H(1982)
は，ライフサイクル論のなかで，思春期（青年期）

の発達課題を自我同一性の確立としており，それは

周りの人々との関係から獲得されるとしている。さ

らにEriksonは，思春期の中心課題は，「自分の行為

を統合する」「自分が理解する社会的現実内で明確な

パーソナリティを発展させる」「経験を制御する自分

自身の方法が…周りの他の人々が経験を制御し，そ

うした制御を認知する首尾よい方法の変形であるこ

とへの気づきによって，活力ある現実感覚を得るこ

と」としている。この Erikson の提案の中に

Antonovsky(1987)はSOCの三要素を見出しており，

「首尾よい変形」「現実感覚」は把握可能感，「そう
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した制御を認知する」は処理可能感，「自分の気づき

…活力ある」は有意味感を暗に示すとしている。”と

している。以上のように思春期という時期の体験が

SOC形成において重要であることは示されているが，

児童期はどうだろうか。水野(2009)は，Erikson, E. 
H(1982)のライフサイクル論における児童期の心の

発達について，「児童期の葛藤は，自分と他者，自分

と社会的要請など，自分と何か別の対象との間で生

じる葛藤といえます。この葛藤を解消し，社会的要

請にうまく応えられたり，自分のしたいことを首尾

よく達成できる体験を通じて，子どもは有能感を獲

得すると考えられます。」と記している。上記のよう

な，社会的要請に応えたり，自分のしたいことを達

成という点は，「一貫性の経験」，「過小負荷と過大不 

 
Figure 3  過去の学校生活体験・いじめ被害体験が現在の処理可能感に与える影響 
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Figure 4  過去の学校生活体験・いじめ被害体験が現在の有意味感に与える影響

可のバランス」「結果形成への参加」というSOCを形

成するための良質な人生経験の一翼を担うのではない

かと考えられる。そこにおいて，この時期の子どもに

とって生活の大半を占めるのが学校であり，要請の指

示，あるいは，子どものしたいことの承認にあたって

は，先生(教師)がその役割を担うと思われる。このこ

とから，思春期とともに，児童期という時期，また先

生という人物が，SOCの形成にとって重要になること

が示唆される。２点目は，小学校高学年・中学生での

“仲間はずれの体験”である。なぜ，悪口や，暴力，

盗みといった他のいじめではなく，仲間はずれという

形態のいじめが甚大な影響を及ぼすのであろうか。こ

れを説明するために，虐待の知見が役立つかもしれな

い。虐待は，主に以下の4種，すなわち，①殴る蹴る

といった「身体的虐待」，②罵声や批難を浴びせる「心

理的虐待」，③性行為の強要といった「性的虐待」，④

養育を行わないといった必要な関係性を持たない「ネ

グレクト」に分類される。また，岡野(1996)は，PTSD
との関連から，身体的・心理的・性的虐待のような関

係性のある外傷体験を「陽性外傷」，ネグレクトのよう

な関係性のない外傷体験を「陰性外傷」と説明した上

で，強烈で精神を圧迫するような体験，すなわち「陽

性外傷」による外傷よりも，「陰性外傷」のほうがさら

に深刻な影響を及ぼしかねないとしている。痛々しい

関係性が継続するよりも，関係性自体を失くすことへ

の深刻さを示している。このような知見から，悪口や，

暴力，盗みといったいじめ体験を「陽性外傷」と同等

の性質をもつもの(陽性外傷的いじめ)，仲間はずれ・

集団無視といったいじめを「陰性外傷」に相当するい

じめ(陰性外傷的いじめ)と位置付けることができよう。
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そうした場合，先に述べたSOC形成にとって重要な時

期である児童期・思春期に渡る時期に「仲間はずれ・

集団無視」を受けると，他のいじめよりも深刻な影響

となり，後の良質なSOCの形成を阻害する大きな要因

になる可能性が示唆されるのである。 
把握可能感 把握可能感の形成には，「一貫性の経

験」，すなわち，「ルールや規律が明確で，さらに，そ

のルールについての責任の所在も明確で，ルールのほ

か全体的な価値観もまた明確であること」に基づいた

経験が重要とされている。結果からは，まず，小学校

高学年という同時期に，クラス，先生，先輩・後輩と

いった人間関係が肯定的だったことが，高い把握可能

感につながる可能性が示されている。ここからは，同

時期に様々な人間関係が“一貫”して肯定的という点

と，主観的な意味づけとなる友人関係よりも，クラス，

先生，先輩・後輩という“明確”な関係性という点の，

２つの点が見出される。また，小学校高学年・中学校

での軽い暴力を受けることが，低い把握可能感につな

がる可能性も示された。言葉によるいじめや，関係性

を狙ったいじめでなく，身体的な暴力が影響を及ぼす

可能性があることについては，ここでも明確さが一つ

の要因になると思われる。すなわち，言葉によるいじ

めや関係性をねらったいじめについては，いじめを受

ける側の解釈によりその影響度を左右する余地がある

といえる。しかし，身体的な暴力の場合，ふざけか否

かという受ける側の解釈の自由度はあるにせよ，身体

的な痛みという明確な感覚が生じることや，「叩かれた」

＝「いじめ」という典型的なわかりやすさを持ちやす

いことが考えられる。このことから，明確さ，わかり

やすさが，否定的な意味で強まる場合，将来的な把握

可能感を弱めてしまうことにつながる可能性も示唆さ

れる。 
処理可能感 処理可能感の形成には，「過小負荷と過

大負荷のバランスの経験」，すなわち，「まわりからの

要求がその人がもっている能力や手段を超えていて，

実行できないこと」と，「その人がもっている能力や手

段を十分に使う必要もないくらい弱い要求」の間のバ

ランスの取れた経験が重要とされている。 
結果からは，以下の 2 点が読み取れる。１点目は，

小学校高学年でのクラスや先生，高校生での友人とい

った関係が肯定的だった群が処理可能感が高かったこ

と。２点目は，小学校低学年ではクラスに肯定的な感

覚を覚えていたが，小学校高学年でクラスに肯定的な

感覚を持たなかった群は処理可能感が低くなることで

ある。つまり，上記のようなバランスの取れた経験と

いうのは，いじめのような単発的な経験よりも，小学

校低学年から高校生になるまで日常生活の積み重ねを

通して育まれる可能性が考えられた。 

高学年時に同様であっても，ストレスの性質自体が

大きく変化しなかったことから，“クラスに対して親し

みをもてない”というストレスに対する対処(順応)が
できていたと考えられる。対して，低学年時のポジテ

ィブなクラスでの感覚を体験した群は，一度その感覚

があったにも関わらず，それがなくなったという喪失

体験により，より大きなストレスを感じることで低い

得点になったことが考えられた。また，このバランス

の経験というのは，小学校低学年にはできていたとし

ても，小学校高学年でつまずくと，これまでの低学年

の経験をひっくり返してしまうほどの影響力が示され，

特にこの小学校高学年という時期がまた重要である可

能性が考えられた。 
有意味感 有意味感の形成には，「結果形成への参加

の経験」，すなわち，「自分たちの前に設定された課題

を快く受け入れ，自分たちでその課題を行うことに責

任をもって，何をするのかしないのかを決定する」経

験に基づいた経験が重要とされている。 
有意味感の結果においては，最高群・最低群ともに，

小学生低学年から高校生までの時期に，肯定的なそれ

様々な人間関係を経験していたことが示されている。

Antonovsky(1987)は，「有意味感を獲得するためには，

社会的に価値あるものとみなされることがどうしても

必要であるが，人の役割はより広域な社会では価値が

認められずとも，ある下位文化，あるいはその人にと

っての重要な他者によっては，社会的に価値あるもの

とみなされるのかもしれない」としている。このこと

は，学校という下位文化においても，先生・クラス・

友人といった様々な人間関係の中で，結果形成への参

加の経験が育まれ，その社会的価値を見出されること

により良好な有意味感に繋がっていく可能性を示唆し

ているといえよう。また，有意味感の最低群は，

z=-1.064 という非常に低い値を示しており，SOC の

下位概念の中でも特に有意味感が，今回測定した学校

生活・いじめ体験の影響を最も受ける可能性を示して

いる。 
本研究の限界 本研究では，学校環境・いじめとい

う限定的な要因に絞っており，家庭環境をはじめとす

る，他の要因の影響を考慮していないという点が挙げ

られる。また，本研究では回顧的に当時の学校・いじ

め体験を問う形で調査を行ったため，当時の体験がSOC

を左右したのか，現在のSOCが当時の体験への意味づけ

を左右したのかまではわからないという点が本研究の

いまひとつの限界である。 

本研究の特長 ①SOC形成に関する長期的影響を描

きだしたこと，②SOCに及ぼすいじめの発生時期・発生

形態を明らかにしたこと，③先生の関わりがSOCの形成

を左右する可能性を見出したこと，④陰性外傷的な人
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間関係がSOC形成により深い影響を与えうることを示

した，等が本研究の特長として挙げられる。 

 今後の展開 今回調査した以外の要因を検討するこ

と，あるいは縦断的に調査を行うことでSOCの形成を調

査すること，実際にSOCの強い人が現代社会でどのよう

な生き方・対処・考えをしながら生きているか調査す

ること等が考えられる。 
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                                      記 

 

○論文題目 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                                         

○著者の所属と身分 

      氏   名        所     属         身  分 

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

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

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

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

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

 

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。） 

    １．総説    ２．原著論文   ３．ノート  ４．資料   ５. 情報 

     ６．その他(具体的に：        ) 

 

○使用ワープロソフト名 ［                   ］ 

＜注意事項＞ 

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。 

・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要領

で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。 

・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越

える場合は受理されないことがあります。 

・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。 

・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏名

が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。 

・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。 
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瀬木学園紀要投稿規程 

1．投稿有資格者 

 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)，434- 

     437． 

・単行本の場合 

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

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

 

6．校正 

   著者は紀要委員会の要請に応じて校正を行うものとする。 

 

7．別刷について 

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

  負担とする。 

 

8．原稿提出要領 

  提出原稿は電子データとともに担当の紀要委員に提出する。 

 

9．投稿原稿の採否および掲載順序 

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

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

  原稿の場合は無料とする。 

 

11．投稿についての注意事項 

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

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

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

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

  究であることを論文中に記載する。 

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

  保護の観点から十分配慮された研究であること。 

 

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

 

13. 利益相反(COI)について  

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

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

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

  または文献の前に掲載する。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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瀬木学園紀要原稿作成要領 

 

本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につい

て定めてある。 

 

（Ｉ）紀要論文 

［１］基本的な書式 

１−１．ページ設定 

１）用紙サイズ  Ａ４縦 

２）段組 

    １．標題部（論題，著者名，著者の所属）    １段組 

    ２．抄録部およびキーワード部         １段組 

     （日本語論文の欧文抄録・外国語論文および日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録） 

    ３．論文部（論文本文，参考文献リスト）    ２段組 

     

３）行数 ４８行 

４）余白 

 ・天地   天から ３５ｍｍ 

       地から ３０ｍｍ 

 ・左右   左から ２５ｍｍ 

       右から ２５ｍｍ 

 ・２段組の場合の段間 ７ｍｍ 

５）仮ページ 

 （１論文内でのページ付け） 

 ・天の余白部分右肩に、 

ページ数／総ページ数 

の書式で記載する。 

 ・鉛筆書きが望ましい。 

６）各ページのヘッダー部（論文 

１ページ目＝紀要名／その他の 

奇数ページ＝論題／偶数ページ 

＝著者名）は通しページととも 

に、業者に印刷を委託する。 
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１−２．原稿の印刷 

 ・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。 

 

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項 

１）標題部 

      １．論題 文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

             ・論題は１行３０文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。 

            ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題との間に１行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大 

きさとする。 

             （以下の空白行も全て同様） 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシ 

              ュ（−）を付す。 

            ３．著者名 

                      文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か 

ら記述する。 

             ・著者が複数いる場合は、代表著者を先頭に記載し、他の記載順は代 

表著者の判断にゆだねる。 

             ・著者が４人までは１行に記載し、これを超える時は、次の行に記載 

する。 

以下著者の増加には同じ方法で対応する。 

             ・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には 

中黒点を付さない。 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃えとする。 

          その他・著者名の姓と名の間は１文字分の空白を置く。著者が複数おり、その 

所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に 

＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増や

す。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の項も

併せて参照すること。 
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            ４．著者の所属 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

           配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記 

述する。 

その他・所属名は正式名称を記載する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。 

・学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。 

            ５．受付日・受理日 

             ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部 

   冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る） 

  空白行を置いてから記述する。 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・１行４８文字 

３）論文部 

論文部は、著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に 

付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。 

前行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め  

      ３．本文 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 
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           配置 （注意：特段の理由が無ければ次の２段組を原則とする。） 

＜１段組の場合＞ 

             ・１行４８文字、４８行 

            ＜２段組の場合＞ 

             ・１行２４文字、４８行 

             ・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある 

場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・可能であれば禁則処理をすること。 

      ４．使用記号および参考文献 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント 

              表記・各分野の慣行に従う。 

           配置・一段組または二段組 

４）欧文抄録部 ［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］ 

１．論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

      ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント 

           配置・論題の次の行に副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え 

      ３．著者名 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行から

記述する。英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それ

を超える場合は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・著者の順序は、標題部にあわせる。 
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             ・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す

る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。 

          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先

頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

               （例；Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属 

の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増

えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者

の所属の項も参照すること。 

      ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述

する。 

          その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。 

             ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．抄録 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。 

      ６．キーワード（総説・原著論文では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。 
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           表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語は太字で、 

コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キーワ

ードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペー

ス)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。 

記載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行

わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

なぐことを原則とする。 

 

１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項  

 ［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。］  

１）標題部 

１．論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

   Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

      ２．副題（サブタイトル） 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

        Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え 

             ・論題の次の行に、副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

      ３．著者名 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Roman 

               のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か 

ら記述する。 

              英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える 

場合は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す

る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 
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          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先

頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

              （例：Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の

著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増え

れば、 

＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の

項も参照すること。 

             ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック（斜体） 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

     所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

                         その他・欧文論文の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載 

              する。 

             ・所属名は正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．受付日・受理日 

・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部 

   外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）空

白行を置いてから記述する。 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

           Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字（ボールド） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。 

３）キーワード（原著・総説では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述する。 

抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記

述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出
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し語は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記

述する。 

              キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角

スペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。

記載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行

わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

           なぐことを原則とする。 

４）論文部 

 論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場合

は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。 

              前行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め 

          その他・Summary，Abstract 等の見出しはつけない。 

            ・Acknowledgement の前には番号をつけない。 

      ３．本文 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある 

        場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

              なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。 
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      ４．使用記号及び参考文献 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

                    Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                         表記・各分野の慣行に従う。 

                         配置・１段組または２段組 

 

［２］図および写真の掲載 

２−１．図および写真の作成 

・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出があ

れば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当す

る部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、次

の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。 

 なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。 

・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。 

・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。 

・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす

る。 

・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者の

負担とする。 

 

２−２．図および写真の番号、説明など 

・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用い

た続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。 

・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の例

を標準とする。 

 

 （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 １ 瀬木学園の現状 

          Fig. 1 紀要における図の書き方  

         Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread 
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［３］表について 

 ・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照) 

 ・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。 

 ・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。 

 

 （例）   Table ２ Composition of the bread samples 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                                            Control         Vegetable added 

      ———————————————————————————————— 

      Vegetable sample(g)                   -                 50 

            Water(ml)                          180               140 

            Wheat flour(g)                      280               280 

            Dry yeast(g)                          3                 3 

            Sugar(g)                            16.6              16.6 

            - - - - - -                           - - -               - - - 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ

全面的に倣い、作成されたものである。 

 

参考：所属の英語表記 

日本語表記（8pt） 英語表記（9pt / イタリック） 

愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科 Division of Mind and Body Health Sscience, Department of 

Human Sciences, Aichi Mizuho College 

愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科 Division of Human Environmental Informatics, Department 

of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

愛知みずほ大学大学院人間科学研究科心身健康科学専攻 Concentration in Mind and Body Health 

Sciences, The Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College  
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