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多面的・多角的な思考に根差した教育原理の考察 
―イエナプラン教育事例をもとにした教育方法から― 

 

         作田 澄泰※１ 中山 芳一※２ 
                                                          

 思考力・判断力・表現力を重視した学校教育が求められる今日、物事に対する多面的な 
見方考え方に即した主体的な集団づくりに基づく教育原理の在り方が必要とされる。特に、 
対話による直接コミュニケ－ション的行為に関する教育方法の充実による、道徳的心情、道 
徳的判断力に根差した崇高な道徳性の構築、多面的な見方考え方による思考力・判断力・ 
表現力の育成については、子どもたちが将来にわたり、高等教育及び、社会人に向けた重 
要な教育原理の基礎となる。 
  上記の点について、集団づくりの根底にある人間関係づくりの構築に向け、オランダに 
おけるイエナプラン教育、我が国日本の異年齢教育における教育原理を考察し、対話、ア 
クティブラーニング等のコミュニケーション的行為の充実により、自己肯定感、自己効力感、 
道徳性等が培われ、理想とする幸福追求に向けた教育原理が構築される旨を示唆した。 
 
キーワード : 主体的対話的で深い学び，多面的な見方考え方，自己肯定感，幸福追求 

 
※１ 早稲田大学総合研究機構 教師教育研究所 
※２  岡山大学全学教育・学生支援機構 

 
Ⅰ  はじめに  
  我が国日本では、急速なメディア等の情報通信の進展により、直接コミュニ 
ケーション的行為が減少し、コミュニケーション的行為の在り方も大きく変わ 
ろうとしている。そして、子どもたちにとっては、学校教育以外では、徐々に 
直接コミュニケーションが減少傾向にあり、言わば、対話による学びが培われ 
にくくなることが懸念される。理由としては、直接コミュニケーション的行為 
による対話の頻度が減少傾向にあるためか、自他の思いを共有できず、意思疎 
通をも衰退の経緯を辿りつつある。また、これらが助長を促し、「高校生の生活 
と意識に関する調査」における国際比較では、「自分はダメな人間だと思うこと 
がある」という回答に際し、全体に占める割合 72.5％(2015 調査が該当)1)  を 
示し、自肯定感の衰退と共に、義務教育課程における幸福度衰退への懸念も伺 
われる。 
  一方、図１に示す、先進国における「子どもの幸福度」について、ユニセフ 
(2013)の調査 2)  によると、オランダが平均順位世界一位を示しており、日本 
と比較すると幸福度の割合が高いことが分かる。この背景としては、オランダ 
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におけるイエナプラン教育の実施が大きな背景にあると考えられ、日本の学校  
教育との在り方に大きな違いが考えられる。そして、根底にあるのは、物質的  
豊かさと環境についても大きな差が生じている。また、全ての国民を対象とし  
た世界幸福度ランキング(国連 20 図１ 子どもの幸福度に関する総合順位表 
19)によると、「1 位 フィンラン

ド、2 位 デンマーク、3 位 ノル

ウェー、4 位 アイスランド、5

位 オランダ、6 位 スイス、7

位 スウェーデン、8 位 ニュー

ジーランド、9 位 カナダ、10

位 オーストリア」とあり、日本

は 58 位であった。3) 

   こうした背景には、学校教 
育をはじめとする地域家族社会 
における、環境及び安全などを 
含む、安心した教育環境による 
課題の違いが考えられる。この 
イエナプラン教育に関連する先 
行研究として、楢原(2019)は、 
子ども自らが学びを計画し、他 
者や自然と関わり合い、学び合 
う営みのなかで異質性を尊重す 
る 4)  ことを示唆しており、また、田中(2018)は、生活との差異に基づく授業の 
構想とその実践 5)  について明らかにしている。しかし、これらの先行研究を  
鑑みると、イエナプラン教育の目指す異年齢コミュニケーション的行為の教育  
原理に関する内容について、さらに具体的な検討を行う必要がある。特に、異 

年齢ならではの価値の共有によるコミュニケーション的行為のもたらす意義に  
ついて究明すると共に、イエナプラン教育による授業形態の独自性及び、効果  
について考察を行う。さらには、現代社会に不足する「人との繋がりに関する  
いのちの大切さ」について、異年齢の側面から我が国日本の教育を事例に取り  
上げ、コミュニケーション的行為の本質に関する教育原理を究明する。なお、  
本研究では、以上の課題をもとに、オランダにおける教育及び、社会を取り上  
げ、今後の日本教育の幸福追求に根差した教育原理の考察を行うものとする。  

  

Ⅱ  イエナプラン教育における教育原理の考察  

１  異年齢学習の視点から考える教育原理 

  ここでは、Ⅰに示す世界幸福度ランキング上位であるオランダの教育につい

て取り上げる。一体何故、オランダの子どもたちは、幸福感を得ているのであ

ろうか。オランダの歴史的背景には、1806 年に始まった公立学校制度が国家に

よって管理され、また、私立学校の設立はほとんど認められなかった過去があ
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る。そして、1848 年のオランダ憲法の改正によって、自由主義的な改革が進ん

でいき、この改正によって、「教育の自由」、「自治体によって公的な教育の補償

のために学校を設立する」ことなどが規定された。これらの歴史的背景から、

オランダにおける教育には、井上(2018)の先行研究にもあるように、ペーター

ゼン(1924)により始められた「イエナプラン教育」による異年齢学習形態が主

流 6)  となっており、従来型の日本の学校教育方法論とは大きく異なっている。

オランダでは、4 歳から 12 歳までが小学校教育の年齢となっており、イエナプ

ラン教育では小学校過程において、「4 歳から 6 歳」「6 歳から 9 歳」「9 歳から

12 歳」の 3 順の異年齢学習を経験する。我が国日本において今日、イエナプラ

ン教育が導入され、異年齢学習によるイエナプラン教育の良さを取り入れよう

としている現状である。それでは、何故、異年齢学習が効果的かつ、有効であ

るとされつつあるのであろうか。それには、異年齢という異なる発達段階によ

る学習形態が大きな効果をもたらすとされている。この異年齢学習では、様々

な異論が成される中、発達過程である小学校児童においては、近年齢差の交流

により、異なる発達年齢による価値が多様化されると考えられる。また、イエ

ナプラン教育では、異年齢による「サークル状」「少人数によるグループ学習」

が用いられ、対話によるコミュニケーション的行為を充実させることとしてい

る。以下に示す写真は、オランダにおけるイエナプラン学校の様子であり、サ

ークル状の会話形態になっていることが分かる。また、異年齢による会話が行 
 図２  イエナプラン学校の様子 7)  

われることにより、異年齢間に

おける気軽な会話を行うことが

できる仕組みとなっている。そ

して、こうした会話形態におい

ては、リラックス効果が考えら

れており、異年齢間により心を

開き、相手に自分の心を打ち解

けようとする手法であると考え

られる。では、こうしたコミュ

ニケーション的行為において、

どのような教育原理による働きと効果が及ぼされることになるのであろうか。 

  これには、ある一定の小集団化における、心の安堵感によるコミュニケーシ

ョン的行為が成立していることにある。例えば、我が国日本の従来型の授業形

態をみると、教師が児童生徒の前に立つことが多く、児童生徒との距離感が大

きい。しかし、イエナプラン教育では、教師が児童生徒の中に入り、共に会話

形態の中に入ることで、児童生徒たちも「先生が一緒に入ってくれている」と

いう安堵感が得られるものと思われる。もし、教師の存在しない異年齢会話で

あった場合ではどうであろうか。異年齢集団であるため、年齢の高学年児童に

対し、低学年児童には躊躇いなどが表れ、十分な会話が行われないことが想定

され得る。よって、教師の果たす役割は大きく、教師が会話形態の中に同化す
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ることにより、異年齢児童生徒たちが主体的に会話しようとすることが予想さ

れる。また、教師自身が「共に学ぶ」という視点に立ち、決して児童生徒たち

の意見を否定せず、異論しながら価値を共有或は、咀嚼していくことが重要で

ある。イエナプラン教育に関する教育原理については、我が国日本の教育形態

とは大きく異なり、児童生徒たちに寄り添う点が一層重視されているとも言え

る。すなわち、教師と児童生徒たちがひとつの集合体となり、共にひとつの学

級という学びの共同体を形成しているのである。つまり、このような異年齢に

よる学び合いにより、他学年との交流による価値の共有が成され、これまでの

各々の生き方に問いかけ、「自他への尊厳」と未来にわたる道徳的、倫理的な要

素を培うことに繋がるものと思われる。  

 

２  アクティブラーニングとコミュニケーション的行為の充実  

  イエナプラン教育の目的は、経験の重視、発達の重視、世界に目を向ける、

共同の重視、批判精神の重視、意義を求める学びである。8)  その学びを子ど

もたちが経験するために、イエナプラン教育では、対話、仕事（勉強、係）、遊

び、催しを循環させながら活動していく。特徴としては、異年齢かつ、サーク

ル上において、関わり合いをもちながら学びを深めていこうとするものであり、

他の児童たちと共に相互主体的な学びを活動的に行うものである。つまり、異

年齢によるアクティブラーニングのコミュニケーション的行為を充実させるこ

とにより、「～さんに教えてもらって、高学年の人は凄いと思った」「低学年に

教えることで自信になった」などの効果も期待できる。そして、自他の相互主

体的なコミュニケーション的行為を行うことにより、これまでの自分自身の思

考概念を超える価値を共有することが予想される。例えば、「～さんはこんな意

見をもっていて参考になった」「～さんは相手に優しいところが素晴らしい」「自

分のことを分かってもらえて嬉しい」などの他、様々な価値の共有が考えられ

る。 

図３ イエナプランのマルチエイジの学級編成図 9) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図２のように、イエナプラン校の学級編成は、マルチエイジグループが基本

であり、通常、３つの年齢のグループ（4-6 歳児グループ、6-9 歳児グループ、
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9-12 歳児グループ）から構成される。子どもたちは、3 年間を同じ教室の同じ

グループリーダーの下で年少・年中・年長の三つの立場を経験しながら過ごし、

それを繰り返しながら小学校を卒業し、この間において、兄弟のような家族関

係を経験することとなる。ペスタロッチー(1746-1827)は、「教育には家庭的温

かさが重要である」点を述べており、イエナプラン教育の目指す、異年齢間に

よる兄弟愛の要素を備え得る点については、人間愛による人格形成として極め

て重要な教育方法と言える。特に昨今の家庭教育事情では、少子化に伴い、兄

弟数の減少や核家族化などにより、家庭による関わり合いの希薄化が進んでい

る。そのため、学校における異年齢教育は、ただ単なる発達年齢の異なる関わ

り合いのみではなく、家族愛に即した教育面も包括しているとも言える。 
  これまでに述べた教育理念のもと、イエナプラン教育では、アクティブラー

ニングによるコミュニケーション的行為の充実から、相互主体的な意思の疎通

により、道徳的価値の共有化に繋がることが想定される。なお、我が国日本の

イエナプラン教育事例として、広島県福山市内の小学校(2019)において、以下

の姿が見取れるようになったとの意見がある。 

このように、イエナプラン教育による「アクティブラーニング」「コミュニ

ケーション的行為」の充実により、引っ込み思案であった児童にも明るい表情

がみられるようになり、自己存在意識の確立と集団としての意識が構築される

ものと考えられる。すなわち、下記に示す点における効果が期待され、他者へ

の崇高な道徳的心情の構築が予想される。 

つまり、異年齢に

よる相互主体的学び

によるアクティブラ

ーニングの構築によ

り、他者との価値が共有を果たし、自他への尊厳が成されることとなる。これ

には、異年齢によるアクティブラーニングの果たす、コミュニケーション的行

為が充実されることで、意思の疎通が成され、自他を真に思う心情が培われる

こととなる。イエナプラン教育では、これらを網羅し、異年齢による価値多様

な側面から物事への多面的な見方考え方が行われ、これまでの自己を問い正す

効果も考えられる。よって、イエナプラン教育の目指す教育観としては、人と

人との望ましい人間関係の構築に向けたコミュニケーション的行為の充実を目

指すべき点にあり、また、これらを通じた学力、倫理観、道徳観などの多岐に

＜イエナプラン教育推進による児童の反応＞ 

・特別活動などの時間を中心として、高学年児童が主体性をもち、優しく教え

ていく姿が多く見受けられるようになった。 

・「責任がもてるようになった」「自分がいなければいけない」「しっかりしな

ければ」「自分よりも年上の人の意見が聞けて勉強になる」という高学年児

童による道徳的自覚を高める声。 

・「こんな～年生になりたい」などの意欲的かつ、自己肯定感を高める声。 

(1) 異年齢に関わる道徳的価値の自覚の向上 

(2) 異年齢による自尊感情と自己肯定感の向上 

(3) コミュニケーション力の向上による他者への尊厳 
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わたる教育的学びについて向上させていくものである。  

 

Ⅲ 多面的・多角的な思考に根差した教育原理の考察  

  Ⅱで取り上げた、イエナプラン教育に根差す、アクティブラーニングによる

コミュニケーション的行為の充実に関する教育にあっては、異なる発達年齢の

多面的な物事への見方考え方により、自分には考えられない価値との遭遇とな

ることが頻繁に考えられる。その際に、これまで培ってきた自分自身の価値と

の相違により、価値葛藤や dilemma に陥ることも考えられる。しかし、これら

の過程を経て得られる価値においては、今までに自分自身の中には想像もでき

なかった未知との遭遇も考えられる。 
  例えば、香川県内の小学校児童(2016)による

「縦割り創造活動（道徳、特別活動、総合的な

学習の時間を統括的に考えられたカリキュラ

ム）」の場合、第 1 学年～6 学年までの 6 年間の

年齢差を経た児童たちが活動する。活動内容で

は、数種類の昔の遊びについて、異年齢(1～6

学年混合)により、玩具づくりから遊びの実際ま

でを行う。遊びについては、上記の写真のよう

に、ひとつの異年齢間のグループによって、対話によるコミュニケーション的

行為の充実を重ねながら、自他相互の良さを共有し合うこととなる。その過程

において、遊び方による説明などから他者の良さを学び、第三者の傍観児童た

ちもその状況を見て学ぶのである。この「学び」について、佐藤(1951-)は「学

びの共同体」において示唆しており、モノ（対象世界）との出会いと対話によ

る「活動(action)」、他者との出会いと対話による「協同(collaboration)」、自

分自身との出会いと対話による「反省(reflection)」が三位一体となって遂行

される「意味と関係の編み直し(re-contextualization)」の永続的な過程とし

て定義されている。10)    

 図４  「主体的対話的学びによる多面的・多角的思考」11) 
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このように、「学び」とは、対話によるコミュニケーション的行為の充実に

より、多面的な見方考え方を実現し、自他へのこれまでの見方考え方とは異な

る、言わば深い思考へと結びつく。永田(2017)は、「主体的対話的学び」「多面

的・多角的思考」について図４のように示し、11)    対話による協同的学びから

思考が深まり、「自分のこととして」の道徳的自覚を心に抱くこととなる。この

道徳的自覚に際し、大きくは価値の共有が必要となるのだが、この過程におい

て、相互認知され得る対話が成されることが最も重要と考えられる。例えば、

本授業から検討すると、児童同士との関係性において、「望ましい人間関係づく

り」が構築されていなければ、周囲との価値を取り入れようとする意識は希薄

化し、言わば、対話という関係性は成立しないこととなる。しかし、自他相互

において、上記に示した人間関係づくりが構築されていると仮定するならば、

相手への傾聴する姿勢が十分考えられ、このことから進捗すれば、十分な価値

の共有も考えられ、対話による多面的・多角的な思考による道徳性の向上も期

待され得る。つまり、相互認知され得る対話を重視した学級づくりを行うこと

が根底にあり、その点において、上記で示した「学びの共同体」という、ひと

つの目的に向かうための集合体を構築することが求められる。例えば、指導者

である教師による「～のような集団づくりのための異年齢集団づくり」などの

課題意識をもった共同体をつくることが重要である。すなわち、こうした共同

体のなかにおいても、望ましい人間関係づくりを構築するための教育原理が重

要であり、この点においては、相互認知に根差し、自他相互に価値を共有し合

うことのできるコミュニケーション的行為を構築することが重要と考えられる。

そのためには、相互に信頼関係を構築することのできる主体性のある多面性・

多角性に関する対話が必要であり、イエナプラン教育などの異年齢集団による

コミュニケーション的行為の構築では、前述した望ましい人間関係づくりの成

立を可能にするものと思われる。なお、異年齢集団による効果としては以下の

側面が考えられ、相互主体的なコミュニケ－ション的行為による自己肯定感の

意義を果たすことが期待される。 
 ＜異年齢複合カリキュラムによる効果＞ 

①異年齢の関わり合いによる「道徳的価値の共有」→「自他への認知、尊厳」

→「自己肯定感の高まり」へと繋がる。 

②異年齢による「縦と横のつながりを知る」→「命のつながりを知ること」

→「生かされていること」への意義を実感する。 

③共に課題を解決していくことにより、相互の協調性と達成感が生まれる。 

④相互の関わり合いにより、自他の個性を尊重するようになる。 

⑤関わり合いにより、「自分は大切にされている」との実感を得る。 

 また、自己肯定感の構築にあっては、相互における自尊感情が関係し合って

おり、コミュニケーション的行為の充実における望ましい人間関係づくりのた

めの集団づくりとして、重要な視点と考えられる。この自尊感情について、ロ

ーゼンバーグ(1965)は、自分を「非常によい（very good）」ととらえる場合と、
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「これでよい（good enough）」ととらえる場合の 2 つの異なる意味を指摘し、

後者の立場に立って自尊心の測定尺度を作成した。つまり、自尊心が高いとい

うことは、他者と比較して優越感や完全性を感じることではなく、 自分自身の

価値基準に照らして、自分を価値のある人間だと尊重することだとしている。12)  

この理論から検討すると、異年齢における多面的・多角的なコミュニケーショ

ン的行為が行われることにより、発達年齢が異なるが故に、高年齢児童は低年

齢児童に対し、「教えてあげたい」と感じ、または、反対に低年齢児童は高年齢

児童に対し、頼るようになることが考えられる。さらには、この状況の傍観児

童はその光景を見て、「教えてあげるのは凄い」などの尊敬感情を抱くことも考

えられる。よって、この過程を経て、相互主体的な自尊感情が育まれ、そのよ

うな集合体において、「価値ある人間だ」と感じることのできる相互認知に関す

る自己肯定感を抱くものと思われる。また、このことは「こうすればうまくい

く」などの期待感や自信ともなり、自己効力感を抱くことへと繋がる。この自

己効力感については次章で考察し、異年齢によるコミュニケーション的行為の

果たす意義について検討したい。 
 
Ⅳ 拡張した異年齢活動における自己効力感に関する教育原理の考察 

 自己効力感について、バンデューラ(1925)は、動機づけに大きな影響を及ぼ

す要因の 1 つと考え、 自己効力感は、その行動を実際に始めるかどうか、どの

くらい努力を継続するか、そして困難に直面したときにどのくらい耐えられる

か、ということを決定づけるものとしている。また、自己効力感には、成功経

験（最も重要な要因で、自分自身が何かを達成したり、成功したりした経験）、 
代理経験（自分以外の他人が何かを達成したり成功したりすることを観察する

こと）、言語的説得（自分に能力があることを言語的に説明されること、言語的

な励まし）、生理的状態（心身の状態が良好なこと）、想像的体験（自己や他者

の成功経験を想像すること）、承認（他人から認められること）の 6 つが考えら

れ、13)   異年齢児童生徒たちによるコミュニケーション的行為について、多大

な影響を及ぼすものと考えられる。特に、「承認」については、異年齢活動にお

いて、「これまでは、同学年で分かってもらえなかった」内容であっても、発達

年齢が異なるが故に、Ⅲで示した多面的・多角的な見方考え方が成されること

により、「承認される」という達成感と心身が良好である生理的状態に繋がるこ

とが予測される。また、言語的説得や想像的体験など客観的な側面により、自

己肯定感が培われることで自信にも繋がり、自己存在価値を得ることとなる。

つまり、このことが自己効力感へと変わり、児童生徒たちは学級における「心

の居場所」を抱くこととなるのである。 

 異年齢活動におけるイエナプラン教育では、大きくは、年齢幅が 3 か年によ

る異年齢集団での構成となっているが、例えば、この年齢幅が 3 か年以上の年

齢幅であった場合はどのような状態となるであろうか。Ⅲで示した日本国内に

おける香川県の小学校の事例では、年齢幅が 6 学年となっていて、6 歳の年齢

幅のある児童生徒たちによる関わり合いが行われるのである。まだ、就学して

作田　澄泰・中山　芳一

─ 8 ─



 

間もない第 1 学年児童にとって、初めての学校教育であり、学校という世界が

未知なる遭遇にもかかわらず、第 2～6 学年児童の支援により、自分では困難と

なっていた課題を解決することが可能になる。また、本校における小学校の先

人として培ってきた数年の姿を第 1 学年児童に示すこととなり、その姿を他学

年の児童が傍観している状況が見出されることとなる。つまり、集団づくりに

おいて重要である点は、「ひとつの目標値に向かう」ための意思疎通に関する動

機付けであり、そのために教師は、課題解決していくことのできる方法論を提

示することが重要である。例えば、課題設定をするとき、児童生徒の意見をふ

まえながら、「どのような課題にしていくのか」について、話し合わせていくこ

とが必要である。そして、児童生徒の一つひとつの意見を尊重し、それらを総

合的に咀嚼しながら課題解決していくことのできる手立てが必要である。その

ために教師は、課題設定の選択肢を提示、会話形態の工夫（異年齢における小

集団を構成）するなどし、コミュニケーション的行為が有意義に行われるよう

な環境設定を行う必要がある。そうすることにより、同学年では承認されなか

った場合でも、他学年では承認されることも生じ得る。ともなれば、バンデュ

ーラの言う承認と自己効力感にも繋がり 14)、いじめ防止や学校健康安全教育、

特別支援教育を含む、学校教育活動全体に関する、全人的な望ましい人間関係

づくりにおいて、多大な肯定的効果をもたらすものと考えられる。 

 前述した自己効力感に関する異年齢集団の構成を検討すると、年齢幅が拡張

された発達段階の構成により、集団的学びが深まることが推測される。しかし、 

 

図５ 道徳性（自己肯定感、自己効力感、自尊感情）を高める会話形態モデル  

大勢の人数であった場合、言

わば、「引っ込み思案の児童生

徒」は「積極的児童生徒」に

隠れ、自我のみならず、自分

の思いや直接対話によるコミ

ュニケーション的行為が成立

できない可能性も否定できな

い。そう仮定すると、自己効

力感を達成するためには、適

度な会話形態に関するコミュ

ニケーション的行為の人数が

求められ、各々が十分に会話

でき、自他への相互認知から

承認され、価値の共有が成さ

れることが重要である。 

筆者(作田)は、自己肯定感、

自己効力感、自尊感情などの

道徳性を高めるためのコミュ
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ニケーション的行為による会話形態について、男:2 対女 2 の会話形態が最も効

果が期待できるものとしている。15)   これらを総括して検討すると、図５の

異年齢会話形態モデルが考えられ、最も有効な小集団としてのコミュニケーシ

ョン的行為の成立が考えられる。このような 4 名かつ、男女 2 名ずつによる 2

歳差の異年齢児童生徒の会話形態により、十分な意思の疎通が考えられる。な

お、距離感については、概ね 1～1.5ｍの距離感形成により、適度な感覚による

コミュニケーション的行為が図られるものと思われる。そして、相互主体的な

アクティブラーニングに根差した対話が成されることで、他者認知から自己認

知（自己への気づき）にも繋がり、十分な相互認知と自己肯定感、自己効力感、

自尊感情などを構築する要因ともなる。また、図５の発達年齢では、15 歳から

7 歳の幅における義務教育課程を対象としており、このことは、小中連携、小

中一貫教育が行われている今日、拡張された異年齢教育により、道徳性を育む

ことが期待される。しかし、この会話形態においては、ひとつの学級集団にお

ける、ある共通の方向性が必要となる。例えば、学級目標「全員が分かり合い、

笑顔いっぱいの学級」がつくられたとすると、学級全員が一丸となって心を支

え合うことのできる目標に関する動機づけが重要となる。動機づけそのものに

ついては、多くの研究者により、多面的な定義づけが成されているが多くは、

「方向づけ」と定義しているものが多い。この動機づけについて市川(1995)は、

「目標を達成するために行動を方向づけて維持するもの」16)  と定義しており、

小集団による動機づけについては、こうした、あるひとつの目標を達成するた

めに向かう方向づけが成されることで、より道徳性を育む会話形態を促進し、

自己肯定感、自己効力感、自尊感情を高める効果が期待される。いずれにせよ、

異年齢間における動機づけ、道徳性を高めていくために、コミュニケーション

的行為の充実は最も重要であり、コミュニケーション的行為の方法論によって

は、学び、思考、自己省察などの学習過程において多大な影響を及ぼすことと

なる。 

 
Ⅴ  異年齢教育に果たすコミュニケーション的行為の役割 

   J.ハーバーマス(1929)は、コミュニケーション的行為において、意思疎通で

ある「了解」について重視しており、その成し得る意義について、各々から他

方に向けた「文化伝達」されることの重要性について述べている。17)   この文

化伝達とは、前述した異年齢集団における直接対話によるコミュニケーション

的行為において各々の培った価値を共有することでもあり、異年齢集団におい

ては、特に、発達年齢の高い児童生徒から発達年齢の低い児童生徒への価値が

共有されることとなる。こうした対話による「年齢を超えた学び」において、

発達年齢の低い児童にとっては、未だに学ぶことのない価値について共有され、

同年代とは大きく異なる見方考え方を培うこととなるであろう。また、これと

は逆に、発達年齢の高い児童生徒は、低学年児童に対する直接対話により、教

えたり、話を聞いたりすることで低年齢の児童から慕われることにも繋がる。

そして、こうした過程を経て自信へと繋がり、バンデューラの示す承認などの
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自己効力感が培われることとなる。 

  また、コミュニケーション的行為については、意思疎通が重要となり、同年

齢同士の場合、全て意思疎通が図られる児童となるとは言い難い。多くの教師

は経験したであろう学級経営又は、授業形成において、20～35 人程度の学級が

多くみられるが、活発的な児童が率先して発言や活動をし、消極的な児童は、

自分の思いや意見、行動などを周囲へ表現できないことが多い。そのため、対

話による価値の共有が成されずに授業が終わることがみられるため、多面的・

多角的思考に根ざした学び合いが成されにくくなる。しかし、異年齢集団によ

る対話を講じれば、言わば、引っ込み思案である児童であっても、発達年齢の

高い児童に頼ろうとする傾向が伺える。また、そうした児童に対して、発達年

齢の高い児童は、全力を尽くして教えようとするなどの文化伝達を行おうとす

る。だが、ここで大事な点は、異年齢小集団を形成する際に、全て消極的な児

童集団にするのではなく、積極的児童を最高年齢で構成するのであれば、最小

年齢児童については、消極的児童を構成するとよい。このように、バランスを

保った小集団づくりが重要であり、こうした過程を経て、対話による多面的・

多角的な対話によるコミュニケーション的行為が成立することとなる。 

  また、J.ハーバーマスは、理想的なコミュニケーションの共同体において、

「人々は、他人の論拠に納得すれば、自分の意見や個人的な利害を捨てて、よ

り普遍的と思われる意見に自分を合わせることとなる」18)  点を示しており、

真実の意味における納得ある相互認知を表すこととなる。また、人々は自分た

ちの討議を通して、規範を、価値を作り出し、それを自ら生きようとする。こ

れを「内からの超越」と J.ハーバーマスは名づけており、19)   こうした過程を

経て、真に人間社会の中において繋がりを感じ、「生きている」から「生かされ

ている」ことへの心情へと変容する。つまり、「いのち」の繋がりを感じること

となるのであって、対話による深い学びにより、「命のおもさ」と「生かされて

いる命」と自己の存在意義について気づくこととなる。この「命」について、

渡邊(2016)は、以下のように述べており、20)   対話コミュニケーション的行為

によって、特に、「つながり」について培うことが可能となる。これには、自他 

を受け入れようとする心

が養われ、これまでの「自

分自身への気づき」に繋

がる自己省察を行ってい

くことにより、これまで

の自分とは異なる自分と

の遭遇となり、新たな見

方考え方に繋がるものと思われる。しかし、ただ単に対話を行うのではなく、

前述した学級目標などのひとつの方向付けに即した異年齢対話を行うことによ

り、異年齢ならではの異なる発達年齢による価値が共有され、自己の存在価値

意識を感じ取ることとなり、「自信をもってやりたい」など、次への活力へと繋

がるのである。そのことがまた、充実した時間を過ごすことができ、幸福感を

①命の神秘性（たくましさと不思議さ）           

②命の超越性（人間の力を超え，与えられたもの）

③命の有限性（不可避な死）           

④命の非可逆性（元に戻せない一回性） 

⑤命の連続性（縦のつながり）     

⑥命の相互依存性（横のつながり）      
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感じ取ることが可能となる。こうした、異年齢集団による学びの共同体におけ

る多面的・多角的対話の構築と自他を認め合う信頼関係の構築により、「毎日が

楽しい」と思える生活習慣が予期されよう。そうした側面から考えれば、学校

教育における集団づくりにおいては貴重な時間を過ごすこととなり、また、集

団づくりにより関わり合うことの成す意義は大きくなると思われる。つまり、

拡張した異年齢コミュニケーション的行為の充実により、深い価値の共有へと

繋がり、いじめ防止、学校健康安全教育及び、特別支援教育を含む、全人的な

安心した教育環境の側面から、「いのち」に根差した教育原理の根底たる姿を見

出すことが可能となるであろう。 

 

Ⅵ  おわりに 

  コミュニケーション不足が叫ばれる今日、直接対話による会話の成す役割は

大きい。また、こうした集団づくりの対話の機会がつくられる場として、学校

教育において果たす環境的要因は大きく、絶対不可欠な要因とも言える。そし

て、このような学校教育における役割が成されるが故に、家庭内の直接対話を

含む、家庭教育が成立し得る面もあり、学校と家庭は密接に関係し合っている

ことは言うまでもない。また、本稿で示した異年齢対話に関するコミュニケー

ション的行為が十分に成されれば、自他の価値を共有し合うことができ、消極

的な児童生徒たちも「自分のことを受け入れてもらえた」という成功経験とな

り、このことがまた、自信にも繋がる。そうすれば、「学校が楽しい」「人と話

したくなる」などのプラスの効果が成され、学校健康安全教育及び、全人的な

安心した教育環境の視点に根差した幸福感を感じ取ることができるようになる。 

  オランダの子どもたちは、異年齢であるイエナプラン教育のもと、自由に他

の年齢の児童と関わり合う。その過程の中において、自他を理解してもらえる

という心情が苛まれ、また、こうした発達年齢を超えたコミュニケーション的

行為により、多面的・多角的な見方考え方を行うことができ、学力の向上にも

繋がることが期待されるのである。そして、このような学校教育において、オ

ランダの子どもたちには幸福感を感じる割合が多く、毎日が充実した日々を送

り、「学校が楽しい」「生きることが楽しい」という生命感を感じつつ、人間と

しての全人的な要因に立った学びが構築されるものと思われる。 

  しかし一方では、イエナプラン教育をはじめとする異年齢教育において、以

下の課題も考えられ、異年齢教育の方法次第では、様々なマイナス要因を引き

起こし兼ねない。そのため、教師は前述した学級目標や「どのような学級にし

たいか」「どのような学

びにしたいのか」など

について、一定の方向

づけを行うことが必要

となってくるであろう。

そうした方向づけや対話に行き詰まった時の助言や手立てを講じることで、児

童生徒たちは軌道修正され、同じひとつの目標値に向かって学びを深めること

① 異年齢同志による自尊感情，自己肯定感の喪失

② 仲間意識の低下と孤立感 

③ 規範意識とモラルへの低下 

④ 高年齢児童による道徳性発達の停滞 
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となる。また、こうした学びを深める過程が重要であり、その過程に向かって

異年齢による学びが深まる時、さらなる幸福感を培うことができるであろう。 

 例えば、仮定するなどの発問をすることで、児童生徒たちはさらに思考を凝

らし、創造をめぐることが想定される。S.I.Brown/Walter(1970)は、『関心が払

われなかった問題設定そのものを創発する「問題づくり」の重要性を述べ、

What-if-Not の方略を提案している。（もし、～なら）という見方考え方、決ま

りきった定型の価値ではなく、多面的な見方考え方を培う』としている。 21)   

つまり、教師の支援として重要な点は、児童生徒自らが、What-if-Not を創発

することを励まし、手助けすることが重要であると考えられる。つまり、教師

がこうした手立てを講じることにより、児童生徒たちにとっても思考の創造的

な幅が広がりをみせ、「もっと、別の方法があるかもしれない」などの発想の転

換にも繋がり、対話による多様性にも繋がるのである。 

また、本教育原理の考察によれば、義務教育課程に限った発達年齢の異年齢

集団における対話の内容であったが、年齢幅をさらに拡張した場合、例えば、

就学前の子どもや成人近くの高校生たちの発達年齢による異年齢をどのように

考えるのかなど、拡張した異年齢集団づくりについては、今後の教育原理の効

果として検討が必要な視点であろう。前述した、年齢幅をさらに拡張した集団

づくりについて述べるとすると、例えば、18 歳から 7 歳までの年齢幅による小

集団の対話により、さらなる発達年齢を超えた価値の共有が成されるかもしれ

ない。ただ、18 歳～16 歳については、成人に限りなく近い存在であるため、思

考判断については、発達年齢の低い 7 歳児童にとっては、対話が困難となるケ

ースも否定できない。この点における考察については、実践研究結果を踏まえ

ながら慎重に考察すると共に、さらなる異年齢集団による教育原理の考察と幸

福感に基づいた教育原理を考案していく。そして、信頼関係の構築と望ましい

人間関係づくりに向け、さらなる異年齢集団及び、学級づくりの考察を行い、

日本国憲法の理念に基づき、児童生徒たちにとって、より幸福感に結びつくた

めの教育原理追及の内容を目標としたい。 
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 本稿は、作田澄泰が考察及び、全稿執筆を行い、中山芳一が校閲を加えた。 
 
引用文献・註 
1) 『日本の子供たちの自己肯定感が低い現状について』（文部科学省提出資料） 

第 38 回教育再生実行会議（平成 28 年 10 月 28 日）の参考資料 2，siryou4.pdf 

最終閲覧日：2019.11.12 

2)  阿部彩，竹沢純子『先進国における子どもの幸福度 日本との比較 特別編 

集』ユニセフ イノチェンティ研究所，国立社会保障・人口問題研究所版学

研教育総合究所，2013 

3) 『Sustainable Japan News』https://sustainablejapan.jp/2019/03/25/ 

world-happiness-ranking-2019/38381 最終閲覧日：2019.11.12 

多面的・多角的な思考に根差した教育原理の考察 ―イエナプラン教育事例をもとにした教育方法から―

─ 13 ─



4)   猶原和子『幼小における市民性を育成する教育環境―フィンランド，オラ 

ンダ研修視察からの示唆―』教育総合研究:江戸川大学教職課程センター紀 
要(5.6)，2019，pp.41-51 

5)   田中怜『改革教育学の批判的継承としての学校実験「イエナ-プラン・ヴ 

ァイマール」(Schulversuch "Jena-Plan Weimar"):生活との差異に基づく授 

業の構想とその実践』日本教育方法学会紀要 44，2018，pp.61-72 

6)   井上健『開かれた教育改革モデルとしてのイエナプラン:オランダにおけ 

るイエナプランの受容と展開』東京都市大学共通教育部紀要 11，2018，

pp.39-57， 

7)   『オランダで普及している「イエナプラン」教育から学ぶ，21 世紀にふ 

さわしい全人教育の形』http://www.futureedu.tokyo/education-news- 

blog/2017/7/18/21/jenaplan-seminar-report  最終閲覧日：2019.11.28 

8)   仙波義規『イエナプランから学ぶ日本の教育の在り方〜日本の将来を考 

えて〜』www.arskiu.net/book/pdf/1400739104.pdf 最終閲覧日：2019.12.20  

9)   日本イエナプラン教育協会『イエナプラン教育とは』https://www.japan 

jenaplan.org/jenaplan/ 最終閲覧日：2019.12.6 

10)  ウィキペディア（Wikipedia）『佐藤学』https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

   最終閲覧日：2019.12.7 

11)  『道徳の教科化どうなる？どうする？前編 教科化によって授業をどう変 

える？』VIEW21_kyo_2017_03_doutoku(3).pdf  最終閲覧日：2019.12.7 

12)  豊田加奈子・松本恒之『大学生の自尊心と関連する諸要因に関する研究』 

東洋大学人間科学総合研究所紀要 創刊号 2004，pp.38-54 

13)  ウィキペディア（Wikipedia）『自己効力感』https://ja.wikipedia. org/ 
wiki/自己効力感 最終閲覧日：2019.12.17 

14)  ウィキペディア（Wikipedia）『アルバート・バンデューラ』https://ja. 

wikipedia.org/wiki/アルバート・バンデューラ   最終閲覧日：2019.12.17 

15)  作田澄泰『自己肯定感と道徳性を高めるコミュニケーション行為形態の考 

察:大学生によるコミュニケーション行為結果からの検証』教師教育研究:

早稲田大学教師教育研究所紀要，pp.29-41，2019 

16)  日本語教育 Wikipedia『動機づけ』https://minakob-wiki.hatenablog.jp/ 

entry/2019/02/19/205240   最終閲覧日：2019.12.18 

17)  中岡成文『ハーバーマス－コミュニケーション行為－』講談社，2009，

pp.152 

18)  同上，pp.166 

19)  同上 

20)  渡邉 満『中学校の道徳教育において 〈いのち〉の教育をどのように実践 

するか（１）』岡山大学教師教育開発センター紀要 (6), pp.106-112, 2016 

21)  黒崎東洋郎『What-if-Not の方略』日本教育実践学会研究大会資料，2019 

 

 

作田　澄泰・中山　芳一

─ 14 ─



 

参考文献・資料 

(1)  佐藤由美，小川毅『教職課程科目「教育原理」と「教職論」における主体 

的・対話的な深い学びの模索』埼玉工業大学人間社会学部紀要(16)，pp.11-22，  

2018 

(2)  鵜殿篤『「対話的な学び」の教育原理的考察:ソクラテスの実践を参考に考

える』東京家政大学研究紀要 58(1)，pp.15-23，2018 

(3)  大矢一人『アクティブ・ラーニング時代の「教育原理」の授業構築』藤女

子大学 人間生活学研究(25)，pp.1-28，2018 

(4)  知念渉『教育原理では何が教えられてきたのか?:教科書の分析を通じて』

神田外語大学紀要(30)，pp.299-318，2018 

(5)  今井重孝『新しい教育原理の可能性』川口短大紀要(31)，pp.75-83，2017  

(6)  山口美和『教育原理としてのダブル・ヴィジョン:ドナルド・ショーンの

教育思想』東京大学大学院教育学研究科紀要(56)，pp.449-456，2017 

(7)  ギガビジョン株式会社『イエナプラン PR 映像』2015 

(8)  中岡成文『増補ハーバーマス－コミュニケーション的行為』ちくま学芸文

庫，2018 

  

多面的・多角的な思考に根差した教育原理の考察 ―イエナプラン教育事例をもとにした教育方法から―

─ 15 ─



 
Consideration of educational principles rooted in multifaceted and multifaceted  

thinking 

―From an educational method based on Jena Plan education case― 

 

Kiyohiro SAKUDA*1，Yoshikazu NAKAYAMA*2 

 

Today, school education that emphasizes thinking, judgment, and expression is 

required, and there is a need for an educational principle based on the creation of 

a proactive group based on a multifaceted view of things. In particular, build up 

moral sentiment, build sublime morality rooted in moral judgment, and foster thinking, 

judgment, and expression through multifaceted thinking by enhancing educational 

methods for direct communication through dialogue. Will be the basis for higher 

education and important educational principles for working people in the future. 

Considering the above points, considering the principles of education in Jena Plan 

education in the Netherlands and different age education in Japan in order to build 

human relations that are the foundation of group building, and by enhancing 

communication activities such as dialogue and active learning, He suggested that 

self-affirmation, self-efficacy, morality, etc. were cultivated and that an 

educational principle for the pursuit of ideal happiness was established. 

 

Keywords: Independent, interactive and deep learning，Multifaceted perspective， 

self-affirmation，happiness pursuit 

 

*1  Waseda University Research Institute for Teacher Education  

*2  Okayama University whole school education and student support organization  
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小学生の読書活動と学校生活スキルとの関連 

 

邑上 夏美※１  安藤 美華代※２ 

 

児童生徒の問題行動の増加の背景には，日常生活に求められるスキルの低下が一つの原

因と考えられている。本研究では，学校生活スキルに着目し，読書活動や読み聞かせを受け

る体験との関連について検討することを通して，学校において読書活動の時間を設ける必

要性について検討した。また，学校図書への知見を得るため，児童の興味・関心のあるジャ

ンルについても検討した。小学校 5，6 年生 728 名を対象に，質問紙調査を行った。その結

果，いずれの学校生活スキルにおいても，読書活動体験，読み聞かせを受けた体験が多い子

どもの方がいずれの体験も少ない子どもに比べて学校生活スキルが高い傾向が示された。

そして，現在の子どもの興味・関心のある本のジャンルは，絵本，児童文学，マンガ，小説

が多かった。これらのことから，小学校においては，読書活動を継続するとともに，子ども

達の関心のあるジャンルをふまえた学校図書館づくりが大切だと考えられた。 

 

キーワード：学校生活スキル，読書活動，小学生，学校図書館 

 

※１ 岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 

※２ 岡山大学大学院社会文化科学研究科 

 

Ⅰ はじめに 

文部科学省の平成 30 年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」（2019）によると，小・中・高等学校における，暴力行為の発

生件数は 72,940 件（前年度 63,325 件）であり，児童生徒 1,000 人当たりの発

生件数は 5.5 件（前年度 4.8 件）である。また，小・中・高等学校及び特別支

援学校におけるいじめの認知件数は 543,933 件（前年度 414,378 件）と，前年

度より 129,555 件増加しており，児童生徒 1,000 人当たりの認知件数は 40.9 件

（前年度 30.9 件）である。 

児童生徒の問題傾向の増加の背景として，児童生徒のもつ社会的スキルなど，

日常生活の中で求められるスキルの低下が原因の 1 つとして挙げられている。

こうしたスキルの低下は，現在の適応状態や今後の問題傾向と結びつくことが

指摘されている（山口・飯田・石隈，2005）。児童生徒にとって，日常生活の一

部である学校生活において必要とされるスキルを向上させることは，問題傾向

の増加の抑制に対して，重要であると考えられる。 

飯田・石隈（2002）によると，学校生活スキルとは「一人の個人として成長

していく中で出会う発達課題と学校生活を送る上で出会うことが予測される教

育課題に対処する際に役立つスキル」であり，「学習される，学習面，社会面，

進路面，健康面の領域で，中学生が抱える発達課題・教育課題の解決を促進す

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.17 − 26
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る，学校適応において個人の目標達成に有効である，学校という場面で受容さ

れる，学校で教育できる行動」とされている。具体的には，進路決定スキル，

集団活動スキル，自己学習スキル，課題遂行スキル，健康相談スキル，コミュ

ニケーションスキル，健康維持スキルが挙げられている（山口他，2005）。 

ところで，曽和（2017）は，子どもにとっての絵本とその読み聞かせとは何

かについて言及しており，絵本の読み聞かせの方法論の意味内容について考察

をしている。その中で，絵本の読み聞かせは，絵本を仲立ちにして，読み手で

ある保育者と読んでもらう子どもの心の通いあいにあたるコミュニケーション

を大切にするものである，と述べている。また，読み聞かせは，保育者と子ど

もとが一対一の場合もあれば，子どもが集団で絵本の絵を読んだり保育者から

話を聞いたりする場合もあり，どちらの場合も，子どもたちが楽しんだり感動

を分かち合ったりすることができると述べている。このことから，読み聞かせ

により，コミュニケーションスキルや集団活動スキルに関連する可能性が考え

られる。 

読書の効果について，デュアー（2013）は，読書が学力や読解力に影響を及

ぼすことは明らかであり，読書で得た語彙により，本から読み取った感情の理

解と疑似体験とが組み合わさって，文章を理解する力につながっていると述べ

ている。そして，本は子どもの生活空間を大幅に広げ，日常生活の中で出会え

ない違う時代と場所の人や体験に触れることができ，この体験は疑似体験であ

っても，実体験同様に子どもの社会性や感情的発達に寄与することが明らかに

されている（デュアー，2013）。また，読書活動には，成人において意識・意欲・

行動にプラス方向の影響を与えていること，中学生において，科学読み物の読

書が，自然に関する興味・関心を高めると同時に，理科への学習意欲を高め，

論理的思考力や思考の柔軟性，将来展望の向上に効果をもたらしうるというこ

とが明らかにされていた（濱田・秋田・藤森・八木，2016；脇野・角谷，2018）。 

以上から，読書活動体験や読み聞かせを受けた体験は学校生活スキルに何ら

かの関連があることが推察された。もし，読書活動体験や読み聞かせを受けた

体験が学校生活スキルに効果をもたらすのであれば，学校で読書活動の機会を

設ける必要性があるのではないかと考えられた。 

本研究では，小学生の読書活動と学校生活スキルとの関係に着目し，小学校

高学年の乳幼児期・児童期の読書活動体験と読み聞かせ体験と，子どもの学校

生活スキルの関連について検討することを目的とする。そして，乳幼児期・児

童期の読書活動体験や読み聞かせ体験が多いほど，子どもの学校生活スキルは

高いだろうという仮説を立てた。また，現在の子どもたちがどのようなジャン

ルの本に興味・関心があるのかを知ることは，今後の学校図書において新たな

知見を得られるのではないかと考えられたため，好きな印象に残る本について

調査することにより，実態を知ることも目的とした。 

                        

Ⅱ 方法 

１ 協力者 
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公立小学校 3 校の本研究の担当教師に無記名の自己記入式質問紙調査を依頼

し許可を得た。そして，担当教師から対象学級の担任教師に調査に関する説明

を行い，各学級の担任教師から児童に調査に関する説明を行うことにより，協

力を依頼した。5 年生・6 年生の小学生 728 名に調査票を配布し，回収できた

683 名うち，性別のない人，未回答や重複回答がある 76 名を除いた 607 名（男

子 327 名，女子 280 名）を分析対象者とした。倫理的配慮については，個人情

報の保護，学術学会や卒業論文および学術論文で発表すること以外でデータを

使用することはなく他に回答が漏れることはないこと，研究への参加は任意で

あり，参加を辞退したり，途中でやめる権利を有すること，授業の成績とは関

係がないこと，研究に参加してもしなくても不利益な対応を受けないことを担

当教師から担任教師，担任教師から児童へ十分に説明し，調査票の表紙にも記

載をした。 

 

２ 質問紙構成 

学年，学級，性別のプロフィールについて回答を求め，以下のような尺度を

使用した。 

学校生活スキル尺度（山口他，2005）：作者から許可を得て用い，一部の質問

を意図が変わらぬ程度に調査協力校の実態に合わせ，言い換えて使用した。小

学生が学校生活を送る上で出会う発達課題・教育課題の解決を促進するスキル

（以下，学校生活スキル）の個人差を測定するもので，下位尺度のうち，信頼

性と妥当性を考慮し，健康相談スキルと健康維持スキルを除く 5 つの下位尺度

（進路決定スキル，集団活動スキル，自己学習スキル，課題遂行スキル，コミ

ュニケーションスキル）36 項目を使用し，4 件法で回答を求めた。 

これまでの読書活動に関する項目（濱田他，2016）：子どもの頃の読書が成人

の意識・意欲・行動に与える影響について検討するために作成された子どもの

頃の読書行動に関する尺度である。作者の許可を得て，読書量尺度 1 項目，読

書に関する周囲からの直接的な関わりの 1 項目を参考に作成した。読書量は，

「就学前（小学校に入学する前）」「小学校 低学年（1，2 年生）」「小学校 中学

年（3，4 年生）」「小学校 高学年（5，6 年生）」の 4 段階で，それぞれ 5 件法で

回答を求めた。また，読書に関する周囲からの直接的な関わりは，「就学前（小

学校に入学する前）」「小学校 低学年（1，2 年生）」「小学校 中学年（3，4 年生）」

「小学校 高学年（5，6 年生）」の 4 段階で，それぞれ 3 件法で回答を求めた。

また，本の名前については，「『好きな本』または『忘れられない本』はありま

すか」という項目に「はい」か「いいえ」で答えてもらい，「はい」と答えた人

にのみ，本の名前を求めた。 

 

３ 分析方法 

（１）読書活動体験および読み聞かせ体験と学校生活スキルの関連の検討 

読書活動体験と読み聞かせを受けた体験について，それぞれ平均を算出し，

平均以上の得点を高群，平均より少ない得点を低群に分け，「読書活動体験低・
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読み聞かせを受けた体験低」群(読低・聞低群)，「読書活動体験低・読み聞かせ

を受けた体験高」群(読低・聞高群)，「読書活動体験高・読み聞かせを受けた体

験低」群(読高・聞低群)，「読書活動体験高・読み聞かせを受けた体験高」群(読

高・聞高群)の 4 群を用いて分析を行った。 

IBM SPSS Statistics23 を使用し，学校生活スキルの各スキルを従属変数，

読書活動体験・読み聞かせを受けた体験を固定因子とし，一要因分散分析を用

いて検討した。統計的有意水準は，5％とした。 

 

(２)児童の興味関心のあるジャンルの実態についての検討 

KJ 法（川喜田，1967，1970）を用いて分類し，分析をした。信頼性と妥当性

を高めるため，文学部の心理学・社会心理学分野の学生 5 名，教育学部の教育

心理学専修の学生 2 名，指導教員の計 8 名で分類を行った。 

 

Ⅲ 結果 

１ 使用尺度の因子分析および信頼性 

（１）学校生活スキル尺度 

山口ら（2005)の因子構造でα係数を算出した結果，高値で保たれていたこと

から，山口ら(2005)の因子分析の結果を用いた。下位因子ごとに Cronbach のα

係数を算出した結果，「進路決定スキル」は.85，「集団活動スキル」は.79，「自

己学習スキル」は.77，「課題遂行スキル」は.77，「コミュニケーションスキル」

は.70 であった。 

 

（２）読書活動に関する項目 

それぞれの質問項目について，Cronbach のα係数を算出した結果，「これま

での読書量」は.73，「読書へのかかわり」は.75 であった。 

 

２ 読書活動体験および読み聞かせと小学校高学年の学校生活スキルの関連 

学校生活スキルの各スキルを従属変数，読書活動体験・読み聞かせを受けた

体験を固定因子とし，一要因分散分析を用いて検討した結果，いずれのスキル

も有意な差が見られた（p<.001）。 

次に，Tukey HSD を用いて，多重比較を行った結果，以下のことが示された

（図 1）。進路決定スキルは，「読高・聞高群」が「読低・聞高群」と「読低・聞

低群」よりも有意に高かった（p<.001）。また，「読高・聞低群」は「読低・聞

低群」よりも有意に高く（p<.001），「読低・聞高群」も「読低・聞低群」より

も有意に高かった（p<.01）。集団活動スキルは，「読高・聞高群」が「読低・聞

低群」よりも有意に高く（p<.001），「読低・聞高群」よりも有意に高かった（p<.05）。

また，「読高・聞低群」は「読低・聞低群」よりも有意に高く（p<.001），「読低・

聞高群」も「読低・聞低群」よりも有意に高かった（p<.01）。自己学習スキル

は，「読高・聞高群」が「読低・聞低群」よりも有意に高く（p<.001），「読低・

聞高群」よりも有意に高かった（p<.01）。また，「読高・聞低群」と「読低・聞
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高群」は「読低・聞低群」よりも有意に高かった（p<.001）。課題遂行スキルは，

「読高・聞高群」が「読低・聞低群」よりも有意に高かった（p<.001）。また，

「読高・聞低群」と「読低・聞高群」も「読低・聞低群」よりも有意に高かっ

た（p<.05）。コミュニケーションスキルは，「読高・聞高群」が「読低・聞低群」

よりも有意に高く（p<.001），「読低・聞高群」よりも有意に高かった（p<.05）。

また，「読高・聞低群」と「読低・聞高群」も「読低・聞低群」よりも有意に高

かった（p<.001）。  

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 

図 1 多重比較の結果についてまとめた図 

小学生の読書活動と学校生活スキルとの関連

─ 21 ─



 

 

３ 児童の好きな印象に残る本の実態について 

KJ 法（川喜田，1967，1970）を用いて，児童の好きな印象に残る本のジャン

ルを分類し，実態を分析した（表 1，2）。 

絵が主軸で，文章量が少ないものを「絵本」，児童文学に比べると絵が多いが，

言葉に主軸があるものを「幼年童話」，児童向けで言葉が主軸で，絵が少ないも

のを「児童文学」に分類した。また，児童向けに書かれた科学的な内容のもの

を「科学児童書」，料理に関係する内容が書かれているものを「料理」，鉄道に

関するものや，会社に関する内容のものは「社会」，動物・生物についての図鑑

は「動物図鑑」，野球やスポーツ選手に関する内容のものは「スポーツ」，心の

持ち方など，自身を向上させるようなものを「自己啓発」，歴史人物の伝記や歴

史について書かれているものを「伝記，歴史」，ゲームの攻略のためのものを「攻

略本」と分類した。さらに，絵を動的に描いて話を進めていき，登場人物の台

詞や音を文字化し，これらをコマや吹き出しに入れて表現したものを「マンガ」

と分類し，サブカテゴリとして，女性を対象としたものを「少女マンガ」，男性

を対象としたものを「少年マンガ」，どちらも対象としたものを「一般マンガ」

とした。そして，一般向けに書かれており，ある程度の長さのあるものを「小

説」に分類し，サブカテゴリを，「医療」，「アドベンチャー」，「短編」，「教訓」，

「戦争」，「ファンタジー」，「外国文学」，「ノベライズ」，「学園物」，「日常系」，

「ノンフィクション」，「ライトノベル」，「ミステリー」，「動物小説」，「シリー

ズ本」，「ホラー」とした。 

その結果，カテゴリにおいて，50 名以上が書いていたのは，小説（173），マ

ンガ(86)，絵本(53)，児童文学(52)であった。また，サブカテゴリにおいては，

45 名以上が「少年マンガ」を書いていたことが分かった。これらのことから，

現在の小学生が興味・関心のある本の多くが，小説，マンガ，絵本，児童文学

であり，また，マンガの中では，少年マンガが多く読まれているということが

いえる。 
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表 1 KJ 法によるジャンルの分類結果（小説・マンガ） 

カテゴリ サブカテゴリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小説 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

外国文学 21 

動物小説 20 

学園物 18 

ホラー 17 

ライトノベル 16 

アドベンチャー 15 

ノベライズ 14 

シリーズ本 14 

短編 11 

日常系 11 

ノンフィクション 10 

ファンタジー 8 

ミステリー 7 

教訓 7 

戦争 2 

医療 1 

 

マンガ 

 

 

86 

 

少年マンガ 47 

少女マンガ 29 

一般マンガ 25 

数字は，人数を表す。 

 

 

  

表 2 KJ 法によるジャンルの分類結果（小説・マンガを除く） 

カテゴリ カテゴリ 

絵本 53 動物図鑑 13 

児童文学 52 社会 9 

幼年童話 39 自己啓発 9 

伝記・歴史 37 料理 5 

科学児童書 18 攻略本 1 

スポーツ 15 

数字は，人数を表す。 
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Ⅳ 考察 

本研究の目的は，読書活動体験と読み聞かせ体験と，子どもの学校生活スキ

ルの関連について検討すること，興味・関心のあるジャンルについて実態を知

ることであった。まず，学校生活スキルとの関連について検討していく。結果

から，いずれのスキルにおいても，読書活動体験と読み聞かせを受けた体験の

両方が少ない子どもよりも，読書活動体験と読み聞かせを受けた体験の両方，

もしくは，どちらか一方が多い子どもの方が学校スキルをもっている傾向が示

された。また，進路決定スキル，集団活動スキル，自己学習スキル，コミュニ

ケーションスキルは，読み聞かせを受けた体験に加え，読書活動体験が多い方

がスキルが高い傾向が示された。これは，読書活動体験が多いほど，本から得

られることが多く，自分の生活と結び付けて考えることができたり，デュアー

（2013）が述べるように，読書による疑似的な体験であっても社会性などに寄

与しているためであると考えられる。また，曽和（2017）が述べるように，読

み聞かせは，子どもたち一人ひとりが楽しんだり感動を分かち合ったりするこ

とができ，子どもと保護者の間や，子ども同士の間でコミュニケーションが生

まれることから，読書に関する周囲からの関わりが多いほど，学校生活スキル

が高い傾向が見られたと考えられた。 

読書活動について，腰越（2018）によると，中学生や高校生では，一時間以

上の読書をする層（相対的多読層）において，PC や携帯，スマホ，タブレット

の使用が認められていることが確認できており，紙媒体の書籍に留まらない，

デジタル機器を用いた読書活動がなされ始め，浸透していることが明らかにさ

れている。今後は，中学生や高校生に限らず，小学生においても紙媒体に限ら

ない読書がますます拡大していくことが考えられる。一方で，デジタル機器は

娯楽を目的として使用されることも多い。腰越（2018）は，家族の文化環境が，

読書量にプラスの影響を及ぼすことを示唆しており，非認知能力を親や周囲の

環境などから涵養されることが，子どもには大切ではないか，と述べている。

学校において行うことができる活動として，子ども同士で本を紹介し合うとい

う活動や，保護者やボランティアによる本の読み聞かせの時間を設けている学

校があると思われるがそうした活動は，子どもたちの興味・関心の幅を広げる

機会になり進路決定スキル，集団活動スキル，自己学習スキル，課題遂行スキ

ルを向上に寄与するとともに，コミュニケーションの場となることから，コミ

ュニケーションスキルの向上に寄与すると考えられる。 

また，現在の子どもがどのような本に興味・関心をもっているのかを KJ 法

（川喜田，1967，1970）により検討したところ，絵本，児童文学，マンガ，小

説が多かった。絵本については，幼いころから読み聞かせなどで触れ合うこと

が多く，小学校でも読み聞かせで使用されることがあるため，好きな本や忘れ

られない本として選択した子どもが多かった可能性が考えられる。また，児童

文学については，子どもの発達段階から考えると，発達するにつれて絵本から

幼年童話，幼年童話から児童文学へと移行すると考えられる。今回の調査では，

小学生 5，6 年を対象に調査を行ったため，幼年童話から児童文学の本に移行
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し，小学生 3，4 年生と比較すると児童文学の本を読む数も増えているため，児

童文学が多かったと考えられる。小学生 5，6 年を対象に調査を行ったが，米川

（2013）によると，児童文学が約 6 歳～13 歳ごろまでを対象としていると述べ

ていることから，小説については，読む子どもが増えてきているため，多いの

ではないかと考えられる。学校の図書室の本を購入していく際に，このような

実態があることも役立つのではないかと思われる。 

マンガについて，今回の分類では，一般マンガ，少年マンガ，少女マンガが

分類されたことから，娯楽を目的として読まれており，また，分かりやすい，

面白いなどの印象を読み手に与えることができ，親しみやすさもあるため，多

くの子どもが読んでいることが考えられる。マンガは，子どもから大人まで幅

広く受け入れられる表現メディアとなっており，多くは娯楽を目的としたもの

であるが，学習を目的とした学習マンガも多く存在しているため，今後検討し

ていく必要があるかもしれない。 

 

 

<付記> 

本研究は，2018 年度岡山大学教育学部に提出した卒業論文の一部を加筆修正

したものです。本研究にご協力いただきました協力者の皆様，研究をまとめる

にあたり貴重なコメントをいただきました当時の教育心理学専修の先生方に感

謝いたします。 
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A study on the association between reading activities and life skills at school 

among elementary school children 

 

Natsumi MURAKAMI*1, Mikayo ANDO*2 

 

The increase in problem behaviors among school children is related to the decline 

in their life skills. The purpose of this study is to clarify the association 

among elementary school children between their experience of reading books and 

listening to stories and their life skills at school. Through this study, we also 

analyze the necessity of reading activities in school. 728 5th and 6th graders 

conducted self-reporting questionnaires. The results show that the students who 

had more experience of reading books or of listening to stories show better life 

skills at school compared to students who had less experience of reading books and 

listening to stories. The students showed an interest in genres such as picture 

books, children’s books, manga, and novels for children, It may be important to 

continue reading activities in school. It is also important to arrange a school 

library from the perspective of which genres children are interested in. 

 

Keywords: school-life skills, reading activities, elementary school children, 

school library 

 

*1 Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University(Master’s 

Course) 

*2 Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University 
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年長児におけることば遊びとひらがな単語読字の流暢性と

の関連 

 

横山 萌※１  丹治 敬之※２ 

 

本研究は，年長児のことば遊び，長音表記知識，およびひらがな単語読字の流暢性との関

連を明らかにすることを目的とした。年長児 40 名を対象に，文字を使ったことば遊びであ

る“ことばのかくれんぼゲーム”，かな読み中後期の発達課題である，ひらがな長音単語

の表記知識課題，ひらがな単語速読課題を実施した。各課題の相関から，ひらがな単語速読

成績と長音表記選択課題の分節回答成績で有意な関連が認められた。また，ことばのかく

れんぼゲーム成績，長音表記選択成績，月齢を独立変数，ひらがな単語速読成績を従属変数

とした重回帰分析の結果，ことばのかくれんぼゲームの「部分文字列」成績と月齢が有意な

予測変数として抽出された。本研究から，年長児におけるひらがな単語読字の流暢性には，

ことばの音韻操作を駆使してことばを見つける力や，有意味な文字列をすばやく見つける

力を必要とされるような，ことば遊びが関与することが示唆された。 

 

キーワード：年長児，ひらがな単語の読字，ことば遊び，流暢性 

 

※１ 佐用町立上月小学校 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題と目的 

 子どもたちは乳児期から大人とのことばのやりとりの中で，日常生活に必要

な言葉を獲得していく。子どもたちが好んで行う，しりとりやさかさことばな

どのことば遊びは，ことばの楽しさやおもしろさに気付かせてくれる。親子で

のことば遊びや子ども同士のかかわりが少なくなってきていることが危惧され

ている現在，保育園や幼稚園でのことば遊びの意義は大きいと考えられる。 

これまで，ことば遊びと幼児のかな読み習得との関連が指摘されてきた。特

に注目されてきたのは，ことばの中に含まれる音韻に意識を向けることば遊び

（例：しりとり，逆さことば）である。なお，音韻意識とは，「話しことばにお

いて，音の連鎖からなる語を言語学的な音節・拍などの音韻的構成要素に分節

化し，それぞれの語音を同定し，音の配列順序を把握し，さらには，音の順序

を逆にするなどの音韻操作を行うことのできる能力」と定義されている（原，

2001）。 

高橋（1997）は，幼児を対象として，“しりとり”と音韻意識，ならびにか

な文字読み習得との間には密接な関係があることを明らかにした。しりとりで

必要となる「語頭音に基づく語の探索能力は，単に語彙が豊富であることを意

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.27 − 37
【研究論文】
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味するものではなく，単語を語頭音で検索できるよう心的な辞書を再編成する

ことを意味するものである」としている。 

東俣（2014）は，年長児の読み書き能力につながる日常の活動について保育

士が評価できるチェックシートを報告している。しりとりや「グリコ」，ことば

を逆さまにして遊ぶなど，音韻意識にかかわることば遊びをチェック項目に取

り入れた試みである。 

原（2001）は，年中児から小学 3 年生を対象に，単語逆唱課題と音削除課題

を用い，モーラを単位とした音韻意識の発達を調査した。その結果，5 歳後半

で 2 拍の逆唱が，6 歳前半で 3 拍の逆唱および 2・3 拍語の削除が可能になるこ

とを報告している。このように，5～6 歳ころからことばの音を操作し始めるよ

うになり，逆さことばや，音抜きことばを楽しむようになることが考えられる。 

これまで，幼児におけるかな読み習得と音韻意識の発達は相互促進的関係に

あると考えられている（垣花，2019）。そして，音韻意識とことば遊びの間の関

連についても指摘がなされている。しかし，これまでの研究では音韻意識，こ

とば遊びとかな読み習得（入門期）との間の関連を報告した研究が多い。垣花・

安藤・小林ら（2009）によれば，かな読み発達の入門期の課題は文字音知識（か

な単音の読字）の習得であり，中後期の課題は特殊音節表記の読み，長音単語

の表記知識，読みの流暢性となる。 

では，文字の学習が本格的に開始される就学前の幼児が，どの程度のかな文

字を読むことができるのだろうか。島村・三神（1994）は，幼児のひらがなの

読み習得状況について，5 歳後半で清音・撥音・濁音・半濁音の 71 文字の 9 割

の文字が読めるようになることや，特殊音節（拗音・促音・長音・拗長音）の

読字率は 6 割前後であることを報告している。つまり，年長児の中にはすでに

かな読み発達における中後期課題段階にいる子どもたちも少なからず存在する

ことが予想される。しかし，就学前の年長児を対象に，かな読み発達における

中後期課題である，「長音単語の表記知識」や「ひらがな単語読字の流暢性」と

ことば遊びの関連を明らかにした研究は少ない。 

そこで本研究は，年長児におけるひらがな長音表記知識とひらがな単語読み

の流暢性，および文字を使ったことば遊びである“ことばのかくれんぼゲーム”

の成績との関連を明らかにすることを目的とする。 

                        

Ⅱ 方法 

１ 参加児 

A 県内の保育園 5－6 歳児 40 名（男児 19 名，女児 21 名）を対象とした。調

査は 201X 年 10 月に実施した。平均月齢は 72.0 カ月（範囲 5 歳 6 カ月－6 歳 6

カ月）であった。本研究は，保育園の園長に対して，調査目的，課題の内容，

および，参加は自由意志によるものであり，不参加によりいかなる不利益も被

らないこと，参加後いずれの時点でもいかなる不利益もなく中止できること，

プライバシーは保護されること，反応をビデオや IC レコーダーに記録するこ

とを文書と口頭にて伝え，同意書への署名をもって同意を得た。 

横山　萌・丹治　敬之

─ 28 ─



年長児におけることば遊びとひらがな単語読字の流暢性との関連 

つの選択肢から選ぶ課題である（例えば，/satoː/に対し，さとう，さと，さう，

さとお）。正しい長音表記選択をした場合（例えば，さとう）を「長音正答」と

評価し，「正しい長音表記ではなくとも，文字数や対応する音が合っている」選

択をした場合（例えば，さとうを「さとお」を選んだ場合）を「分節回答」と

し，長音正答とともに分析の対象とした。 

本試行の前に，基本音節からなる語（「いぬ」）を用いて，1 問の練習試行を行

い，続けて 6 問の本試行を行った（Table 1）。問題は 1 行あたり 1 問，行間 1

行，HG 教科書体フォント 18 ポイント縦書きで A4 用紙に印刷した。絵は縦横

10cm 程度の枠内に印刷し，１問ずつ切り離しておいた。練習試行では正誤のフ

ィードバックを行い，本試行ではフィードバックを行わなかった。 

 

 

２ 手続き 

個別の面接形式で，3 つの課題を実施した。面接は保育園の個室において，

一人当たり 15 分程度で行った。提示された文字列の中に隠れていることば（文

字列）をさがすことばのかくれんぼゲーム課題，長音表記選択課題，ひらがな

有意味単語の速読課題を実施した。調査は，第一著者が教示者として行った。 

（１） ことばのかくれんぼゲーム課題 

 「ことばのかくれんぼゲーム」は，提示された単語（刺激語）に含まれる文

字で構成できる有意味語を見つける遊びである。刺激語は，ひらがなの清音と

濁音で構成され，特殊音節を含まないものとした。正答例が 20 個以上考えられ

た 2 つの刺激語（①「あめりかざりがに」，②「くりすますかい」）を本試行で

使用した。正答を「部分文字列」（刺激語の文字列の部分を区切って作った単語．

例：あめ）と「並び替え」（刺激語の文字順序を入れ替えて作った単語．例：く

すり）に区別して分析した。正答 1 語を 1 点として試行ごとに得点を算出した。 

教具は，うるま市立天願幼稚園の実践報告（国吉，2010）を参考に作成した。

絵カード（一つの絵がパズルのように 4 つに分かれており，各ピースの裏に正

答例の絵と単語が印刷されたもの）と刺激語（単語）カード，単語を作るため

の文字チップを提示した（Fig.1）。単語カードと文字チップは 100 ポイント，

HG 教科書体フォントにて，横書きで印刷した。文字チップは縦横 35mm の枠内

に印刷し，操作しやすいように厚さ 5mm のスチレンボードに１文字ずつ貼り付

け，切り離して作成した。 

練習試行（「おやすみなさい」）では，「部分文字列」の正答例（やすみ，さい）

と「並べ替え」の正答例（やさい，なす）があることを，絵カードを裏返して

提示した。少なくとも１単語は文字チップを操作してみるように促しながら教

示した。試行時間は，本試行 1 問につき 2 分 40 秒とした。参加児から，「もう

見つからない」という申し出があれば，時間内でもその試行を終えた。 

 

（２）長音表記選択課題 

垣花ら（2009）と同一の課題を用い，分析方法も同様とした。教示者により 

，絵とともに音声提示された長音単語（例えば，/satoː/）に対応する表記を 4 
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Fig.1 ことばかくれんぼゲームの教具 

 

（３）ひらがな単語速読課題 

春原ら（2011）と同一のものを用いて，有意味単語速読課題を実施した。ひ

らがな 2～5 文字各 7 語，計 28 語からなる有意味単語のリストを使用した。実

施に先立ち練習課題を実施した。問題は 1 行あたり 4 単語，行間 1 行，HG 教科

書体フォント 18 ポイント縦書きで A4 用紙に印刷した。基本的な教示やエラー

の判定は，稲垣（2010）の単語速読検査の実施手順と同様とした。参加児には，

「できるだけ“速く”，“正しく”声に出して読んでください。もし，読み間

違えたら，読み直しても良いです。1 列ずつ縦に読んでください。」と教示した。

音読秒数をストップウォッチで計測すると同時に，IC レコーダーで録音した。 

 

３ 分析方法 

 各課題成績関連を分析するため，課題間の単相関を求めた。次に，ひらがな

単語速読課題の音読秒数を従属変数とし，単相関に用いた残り 6 つの項目およ

び月齢を独立変数として重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。解析には

SPSS Statistics 22（SPSS Japan Inc. Japan）を使用した。 
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Table 1 長音表記選択課題とひらがな単語速読課題で使用した項目 

 

 

Ⅲ 結果 

１ 各課題成績の記述統計 

各課題成績の平均と標準偏差を Table 2 に示した。ことばのかくれんぼゲー

ムの各試行における正答数平均と標準偏差は，①「あめりかざりがに」で 3.51

（SD＝1.83），②「くりすますかい」で 4.95（SD＝2.31）であった。 

 ことばのかくれんぼゲームでは，参加児の多くが 2 文字単語の正答を複数（一

人当たり平均 6.3 個）見つけることができた。一方で，全回答数のうち，1 文

字および 3文字以上の単語についての回答数は少なかった（一人当たり平均 2.2

個）。また，1 試行目の部分文字列正答平均は 1.69（SD＝0.18），並び替え正答

平均は 1.82（SD＝0.20）であった。2 試行目の部分文字列正答平均は 2.23（SD

＝1.04），並び替え正答平均は 2.71（SD＝1.75）であった（Table 2）。 

ことばのかくれんぼゲームで参加児が正答した単語と回答率については，

Fig.2 に示した。刺激語によって部分文字列，並び替えの回答率は異なった。

正答率が 50％以上を超える単語はほとんどが 2 文字単語であった。 

 

２ 各課題成績の相関 

課題間における Pearson の積率相関（Table 3）の結果，ことばのかくれんぼ

ゲームの試行①並び替えと試行②並び替え(r=.345，p<.05)，ことばかくれんぼ

ゲームの試行①並び替えと単語速読課題の音読秒数(r=－.381，p<.05)，ことば

かくれんぼゲームの試行②部分文字列と単語速読課題の音読秒数(r=－.445，

p<.01)，長音表記選択課題の長音正答と分節回答(r=.478，p<.01)，長音表記選

択課題の長音正答と単語速読課題の音読秒数(r=－.348，p<.05)の間に有意な相

関が認められた。ただし，単語速読課題の音読秒数は，月齢と有意な相関があ

ったため，月齢を統制変数とした偏相関分析を行ったところ，ことばかくれん 
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                             （傍線の項⽬が正答） 

年長児におけることば遊びとひらがな単語読字の流暢性との関連

─ 31 ─



横山 萌・丹治 敬之 

Table 2 各課題成績の平均と標準偏差 

 

 

 

Fig.2 ことばのかくれんぼゲームの正答単語と回答率 

課題名（配点） 平均 標準偏差 
かくれんぼゲーム （n=39） 
 
 
 
⻑⾳表記選択課題 （n=36） 
 
単語速読課題   （n=33） 

①部分⽂字列 
①並び替え 
②部分⽂字列 
②並び替え 
正答（6） 
分節回答（6） 
⾳読秒数 

 1.69 
 1.82 
 2.23 
 2.71 
 3.67 
 5.31 
74.97 

 0.18 
 0.20 
 1.04 
 1.75 
 1.31 
 0.92 
39.64 

①：1 試⾏⽬の刺激成績，②：2 試⾏⽬の刺激成績を⽰す． 

① 正答 
⼈数

（％） 
部分／並替 ② 正答 

⼈数
（％） 

部分/並替 

あめり
かざり
がに 

あめ 30（77） 部分⽂字列 くりす
ますか
い 

くり 31（79） 部分⽂字列 
かに 26（67） 並替 かい 25（64） 部分⽂字列 
ざりがに 15（38） 部分⽂字列 りす 23（59） 部分⽂字列 
あり 15（38） 並替 すいか 22（56） 並替 
あめりか 9（23） 部分⽂字列 いか 22（56） 並替 
あか 8（21） 並替 くま 16（41） 並替 
かざり 6（15） 部分⽂字列 いす 11（28） 並替 
りか 6（15） 部分⽂字列 くすり 8（21） 並替 
かめ 5（13） 並替 まり 5（13） 並替 
め 4（10） 部分⽂字列 くりすます 4（10） 部分⽂字列 
かり 3 （8） 並替 ます 4（10） 部分⽂字列 
あざ 2 （5） 並替 ますく 3 （8） 並替 
か 2 （5） 部分⽂字列 かす 3 （8） 並替 
が 1 （3） 部分⽂字列 かま 2 （5） 並替 
に 1 （3） 部分⽂字列 すす 2 （5） 並替 
めあり 1 （3） 並替 ますい 2 （5） 並替 
あにめ 1 （3） 並替 かく 2 （5） 並替 
めか 1 （3） 並替 す 2 （5） 部分⽂字列 
かにざ 1 （3） 並替 いかり 1 （3） 並替 
 

  

りか 1 （3） 並替 
すり 1 （3） 並替 
いま 1 （3） 並替 
まいく 1 （3） 並替 
まく 1 （3） 並替 

〔その他の正答例〕がり，がか，め
が，あに，あがり，あかり，にがり，
りにあ 

〔その他の正答例〕い，すかい，か，
すます，りく，くす，すく，まい，か
り，くい，いく，まかい，まかす，い
かす，すまい，まいか，りかい 
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Table 3 各課題成績間の相関 

 

 

Table 4 重回帰分析（ステップワイズ法）の結果 

 

 

 

ぼゲームの試行②部分文字列と単語速読課題の音読秒数(r=－.357，p<.05)の間

でのみ有意な相関が検出された。 

 

３ ひらがな単語速読課題成績を予測する変数 

 ひらがな単語速読課題の音読秒数を従属変数，相関分析で使用した各課題成

績（6 変数）と月齢の計 7 変数を独立変数として，重回帰分析（ステップワイ

ズ法）を行った。その結果，月齢とことばのかくれんぼゲームの試行②部分文

字列の正答数が有意な予測変数として抽出された（Table 4）。なお，多重共線

性の指標とされている VIF の値はどちらも 2 より小さく，多重共線性は存在し

ないと考えられた。 

 

Ⅳ 考察 

１ ひらがな単語読字の流暢性，および長音表記知識とことばのかくれんぼゲ

ーム成績との関連 

 長音表記選択課題の正答とひらがな単語速読課題の音読秒数との間には有意

な相関が認められた。本研究の結果は，垣花ら（2009）による 3－4 歳幼児のひ

らがな単文音読の流暢性と長音表記知識の関連を報告した知見と一致した。つ

まり，かな読み発達の中後期課題として指摘されている「長音表記知識」と「ひ

らがな単語読字の流暢性」との関連が幼児においても認められることが明らか

になった。 

 
ことばのかくれんぼゲーム ⻑⾳表記選択課題 速読課題 

①部分 ①並替 ②部分 ②並替 正答 分節回答 ⾳読秒数 
①部分⽂字列 
①並び替え 
②部分⽂字列 
②並び替え 

 .342 
 
 
 

.241 

.321 
 
 

.318 

.345* 

.215 
 

.078 

.219 

.134 

.010 

−.118 
.136 
.267 
.025 

−.199 
−.381* 
−.445** 
−.096 

⻑⾳正答 
分節回答 

     
 

.478** 
 

−.348* 

−.288 
⾳読秒数        

*：p＜.05，**：p＜.01 

従属変数 独⽴変数 標準偏回帰係数β 有意確率 
Ｒ2（決定係

数） 
⾳読秒数 

 
⽉齢 
②部分⽂字列 

−.347 
−.336 

.039* 

.045* 
.306 

 
*：p＜.05 
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 さらに，重回帰分析の結果から，ひらがな単語速読課題の音読秒数の予測変

数として，ことばのかくれんぼゲームの「部分文字列」正答数が抽出された。

この結果が得られた要因には，ことばのかくれんぼゲームが読みの視覚性語彙

を評価する課題であることが背景にあることが推察された。 

海津・平木・田沼ら（2008）は，読みのつまずきの早期把握を可能にするた

めのアセスメントとして Multilayer Instruction Model-Progress Monitoring

（MIM-PM）を提案している。MIM-PM は，読みの流暢性の要素として「正確さ」

と「一定の割合・速さ」の側面を評価するテストから構成されている。具体的

には，テスト 1「絵に合うことば探し（3 つの選択肢の中から絵に合う語の正し

い表記に丸をつける課題）」，テスト 2「3 つのことば探し（区切りなく連続して

文字が配列された中から 3 つのことばを素早く読んで，語と語の間を線で区切

る課題）」からなる。特にテスト 2「3 つのことば探し」は，文字列を逐字では

なく，語を視覚的なまとまりとして素早く認識する「視覚性語彙」を測定する

課題であることが指摘されている（海津，2010）。 

ことばのかくれんぼゲームは，連続した文字列の中から複数の文字を 1 つの

まとまりとして捉える力を求めており，海津ら（2010）が開発した MIM-PM のテ

スト 2「3 つのことば探し」と課題構造が類似している。つまり，ことばのかく

れんぼゲームは，ひらがな読字の流暢性の指標となる「視覚性語彙」の力が求

められているため，ひらがな単語速読課題成績との関連が示されたと考えられ

る。ただし，この部分文字列と音読秒数との関係は試行①「あめりかざりがに」

では検出されなかった。遊び方の理解が不十分だったことや，濁点が含まれて

いたことなどが要因として考えられるが，他の刺激語を用いた検討が必要であ

る。 

 

２ ことばのかくれんぼゲームで求められる認知能力 

ことばのかくれんぼゲームは，文字を操作して，語を見つけることば遊びで

ある。ここで要請されることは，「視覚的に与えられた文字の連続を識別・解号

し，文字・音対応のルールに従って個々の文字を音に変換し，一時的に保持し

ながら，それらの音を合成して語の音像を構成する行為」と考えられる（原，

2001）。これらのプロセスには，「音韻認識」（音韻意識）とワーキングメモリの

一側面である「言語的短期記憶」の利用が欠かせない（湯澤・河村・湯澤，2013）。  

Alloway（2011）は，ワーキングメモリの容量は 20 代の頃まで増えていくが，

単語のリストや教師の指示などについて一度に覚えられるのは，5 歳児で平均

1 つの項目であると述べている。ことばのかくれんぼゲームの回答では，3 文字

以上の単語のうち正答率が 5 割を超えたのは「すいか」のみであった（Fig.2）。

本研究の結果からも，「くすり」など 3 音（3 文字）以上の操作は，年長児にと

ってワーキングメモリに負荷がかかっていたことが推測される。7 文字の刺激

語であれば，3 つの文字の組み合わせは 210 通りあり，どの組み合わせを試し

たかということを覚えておきながら，有意味語を探索することが求められる。

また，一度完成させた単語に新たな文字を追加したり，削除したりして新たな
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単語を見つけることも求められるが，このような思考は浮かびにくかったかも

しれない。例えば，「くすり」の場合，「くり」（正答率 8 割以上）という１つの

まとまりとして捉えた単語を，分解してその間に異なる文字を入れることは難

しかった可能性がある。 

一方，「すいか」は 3 文字以上の操作が必要であり，並び替えの必要があった

にもかかわらず，正答率が高かった。これは，幼児にとって心像性や親密度が

高いことが要因として挙げられるが，回答の直前あるいは直後に「いか」を答

える参加児が数例みられたことにもその要因があると考えられた。「いか」を 1

つのまとまりとすると，語頭に「す」を付加するだけで新たな言葉を作れると

いう点で，音韻操作が比較的容易であったと考えられる。逆に，「すいか」の「す」

を取ると「いか」になることにも気づく参加児もおり，3 拍語の音削除が可能

な発達段階が反映された可能性もある。 

2 拍語では，「いか」と「かい」を続けて答えるケースがしばしばあり，「逆に

した」という参加児の発言もあった。これらは，5 歳後半で 2 拍の逆唱が，6 歳

前半で 3 拍語の音削除が可能になるという報告（原，2001）ともほぼ一致する。

以上のように，ことばのかくれんぼゲームを遂行するためには，既知単語の文

字列をすばやく見つけ出す視覚性語彙力が反映されるだけでなく，その背景に

は音韻操作（音削除，語の逆唱）力が関係している可能性が示唆された。 

本研究の結果から，ことばのかくれんぼゲームで求められる認知能力には，

前項で指摘した視覚性語彙に加えて，音韻操作，ワーキングメモリが関与して

いる可能性が示唆された。 

 

３ 実践への示唆と今後の課題 

参加児の中には，単語速読課題や長音表記知識課題を実施する際，文字を読

む課題をすると知って，発音の苦手さを訴える幼児や拒否感を示す幼児がいた。

ひらがな単語速読課題に取り組むことが難しい，あるいは嫌悪感を示した幼児

でも，ことばのかくれんぼゲームには意欲的に取り組みながら正答することが

でき，絵カードが裏返ると喜ぶ幼児も複数いた。また制限時間終了後であって

も，表を向いたままの絵カードを裏返すと，文字見本を見ながら，自らの文字

チップを並べて同じことばを完成させようとする幼児が観察された。このよう

に，ことばのかくれんぼゲームは，“あそび”の中で文字を操作してことばを作

る楽しさがあり，ことばや文字への興味を高める可能性がある。 

ことばのかくれんぼゲームは保育現場で実践されている活動のひとつであ

り，本研究の結果から，改めてことばに親しむ機会を保育に取り入れる重要性

が示唆された。今後はことば遊びと読みの学習との関連，さらには読みの学習

に対する動機づけとの関連についても，詳細な検討が必要だろう。 
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The Relationship between Word Play and Reading Fluency of Hiragana Words in 

Preschool Children 
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in preschool children. Forty 5-6 aged children participated in the study, and we 

assessed on three skills: orthographic knowledge of long-vowel words, reading 

fluency, word play. The results of correlation analysis showed that orthographic 

knowledge of long-vowel words was moderately related to reading fluency. In 

addition, the results of multiple regression analysis showed that age and scores 

of word play variables were predictors of reading fluency. The findings provide 

further evidence for the relationship between reading fluency and word play that 

were demanded the skills of phonological manipulation and word search. 

 

Keywords: Preschool children, Hiragana Word Reading, Word Play, Fluency 

 

*1 Sayo Town Kozuki Elementary School 

*2 Okayama University, Graduate School of Education, Department of Special 

Education. 
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大学進学後の自立および適応と親の関与・自己決定との関連 

―中学時代の部活選択を通して―1 

 

青木 多寿子※１  奥村 弥生※２  森田 愛望※３ 

 

本研究の目的は，中学時代の部活選択における親の関与と自己決定のあり方が，大学入

学後の自立や適応にどう関連するかを明らかにすることである。大学生に質問紙調査を実

施し，180 名からデータを得た（男性 70 名，女性 110 名）。分析の結果，中学部活選択にお

ける親の関与は，大学時の親への依存の高さ，精神的自立の一要素である判断責任性の低

さと関連することが示された。また，大学生活満足度については自己決定と性別の交互作

用が認められ，女性の場合に自己決定が高いと大学生活満足度が高いことが示された。以

上の結果より，中学の部活選択が，時間を経た大学時における自立や適応に関連している

可能性が示された。中学から大学にかけては，親子関係が変化していく心理的離乳の時期

に当たり，その初期である中学時点において，親が関与しすぎず，親子関係の変化に対応し

ていくことが，その後の大学時点での自立に重要である可能性が示唆された。 

 

キーワード：青年期の親子関係，親からの自立，心理的離乳，親の関与，自己決定 

 

※１ 岡山大学教育学研究科 

※２ 中国短期大学総合生活学科 

※３ 唐津市立相知小学校 

 

Ⅰ 問題と目的 

青年期は「親からの自立」を発達課題とし，親から分離し精神的自立が有意

に上昇する時期である（福島,1992）。それまでは親の庇護のもとにあった子ど

もが親から自立し，1 人の大人として社会に出て行く時期がまさに青年期であ

る（小野寺，2014）。そのような過程は「心理的離乳」（Hollingworth,1928）と

呼ばれ，親子の関係性が変化していく時期とも言えよう。例えば，中学生から

大学生までを対象に，青年期の親子関係の変化のプロセスを検討した落合・佐

藤（1996）によると，中学生の親子関係では「親が子を抱え込む／親が子と手

を切る」,「親が子を危険から守る」，「子が困った時には親が支援する」といっ

た特徴が示された一方，大学生になると「子が親から信頼・承認されている」

「親が子を頼りにする」関係が特徴となっているという。そして，高校生の時

期には顕著に見られた親子関係の特徴はなく，その理由として高校生の時期に

大きな変化が進行しているからではないかと推測している（落合・佐藤，1996）。 

このように親子関係が変化していくプロセスにおいては，それまで親が子ど

もをリードして様々なことを決めてきた関係性から，徐々に子ども自身で自己

決定するように親子関係の変化が生じると考えられる。例えば，Smetana & 

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.39 − 47
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Villalobos（2009）は，青年期における子どもと両親との葛藤は，子どもが親

の権限の範囲を再交渉しながら自律性を拡大しようとする試みの中で生じると

述べている。そこでは，子どもが徐々に自己の判断や決定を主張するようにな

り，それに従って親は少しずつ子どもに主導権を渡していくようになるプロセ

スがあると考えられる。このような親から子どもへの決定主体の移行は，子ど

もの自立において重要な要素であろう。 

奥村・森田・青木（2019）は，進路選択を自己決定することが，精神的自立

や大学生活満足度の高さと関連することを示した。自己決定理論（Self-

Determination Theory）によると，自己決定性の高い動機づけは，より高いパ

フォーマンスや精神的健康と関連する（Deci & Ryan, 2002）とされており，

様々な事柄に当てはまるものと思われる。そして，奥村他（2019）では，青年

自身が自己決定できない場合についても触れており，その場合は親も放置せず

サポートした方が大学生活満足度をあげるのによい可能性を示唆している。こ

の「自己決定できない場合」の詳細は明らかになっていないが，誰もが皆，進

路について自己決定できるわけではないということであろう。では，高校卒業

後の進路について自己決定できるようになるには，どのようなことが必要なの

だろうか。 

高校卒業後の進路決定は，進学するにしても就職するにしても，その後の長

い就労生活の方向性を決める自己決定である。人生に関わる大きな判断となる，

この重要な自己決定ができるようになるには，それ以前に，より小さなレベル

における判断を自分でする経験を積み重ねているに違いない。そのプロセスの

中で，自分の自己決定に対して親からのフィードバックを経て修正したり，あ

るいは反発したりといったことを繰り返しながら，徐々に自立に向けた成長が

なされるのではないだろうか。 

そこで本研究では，青年期前期にあたる中学生の時期に着目し，判断事項を

めぐる親の関与および自己決定と，その後時間をおいて大学生になった時点で

の精神的自立や適応との関連について検討する。これにより，中学生の段階で

の親子のやり取りがその後の自立に対してどのような関連を持つか検討するこ

とができるだろう。なお，本研究ではこの判断事項としては「部活の選択」を

取り上げた。部活は中学生活の一部であり，子ども自身の中学生活や交友関係

にも小さくない影響を及ぼす。高校卒業後の進路選択ほど重要ではないにしろ，

中学生にとっては中学生活全般に影響を及ぼす瑣末ともいえない判断事項であ

る。また，過去を想起する方法で調査する際，比較的，鮮明に記憶に残ってい

て回答しやすいテーマだと考えた。この中学部活選択における親の関与と子ど

もの自己決定が，大学生になった時点での親子関係，精神的自立，大学適応に

どのように関連するかを検討する。 

         

Ⅱ 方法 

１ 調査対象者と調査方法 

奥村他（2019）において回収したアンケートの内，未発表のデータを用いた。
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調査対象は地方国立大学の大学生 188 名（男性 74 名，女性 114 名）である。調

査は無記名で実施し（a）集団で行いその場で回収する方法と（b）知人に個別

で配布し後日回収する方法をとった。2013 年 10 月に実施した。 

 

２ 質問紙の構成 

（１）フェイスシート 

 性別，学年，年齢を尋ねた。 

 

（２）中学時の部活選択における親の関与・自己決定 

 中学生の時と前置きした上で，（a）「部活動に入るか入らないか，またどの部

活動に入るのか決めるとき，あなたの親はどの程度その過程に関与してきまし

たか」と問い，「かなり関与してきた」(8 点)から「全く関与してこなかった」

(1 点)まで 8 段階で尋ねた。（b）「部活動に入るか入らないか，またどの部活動

に入るのかを，あなたはどの程度自分で決定しましたか」と問い，「自分で決定

した」(8 点)から「自分では決定していない」(1 点)まで 8 段階で尋ねた。 

 

（３）高校時の進路選択における親の関与・自己決定 

 奥村他（2019）と同様，高校時の進路選択における親の関与の程度と自己決

定の程度を 8 段階で尋ねた。 

 

（４）親からの自立 

奥村他（2019）と同様の「親への依存」（8 項目），「親への服従」（4 項目）の

2 因子からなる 12 項目を用いた。 

 

（５）精神的自立 

奥村他（2019）と同様の「主体的自己」（7 項目），「判断・責任性」（6 項目），

「協調性」（7 項目）の 3 因子からなる 20 項目を用いた。 

 

（６）大学生活への適応 

奥村他（2019）と同様の「大学生活満足度」（5 項目），「対人不安」（5 項目），

の 2 因子からなる 10 項目を用いた。 

親からの自立，精神的自立，大学適応の項目について，「あてはまらない（1

点）」から「あてはまる（5 点）」の 5 段階評定とした。 

 

Ⅲ 結果 

得られた回答のうち，欠損値のあるものを除き，計 180 名(男性 70 名，女性

110 名，平均年齢 20.65 歳（標準偏差 0.78），年齢幅 19 歳～23 歳)を採用した。

学年は，2 年生 38 人，3 年生 130 人，4 年生 12 人であった。 

 

１ 親の関与・自己決定と親からの自立，精神的自立，適応との関連 
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 各因子の平均および標準偏差を Table 1 に，各因子間の相関係数を Table 2 

に示す。なお，Table 2 については，奥村他（2019）で示した高校卒業後の進

路選択に関する分析結果に，中学での部活選択の分析結果を加えたものである。 

次に，部活決定における親の関与と自己決定の度合いが，大学進学後におけ

る親からの自立，精神的自立，大学適応にどのように関連しているかを検討す

るため，重回帰分析を行った。親関与，自己決定，性別（男性＝1，女性＝2 の

ダミー変数を投入），親関与と自己決定の交互作用項，親関与と性別の交互作用

項，自己決定と性別の交互作用項の 6 つを説明変数とする重回帰分析の結果，

親への依存，親への服従，主体的自己，判断責任性，大学生活満足度において

有意な関連が認められた(Table 3)。 

 

 

 

 

 

因子（とりうる得点の範囲）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

親の関与（1-8） 2.53 1.81 2.46 1.82 2.57 1.80
自己決定（1-8） 7.49 0.99 7.46 1.11 7.51 0.91

親からの自立

　親への依存（1-5） 2.71 0.89 2.33 0.79 2.96 0.87
　親への服従（1-5） 2.05 0.80 1.89 0.70 2.14 0.84

精神的自立

　主体的自己（1-5） 3.17 0.68 3.40 0.71 3.03 0.63
　判断責任性（1-5） 3.16 0.72 3.39 0.69 3.01 0.70
　協調性（1-5） 3.44 0.70 3.53 0.73 3.38 0.68

全体 男性 女性
Table 1　　各因子の平均値と標準偏差

自己決定 親関与 自己決定 親関与 親への依存 親への服従
主体的

自己

判断

責任性
協調性

大学生活

満足度

中学（部活）

親関与
-.29 **

高校（進路）
自己決定

.20 ** -.10

高校（進路）

親関与
-.04 .31 ** -.23 **

親への依存 -.11 .19 ** -.04 .15 *

親への服従 -.08 .10 -.29 ** .23 ** .53 **

主体的自己 .04 -.08 .10 .08 .00 .10

判断責任性 .13 -.31 ** .26 ** -.22 ** -.19 * -.16 * .51 **

協調性 .11 -.08 .06 .00 .25 ** .19 * .37 ** .32 **

大学生活

満足度
.06 -.13 .14 .03 .16 * .16 * .51 ** .42 ** .35 **

対人不安 -.03 .04 -.07 -.10 -.07 -.07 -.39 ** -.27 ** -.43 ** -.33 **

** p  < .01, * p  < .05

Table 2 　親の関与および自己決定、親からの自立、精神的自立、大学適応の各因子間相関係数
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自己決定 親関与 自己決定 親関与 親への依存 親への服従
主体的

自己

判断

責任性
協調性

大学生活

満足度

中学（部活）

親関与

高校（進路）
自己決定

高校（進路）

親関与

親への依存

親への服従

主体的自己

判断責任性

協調性

大学生活

満足度

対人不安

** p  < .01, * p  < .05

Table 2 　親の関与および自己決定、親からの自立、精神的自立、大学適応の各因子間相関係数

大学適応精神的自立親からの自立中学（部活） 高校（進路）

注）.20以上を太字で示した。

青木　多寿子・奥村　弥生・森田　愛望

─ 42 ─



 

 
 

 まず，性別による有意差として，親への依存と親への服従は女性の方が高く，

主体的自己と判断責任性は男性の方が高かった（Table 3）。 

 次に，中学部活選択での親関与が，親への依存（大学時）と正の関連を持つ

こと，判断責任性（大学時）とは負の関連を持つことが示された（Table 3）。 

 そして，大学生活満足度については，自己決定と性別の交互作用が認められ

た（Table 3）。単純傾斜検定を行った結果，女性の場合に，自己決定が高けれ

ば大学生活満足度が高いとの結果が認められた（β＝.27）。男性の場合は有意

な関連はみとめられなかった（Figure 1）。 

 

 

Ⅳ 考察 

 本研究の目的は，中学の部活選択という，高校卒業後の進路選択ほど重要で

はないにしろ，中学生活全般に影響を及ぼす顛末とは言えない判断において，

親がどの程度関与し，子ども自身がどの程度自己決定するのかということが，

後の大学生時点での自立や適応にどう関連しているのかを調べることであった。 

 

説明変数

親への依存 親への服従 主体的自己 判断責任性 協調性
大学生活

満足度
対人不安

親の関与 .16 * .08 -.06 -.29 ** -.07 -.13 .06

自己決定 -.05 -.04 .06 .10 .13 .08 -.04

性別 .35 ** .16 * -.26 ** -.25 ** -.09 .00 .03

親関与×自己決定 .00 .00 -.08 -.09 -.09 -.08 .12

親関与×性別 .06 -.05 .02 -.02 .01 .14 .03

自己決定×性別 .11 .14 .13 .12 .14 .20 * -.03

R² .17 ** .06 .08 * .17 ** .04 .06 .02

大学適応

** p  < .01, * p  < .05

Table 3　　親からの自立，精神的自立，大学適応を目的変数とする重回帰分析結果（部活）

目的変数

親からの自立 精神的自立

3.25 

3.07 
2.95 

3.37 
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Figure 1.⾃⼰決定と性別の交互作⽤における単純傾斜検定結果
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⼥性
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１ 性差について 

 重回帰分析の結果（Table 3），大学時の親との関係や精神的自立には，性別

による差があることが示された。親への服従，依存については，女性の方がい

ずれも高く，男性より親に頼ったり親の意見に従ったりしているという結果で

あった。また，精神的自立の中の主体的自己と判断責任性については，男性の

方が高かった。これは，男性の方が女性より自己主張や責任を持つことを求め

られやすく，逆に女性は，自己主張を抑え他者に合わせることをよしとされや

すいといった社会規範による影響が考えられる。 

 このような性差に関し，福島（1992）は，男性と女性では自立の獲得過程が

異なるのではないかと指摘している。それによると，男性はまず親から分離し

て自分の意見が確立されていくことで，親との自立した関係を再構成していく

のに対し，女性は親からの独立意識と同時に親との和解・信頼関係の確立がな

され，その信頼関係を通して自己の自主性を確立していくという。このような

性別による違いが，今回の結果にも現れたものと考えられるだろう。 

 

２ 親関与の影響 

 重回帰分析の結果（Table 3），親への依存と判断責任性については，性別に

よる差だけではなく，親関与との関連も示された。中学部活選択における親関

与が強いと，大学生になっても親への依存が高く，判断責任性は低くなること

が示された。このことから，中学における部活という中学生にとって決して瑣

末とは言えない判断であっても，親の関与が高いことは，後々の大学進学後で

も親への依存を高め，判断責任性という精神的自立の一要素を抑制するものと

いえよう。ここで，子どもの自己決定の方は親への依存とも判断責任性とも関

連が見られなかったことから，子どもよりもむしろ親の方のスタンスこそが，

これら二つに関連しているといえるかもしれない。 

 前述のように青年期の心理的離乳のプロセスについて検討した落合・佐藤

（1996）によれば，中学生の親子関係では「親が子を抱え込む」ことと「親が

子と手を切る」ことを行ったり来たりする過程があることが示されている。こ

のような子どもとの関係性の変化において，親も難しい対応をせまられるとい

えるだろう。また，コールマン（Coleman & Hendry, 1999）は，青年期の子育

ての難しさの理由として，「家族における権威関係の変容」「親役割の不確かさ」

「子どもに対する監督やモニタリングの適切さ」を挙げている。これらは，子

どもの成長に伴い，それまで親が持っていた決定権や権威，監督に対して子ど

もが自己主張をするようになり，親役割が揺らぐことを指している。 

平石（2010）は，このようなプロセスにおいて，親は手綱を緩めたり，子ど

もと適切な物理的・心理的距離をとったりしながら，さまざまな決定を子ども

に任せるようになることを指摘し，この微妙な距離の取り方や統制の仕方は判

断がなかなか難しく，親子によって個人差があると述べている。一般的に，「親

離れ，子離れ」と言われるように，親の方が「子離れ」の意識を持ち，子ども

の判断に関与しすぎないということも，子どもの自立を考える上で重要という
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ことが，今回の結果から推察されよう。 

 

３ 女性における自己決定 

 大学生活満足度に関しては，自己決定と性別の交互作用が見られ，女性の場

合に自己決定が高ければ大学生活満足度が高いとの結果が得られた。決定係数

が小さく，有意でもないため可能性としてしか言えないが，このことは，特に

女性において，部活という小さな判断であっても，本人の自己決定を尊重する

ことが，後々の大学生活満足度の高さに関連する可能性を示唆していると考え

られる。 

 女性の場合，社会規範から考えると，自己決定するよりも周囲に合わせた判

断を求められやすいように思われる。また，先に述べた福島（1992）の指摘に

あるとおり，男性のように親との関係を一旦切るのではなく，親との関係を保

ちながら自己の自主性を確立していくと考えられる。このように，親や周囲と

の調和を保つことが求められやすい中において，しっかりと自己決定をする機

会を経験することで，親との関係を保ちながらも自分の責任で決定する態度が

育まれ，それがやがて高校卒業後の進路決定場面に生かされて大学生活におけ

る満足度の高さにもつながるのかもしれない。 

 

４ 中学での判断と大学時の子どもの自立・適応との関連 

 重回帰分析により（Table 3），親への依存，判断責任性において，親の関与

との関連が見られたことは，決定係数が大きくないとの制約はあるが，注目す

べき点ではないだろうか。なぜなら，この結果は，中学時点での判断をめぐる

親子のやり取りが，時間をおいた大学時点の子どもの自立や適応に関連してい

ることを示唆しているからである。 

今回取り上げたのは中学の部活という 1 つの事象である。しかし，中学から

大学に至るまでの過程や，それ以前の中学に至るまでの成長過程において，親

子の間では様々な判断が繰り返される。そのようなやりとりを通じて親は子ど

もに判断や決定を少しずつゆだね，「親離れ・子離れ」が進んでいくのだろう。

そのプロセスの初段階である中学生の時期は，親にとっても子どもとの関係調

整に悩む時期と思われるが，親の方が「子離れ」の意識を持ち，関与を減らし

ていくことが，親への依存を減らし判断責任性を育むことに関連していると考

えられる。 

 最後に，本研究の限界として，今回の結果はあくまで大学時に想起された中

学時の親関与と自己決定について扱ったものであるという点が挙げられる。今

後の課題として，縦断的調査によって，中学から大学までの親子関係における

親関与と自己決定の変化と，子どもの自立の関連を検討していくことが望まれ

る。 
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Parents’ Involvement and Self-determination in Junior High School Students’ Club 

Decision Making and its Effect on the Independence and Adaptability of University 

Students  

 

Tazuko AOKI*1  Yayoi OKUMURA*2, Manami MORITA*3 

 

This study aimed to examine the relationship between parents’ involvement and 

self-determination in junior high school students’ club (optional after-school 

activities) decision making and its effect on the independence and adaptability 

of university students. Questionnaires were completed by 180 university students 

(male=70, female=110). The results revealed that parents’ involvement in club 

choices was positively related to the dependency of adolescents and negatively 

related to decision responsibility. In addition, the case of women, self-

determination regarding club decision making increased satisfaction with 
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university life. In conclusion, junior high school students’ club decision making 

related to their level of independence and adaptability to university life despite 

the passage of time between the two stages. During junior high school, an early 

stage of psychological weaning, it is important that parents limit their decision-

making involvement and focus on building lasting relationships. 

 

Keywords: parent-child relationship in adolescence, independence, psychological 

weaning, parents’ involvement, self-determination. 
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幼稚園教諭養成課程における 

領域「言葉」に関する専門的事項の授業内容の検討 

 

片山 美香※１  伊藤 智里※２   馬場 訓子※３ 

 

2019 年度に改訂された幼稚園教諭養成の教職課程に設置される「領域及び保育内容の指

導法に関する科目」は，「領域に関する専門的事項」と「保育内容の指導法（情報機器及び

教材の活用を含む。）」より構成される。本研究では，従来の「教科に関する科目」が撤廃

されたことにより新設された「領域に関する専門的事項」の科目において，具体的にどの

ような専門知識の学修を要するかについて，「保育内容の指導法」のモデルカリキュラム，

及び新幼稚園教育要領の記載内容に照らして検討した。その結果，養成課程の学生自身が

領域「言葉」のねらいや内容等を専門的見地から理解して保育実践のための知識や技能を

修得することに加え，感じたり，考えたり等の体験的な学びから幼児の視点で言葉の世界

をイメージする内容を授業に取り入れる必要性を見出した。 

 

キーワード：領域「言葉」，幼稚園教諭養成課程，専門的事項，モデルカリキュラム 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科 

※２ 中国学園大学子ども学部  

※３ くらしき作陽大学子ども教育学部 

 

Ⅰ はじめに 

2016（平成 28）年 12 月の「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」を受け，2017

年３月に幼稚園教育要領（以下，要領と略記する）の改訂版が告示された。今

回の改訂（定）は，幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども

園教育・保育要領の３法令が初めて同時に改訂されたことを特徴とし，いずれ

の幼児教育施設においても，同質の幼児教育・保育が保障されることとなった。 

 また，今回初めて小学校以上の学習指導要領も同時に改訂された。予測不能

な未来の変化を見据えて子どもたちの力を育てるため，「社会に開かれた教育課

程」の実現を目指し，「育成を目指す資質・能力の明確化」が図られている。高

等学校を卒業する段階で身に付けておくべき力は何かという視座の下，幼児期

からの一貫した育ちの方向性を見据えた改訂となった。幼稚園教育では，「育み

たい資質・能力の明確化」，「小学校教育との円滑な接続」及び「現代的な諸課

題を踏まえた教育内容の見直し」の３つが改訂の基本的な方針とされた（幼稚

園教育要領解説，2018）。新要領には，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

としての 10 の姿も示された。養成課程においては，この改訂内容を踏まえ，授

業内容の見直しを図ることとなった。 
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他方，2015 年 12 月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員

の資質能力の向上について ～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築

に向けて～」を受けて，2016 年 11 月に教育職員免許法，2017 年 11 月に教育職

員免許法施行規則の改正が行われた。この改正により，教職課程において大学

が創意工夫し，新たな教育課題に対応して質の高い教職課程が編成できるよう，

「教科に関する科目」と「教職に関する科目」区分が撤廃され，教科の専門的

内容と指導法の一体的な学修を可能にする「教科及び教職に関する科目」に大

括り化された。2019 年４月１日に改正された教育職員免許法及び同法施行規則

の施行に伴い，20 年ぶりに全国の教員養成大学において、新たに履修内容の充

実を図った教職課程が実施された。 

 幼稚園教諭の養成においても，この新教職課程に基づき，「領域及び保育内容

の指導法に関する科目」が設けられ，「イ領域に関する専門的事項」と「ロ保育

内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」の構成となった。「イ領域に

関する専門的事項」は「５領域の教育内容に関する専門知識を備えた専門性（神

長，2017）」を，「ロ保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」は

「５領域に示す教育内容を指導するために必要な力，具体的には，幼児を理解

する力や指導計画を構想し実践していく力，様々な教材を必要に応じて工夫す

る力等の実践力（神長，2017）」の養成を目指すものである。 

各教員養成大学では，2022（平成 34）年度末までが経過措置期間であること

から，それまでにこれまでの課程の見直しを図り，各養成大学の創意工夫によ

る質の高い教員を養成する科目を開設することが喫緊の課題である。 

 養成大学に裁量を持たされた教職課程を具体的にどのように編成するかにつ

いては各大学の体制に応じた内容を検討する研究が認められる。奈良教育大学

は，行った５領域科目の内容構成に関する一連の研究を行っている（例えば，

棚橋・宮下・横山，2018；藤崎・宮下・横山，2018）。これらは，幼稚園教育要

領の各領域が示す「ねらい」及び内容と授業担当者の研究知見を対応させて論

じ，各領域の背景となる理論的知見を報告し，新科目の授業内容に反映させる

ことを目指す内容であった。入江ら（2018）は，担当している領域「健康」の

授業内容を新課程のモデルカリキュラム（保育教諭養成課程研究会，2017）と

比較検討することを通して現状と課題を見出し，カリキュラム開発に活かす研

究を行っている。中川ら（2018）は，領域「人間関係」及び「環境」について

保育教諭養成課程研究会（2017）が作成したモデルカリキュラムと授業モデル

の内容を授業内容と活動の観点から分析し，その特徴を析出している。授業実

践の方法として伊藤ら（2018）は，保育内容「言葉」と「音楽表現」に共通す

る概念を見出し，保育者に共通の力量向上により子どもの育ちを促す科目間の

連携の在り方を提案している。神谷・吉見（2018）は，「保育内容の指導法」に

係る授業においてアクティブ・ラーニングを取り入れた授業実践を報告してい

る。また，「言葉の感覚を豊かにする」ことや「言葉の響きやリズムを楽しむ」

実践力養成のための絵本の選択と関連づけた研究（三好，2019）も見られる。

「言葉に対する感覚」に焦点を当てた授業実践としては，学生が音節構造の仕
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組みに気付いて面白さを感じたり，音韻意識について遊びを通して楽しみなが

ら理解を深めたりする活動を取り入れた教材開発とその有用性を示す研究が行

われている（熊田，2018）。このように，領域「言葉」については指導法に関す

る研究が複数あるものの「領域に関する専門的事項」で扱う授業内容について

検討した研究はほとんど認められない。 

以上より，領域「言葉」に焦点を当て，改訂されたねらい及び内容を踏まえ， 

2019 年４月１日から実施された新教職課程における新設科目である「領域に関

する専門的事項」に係る授業の内容構成について検討することを目的とする。

具体的には学生が「何をどのように身につけることを想定しているのか」とい

う点から，保育教諭養成課程研究会（2017）の示した「領域に関する専門的事

項」と「保育内容の指導法」の「言葉」のモデルカリキュラムを対照させ，幼

稚園教諭に特化した科目として位置づけられた「領域に関する専門的事項」で

扱う内容を検討し，領域「言葉」における「領域に関する専門的事項」の授業

内容の明確化を目指す。 

 

Ⅱ 幼稚園教育要領（2017 年３月改訂）の領域「言葉」における変更点 

 改訂された新要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とし

ての 10 の姿の内，領域「言葉」に関連があるのは，「数量・図形，文字等への

関心・感覚」及び「言葉による伝え合い」の２項目である。幼児期の数量や図

形，標識や文字などへの関心や感覚は，小学校の学習に関心をもって取り組み，

実感を伴った理解につながると共に，学んだことを日常生活の中で活用する態

度にもなる（幼稚園教育要領解説，2018）。また，幼児期の言葉による伝え合い

は，小学校の生活や学習において，友達と互いの思いや考えを伝え，受け止め

たり，認め合ったりしながら一緒に活動する姿や，自分の伝えたい目的や相手

の状況などに応じて言葉を選んで伝えようとする姿などにつながっていく（幼

稚園教育要領解説，2018）。いずれも，幼稚園教育を通じた生活や体験から次第

に育っていくことが期待される姿と言える。 

「第２章ねらい及び内容」の領域「言葉」には，次のことが加筆された。ま

ず，「１ ねらい」の(3)において，「日常生活に必要な言葉が分かるようになる

とともに，絵本や物語などに親しみ，言葉に対する感覚を豊かにし，先生や友

達と心を通わせる」の下線部分である。幼稚園教育要領解説（2018）によると，

「言葉に対する感覚」は，教師や友達と一緒に行動したりやり取りしたりする

ことに加えて，絵本や物語から言葉の楽しさや美しさに気付いたり，想像上の

世界や未知の世界に思いを巡らして教師や友達と共有したりする体験を通して

育まれると示されている。「言葉に対する感覚」が豊かになることは，「したり，

見たり，感じたり，考えたりなどすること」自体を豊かな体験へと導き，さら

に自分なりの豊かな表現へとつなげていくことになると理解される。また，「３ 

内容の取扱い」の(4)として「幼児が生活の中で，言葉の響きやリズム，新しい

言葉や表現などに触れ，これらを使う楽しさを味わえるようにすること。その

際，絵本や物語に親しんだり，言葉遊びなどをしたりすることを通して，言葉
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が豊かになるようにすること。」が新設された。 

「言葉に対する感覚」という記述は，平成元年版から「言葉」の領域の冒頭

部分に，「３ 内容の取扱い」の(3)への記述は平成 20 年版からそれぞれ認めら

れ，今回の改訂にも引き継がれている。「言葉に対する感覚」を育むことが子ど

も達の現代的な課題となっているようである。養成教育においては，このよう

な課題を加味した授業内容の構成が求められる。これについては，後の項で改

めて検討する。 

  

Ⅲ 幼稚園の教職課程における「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の

創設 

 棚橋ら（2018）は，今回の新たな教職課程の開設を幼稚園教諭養成の自立の

宣言と評す。「教科に関する科目」が「領域に関する専門的事項」に変更され，

小学校の教科ではなく，幼児教育の５領域に沿った専門知識の習得が目指され

ることになったため（棚橋・宮下・横山，2018）である。幼児教育と小学校教

育の接続が一層重要視されるようになった今回の改訂において，改めて幼児教

育の独自性が明確化され，幼児期に特化した領域に関する確かな専門的知識を

身に付けられる教職課程の構築が目指されることとなる。 

今回の改訂の目的の１つは，保育者養成大学における教育水準を全国的に一

定程度にすることであった。その指針として，一般社団法人保育教諭養成課程

研究会は，文部科学省の委託を受け，2017 年３月に幼稚園教諭養成のためのモ

デルカリキュラムを提示した。旧科目の「教科に関する科目」に替わって新設

されたのが，「領域に関する専門的事項」である。考え方，シラバス作成上の留

意事項，授業担当者に求められる専門性等を表１に示した。

 
 

 

表１　領域に関する専門的事項

(１)「領域に関する専門的事項」の考え方

○領域について，領域それぞれの学問的な背景や基盤となる考え方を学ぶことを基本とする。幼稚園教育
において、「何をどのように指導するのか」という視点で見たときの「何を」を深める部分である。幼稚園教
育要領に示されているねらい及び内容を含めながら、これらに限定されることなく、より幅広く、より深い内
容が求められる。
〇各大学等で、「イ領域に関する専門的事項」の科目を構成する場合、科目名は、必ずしも「幼児と○○」
とするものではない。モデルカリキュラムにおいて「幼児と〇〇」とした理由は、本科目は各領域の背景に
ある専門的な視点からの領域の考え方を深めることを目指していて、その分野は多岐にわたることが予想
されるが、必ず「幼児」「幼児期」「幼児期の教育」の視点を忘れないでということを意味するものである。

（２）各大学等におけるシラバスを作成する際の留意事項

〇領域の内容にかかわる授業担当者の専門を生かしつつ、モデルカリキュラムの一般目標や到達目標を
踏まえ、当該領域に関しての専門的な知識・技能等を習得できるよう、工夫していく。

〇授業モデルを参考にして、主体的・対話的で深い学びとなる過程を保証する授業を構想していく。

（３）授業担当者に求められること

〇各領域に関連する学問分野を専門とする者が担当することになるが、いずれの場合も、「幼児」や「幼児
期の教育」、「幼稚園教育」について、よく理解していることは重要である。

〇「保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」の各領域の担当者と連携をとる必要がある。
「領域に関する専門的事項」に関する科目と、「保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」
に関する科目のどちらを先に教えるかによって、扱う内容が変わってくることが予想される。

※平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究―幼稚園教諭の資質能力
の観点から養成課程の質保証を考える―＜文部科学省幼児期の教育内容等深化・充実調査研究委託「幼稚園
教諭の養成の在り方に関する調査研究」＞より抜粋。
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旧養成課程の「教科に関する科目」が撤廃されたことにより，小学校教育に

関する学修が減少することを危惧する指摘もある（中川ら，2018）が，「領域に

関する専門的事項」は，養成課程の学生自身が各領域のねらいや内容に応じて

保育実践するための基盤となる知識や技能，思考力や判断力等の獲得を目指す

科目であると理解できよう。 

 

Ⅳ 「領域『言葉』に関する専門的事項」で扱う内容とは 

教職課程コアカリキュラムには，教職に就こうとしている全ての学生が学修

し，十分理解して実践に繋げられるようにするために必要な最低限の内容が示

されている。表２のように，３つの目標が提示されており，到達目標を達成す

ることで一般目標が，一般目標を達成することで全体目標の着実な達成が目指

せるよう関係付けて構成されている（一般社団法人保育教諭養成課程研究会，

2017）。こうした目標の関係性を理解した上で，目標達成に係る内容をシラバス

に反映するよう求められている。 

 

 

全体目標 当該事項を履修することによって学生が修得する資質・能力。

一般目標 全体目標を，内容のまとまり毎に分化させたもの。

到達目標 学生が一般目標に到達するために達成すべき個々の規準。

※一般社団法人保育教諭養成課程研究会（2017）により提示されている「領
域に関する専門的事項」の「言葉」に関するモデルカリキュラムから筆者が
作成。

表２　教職課程コアカリキュラムに提示されている３つの目標

全体目標
当該科目では，領域「言葉」の指導の基盤となる，幼児が豊かな言葉や表現を身
に付け，想像する楽しさを広げるために必要な専門的事項に関する知識を身に付
ける。

一般目標 人間にとっての言葉の意義や機能を理解する。

到達目標
１）人間にとっての話し言葉や書き言葉などの言葉の意義と機能について，説明
できる。

２）乳幼児の言葉の発達過程について，言葉の機能への気付きも含めて説明でき
る。

一般目標 言葉に対する感覚を豊かにする実践について理解する。

到達目標 １）言葉の楽しさや美しさについて，具体的な例を挙げて説明できる。

２）言葉遊びなどの言葉の感覚を豊かにする実践について，基礎的な知識を身に
付ける。

３）言葉の楽しさや美しさに気付き，言葉を豊かにする実践を，幼児の発達の姿と
合わせて説明できる。

一般目標 幼児にとっての児童文化財の意義を理解する。

到達目標 １）児童文化財（絵本・物語・紙芝居等）について，基礎的な知識を身に付ける。

２）幼児の発達における児童文化財の意義について理解する。

１）絵本・物語・紙芝居などの児童文化財を保育にどのように取り入れていくか
等，視聴覚教材等を用いながら，具体的な場面や幼児の姿を通して理解できるよ
うにする。

２）領域「言葉」の背景となる学問的基盤や幼児教育に関わる専門性を有する人
材が担当するにふさわしい。

表３　領域『言葉』に関する専門的事項（１単位）のモデルカリキュラム

※平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究―幼稚園教諭の資質能
力の観点から養成課程の質保証を考える―＜文部科学省幼児期の教育内容等深化・充実調査研究委託「幼
稚園教諭の養成の在り方に関する調査研究」＞より抜粋。

（１）言葉のもつ意義と機能

（２）言葉に対する感覚を豊かにする実践

（３）言葉を育て、想像する楽しさを広げる児童文化財

　〔留意事項〕
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一般社団法人保育教諭養成課程研究会（2017）が作成した「領域『言葉』に

関する専門的事項」のモデルカリキュラム，「保育内容の指導法（情報機器及び

教材の活用を含む。）」の「言葉」（以下，「保育内容『言葉』の指導法」と記述

する）のモデルカリキュラムが表３，表４である。対照させながら，「領域『言

葉』に関する専門的事項」で扱う内容を確認してみよう。 

 
 表３と表４の比較検討により，「領域『言葉』に関する専門的事項」では，養

成課程の学生自身が領域「言葉」のねらいや内容等を専門的見地から理解し，

保育実践するための基盤となる知識や技能，思考力や判断力等の獲得を目指す

内容が示されていることが分かる。他方，幼児が言葉の力を獲得するために何

をどのように学ぶか，そのために保育者がどのように指導するかを学修するの

が「保育内容『言葉』の指導法」であると言えよう。換言すると，「領域『言葉』

に関する専門的事項」では，幼児の言葉の獲得を促すために形式的な指導内容

に陥らないよう，保育者自身が言葉を獲得する主体となる幼児の視点をもって，

指導内容を自ら検討する力量を身に付けられるようにするという特徴を有して

いると理解される。 

全体目標

領域「言葉」は，「経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し，相手の話す言葉を
聞こうとする意欲や態度を育て，言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う」ことを目指すも
のである。幼稚園教育において育みたい資質能力について理解し，幼稚園教育要領に示され
た領域「言葉」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深め，幼児
の発達に即して，主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえて具体的な指導場面を
想定して保育を構想する方法を身に付ける。

一般目標
幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ，領域「言葉」のねらい及び内容を理
解する。

到達目標
１）幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本，領域「言葉」のねらい及び内容並びに全体構
造を理解している。

２）領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ，幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意
点を理解している。

３）幼稚園教育における評価の考え方を理解している。

４）領域「言葉」に関わる幼児が経験し身に付けていく内容の関連性及び小学校の教科等との
つながりを理解している。

一般目標
幼児の発達や学びの過程を理解し，領域「言葉」に関わる具体的な指導場面を想定した保育を
構想する方法を身に付ける。

到達目標 １）幼児の心情，認識，思考及び動き等を視野に入れた保育構想の重要性を理解している。

２）領域「言葉」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解
し，保育構想に活用することができる。

３）指導案の構造を理解し，具体的な保育を想定した指導案を作成することができる。

４）模擬保育とその振り返りを通して，保育を改善する視点を身に付けている。

５）領域「言葉」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り，保育構想の向上に取り
組むことができる。

１）教師の言葉掛けや援助については，映像資料や事例等を活用し，具体的な幼児の姿ととも
に理解できるようにする。

２）言葉による伝え合いや文字の習得については，小学校との接続に向けて，幼児期と小学校
以降の学びの違いを踏まえながら，幼児期にふさわしい指導の在り方を考えることができるよう
にする。

３）領域「言葉」の背景となる学問的基礎及び幼児教育に関わる専門性を有する人材が担当す
るにふさわしい。

表４　保育内容『言葉』の指導法（２単位）のモデルカリキュラム

（１）領域「言葉」のねらい及び内容

（２）領域「言葉」の指導方法及び保育の構想

※平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究―幼稚園教諭の資質能力の
観点から養成課程の質保証を考える―＜文部科学省幼児期の教育内容等深化・充実調査研究委託「幼稚園教諭
の養成の在り方に関する調査研究」＞より抜粋。

　〔留意事項〕
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 その際，幼稚園教育要領（2017）に新設された「３ 指導計画の作成上の留

意事項」の(3)に示されているように，「言語に関する能力の発達と思考力等の

発達が関連していることを踏まえ，幼稚園生活全体を通して，幼児の発達を踏

まえた言語環境を整え，言語生活の充実を図ること」を「領域『言葉』に関す

る専門的事項」として理解しておく必要があろう。 

また，表３の全体目標から，「領域『言葉』に関する専門的事項」では大別

して２つの専門的事項に関する知識を身に付けることが求められていることが

分かる。１つ目は「幼児が豊かな言葉や表現を身に付けるための専門的事項」，

２つ目は「幼児が想像する楽しさを広げるための専門的事項」である。これら

の専門的事項に関する知識は具体的にどのように身に付けていけばよいであろ

うか。 

１つ目の「幼児が豊かな言葉や表現を身に付けるための専門的事項」として

は，その前提となる象徴機能の発達を理解する必要がある。私たちが日常用い

るシンボルには多様なものがあるが，対象のイメージを特定の音の配列で表し

たのが話し言葉であり，特定の線の配列で表したのが書き言葉としての文字で

ある。これらから，音韻（音の組み合わせ）や統語（語順などの文法など）と

いった特定の形式と意味内容（どの言葉が何を表すのか）が決まっている言語

体系をもつ言葉の特徴を理解することが考えられよう。また，その言語体系の

獲得に至る前に表情や仕草といった行動による非言語的な表出を通して，自ら

を受け止めてもらう体験が前提となり，言葉の発達に向かうといった，幼児と

大人の関係が言葉の発達の基盤であることに関する理解も欠かせない。表３の

一般目標に掲げられている「人間にとっての言葉の意義や機能を理解すること」

及び「言葉に対する感覚を豊かにする実践についての理解が求められる。具体

的には，表３の到達目標（(1)-1），(1)-2)，(2)-1)，(2)-2)，(2)-3)）や表５

の授業モデルより，「言葉の発達過程における乳幼児の言葉の意義と機能の理

解」，「言葉のコミュニケーションとしての機能及び文字の機能」，「言葉に対す

る感覚を豊かにする言葉遊びと幼児の言葉の発達との関連」を学修できる内容

を授業に組み込むことも必要と言えよう。 

２つ目の「幼児が想像する楽しさを広げるための専門的事項」としては，表

３の一般目標に掲げられている「幼児にとっての児童文化財の意義を理解する

こと」が重要であろう。また，幼稚園教育要領（2017）の領域「言葉」の内容

の「(1)先生や友達の言葉や話に興味や関心をもち，親しみをもって聞くこと」

や，「(8)いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする」等，幼児に理

解し合いたい相手が居ることや心動かす多様な体験の積み重ねが想像力の醸成

につながることを学ぶことも有用であろう。また，表３の到達目標（(3)-1），

(3)-2)）や表５の授業モデルより，「絵本・物語・紙芝居等の児童文化財の中に

描かれている幼児の姿を通じた幼児理解及び幼児にとっての児童文化財の意義

の理解」，「絵本・物語・紙芝居等の児童文化財の体験的な楽しさの理解及び保

育への取り入れ方の理解」が求められている。幼児は児童文化財で見聞きする

ことから自分の経験を想起することによって，より想像力を膨らませ，想像す
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る楽しさを実感するという，幼児の体験間のつながりの特徴を理解することも

欠かせない事項であると言えよう。 

 

 

Ⅴ 今，なぜ「言葉に対する感覚を豊かにする」ことが重視されるのか 

ところで「言葉に対する感覚」とはどのような感覚を意味するのであろうか。

類似した用語として，2017（平成 29）年に幼稚園教育要領と同時改訂され告示

された小学校学習指導要領国語編の国語科の目標に「(3)言葉がもつよさを認識

するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重してその

能力の向上を図る態度を養う。」の下線部のように「言語感覚」という用語があ

る。浅田（1992）は，「言語感覚」という用語は日本の国語教育界においてはよ

く用いられ，言葉自体はすでに定着したと言ってよいが，その内実は明らかに

なっていないと指摘する。浅田（1992）は「言語感覚」という言葉は学術用語

ではなく，一般語として使用されてきており，「言語の感覚」という意味合いで

用いられていると述べる。一つは「言語についての感覚」すなわち「言語に関

して人間が持っている感覚」であり，今一つは「言語自体の感覚」，「言語その

ものに付随している感覚」，狭義の「語感」すなわち「語句のニュアンス」を意

味すると説く。「言語感覚」の概念規定の代表的なものとしては，林氏によるも

の（1971）が挙げられている。「言語に対するセンス。一々の言語活動の具体的

な場面に当たって，どのような表現活動をするのが最も適切であるかを判断し，

また理解活動について，与えられた表現を最も適切に評価する能力である」と

言う。「言語感覚」は，言葉に対する直感的・感覚的な主体内部の反応（感じ方）

であるが，それは，言葉を選んだり，言葉を評価したりする行動の上に現れる

としている。そして，「言語感覚」を「対象による分類」と「働きによる分類」

に分け，定義している。「対象による分類」は①表現の正誤に対する感覚―その

言葉の使い方は正しいか，②表現の適否に対する感覚―その言葉の使い方は適

切か，③表現のニュアンスに対する感覚―それはどんな感じ（美醜，明暗，堅

柔，強弱，軽重，軽妙，重厚，優美，繊細，勇壮等，言葉の微妙なニュアンス

を直感的に判断・評価したり，味わったりする能力）の３つである。保育者養

成に際して学生は，それぞれのニュアンスが感じられる体験としてどのような

授業モデル
関連する到達目標
（表３参照）の番号

１．言葉の発達過程において，乳幼児が言葉の意義と機能をどのように理解していくか，映像資料や事
例を通して，具体的に説明する。

（１）―２）

２．言葉の意義や機能について，「言葉による伝え合い」（コミュニケーションとしての機能）や「文字の意
味や役割」（文字の機能）を取り上げ，映像資料や事例を通して，具体的な幼児の姿を基に講義する。

（１）―１），（１）―２）

３．しりとりやなぞなぞ等，言葉に対する感覚を豊かにする言葉遊びを体験するとともに，言葉遊びと幼児
の言葉の発達とその関連を考える機会を設ける。

（２）―１），（２）―２）

４．絵本・物語・紙芝居などの児童文化財の中に描かれている幼児の姿を読み解くことで，幼児理解を深
めるとともに，幼児にとっての児童文化財の意義を考える機会を設ける。

（３）―１），（３）―２）

５．絵本・物語・紙芝居などの児童文化財を実際に読んだり，演じたりすることで，その楽しさを体験的に
理解し，保育への取り入れ方を具体的に話し合う。

（３）―１），（３）―２）

※平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究―幼稚園教諭の資質能力の観点から養成課程
の質保証を考える―＜文部科学省幼児期の教育内容等深化・充実調査研究委託「幼稚園教諭の養成の在り方に関する調査研究」
＞を基に筆者が作成。

表５　領域『言葉』に関する専門的事項（１単位）の考えられる＜授業モデル＞
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体験があるか，多様な体験について考えてみることが可能であろう。他方，「働

きによる分類」とは，「認識のあり方（ものの捉え方）に関する感覚」で論理性

に関する言語感覚と定義される。もう１つは「伝達のあり方（ひととのかかわ

り方）に関する感覚」で言葉の伝達性に関する感覚をさし，相手との人間関係

意識によって支えられていると定義されている。日々の幼稚園生活において，

保育者が幼児一人一人にとって豊かな言語環境となることを自覚し，保育者の

日々の言葉や行動する姿などが幼児の言動に大きく影響することを認識したう

えで，保育者自身の言語感覚を研ぎ澄ます方策について共に考える機会があっ

てもよいだろう。田近（1982）によると，「感覚」とは人間の内面の働きであっ

て，一般化することのできない，きわめて個人的なものであると言う。「言語感

覚」は生活意識，あるいは個人の過去の経験の蓄積，そこに育まれた生活感情

に支えられている（田近，1982）。田近（1982）は「言語感覚を養う」というこ

とは，教師が児童・生徒の言語生活の実態を見つめることによって，言語規範

に合わせて言語を使っていく力を養うだけではどうにもすくい上げることので

きない，感覚的で個性的な何かがあることを敏感に感じ取る必要性を述べてい

る。さらに田近（1982）は豊かな現代社会にあって，発想の画一化や感受性の

硬直化，さらには，少年の問題行動に見られる精神の荒廃やしなやかさの喪失

といった現実の中で，人間らしい言葉を取りもどそうとする人間回復の発想と

重なるものがあるのではないかと投げかけている。個々の幼児の「今，ここ」

での心情を感じ取ったり，保育者が働きかけたりする上で豊かな言語感覚が幼

児と保育者のより良い関係の潤滑油となるのではなかろうか。田近（1982）が

著した頃と同様，現代はグローバル化や急速な情報化，技術革新が人間生活を

質的に変化させつつある時代だからこそ，個々の「言語感覚を養う」ことが注

視されるようになったのかもしれない。こういった背景も含めて学生は，「なぜ，

今，言葉に対する感覚を豊かにする」ことが求められているのかを考え，幼児

の発達に応じて「言葉に対する感覚を豊かにする」保育者としての表現や素材

の提示等，具体的な実践のための手立てを見出す授業内容が求められよう。 

ここで，「言葉」と「言語」という語の使用について確認しておこう。今回

改訂された幼稚園教育要領では「言葉に対する感覚」と「言葉」の語が用いら

れる一方，同時改訂された小学校学習指導要領国語編では「言語」が用いられ

ている。周知のように，1956（昭和 31）年に初めて幼稚園教育要領が公布され

て以来，1989（平成元）年の改訂までは，保育内容は６領域で現行の「言葉」

は「言語」とされていた。1989（平成元）年の改訂により，現行の５領域とな

り，領域名が「言葉」へと改変された。領域「言語」には，すでにある言語体

系を正しく順序立てて教えていくという考えが背景にあり，「正しい」言葉や語

調，意味内容，言語習慣に重点が置かれていた（野口，2018）。1989（平成元）

年の改訂では，「環境による教育」の理念を明確に示し，領域「言葉」において

も「日常生活の中で」という文言を大切に用いている。このことは，幼児がい

かに主体的に環境とかかわりながら，生活体験を通して言葉を自分のものとし

て獲得していくか，身につけた言葉を使って，どのように自分の内面を表現し
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ていくかを大切にするようになった（大越，2006）ことを示している。それは，

言葉に至る前，つまり言語体系を獲得する以前の段階から，保育者が言語的に

未発達な幼児の表現を敏感に受け止め，言葉として表現する感覚を豊かに育む

役割をもつことにその存在意義を認めていると理解される。言葉の獲得が進む

時期においても，正しい言語体系の指導が主目的とはならないことについて学

生の理解を促すことが不可欠であると考えられる。 

 

Ⅵ 「言葉に対する感覚を豊かにする」ことに関する専門的事項の授業構想 

先のⅣやⅤの項で示したように，「言葉に対する感覚を豊かにする」ことは，

幼児が日常生活を通して身に付けていく一方，その自然な育ちを促す環境づく

りは保育者の役割である。領域「言葉」の内容「(7)生活の中で言葉の楽しさや

美しさに気付く。」「(8)いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。」

（幼稚園教育要領解説，2018）に関連して，言葉はただ単に意味や内容を伝え

るだけの働きではなく，思考力や感性の育ちにつながる。声として発せられた

音声の響きやリズムに音としての楽しさや美しさがあり，その体験を通じて，

さらにイメージを膨らませることが出来る。幼児は，人間らしい情感に溢れた

言葉を耳で聞く幸福感の中で心を開き，心を表現する豊かな言葉を獲得するこ

とができる（野上，2018）。野上（2018）によると幼児期には，細かい言葉の意

味や理解よりも，言葉のおもしろさ，楽しさ，うれしさといった感覚的なもの

が体得されていくと言う。幼児が日常生活の中で主体的に環境に関わり，その

体験を保育者が共有しつつ，体験やイメージにぴったり合う豊かな言葉による

表現を身に付けられるよう，学生が自らの日常的な体験を，具体的なイメージ

として意識化し，表現し合うようなアクティブ・ラーニングによる学び方の工

夫が考えられる。内容の「(8)いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かに

する」とあるように，蓄積されたイメージをその意味する背景や情景などを理

解した上で，徐々に言葉として表現することが，言葉の豊かさにつながってい

く（幼稚園教育要領解説，2018）ことを学生自身が実感できるような授業内容

の検討が必要であろう。 

また，内容の「(9)絵本や物語などに親しみ，興味をもって聞き，想像する

楽しさを味わう」に示されているように，幼児はお話の世界を通じて現実とは

異なった体験をする。何歳向けの絵本かとか，どんなストーリーかといった形

式的な素材の理解ではなく，幼児がどこに楽しさを見出すか，どんな体験をす

るかといった子どもの視点をもって絵本等の児童文化財に関する教材研究を進

めることが重要であろう。多様な言葉や表現に触れる契機となる言葉遊び等も

含め，学生各自が自分の知り得た素材や情報を持ち寄って共有したり，共通の

テーマに沿って調べて発表したりする等，学生同士の学びを活かすアクティ

ブ・ラーニングを積極的に取り入れることで，その有用性が高まると考える。 

さらに，係活動である役割を担い，役割に沿った言葉を用いたり，生活発表

会の劇ごっこ等を通して客人に観てもらうことを意識したり，誕生会や話し合

いといった行事等でその場にふさわしい言葉を認識したり，異年齢児や地域の
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方との触れ合いを通して相手にふさわしい言葉を使い分けたりすることが，言

葉の楽しさや美しさを体験する機会として活かせるよう，学生の理解を深めた

いところである。幼児期においては，幼稚園生活を通して言葉の様々な楽しさ

や美しさに気付くことが，言葉の感覚を豊かにしていくことにつながる（幼稚

園教育要領解説，2018）。事例は，幼児が日常生活の中で歌詞を介して自分の感

情を表現したことにより，他児との感情の共有化が進み，コミュニケーション

が成立した場面（中川・片山，2015）の観察記録である。園外保育へと出かけ

る直前にＡ児がトイレに行きたくなる場面であった。 

 
この事例から，歌詞の内容と共に付されたリズムによって，２人の幼児の感

情が的確に言い表されたことが分かる。気持ちを言葉の楽しさでもって表し，

楽しみながら生活の中で自然に多様な言葉に対する感覚を豊かに育んでいる幼

児の姿を知ることが出来る。このように園生活における実際の幼児の姿を通し

た学びは，領域「言葉」に関わる幼児理解を深める手立てと成り得よう。こう

した幼児の園生活の実際を捉えた教材に触れながら，幼児が言葉に対する感覚

を豊かにする様を理解できるような授業内容及び方法の工夫も必要であろう。 

養成大学では，まさに今，新教職課程に応じた授業内容を工夫して実施しな

がら，学生の主体的な学びの仕組みを工夫し，確かな授業内容の理解から質の

高い保育者養成につながるよう，カリキュラムの構築を目指す途上にあると言

えよう。 

 

Ⅶ まとめと今後の課題 

本稿では，教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う新

教職課程において新設された「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の内，

「イ領域に関する専門的事項」の領域「言葉」に関して，2017 年３月に改訂さ

れた幼稚園教育要領の領域「言葉」の変更点を踏まえ，授業の構想を試みた。

その結果，新教職課程の指針として，一般社団法人保育教諭養成課程研究会

（2017）が作成したモデルカリキュラムを参考にしたが，養成校の独自性を発

揮できる一方，到達目標に示されている内容がいずれも抽象度が高いため，具

体的な授業内容の十分な検討を要することが改めて確認出来た。 

 今後は，特に今回の改訂で重視されるようになった「言葉に対する感覚を豊

かにする」実践に必要な基本的事項について調査研究し，質の高い保育者養成

を目指した養成カリキュラムを構築することが課題である。 
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教師のチームワークと学校組織風土の関連性 

－「チームとしての学校」を実現するための前提の吟味－ 

 

三沢 良※１  森安 史彦※１  樋口 宏治※２ 

 

本研究の目的は，第一に学校組織における教師のチームワークの構成要素を確認し，第

二にそれらチームワークの構成要素と学校組織の風土の関連性を検討することである。教

師のチームワークについては，特に行動面に焦点をあて，産業領域の知見に基づく尺度を

構成した。また学校組織風土として，協働的，同調的，心理的安全性の 3 つの側面を測定す

る尺度を準備した。現職教員を対象に質問紙調査を行い，230 名から回答が得られた。チー

ムワークに関する因子分析により「相互調整」「職務の分析と明確化」「知識と情報の共有」

の構成要素が抽出された。そして学校組織風土の関連性を吟味したところ，チームワーク

の各要素はいずれも「協働的風土」および「心理的安全風土」と正の関連，「同調的風土」

とは負の関連を示した。これらの結果から，学校内で協働を志向し，率直で開放的な議論が

できる風土の下で，教師のチームワークも発揮されやすいことが示唆された。 

 

キーワード：教師，チームワーク，学校組織，組織風土，心理的安全性 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科 

※２ 岡山市立伊島小学校 

 

Ⅰ 問題と目的 

１ 「チームとしての学校」を実現するための前提 

新しい時代に必要な資質・能力の育成，複雑化・困難化した学校現場が抱え

る課題の解決，そして学校の労働環境の改善を背景とし，中央教育審議会（2015）

は「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」（以下，

「チーム学校答申」）を公表した。同答申では，今後求められる「チームとして

の学校（以下，チーム学校）」像として「校長のリーダーシップの下，カリキュ

ラム，日々の教育活動，学校の資源が一体的にマネジメントされ，教職員や学

校内の多様な人材が，それぞれの専門性を生かして能力を発揮し，子どもたち

に必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校」（p.12）が提示

されている。また，生徒指導や特別支援教育等を充実していくために，学校や

教員が心理や福祉等の専門家（専門スタッフ）や専門機関と連携・分担する体

制を整備し，学校の機能を強化していくことの重要性が論じられている註 1）。 

昨今の学校現場の状況から，「チーム学校答申」で示された学校外の多様な専

門家や専門機関と連携した学校運営が重要なことに異論はないであろう。ただ

し，安易な専門家の配置や形式的な連携の仕組みづくりでは不十分であり，「チ

ーム学校」の理念を実現する方策は未だ模索されている。当然ながら，「チーム

学校」体制の中核となる学校内の組織力や教師集団の協働が成立していること
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が，外部連携以前の前提になると考えられる（後藤, 2016; 片山, 2017）。 

片山（2017）は，学校で生じた大きな事故や事件の背景として，学校組織内

で情報やビジョンが共有されておらず，教師集団のチーム化が不十分であった

ことを指摘している。さらに，外部連携による「チーム学校」体制の前段階と

して，学校内の教師集団のチーム化が急務であり，その実践的な対策の必要性

を論じている。こうした議論を踏まえると，「チーム学校」を実現する前提とし

て，教師集団の協働のあり方に関する実証的検討が必要といえる。 

 

２ 教師集団の協働とチームワーク 

（１）教師集団の協働をとらえる視点の課題 

従来，教師集団の協働は「同僚性」や「協働性」の概念を用いて議論されて

きた。「同僚性」は，主に授業実践に関して，教師が互いに学び合う相互作用を

特徴とする連帯関係を表す概念とされる註 2)。「協働性」には多様な定義がある

が，学校内の目標や課題達成のための教師間の協力関係の性質を表す概念であ

る註 3)。両者の関連については，「同僚性」が「協働性」の基盤になるという見

解があり（牧, 2011），概念的には「協働性」の中に「同僚性」が含まれるとい

える。しかし，両者が混同されることも多く，不確定で多義的な概念であるこ

とは否めない（後藤, 2016）。それゆえ，「同僚性」や「協働性」を直接的に実

証的検討の対象とするには課題がある。加えて，教師集団の協働の中身につい

ては，相互理解，共通理解，情報共有などの抽象的な観点が示されるに留まり，

具体的内容がほとんど議論されていないという問題点もある（淵上, 2011）。 

こうした問題点を鑑み，本研究では教師集団の協働の理解に有用な概念とし

て，チームワークに着目する。チームワークは社会心理学や産業・組織心理学

の領域において，集団の協働のあり方やパフォーマンスを説明する概念として，

多くの実証的知見が蓄積されてきた（e.g., Mathieu, Wolfson, & Park, 2018; 

三沢, 2019a,b）。それらを援用することで，「チーム学校」実現の前提となる教

師集団の協働の分析に役立つ知見が得られると考えられる。 

 

（２）チームワークの概念と研究の動向 

チームワークとは「チーム全体の目標達成に必要な協働作業を支え，促進す

るためにメンバー間で交わされる対人的相互作用であり，その行動の基礎とな

る心理的変数を含む概念」（山口, 2008）と定義される。これはチームワークに

含まれる多様な変数を包括した定義であるが，その後の研究からチームワーク

には行動，態度，認知の 3 つの側面があり，それぞれが下位要素で構成される

ことが示されている（三沢, 2019a）。行動的要素は，「チーム・プロセス」とも

呼ばれ，メンバー間で行われる具体的行動を指す（例：職務の分析や目標の明

確化，相互強調，情報交換，支援など（Rousseau, Aube, & Savoie, 2006））。

認知的要素は，メンバー間での知識・理解の共有の実現状態を表す（例：共有

メンタルモデル註 4)（e.g., Klimoski & Mohammed, 1994））。態度的要素は，メ
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ンバーの連帯感や結束力，集団としての目標達成への意欲に関連する要因であ

る（例：集団の凝集性や規範，チーム志向性（Dickinson & McIntyre, 1997））。 

チームワークの構成要素や影響要因を整理した理論的モデルも，数多く提案

されている（cf., Verhoeven, Cooper, Flynn, & Shuffler, 2017）。特に，

Dickinson & McIntyre（1997）のチームワーク要素モデルは，チームワークの

行動面と心理面をバランスよく包含し，測定基盤として定評が高い。このモデ

ルでは，チームの志向性，リーダーシップ，モニタリング，フィードバック，

支援行動，相互協調，コミュニケーションの 7 つの重要な要素を同定している。 

このモデルに基づき，三沢・佐相・山口（2009）は病院の看護師を対象に，

チームワークの心理的側面としてチームの志向性，行動的側面としてチーム・

リーダーシップ，チーム・プロセスを測定する尺度を作成し，その信頼性と妥

当性を確認した。尺度の測定項目は，看護師以外の他の職種や業務にも適用可

能な汎用性の高い内容で構成されており，ソフトウェア開発チーム（田原・三

沢・山口, 2013）やプラント運転チーム（佐相・三沢・廣瀬・山口, 2006）な

どのチームワークの測定に活用されている。 

 

（３）教師のチームワーク 

国内で教師のチームワークを直接取り上げた研究は少なく，部分的に関連す

るコミュニケーション（黒須・越, 2010），被援助志向性（谷島, 2010），協働

的効力感（淵上・西村, 2004）などが検討されるに留まっている。唯一，稲川・

五十嵐（2016）は，前述の三沢他（2009）の質問紙尺度を高校教師に適用し，

所属する校務分掌におけるチームワークの測定を行った。この研究では，三沢

他（2009）の原尺度とは異なる因子構造が見出された。特に，行動面のチーム・

プロセスについて，三沢他（2009）が 4 因子（「モニタリングと相互調整」「職

務の分析と明確化」「知識と情報の共有」「フィードバック」）であるのに対し，

稲川・五十嵐（2016）は 2 因子（「相互調整」「情報共有」）を採択している。 

この因子構造の違いは，対象組織（病院と学校）や職種・職務（看護師と教

師）に由来すると推察される。しかし，多様なチームワーク行動を 2 つの因子

に単純化することが妥当であるのか，その解釈に疑問も残る。少なくとも，教

師集団の協働の具体的内容を分析するには，実用性の高い尺度とは言い難い。

また稲川・五十嵐（2016）が見出したチームワークの要素が，他校種や校務分

掌以外の教科・学年単位の教師集団にも適用可能か定かではない。加えて，信

頼性分析，業務内容や所属校の課程・学科との関連から妥当性検討が行われて

いるが，一度の調査結果で尺度の信頼性・妥当性を議論するには限界がある。 

そこで本研究では，稲川・五十嵐（2016）の知見の再吟味と発展を企図し，

対象校種を拡げるとともに，校務分掌に限定しない学校組織における教師のチ

ームワークの測定を試みる。特に，原尺度との齟齬が著しい行動面のチーム・

プロセスに焦点をあて，その因子構造を吟味する。 
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４ チームワークに寄与する組織環境要因：学校組織風土 

教師のチームワークを測定する尺度の妥当性を検討するため，本研究では学

校の組織風土との関連に着目する。学校組織風土は，教師の人間関係や仕事へ

の取組によって醸成される雰囲気（林・福本・曽余田・矢藤, 1995）と定義さ

れ，学校の組織的活動全般への影響が指摘されている。組織風土は学校組織に

おける教師の協働関係を支える基盤となるため（淵上, 2005），チームワークに

寄与する重要な組織環境要因と考えられる。 

学校組織の雰囲気には，「協働的風土」と「同調的風土」の 2 つの類型がある

（淵上・小早川・下津・棚上・西山, 2004; 淵上, 2005）。「協働的風土」は，

教師たちが積極的な意見交換や情報共有，個性の尊重，創造的活動に取り組む

ことを重視した雰囲気である。他方，「同調的風土」は，集団圧力に伴う共同歩

調，均質的・同質的な思考を特徴とする集団の雰囲気を指す。いずれにおいて

も，表面的には教師集団にまとまりがあるように見えるが，両者の内実は大き

く異なっている。 

風土の類型の違いは，学校内での教師の職務活動に広範な影響を及ぼす。例

えば，「同調的風土」に比べ，「協働的風土」の下では教師の交流が活発で，職

務への意欲は高く（淵上他, 2004），個人的効力感や協働的効力感が高い（淵

上・西村, 2004）。こうした知見を踏まえ，本研究では「協働的風土」と「同調

的風土」の類型に基づいて，学校の組織風土の特徴を測定する。 

加えて，風土の別の側面として，近年，産業・組織心理学の領域でチームの

学習やパフォーマンスの重要な要因として注目されている「心理的安全性

（psychological safety）」（e.g., Edmondson & Lei, 2014）にも着目する。

「心理的安全性」とは，「職場が対人的リスク（恥をかく，拒絶・批判される）

を伴う行動を，そのリスクを懸念せずに行える安全な場であるとメンバーに共

有された状態」（Edmondson, 1999）である。より平易にいえば，職場のメンバ

ーが互いの考えや感情を気兼ねなく発言できる雰囲気を表す風土といえる。 

最近のメタ分析の結果では，「心理的安全性」が仕事の成果，職場での情報共

有や学習を向上する効果をもつことが示されている（Frazier et al., 2017）。

さらに「心理的安全性」がチーム内での相互協力による目標達成意識を高め，

支援行動が促進されるという，チームワークと直接的に関連する知見もある

（Leung, Deng, Wang, & Zhou, 2015）。教師集団でも同様の影響がみられると

予想し，「心理的安全」に関する風土（以下，「心理的安全風土」）を測定する。 

 

５ 本研究の目的 

以上の議論から，本研究では二つの目的を設定する。第一の目的は，学校組

織における教師のチームワークを質問紙尺度で測定し，その構成要素を確認す

ることである。特に，行動的要素のチーム・プロセスに焦点をあて，その因子

構造を吟味する。また第二に，教師のチームワークと学校組織風土との関連に

ついて検討する。前節で述べた通り，学校組織風土については，「協働的風土」，

「同調的風土」，「心理的安全風土」を測定する。 

三沢　良・森安　史彦・樋口　宏治

─ 66 ─



教師のチームワークと学校組織風土の関連性－「チームとしての学校」を実現するための前提の吟味－ 

Ⅱ 方法 

１ 調査対象者と手続き 

2018 年から 2019 年に国立大学で開催された 3 回の教員免許状更新講習の参

加者（各回の参加者は別）に対し，質問紙調査を実施した。回答不備のない小

学校，中学校，高等学校，特別支援学校に常勤で勤務する一般教諭 230 名（2018

年 12 月：87 名，2019 年 6 月：74 名，2019 年 7 月：69 名）の回答を分析した。 

回答者の性別は，男性 100 名（43.5%），女性 129 名（56.1%），不明・無回答

1 名（0.4%）であった。年代は，30 代が 134 名（58.3%）と最も多く，次いで 40

代 34 名（14.8%），50 代以降 59 名（25.7%），不明・無回答 3 名（0.9%）であっ

た。教職歴は 10 年目以下が 108 名（47.0%）と半数近くを占め，20 年目以下 54

名（23.5%），30 年目以下 33 名（14.3%），40 年目以下 35 名（15.2%）であった。

勤務校の学校種は，小学校が 124 名（53.9）と最も多く，中学校 48 名（20.9%），

高等学校 47 名（20.4%），特別支援学校 11 名（4.8%）であった。 

 

２ 調査項目 

（１）教師のチームワーク 

三沢他（2009）の看護師のチーム・プロセスの測定尺度を基に，高校教師を

対象にした稲川・五十嵐（2016）の知見を参考にしつつ，学校における教師の

活動文脈に即した表現に修正した 24 項目を使用した註 5)。回答の際に想定する

チームとして，対象者が所属する教師集団のうち，「学年団や教科，分掌など最

もよく活動しているチームを思い描いてください」という教示文を付した註 6)。

各項目に対して「全くあてはまらない（1）」～「非常にあてはまる（5）」の 5 段

階評定で回答を求めた。 

 

（２）学校組織の風土 

学校組織風土の測定に使用した項目の一覧を表 1 に示す。「協働的風土」と

「同調的風土」については，各 4 項目で測定する淵上他（2004）の尺度を使用

した。また，「心理的安全風土」については，Edmondson（1999）の概念定義と

測定項目を参考に作成した 9 項目を使用した。各項目に対して「全くあてはま

らない（1）」～「非常にあてはまる（5）」の 5 段階評定で回答を求めた。 

 

Ⅲ 結果 

１ 尺度構成 

（１）教師のチームワーク 

教師のチームワークに関する 24 項目に対し，因子分析（最小二乗法，プロマ

ックス回転）を実施した。固有値の減衰状況と解釈可能性を考慮し，3 因子解

を妥当と判断した（3 因子による説明率は 45.3%）。因子分析の結果を表 2 に示

す。各因子について，高い因子負荷量を示した項目の内容を基に，以下のよう

に因子の解釈と命名を行った。 
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表 1 学校組織風土の測定に使用した項目 

 

第 1 因子は 9 項目で構成され，「4.お互いの都合や仕事の進み具合にあわせ

て，仕事の仕方を工夫して調整しあっている」「2.仕事を一人でたくさん抱えて

いる教員がいたら援助している」などの項目が，高い負荷量を示した。互いの

仕事の進捗状況への配慮や調整を表す内容と解釈し，第 1 因子を「相互調整」

と命名した。 

第 2 因子は 7 項目で構成され，「10.年間目標など学年の長期的な活動計画を，

教員全体で話し合っている」「13.自分たちの職務とその目的を確認しあってい

る」などの項目が，高い負荷量を示した。職務の目標や計画の策定とその合意

形成を表す内容と解釈し，第 2 因子を「職務の分析と明確化」と命名した。 

第 3 因子は 8 項目で構成され，「16.仕事をうまく行うためのコツを伝え合っ

ている」「14.自分の経験から得た教訓や入手した情報をお互いに伝え合ってい

る」などの項目が，高い負荷量を示した。仕事に役立つ情報や助言の交換・共

有化を表す内容であるため，第 3 因子を「知識と情報の共有」と命名した。 

3 つの因子間の相関は.55―.68 の正の関連を示した。因子ごとに構成項目を

用いて，尺度としての信頼性を検討するために Cronbach のα係数を算出した

ところ，いずれもα=.83―.84 と十分な内的整合性を示す値が得られた。各因

子を構成する項目について，回答の単純合計を項目数で割った値を尺度得点と

して算出し，以後の分析で用いることにした。 

協働的風土 

1. 皆が協力してよりよい教育を目指しているので，自分も高い職務意識を持つことができる 

2. 教師一人ひとりの意欲が大切にされており，各自の個性を尊重し，発揮し合う形でよくまとまっている職場で 

ある 

3. 教育実践や校務分掌に関する多様な意見を受け入れ，皆で腹をわって議論できる雰囲気である 

4. 何か困ったときには，同僚から援助や助言を得ることができる 

同調的風土 

1. 他と異なる意見を言ったり，目立った行動をとらない限り居心地がよい職場である 

2. 職員会議は，一部の意見に従うかたちでまとまることが多い 

3. 教師集団の和を大切にするあまり，自分の考えや主張が言いにくい職場である 

4. 趣味や遊びの面での仲間意識はあるが，児童・生徒や校務分掌の仕事などについて真剣に議論することは 

あまりない 

心理的安全風土 

1. 教員たちは，自分の考えを率直に話すことができる 

2. 教員たちは，学校の課題や対応の難しい問題について，普段から気軽に話している 

3. 教員たちは，仕事がうまくいくやり方，うまくいかないやり方について，情報を積極的に共有しあっている 

4. 仕事で失敗をした教員がいたら，他の教員たちから悪く思われることが多い（逆転項目） 

5. 異質な考え方は，教員たちから受け入れてもらえない（逆転項目） 

6. 教員たちは，互いの意見を遠慮なくぶつけあって話し合える 

7. 教員同士の間で助けを求めることは難しい（逆転項目） 

8. 教員たちは，互いに努力している点を認めあっている 

9. 個々の教員の力量や能力の長所は高く評価され，活用されている 
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表 2 教師のチームワークの因子分析結果（N=230） 

 
（２）学校組織風土 

「協働的風土」と「同調的風土」に関する 8 項目について，淵上他（2004）

に準じ，因子の抽出数を 2 に指定して因子分析（最小二乗法，プロマックス回

転）を行った。その結果，淵上他（2004）と同様の項目構成で「協働的風土」

と「同調的風土」と解釈できる 2 つの因子が抽出された（2 因子による説明率

は 48.9%，因子間相関は-.46）。また，心理的安全風土の 9 項目については，因

項目 
因子 

1 2 3 

第 1 因子：相互調整      

4. お互いの都合や仕事の進み具合にあわせて，仕事の仕方を工夫して調整しあって 

いる 

.84 -.05 -.06 

2. 仕事を一人でたくさん抱えている教員がいたら援助している .80 -.11 -.03 

6. 仕事の負担が特定の教員に偏りすぎないよう，お互いに気を配っている .75 .26 -.27 

8. 他の教員の仕事の進み具合について，注意を払っている .70 -.04 -.01 

1. 仕事の仕方や仕事で困ったことについて，相談しあっている .57 -.06 .21 

5. お互いに連絡をとらずに行動してしまい，失敗することがよくある（R) -.54 .02 -.08 

21. お互いの仕事上の役割を理解している .49 .17 .10 

7. わからないことがあれば，他の教員へ気軽に尋ねている .42 -.05 .31 

11. トラブルにうまく対応できたかどうかだけでなく，どのように対応したのかと 

いうプロセスも互いに重視している 

.36 .13 .28 

第 2 因子：職務の分析と明確化       

10. 年間目標などの学年の長期的な活動計画を，教員全体で話しあって決めている .02 .73 -.10 

13. 自分たちの職務とその目的を確認しあっている -.13 .70 .13 

9. 状況に応じて学年／分掌の目標とその計画を見直すことがある .14 .67 -.11 

19. 学年／分掌内で決めた指導方針や申し合わせを守っていない教員がいたら，その場で 

率直に注意している 

-.06 .59 .09 

22. 経験や立場が上の教員に対しても，率直に質問をしたり，他の考えを出したりする -.08 .56 .24 

12. 皆が納得するまで話し合っている .21 .48 .11 

18. 子どもへの指導や保護者への対応を間違って行っている教員がいたら，それを本人に 

教えている 

-.12 .38 .34 

第 3 因子：知識と情報の共有       

16. 仕事をうまく行うためのコツを伝えあっている .08 -.03 .78 

14. 自分の経験から得た教訓や入手した情報をお互いに伝え合っている .02 .04 .72 

17. 個人の知識や技術の向上のためにアドバイスしあっている .08 .09 .65 

23. 仕事の仕方について迷っている教員がいたら積極的に相談に乗っている -.02 .19 .56 

15. 「例の件」とか「あのこと」と言うだけで話が通じる .12 .00 .48 

24. 前例や慣例に反する意見が出されることはまれである（R) .15 -.06 -.44 

3. 仕事以外のことについて話をする機会が少ない（R) -.31 .16 -.44 

20. 問題が起きたら，すぐに報告し，学年／分掌内での共有を図っている .12 .23 .31 

因子間相関 1 － .55 .65 

2 － － .68 

3 － － － 
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子分析（最小二乗法）の際の固有値の減衰状況から 1 因子解を採択した（説明

率は 55.7%）。 

したがって，学校組織風土は「協働的風土」4 項目，「同調的風土」4 項目，

「心理的安全風土」9 項目で尺度構成を行った。Cronbach のα係数を算出した

ところ，「協働的風土」は.84，「同調的風土」は.61，「心理的安全風土」は.90

の値を示した。「同調的風土」のα係数がやや低いものの，分析に許容可能な水

準と判断した。各風土の尺度の構成項目について，回答の単純合計を項目数で

割った値を尺度得点として算出し，以後の分析で用いることにした。 

 

以上の手続きにより構成した教師のチームワーク，および学校組織風土の各

尺度の項目数，α係数，尺度得点の記述統計量を表 3 に示す。 

 

２ 教師のチームワークと学校組織風土の関連性 

（１）教師のチームワークと学校組織風土の相関分析 

教師のチームワークの構成要素を表す 3 つの因子と，学校組織風土の 3 つの

側面の関連性を吟味するため，尺度得点間の相関係数（r）を算出した。その結

果を表 4 に示す。学校組織風土のうち，「協働的風土」と「心理的安全風土」は，

教師のチームワークの「相互調整」「職務の分析と明確化」「知識と情報の共有」

の全ての要素と中程度の正の関連を示した（r=.58―.64, 全て p<.01）。これと

対照的に，「同調的風土」はチームワークのいずれの要素とも，弱い負の関連を

示した（r=-.36―-.39, 全て p<.01）。 

 

表 3 分析に使用した変数の記述統計量（N=230） 

尺度 項目数 α係数 平均 SD 

教師のチームワーク：     

相互調整 9 .83 3.65 0.61 

職務の分析と明確化 7 .84 3.19 0.70 

知識と情報の共有 8 .83 3.51 0.61 

学校組織風土：     

協働的風土 4 .84 3.44 0.82 

同調的風土 4 .61 2.79 0.72 

心理的安全風土 9 .90 3.47 0.73 

 

表 4 教師のチームワークと学校組織風土の相関分析の結果（N=230） 

教師のチームワーク 
学校組織風土 

協働的風土 同調的風土 心理的安全風土 

相互調整 .61** -.36** .60** 

職務の分析と明確化 .62** -.39** .61** 

知識と情報の共有 .58** -.38** .64** 

注：表中の数値は Pearson の積率相関係数（r）を示す。 **p<.01 
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（２）協働的風土と同調的風土の群間比較 

学校組織風土の既往研究では，回答者の所属する学校が「協働的」か「同調

的」かに基づいて分類し，両者を比較する分析が行われている。そこで本研究

でも，「協働的風土」と「同調的風土」の“どちらが優勢であるか”という観点

から群分けを行い，教師のチームワークの尺度得点を比較した。具体的には，

回答者ごとに「協働的風土」と「同調的風土」の得点の差を算出し，その値に

基づいて群分けを行った。「協働的風土」の得点の方が相対的に高く，差が正の

値を示した 152 名を協働的風土群とした。また，「同調的風土」の得点の方が相

対的に高く，差が負の値を示した 59 名を同調的風土群とした。なお，2 つの風

土の得点が同値であり，得点間の差が「0」であった 9 名は分析から除外した。 

協働的風土群と同調的風土群の群別に，教師のチームワークの得点の平均を

算出した（表 5，図 1）。教師のチームワークの全ての要素，すなわち「相互調

整」（t(209)=7.61, d=1.17），「職務の分析と明確化」（t(209)=8.95, d=1.37），「知

識と情報の共有」（t(209)=7.29, d=1.12）について，群間での平均の差は有意で

あった（全て p<.01）。いずれの得点についても，協働的風土群が同調的風土群

よりも高い値を示し，チームワークが発揮されている程度が全般的に高かった。 

 

表 5 協働的風土群と同調的風土群におけるチームワークの得点 

教師のチームワーク 

協働的風土群 

（N=152） 

同調的風土群 

（N=59） 

平均 SD 平均 SD 

相互調整 3.85 0.47 3.21 0.71 

職務の分析と明確化 3.42 0.55 2.59 0.72 

知識と情報の共有 3.69 0.46 3.08 0.73 

 
図 1 協働的風土群と同調的風土群における教師のチームワークの比較 図1 協働的風土群と同調的風土群における教師のチームワークの比較
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Ⅳ 考察 

１ 教師のチームワークの構成要素 

因子分析により，教師の行動面のチームワークの構成要素について，「相互調

整」「職務の分析と明確化」「知識と情報の共有」と解釈できる 3 つの因子が抽

出された。「相互調整」は，教師が互いの仕事の進捗状況に関して配慮・調整し

あう行動を表す。また「職務の分析と明確化」は，教師が自分たちの職務の目

標や計画について，合意形成による策定や見直しを行う行動である。そして「知

識と情報の共有」は，教師が仕事に役立つ情報や教訓を分かち合うための助言

の交換や相談であり，教師集団としての学習や成長に関わる行動といえる。 

高校教師を対象とした稲川・五十嵐（2016）では，行動面のチームワークと

して「相互調整」と「情報共有」の 2 因子が見出されていた。因子の項目構成

と内容を比較してみると，稲川・五十嵐（2016）で「相互調整」の因子を構成

した項目が，本研究では「相互調整」と「職務の分析と明確化」の 2 つの因子

に分かれて高い負荷量を示していた。よって，本研究では，稲川・五十嵐（2016）

よりもチームワークの構成要素を細かく把握できる（2 因子ではなく 3 因子），

ひいては教師集団の協働の具体的内容を検討するために，より精緻な分析観点

の設定が可能なことを示せたといえる。しかし，研究間での因子分析の結果の

違いは，どちらの知見がより妥当であるのかを表すものではない。むしろ，両

研究の結果の違いについて慎重に考察を行うことで，今後の教師のチームワー

ク研究の課題や方向性を明確にする必要がある。 

チームワークの構成要素に関する因子分析の結果の違いは，調査対象や尺度

で想定するチームのとらえ方などに由来する可能性がある。稲川・五十嵐（2016）

は，高校教師のみを対象とし，かつ校務分掌のチームを想定して尺度への回答

を求めた。その知見の適用範囲の拡充を意図したため，本研究では高校以外の

小学校，中学校，特別支援学校の他校種に勤務する教師も対象とした。また，

尺度への回答に際しても，所属する教員集団のうち「最もよく活動しているチ

ーム」として，回答者ごとに学年団，教科，分掌などの異なるチームを想定す

ることを許容した。つまり，稲川・五十嵐（2016）が対象と文脈を特定して教

師のチームワークを測定したのに対し，本研究では広範な対象と文脈の学校組

織における全般的な教師のチームワークの測定を試みたといえる。 

上記を踏まえると，教師のチームワークの構成要素をより明確に把握するに

は，所属学校の校種や想定するチームの文脈ごとに，実証的なデータを収集し

ていく必要があるといえよう。学校種の特性に応じて，教師の職務遂行にチー

ムワークが求められる程度や，その発揮のあり方は異なる可能性がある。また，

学校組織において教師は学年，教科，分掌といった「チーム」とみなせる複数

の集団で協働している。そうしたチームの各文脈において，チームワークの内

容に共通性や差異があるのか，吟味する必要がある。なお，当然ながら，学校

種やチームの文脈による違いを検討する際には，単に因子分析結果の異同を議

論するだけでは不十分である。チームワークが寄与する学校や教師の職務遂行

成果に関わる基準関連変数を取り上げ，それらとの関連性を検証することが，
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各校種や文脈において中核となるチームワークの構成要素の解明につながる。 

 

２ 教師のチームワークと学校組織風土の関連 

相関分析の結果は，教師のチームワークの 3 つの構成要素がいずれも，「協働

的風土」および「心理的安全風土」と中程度の正の関連，「同調的風土」と弱い

負の関連をもつことを示した。加えて，「協調的風土」と「同調的風土」の群間

比較の結果から，教師のチームワークの全ての構成要素について，協働的風土

群の得点が高いことが示された。 

これらの結果から，学校組織において積極的な意見交換や個性の尊重などに

特徴づけられる協働を指向し，相互に率直で開放的な議論が交わせる風土のも

とで，教師の行動面でのチームワークも発揮されやすいといえる。この知見は，

既往研究で報告されてきた協働的風土（e.g., 淵上・西村, 2004）や心理的安

全性（e.g., Leung et al., 2015）の好ましい影響とも整合する。よって，教

師のチームワークを測定する尺度の妥当性が支持されたと考えられる。 

なお，本研究ではチームワークの行動面に焦点をあてて検討したが，集団の

風土は，メンバーが共有する規範や価値観といったチームワークの心理面，特

に態度的要素と密接に関連する要因である（三沢, 2009）。風土を学校組織全体

の特徴やチームを取り巻く職場環境とみなすのか，教師集団の内部に形成され

たチームワークの態度的要素の一部ととらえるのか，今後，チームワークの理

論的モデルを参考にしつつ，概念的な位置づけを明確にする必要がある。 

 

３ チームワーク研究の視座の利点と今後の検討課題 

本研究では，「チーム学校」実現の前提となる教師集団の協働について，チー

ムワーク研究の視座から検討した。最後に，チームワーク研究の視座から教師

集団をとらえることの利点とそれを踏まえた今後の検討課題について論じる。 

第一に，チームワークの概念はその構成要素が整理されているため，協働の

実態を詳細に分析することが可能となる。従来の「同僚性」や「協働性」とい

った教員間の関係や相互作用を曖昧な水準でとらえるよりも，具体的な行動面

での協力や支援（行動的要素），情緒的な連帯や結束の意識（態度的要素），知

識や情報の共有のされ方（認知的要素）のそれぞれの観点から，教員集団の特

徴を多角的に議論することができる。本研究では扱わなかったチームワークの

態度的要素と認知的要素について，その様相を明らかにし，教師集団の協働の

実態にアプローチしていくことが必要である。 

第二に，チームワークの理論的なモデルには，チーム内部やチームを取り巻

く組織環境の影響要因が整理されている。それらの知見を援用することで，教

員集団の協働を向上するための示唆が得られるであろう。近年では，チームワ

ーク向上を直接的に意図した実践方策に関する知見も整理されている（三沢, 

2019a）。ただしこの点については，既存の理論的モデルや他産業での知見をそ

のまま適用するのではなく，学校組織や教師の職務特性に応じた修正や，片山

（2017）の教師集団のチーム化の方策などをあわせて検討する必要がある。 
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第三に，チームワークを測定する尺度や技法が開発されているため，それを

活用することにより，教師集団の協働についての定量的な把握と実証的検討が

可能となる。特に，チームワークの行動的要素の測定に関する知見を得ること

で，教師集団の協働の具体的内容に踏み込んだ議論を行うことができる。本研

究で扱った質問紙尺度については，さらにデータを収集し，改善や精緻化を図

る余地がある。また，質問紙尺度以外にも，近年ではチームワークを測定する

ための行動観察の技法や非影響的測定法が考案され，めざましい発展を遂げて

いる（2019b）。こうした量的な測定方法を用いつつ，教師集団の協働に関する

事例検討や質的分析を含む混合研究を行うことも，測定の妥当性を高める上で

有意義であろう。 

その他，すでに述べたように，教師の所属する学校種の特性やチームの文脈

による違い，チームワークが寄与する成果の基準関連変数など，教師のチーム

ワークに関して検討すべき課題は多い。今後，本研究や稲川・五十嵐（2016）

の知見を足がかりに，「チーム学校」実現の前提となる教師集団の協働について，

チームワーク研究の視座からの知見をさらに蓄積していくことが期待される。 
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註 

1) 「チーム学校答申」では，「チーム学校」の実現に向けた視点として，「専

門性に基づくチーム体制の構築」「学校のマネジメント機能の強化」，「教職員

一人ひとりが力を発揮できる環境の整備」が提示されている。「専門性に基づ

くチーム体制の構築」とは，教職員の指導体制や専門家の参画・配置の充実

である。「学校のマネジメント機能の強化」とは，優秀な管理職の確保や事務

機能強化などにより，校長のリーダーシップの下で学校がチームとして機能

する体制の整備を指す。また「教職員一人ひとりが力を発揮できる環境の整

備」とは，教職員の人材育成の充実や業務改善推進のための取組である。 

2) もとは Little（1982）の米国での定量的・定性的調査の結果から提唱され

た概念である。同僚性の定義の例として「授業実践を中核とした教師の専門

家としての連帯」（鈴木, 2008）や，「授業実践を通じて学び高め合う教師集

団の連帯性」（牧, 2011）などがある。 

3) 協働性の定義の例として「異質な人々の集団が学校の共通目標を達成する

ために，各々組織内外での一と役割を認識し，児童の学習の支援者としての

教育活動に積極的に協力している状態」（黒羽, 2003），「学校での共通の目

標・課題を達成するために，成長志向をもって自発的に協力しあうこと」（牧, 

2011）などがある。 

4) 共有メンタルモデルとは，チームの知識，作業手順，役割や責任などにつ

いてメンバー間で共有された知識を表す。知識が共有されていれば，メンバ

ーは互いの行動の予測が可能となり，円滑に協力して課題遂行に取り組める。 

5) チームワークをはじめ，チームレベルの特性を測定する際には，評価対象

が「チーム全体」であることを明示することが推奨される。そのため，各質

問項目には「あなたの所属する教員集団では...」という前文を付した。 

6) 学年，教科，分掌のいずれかの区分に基づき，想定する教師集団を指定す
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る方が，チームワークを厳密に測定するには適している。しかし，教師のチ

ームワークに関する知見が限られていることを鑑み，対象者が日常的に相互

作用を交わす「最もよく活動しているチーム」を任意に想定させ，チームワ

ークの実態を把握することを優先し，このような方法を採った。 
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The Relationship between Teamwork among Teachers and School Organizational 

Climate: 
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The purpose of this study is two-fold: (a) identify the components of 

schoolteachers’ teamwork; and (b) investigate the relationship between components 

of teachers’ teamwork and school organizational climate. A questionnaire survey 

for in-service teachers in Japan resulted in 230 responses. Teachers’ teamwork 

was measured using scales based on previous research in the industrial field. The 

perceptions of school organizational climate were measured with respect to three 

aspects using the existing scales: collaboration, conformity, and psychological 

safety. The results of factor analysis revealed that teachers’ teamwork is 

composed of three factors ("coordination," "analysis and clarification of task," 

and "information sharing"). The correlation analyses showed that the scores on 

each teamwork component positively related to the perception of a collaboration-

oriented and psychological safety climate and negatively related to the perception 

of a conformity-oriented climate. On the basis of these findings, the future 

research directions were discussed. 

 

Keywords: teacher, teamwork, school organization, organizational climate, 

psychological safety 
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生活単元学習の単元設定・単元構成の在り方 

－2 年間実践された単元の授業評価結果からの検討― 

 

仲矢 明孝※１   井上 寛規※２   能勢 涼子※３            

                       

 本研究では、知的障害特別支援学校中学部において、同一集団、同一指導者によって 2

年間実践された「生活上の課題をもとにした」22 の生活単元学習の授業評価を行い、その

結果を踏まえて、単元設定や単元構成の在り方について検討した。3 観点からなる観点別個

別評価結果を基に各単元の評価を行った結果、観点別評価による各単元の特徴及び生徒

個々の活動への取り組み方を確かめることができた。また、個々の単元の評価結果と、単

元の活動経験の有無、活動の種類、単元目的の具体性、教師と生徒のいずれが提案した単

元であるかという視点との明確な関連性は見られなかった。一方で、生徒が見通しをもつ

ことのできる単純な単元構成、集団全体の課題解決場面の設定、人と関わりの多い場面設

定と単元の評価結果との関連性が見られ、単元設定、単元構成におけるこれらの重要性が

示唆された。 

 

キーワード：生活単元学習，単元設定，単元構成,授業評価 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

※2 岡山県立岡山南支援学校 

※3 岡山大学教育学部附属特別支援学校 

 

Ⅰ はじめに 

知的障害は、「知的機能及び適応行動の双方の明らかな制約によって特徴付

けられる能力障害である。この障害は 18 歳以前に発現する。」（国立特別支援教

育総合研究所，2012）とされ、その学習上の特性として、学習によって得た知

識や技能が断片的になりやすく、実際の生活の場面で生かすことが難しいこと、

成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っ

ていないことが多いこと、抽象的な内容の指導よりも、実際的な生活場面の中

で、具体的に思考や判断、表現できるようにする指導が効果的であること等が

指摘されている（文部科学省，2018）。このような特徴を踏まえ、知的障害教育

においては、実際的・具体的指導、実際の生活と関連させた指導、実際の生活

場面における指導が有効とされ、従来から、各教科、道徳科、外国語活動、総

合的な学習の時間、特別活動、自立活動（以下、「各教科等」という。）それぞ

れの時間を設けて行う指導と、それら（中学部においては総合的な学習の時間

を除く）を合わせた指導（以下、「各教科等を合わせた指導」という。）によっ

て教育課程が編成されている場合が多い。なお、各教科等を合わせて行うこと

に係る法的根拠については、学校教育法施行規則第 130 条第 2 項に、特別支援

学校においては「知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を
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併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、

各教科、道徳科、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、

合わせて授業を行うことができる」とされていることである。この各教科等を

合わせた指導については、従来から、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元

学習、作業学習等が取り上げられ、実践されている。 

本研究では、各教科等を合わせた指導のうち、生活単元学習を取り上げる。 

生活単元学習は、児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりす

るために、一連の活動を組織的・体系的に経験することによって、自立や社会

参加のために必要な事柄を実際的･総合的に学習するもの（文部科学省,2018)

であり、単元の特徴によって、「学校行事と関連付けた単元」「季節や季節の行

事と関連付けた単元」「生活上の課題をもとにした単元」「生活上の偶発的な事

柄をもとにした単元」（文部省,1986）の 4 タイプで示されることが多い。この

ような生活単元学習は、知的障害特別支援学校において従来から様々な実践が

展開されており、教育課程において今なお重要な位置を占めている。 

しかし、生活単元学習については、児童生徒の実態の重度化、多様化等に伴 

い、実践上の課題も多く指摘されている。国立特別支援教育総合研究所（2006）

は、長期研修員及び短期研修員を対象に「ブレインライティング法」による調

査を行った結果、生活単元学習に関わる代表的な実践上の課題として、単元や

活動内容がパターン化するなど発展性のある活動を行うことの難しさ、教育課

程での位置付けの曖昧さ、ねらいの明確化と評価の在り方、子供の主体的活動

といいながら教師主導の指導になりがちであること、子供の実態が多様である

ため全員に適したテーマ設定することの困難さ、集団活動の中で一人一人に配

慮した授業を行うことの難しさ、実際の生活に生かすことの難しさの７点を挙

げている。そして、これらを整理し、①子供の主体性、自主性を大切にしよう

を思いつつも、結果的には教師主導の授業が行われている、②子供の興味・関

心を生かした活動を設定すると活動がパターン化、マンネリ化しやすい、③体

験的、実際的な活動を取り入れても子供の実際の生活に生きる活動とすること

が容易ではない、④集団活動の意義を認識しつつも個々の多様な実態やニーズ

に応じた授業の展開が難しい､の 4 点にまとめている。さらに、国立特別支援教

育総合研究所は、初心者と中堅者に対して必要と考える研修内容について質問

している。その結果、最も多くの人が必要と考えている生活単元学習に関する

研修について、初心者の場合、生活単元学習に関する一般的知識で、次に多か

ったのが単元設定に関することであり、中堅者の場合、最も多かったのは評価

であり、続いて、単元展開等の子どもの課題意識を高める工夫や配慮、集団活

動において個に応じた目標を達成するための工夫や配慮であった。 

生活単元学習に関する研究は多く見られるが、そのほとんどは単一の授業を

対象としたものや異なる集団や指導者による実践を対象とした研究がほとんど

である（熊田・別府・野村・鎌手・井上・野田・長谷川・早川・宮本，2016;

早川，2017;上村・岸川・伊東，2017;山崎・水内,2018;石津･大坪･平井,2019

等）。本研究で対象とする授業は、2 年間、同一集団で同一の指導者（2 名）に
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よって実践された 22 の生活単元学習であり、実践されたほとんどの授業は「生

活上の課題をもとにした単元」である。この単元を設定する場合、単元設定や

単元構想の自由度が高く、その在り方によって生徒の活動への取り組み方や学

習効果が大きく異なってくることが予想される。したがって、これらの授業を

研究対象とすることは、前述した実践上の課題である単元設定、単元構成、授

業評価等の在り方の検討に適していると言える。 

以上のことから、本研究では、同一集団を対象として、2 名の同一の指導者

により 2 年間実践された 22 の生活単元学習を取り上げ、これらの授業評価を行

うとともに、各単元の特徴を整理することにより、生活単元学習の実践上の課

題の一つである単元設定や単元構成の在り方について検討することを目的とす

る。 

 

Ⅱ 方法 

１ 対象授業 

Ａ知的障害特別支援学校中学部１年時に実施された 10 単元と 2 年時に実施

された 12 単元、合計 22 単元の授業を対象とする（表 1-1、1-2）。対象学級の 1

年時の在籍生徒数は 4 名、2 年時は転入生 1 名を加えた 5 名である。2 名の指導

者は、特別支援学校の勤務経験年数の長い中堅教員である。なお、対象生徒の

保護者には、研究の目的や方法等について説明し、研究参加への同意を得た。 

 

 

 
 
 

 

 

単元名 

⑪ ようこそ 2 年生へ～みんなでたこ焼きパーティーをしよう 

⑫ じゃがいもを育てよう 

⑬ ひまわり迷路をつくろう 

⑭ みんなでジャイアントテレサをつくろう 

⑮ プテト屋さん～中学部と小学部の友達をニコニコにしよう～

⑯ ケーキ屋さん～高等部 1 年生の先輩をニコニコにしよう～ 

⑰ 串カツ屋さん～おうちの人をニコニコにしよう 

⑱ ニコニコボール～学校祭で展示をしよう 

⑲ みんなでもちつきをしよう 

⑳ 夢をかなえよう 

㉑ ニコニコタウン（3 年生を送る会） 

㉒ 夢をかなえよう２ 

単元名 

①  エアポリンで仲良くなろう 

②  ジャイアントパンプキンを育てよう 

③  みんなでうどんを作ろう 

④  玉野スポーツセンタ－へ行ってみよう 

⑤  畑に野菜と果物を植えよう 

⑥  みんなで学校に泊まろう 

⑦  大きな恐竜を作ろう～タルボサウルス～ 

⑧  ジャムを作って家族にプレゼントしよう 

⑨  給食の先生に手紙を書こう 

⑩  3 年生を送る会をしよう 

表 1-1 1 年時の授業 表 1-2 2 年時の授業 
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２ 分析 

(１)授業評価 

①各単元における各生徒の個別評価：指導者 2 名が各単元における対象生徒 

一人一人の評価を行った。文部科学省（2018）は、生活単元学習の指導計画の 

作成に当たって考慮すべき 6 点を示している。それは、（ｱ） 単元は、実際の生

活から発展し、児童生徒の知的障害の状態や生活年齢等及び興味や関心を踏ま

えたものであり、個人差の大きい集団にも適合するものであること、（ｲ） 単元

は、必要な知識や技能の習得とともに、思考力、判断力、表現力等や学びに向

かう力、人間性等の育成を図るものであり、生活上の望ましい態度や習慣が形

成され、身に付けた指導内容が現在や将来の生活に生かされるようにすること、 

（ｳ） 単元は、児童生徒が指導目標への意識や期待をもち、見通しをもって、

単元の活動に意欲的に取り組むものであり、目標意識や課題意識、課題の解決

への意欲等を育む活動をも含んだものであること、（ｴ） 単元は、一人一人の児

童生徒が力を発揮し、主体的に取り組むとともに、学習活動の中で様々な役割

を担い、集団全体で単元の活動に協働して取り組めるものであること、（ｵ） 単

元は、各単元における児童生徒の指導目標を達成するための課題の解決に必要

かつ十分な活動で組織され、その一連の単元の活動は、児童生徒の自然な生活

としてのまとまりのあるものであること、（ｶ） 単元は、各教科等に係る見方・

考え方を生かしたり、働かせたりすることのできる内容を含む活動で組織され、

児童生徒がいろいろな単元を通して、多種多様な意義のある経験ができるよう

計画されていること、の 6 点である。これらには、単元設定に関わる内容や授

業展開に関わるもの等、様々な内容が含まれているが、主に授業の中での子供

の姿を捉える視点、即ち、授業実施後に指導者が授業改善に向けて行う一人一

人の子供の評価に関わる視点としては、（ｳ）（ｴ）（ｵ）の中に見られる「見通し

をもった意欲的な取組みや主体的な取組みなどの活動への取組み方に関するこ

と」、「目標意識や課題意識、課題解決への意欲に関すること」、「役割を担い協

働して取り組むこと」等が挙げられる。これらの点を踏まえ、本研究では授業

評価の観点として、「活動への取り組み方（以下、「活動」とする）」、「人との関

わり方（以下、「人」とする）」「課題解決の姿（以下、「解決」とする）」の 3

点とした。これらの観点から、指導者 2 名が、「活動への取り組み方（能動的取

組 1、受動的取組 0）」、「人との関わり方（多 1、少又無 0）」、「課題解決の姿（多

1、少又無 0）」の評価基準によって評価した。 

②各単元の観点別及び総合評価:各単元の観点別評価については、生徒の多

様な実態を踏まえ、各観点の評価結果が「0」であった生徒が全在籍生徒（1 年

時 4 名、2 年時 5 名）のうち 1 人又は 0 人の場合、その観点の評価を「+」、そ

れ以外を「-」とした。また、これら３つの観点（活動、人、解決）別の評価結

果から、8 つのタイプ、即ち、タイプⅠ（+,+,+）、タイプⅡ（+,+,-）、タイプ

Ⅲ（+,-,+）、タイプⅣ（-,+,+）、タイプⅤ（+,-,-）、タイプⅥ（-,+,-）、タイ

プⅦ（-,-,+）、タイプⅧ（-,-,-）に分類した。次に、総合評価として、3 観点

全て「+」の単元を「A」、「-」が 1 つ含まれる場合を「B」、2 つ含まれる場合を
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「C」、3 つ含まれる場合を「D」とした。 

 

(２)単元の特徴に関わる整理 

単元設定及び単元構成の在り方について検討するに当たり、生活単元学習と

いう指導形態の特徴から、学習の素材を選定する単元設定と選定した素材をど

のように組み立てていくかという単元構成の 2 つの側面から捉えていくことと

した。単元設定については、前述した知的障害の学習上の特徴等及び指導計画

作成上において考慮すべき点を踏まえ、①単元の経験の有無、②単元のテーマ

が生徒又は教師のいずれから提案されたものか、③単元の活動の種類(内容)、

④単元で生徒が達成しようとする目的の具体性、の 4 つの視点とした。単元構

成に関わる側面としては、①人との関わりの多さ、②単元の長さ（回数）、③単

元構成の複雑さ、④設定される課題場面（個別か集団か）、の 4 点とし、これら

の視点から単元の特徴を整理することとした。 

 

(３)評価結果と単元の特徴との関連から、単元設定及び単元構想の在り方等に

ついて検討する。 

 

Ⅲ 結果 

１ 授業評価 

全 22 の各単元における生徒個々（1 年時 4 名、2 年時 5 名）の評価結果を表

2 に示す。個別評価を見ると、生徒ＡやＤのように 3 観点ともほとんどが「1」

で、能動的に取り組み、多くの人と関わり、多くの課題解決行動を起こしてい

る生徒がいる一方で、生徒ＢやＥのように「活動」のほとんどが「1」であるけ

れども、｢人｣や「解決」では「0」が目につく者、あるいは生徒Ｃのように 3

観点にわたって「0」が目につく者など、多様であった。また、単元④の「解決」

は全員｢0｣、単元⑤では 3 名の「人」が「0」、単元⑫は「人」「解決」とも 4 名

が「0」と低い評価結果であり、一方で、単元⑰～⑳は、全ての観点において全

生徒が｢1｣で、極めて高い評価を示すなど、単元による大きな違いが見られた。 

次に、個別評価結果を踏まえた観点別評価を見ると、全体として「活動」に

比べ、「人」｢解決｣の評価が低くなっている。また、観点別評価の結果から導き

出した総合評価の結果を見ると、「A」が 11 単元、「B」が 5 単元、「C」が 5 単元、

「D」が 1 単元と、単元による違いが見られた。さらに、1 年時の総合評価は 10

単元中 2 単元のみが「A」であったが、2 年時の「A」は 12 単元中 9 単元と大幅

に増加し、「人」「解決」の「+」も増加している。なお、全 22 単元のうち、3

観点とも「-」の単元⑫を除く 21 単元の「活動」は全て「＋」であった。 
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２ 単元の特徴 

全 22 単元について、単元設定（4 視点）、単元構成（4 視点）の側面から整

理した結果を表 3 に示す。なお、表の中の総合評価は表 2 に示したものと同じ

である。各視点と総合評価との関連を見ていくと、まず、単元設定に関わる 4

視点、即ち、単元の経験の有無、単元の主題を教師と生徒のどちらが提案した

かという視点、活動の種類(内容)、生徒が取り組む活動目的の具体性について

は、総合評価との明確な関連性は見られない。 

一方で、単元構成に関わる視点を見ていくと総合評価との関連性を見ること

ができる。人との関わりについては、総合評価「A」の 11 単元全てが「多」、総

合評価「B」以下の 11 単元全てが「少」であった。また、単元の長さ（回数）

を見ると、「B」以下の単元の場合、10 回が 2 単元、9 回 1 単元、5 回以下が 8

単元であるのに対し、「A」の場合、10 回以上が 6 単元、8.5 回が 2 単元、6 回 2

学

年 

単

元 

生徒Ａ 生徒Ｂ 生徒Ｃ 生徒Ｄ 生徒Ｅ 観点別評価 総合 

評価 活

動

人 解

決

活

動

人 解

決

活

動

人 解

決

活

動

人 解

決

活

動

人 解

決

活

動 

人 解

決 

 

 

 

１

年

時 

①   

 

 

不参加

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ＋ － － Ｃ 

②  1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ＋ － － Ｃ 

③  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ＋ － ＋ Ｂ 

④  1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 ＋ － － Ｃ 

⑤  1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 ＋ － ＋ Ｂ 

⑥  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 ＋ ＋ － Ｂ 

⑦  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑧  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑨  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ＋ ＋ － Ｂ 

⑩  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ＋ ＋ － Ｂ 

 

 

 

 

2

年

時 

⑪  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ＋ － － Ｃ 

⑫  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 － － － Ｄ 

⑬  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑭  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑮  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑯  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑰  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑱  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑲  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

⑳  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

㉑ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 

㉒ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 ＋ － － Ｃ 

表２ 授業評価の結果 
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単元、3 回が 2 単元であり、「A」の単元の方が全体として長くなっている。ま

た、単元の複雑さについては、「A」11 単元のうち 10 単元は「単純」、「B」以下

の 11 単元の約半分の 5 単元が「複雑」となっていた。さらに、課題場面の設定

については、「A」11 単元全てにおいて「集団による課題解決場面」が設定され

ており、「B」以下の 11 単元のうち、約半分の 6 単元は「個別の課題場面」とな

っていた。 

 

Ⅳ 考察 
１ 授業評価 

表 2 に示したように、観点別評価結果を見ると、全 22 単元のうち、3 観点と

も「－」の単元⑫を除くと、21 単元の「活動」は、「人」や「解決」と異なり、 

評価が全て「+」であった。この結果は、指導者が生徒の意欲的な活動への取り 

組みを重視している本学級の生活単元学習の特徴が表われているとも言えよう。 

 

＊経験欄の「類有」は「類似経験有り」を表す。 

学

年 

単

元 

総合 

評価 

単元設定に関わる特徴 単元構成に関わる特徴 

経験 提案 活動種類 目的 関わり 回数 複雑さ 課題 

 

 

 

１

年

時 

 

 

①  Ｃ 類有 教師 運動 抽象的 少 5 単純 個別 

②  Ｃ 類有 教師 農作業 具体的 少 4 複雑 個別 

③  Ｂ 類有 教師 調理 具体的 少 10 単純 集団 

④  Ｃ 無 教師・行事活用 施設利用 抽象的 少 2 複雑 個別 

⑤  Ｂ 類有 教師 農作業 具体的 少 5 複雑 個別 

⑥  Ｂ 類有 行事活用 調理･宿泊 抽象的 少 9 単純 集団 

⑦  Ａ 類有 教師 製作 具体的 多 11 単純 集団 

⑧  Ａ 類有 教師 調理 具体的 多 3 単純 集団 

⑨  Ｂ 類有 教師 製作・知的 抽象的 少 4 単純 集団 

⑩  Ｂ 類有 教師 製作･音楽 抽象的 多 10 複雑 集団 

 

 

 

２

年

時 

⑪  Ｃ 有 教師 調理 抽象的 少 1.5 単純 集団 

⑫  Ｄ 類有 教師 農作業 具体的 少 3 複雑 個別 

⑬  Ａ 類有 教師 農作業 抽象的 多 13.5 単純 集団 

⑭  Ａ 類有 教師・行事活用 製作 具体的 多 8.5 単純 集団 

⑮  Ａ 類有 教師 調理 抽象的 多 13 単純 集団 

⑯  Ａ 類有 生徒 調理 抽象的 多 8.5 単純 集団 

⑰  Ａ 類有 教師 調理 抽象的 多 10 単純 集団 

⑱  Ａ 類有 教師・行事活用 製作 具体的 多 6 単純 集団 

⑲  Ａ 有 教師・季節関連 調理 具体的 多 3 単純 集団 

⑳  Ａ 無 生徒 調･音･実 具体的 多 13 単純 集団 

㉑ Ａ 類有 教師・行事活用 製作･調理 抽象的 多 15 複雑 集団 

㉒ Ｃ 類有 生徒 実験 具体的 少 2.5 単純 個別 
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また、1 年時の総合評価は、10 単元中 8 単元が「B」以下であったのに対し、

2 年時は「B」以下は 3 単元のみであり、また、「人」や「解決」の「+」も 2 年

時には増加している。担任を含む学級の構成員が 2 年目となり、学級集団の良 

好な人間関係が構築されていること、2 年時には転入生によって 5 名となって

いるが、このことが好ましい影響を及ぼしたことが推測される。 

さらに、22 の単元は「A」、「B」、｢C｣、「D」のいずれかに評価されたが、この 

結果は、指導者 2 名の個々の単元に対する「手応え」「満足感」等の印象とほぼ

一致していた。今回、「活動への取り組み方」、「人との関わり方」、「課題解決の

姿」の観点別評価結果を基にした単元の総合評価を試みたが、本学級における

生活単元学習の評価として妥当であったと言えよう。 

 

２ 単元設定・単元構成 

まず、単元設定の側面については、該当する単元に関わる経験の有無や活動

の種類、目的の具体性、教師と生徒のいずれが提案したテーマであるかという

視点と単元評価との明確な関連性は見られなかった。「単元の発展性は､子供の

生活経験や課題意識、意欲などの変化に伴って計画されていくもの」（国立特別

支援教育総合研究所,2006）であり、活動内容や生徒の課題意識に基づいたテー

マ設定が生徒の主体的な取り組みに大きく影響すると考えられることから、こ

れらの点は授業づくりにおいて重要視されているが、今回の結果はその仮説を

支持するものとはならなかった。おそらく、その単元に関わる経験が無かった

としても、テーマが教師、生徒のいずれから出されたものであったとしても、

また、調理系、農作業等どのような活動内容であったとしても、取り上げた単

元の取り扱い方によって生徒の取り組み方が大きく異なるということなのであ

ろう。また、活動目的の具体性のレベルによる明確な違いが見られなかったこ

とは、学級全体の目的が抽象的で全員がそれを十分共有できなかったとしても、

生徒の主体的な取り組みを実現させることは可能であることを示唆していると

言える。生徒の実態によって異なるものの、実際の活動段階では個々の意識す

る課題は存在するのであり、その課題が子供にとって明確になるような手立て

が講じられれば、生徒は各々の課題を解決すべく、主体的に取り組むことが十

分期待できる。 

次に、単元構成に関わる側面についてみるならば、まず、人との関わりにつ

いては、総合評価「B」以下の 11 単元のうち 10 単元が「少」であったのに対し､

総合評価「A」の 11 単元は全て「多」であった。特別支援学校学習指導要領解

説各教科等編（文部科学省，2018）の中で、生活単元学習の指導計画作成に当

たって考慮する点の中に、「学習活動の中で様々な役割を担い､集団全体で単元

の活動に協働して取り組めるものであること」が示されており、本結果は、生

徒の主体的な取り組みにおける人との関わりの重要性を示唆したものと言える。

単元の長さ（回数） については、「B」以下の単元に比べ、「A」の単元の方が長

い傾向にあった。一方で、単元構成の複雑さについては、「A」の 11 単元のうち

10 単元は「単純」、「B」以下の 11 単元のうち約半数が「複雑」であった。これ
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らの結果から、単元の構成については、単元の長さよりも複雑さの視点の方が、

生徒の主体的な取り組みと関連性が強いと考えられる。生徒が主体的に取り組

み、単元を発展させるならば、単元は必然的に長くなることも十分予想できる。

また、課題解決場面の設定については、「A」11 単元全てにおいて「集団共通の

課題解決場面」が設定され、「B」以下の 11 単元中約半数は「個別の課題場面」

となっていた。この結果を踏まえると、生活単元学習では、その集団が解決す

べき共通の課題を設定し、集団の構成員が関わり合いながら課題を解決してい

くような授業構成が求められよう。このように、集団共通の課題に取り組むこ

とは重要であるが、一方で前述したように、生徒の実態の多様さから必ずしも

共通の目的を共有できないことも予想されるが、その際には、個々の生徒が、

共通の目的が具体化されたレベルでの課題への強い意識をもって主体的に取り

組むための支援の工夫が必要となろう。 

ここで、22 単元のうち、唯一観点別評価が（-,-,-）で総合評価「D」であっ

た単元⑫と、この単元に続いて実施され、ほぼ同様の活動内容であった総合評

価「A」の単元⑬について見ていくと、単元⑫⑬は、いずれも主題の提案が教師

であり、活動内容は農作業であった。しかし、単元⑫は、目的が具体的で人と

の関わりは少ない、単元の長さは短く、単元構成は複雑、課題場面は個別であ

り、一方で、単元⑬は、目的が抽象的、人との関わりは多い、単元は長く、単

元構成は単純、課題場面は集団共通のものとなっていた。 

以上の結果を踏まえ、生活単元学習の単元設定、単元構成の在り方について

検討するならば、単元には人との関わりのある場面及び集団によって課題解決

する場面を設定すること、生徒が見通しをもって取り組むことができるような

分かりやすい単元構成にすることが重要になると言えよう。 

太田（2013）は生活単元学習の成立要件として、活動の方向性や見通しがも

ちやすくなる「テーマ性」、計画、準備、実践、反省という展開過程を含んだ内

容のまとまりである「単元性」、役割分担するなどの｢共同性｣、実際の生活と指

導内容との関連である「日常性」の 4 つを示している。また、岡山大学教育学

部附属養護学校（2000）は、題材選定の要点として、実際の生活に即した子供

の興味・関心や生活に必要な知識、技能に関わる「生活性」、活動の目当て、見

通しのもちやすさや十分な活動量の確保に関わる「活動性」、個々の子供に対し

て課題場面を設定しやすい活動の多様さ、集団としての関わりのもちやすさに

関わる「課題性」を示している。両者に共通する主な要点は、見通しのもちや

すさ、生活との関連、人との関わり等であり、これらは本研究で示した要点と

重なる部分が多いと言える。 

 

Ⅴ おわりに 

本研究では、主に、従来の分類で言う「生活上の課題をもとにした単元」を

取り上げた。このような単元は、「学校行事と関連付けた単元」や「季節の行事

と関連付けた単元」に比べ、単元設定や単元構成の自由度が高く個々の指導者

の力量に委ねられる部分が多いため、国立特別支援教育総合研究所（2006）が
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示しているように、教育現場では困難さを示す教師も多い。そこで、本研究で

は、主に「生活上の課題をもとにした単元」に取り組んだ 22 の授業を対象とし

て、単元設定、単元構成の在り方を中心に検討した。 

本研究では、取り上げる単元の素材等の内容的側面よりも、取り上げた素材

の扱い方、即ち、単元構成の在り方の重要性が示唆された。太田（2009）は「現

在行われている生活単元学習は、何をするかという内容ばかり教師の関心が行

き、どのように展開するか、すなわち単元学習になっているか否かという見方

がなされていない。」として、単元構成の重要性を指摘している。さらに、国立

特別支援教育総合研究所が示している教育現場の教師が考える生活単元学習の

授業づくりに関する課題を考慮するならば、子供の課題意識に沿った単元を構

成することが極めて重要になると考える。実際の授業づくりでは、授業をつく

る教師の意図と子供の意識の折り合いを付けながら単元を構成することが必要

である。そこには、教師の育てようとする意図や子供の意識の捉え方が反映さ

れるのであり、教師の専門性が問われることとなる。 

 本研究では前述したいくつかの重要な示唆を得ることができたが、2 年間と

いう期間を考慮するならば、生徒や学級集団の成長､変化を加味した検討が必要

であろう。また、本研究では各単元における生徒の経験や学びがどのような関

連性をもっていたかという単元間の関連性についての検討を行っておらず、課

題として残っている。さらに、今回は単元レベルでの評価であったが、それは、

単元内の日々の授業の結果とも言えるものであり、それらの関連性の検討も必

要であろう。生活単元学習の課題となっている単元設定や単元構成の在り方を

示すには、これらの課題に関するさらなる検討が必要と考える。  
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社会科における思考支援の方法に関する一考察
―帰納的推論の場合―
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社会科における思考支援の方法に関する一考察 

―帰納的推論の場合― 

 

髙畑 昌志※１  山田 秀和※２ 

 

 本研究は，社会科における思考支援の方法を明らかにすることを目的とし，思考ツール

を用いた授業に着目した。特に，帰納的推論を働かせるためのアプローチについて考察を

行い，以下の成果を得た。（１）先行研究では，思考ツール（クラゲチャート）の使用に関

する提案がなされているものの，帰納的推論でつまずいてしまう原因，そして，つまずかな

いための支援方法について，十分に明らかにされているわけではないことを明確にした。

（２）思考ツール（クラゲチャート）を活用した実践を行った上で，５つのつまずきのパタ

ーンを見出した。また，クラゲチャートの構造自体にその原因があることを指摘した。（３）

実践の省察と授業のユニバーサルデザイン（UD）の視点をもとにして，思考支援の改善の方

向性を示した。本研究では以上のような成果を得ることができたが，具体的な改善の方向

性については，今後，さらに実践を行った上で検証を行うことが必要である。 

 

キーワード：社会科，思考支援，帰納的推論，思考ツール 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題の所在 

 教育学において，思考に関する研究は重要な位置を占めてきた。社会科教育

学においても，批判的思考や教科・領域の固有性が強い歴史的思考などに注目

が集まり，研究が進められてきた１）。平成 29・30 年改訂の学習指導要領におい

ても，「思考力，判断力，表現力等」の育成は，「知識及び技能」「学びに向かう

力，人間性等」とともに重要な柱の一つとなっている。 

 しかし，思考を促したり，働かせたりするためには，どのような手立てが必

要なのだろうか。とりわけ，社会科の学習は，抽象化や具体化などの思考操作

を伴うことが多い。学校・学年段階の上昇に応じて，自らの経験に基づかない

学習も増加するが，こうした学習に対して，何の手立てもなく思考をさせよう

としても，困難を抱える子どもが出てくるだろう。授業のユニバーサルデザイ

ン（UD）化が一つのキーワードとなっている現在，思考を働かせるための具体

的な方略に関する知見が求められている。 

 以上のような状況に対して，近年，社会科でも積極的に活用されるようにな

ったのが思考ツールである。思考ツールを用いた社会科授業は，日常の実践に

おいても増えつつある。社会科教育学研究においてもしばしば取り上げられる

が，次章で詳述するように，その活用に関する分析的な研究は緒に就いたばか

りである。どのような思考ツールをどのように活用すれば子どもの思考が活性

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.91 − 105
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するのか，どのように支援を行えばよいのかなど，子どもの実態に即したミク

ロな視点の研究の蓄積が待たれている。 

 本研究は，以上のような問題意識にもとづいて，思考ツールを用いた思考支

援の方法を具体的な実践をもとに検討し，改善の方向性を仮説的に示すもので

ある。 

 

Ⅱ 社会科における思考支援の課題 

１ 先行研究における課題 

 社会科における思考ツールの活用に注目した先行研究は，十分な蓄積がある

わけではない。代表的な研究として，草原ほか（2017）や，滋賀大学教育学部

附属中学校による研究２）などが挙げられるが，どのように思考ツールの活用や

思考支援を行えばよいのかについて，未解明な部分も残されている。 

 そこで，本研究では，社会科における数ある思考３）の中でも，「帰納的推論」

に特に着目し，その思考支援の方法について明らかにしたい。帰納的推論とは，

「事象に関わる事実をもとに事象の原因，結果，意味や時代の社会の意義・特

質などを解釈し説明」（梅津ほか，2019，p.3）することであると定義され，概

念形成を促したりする上で非常に重要な役割をもっている。また，加藤・梅津

（2015）によると，帰納的推論は，演繹的推論，社会的判断，批判的思考とい

った他の思考の基盤になっているという。 

 この帰納的推論の支援方法に関する代表的な先行研究としては，先述の草原

ほか（2017）が挙げられる。この研究は，思考ツールを用いることで，生徒が

歴史的な見方・考え方を働かせることができ，かつ，生徒の歴史的な見方・考

え方の働きを可視化して捉えることができるようにすることを目指したもので

ある。具体的には，思考ツールを用いた歴史導入単元「江戸時代の朝顔ブーム」

を開発・実践し，その有効性を検証している。そこでは，生徒が歴史的事象の

要因を諸資料から読み取り，それらを総合して意味づけられるようにする，つ

まり，帰納的推論を行えるようにするために，図１のようなクラゲチャートが

用いられている。 

  図１ クラゲチャート（草原ほか，2017，p.45 より引用） 
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このクラゲチャートは，３つの足（ここではプランターを支える柱）に，資

料に掲載された３点のデータから読み取れることを生徒が順に書き出し，それ

らを意味付け，そこから得られる江戸時代の朝顔ブームの要因を頭（ここでは

プランター）に記述するというものである。具体的には，「さかんとなった貨幣

と商品との交換」，「貨幣鋳造量の増加」，「庶民の余剰金の増加」という知識内

容をもとに，「貨幣経済の浸透」という一要因を明らかにすることが意図されて

いる。 

そして，草原ほか（2017）は，授業の有効性を検証した際，このクラゲチャ

ートを使用してもなお，帰納的推論でつまずく生徒が見られたことを指摘して

いる。しかし，「基礎的なフォローアップが必須となる」（草原ほか，2017，p.49）

と述べるにとどまっており，そもそも帰納的推論でつまずいてしまうのはなぜ

か，そして，具体的にどのような支援が可能であるかまでは言及されていない。 

草原ほか（2017）以外にも，クラゲチャートに注目した先行研究として七里

（2016，2017）が挙げられるが，同様の傾向が見られる。先行研究では，思考

ツール（クラゲチャート）の使用に関する提案がなされているものの，帰納的

推論でつまずいてしまう原因，そして，つまずかないための支援方法について，

十分に明らかにされているわけではない。 

 

２ 実践の分析から明らかとなった新たな課題 

 生徒がクラゲチャートを使用したとしても帰納的推論でつまずいてしまう原

因を掘り下げるために，筆者（髙畑）が実践した授業４）における生徒の記述分

析を行った。 

授業の概要は次の通りである。 

 

（１）実施日 2019 年６月 11 日～18 日 

 

（２）対象 Ａ中学校２年生２クラス 合計 71 名 

 

（３）単元名 地理的分野小単元「世界と比べた日本の産業の特色」 

 

（４）単元目標 

【知識・技能】国内の産業動向などを基に，日本の産業に関する特色を理解す

ることができる。 

【思考・判断・表現】日本の産業に関する特色や，その将来の姿を多面的・多

角的に考察し，表現することができる。 

【主体的に学習に取り組む態度】日本の産業に関する特色や，その将来の姿な

どに関心をもつことができる。 
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（５）単元の概要 

【資料】①中学生が将来なりたい職業（2017 年），②日本標準産業分類，③日本の産業別人口割合の

変化，④おもな国の産業別人口の割合，⑤デパート，大型スーパーマーケット，コンビニエンススト

アの販売額の変化，⑥おもな産業の国内生産額の変化，⑦日本のおもな食料の自給率の変化，⑧アメ

リカ合衆国と日本の農民１人あたりの耕地面積，⑨日本の木材生産と輸入の変化，⑩日本の漁業種類

別漁獲量と輸入量の変化，⑪日本の貿易品目の変化，⑫日本の自動車生産の変化，⑬人工知能（AI）

やロボットなどによる代替可能性が高い労働人口の割合，⑭人工知能（AI）やロボットなどによる代

替可能性が高い職業の例 

 

本単元は，第１～第３時において，「なぜ日本で第３次産業人口が増えている

一方で，第１・２次産業人口が減っているのだろう？」という問いを探究する

学習として構成されている。また，第４時においては，前時までの学習内容を

活かし，国内産業の未来予測を行うようになっている。 

なお，本授業実践においては，草原ほか（2017）を参考にした上で，主に次

の２点の工夫を行ったクラゲチャートを使用した。 

 

時 主な学習内容 
資

料
獲得される主な知識・技能等 

１ 

１）日本で第３次産業人口が増えて

いる一方で，第１・２次産業人口

が減っていることに疑問をも

つ。 

２）仮説を立てる。 

３）資料を読み取り，日本で第３次産

業人口が増えている理由を考察

する。 

４）本時のまとめを行う。 

①
～
⑥ 

・日本では，経済発展にともなって人々

の生活が変化し，より多様なサービス

が求められるようになったため，第３

次産業人口が増加している。 

２ 

１）資料を読み取り，日本で第１次産

業人口が減っている理由を考察

する。 

２）本時のまとめを行う。 

⑦
～
⑩ 

・日本では，農産物・木材・水産物を外

国から低価格で輸入するようになっ

たため，第１次産業人口が減少してい

る。 

３ 

１）資料を読み取り，日本で第２次産

業人口が減っている理由を追究

する。 

２）本時のまとめを行う。 

３）単元のまとめとして，日本で第３

次産業人口が増加している一方

で，第１・２次産業人口が減少し

ている理由をまとめる。 

⑪
・
⑫ 

・日本では，工業製品を外国から低価格

で輸入したり，日本企業が海外工場で

生産したりするようになったため，第

２次産業人口が減少している。 

・日本で第３次産業人口が増加してい

る一方で，第１・２次産業人口が減少

している理由を多面的・多角的に考察

し，表現できる。 

４ 

１）10～20 年後に日本の労働人口の

49％が人工知能やロボット等で

代替可能になるとの予測を知

る。 

２）2030 年の「中学生が将来なりた

い職業ランキング」ベスト３を

予測し，班内・学級内で意見交流

をする。 

３）本時のまとめとして，再度個人で

ランキング作成を行う。 

４）単元のふりかえりを行う。 

⑬
・
⑭ 

・2030 年の「中学生が将来なりたい職業

ランキング」ベスト３を多面的・多角

的に予測し，表現できる。 
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（１）資料を読み取る視点が明確になるよう，問いを設ける。 

（２）資料の読み取りから要因の推論（帰納的推論）への流れがわかり

やすいよう，矢印を設ける。 

 

今回は，特に，第２時で使用したクラゲチャート（図２）を取り上げること

とする。 

【資料出典】 

７．帝国書院編集部編『中学校社会科地図』帝国書院，2016 年. 

８・９・10．谷内達ほか著『社会科 中学生の地理』帝国書院，2016 年. 

図２ 第２時で使用したクラゲチャート（筆者作成） 
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 この第２時は，資料から読み取ったことをもとに，日本で第１次産業人口が

減っている理由を考察する授業となっていた。そして，本時で使用したクラゲ

チャートでは，例えば，【資料７】から「日本の食料自給率の低下（＝食料輸入

量の増加）」，【資料８】から「外国産の安い農産物」，【資料９】から「日本の木

材自給率の低下（＝木材輸入量の増加）」，【資料 10】から「日本の水産物輸入

量の増加」をそれぞれ読み取ったうえで，「日本では，農産物・木材・水産物を

外国から低価格で輸入するようになったため，第 1 次産業人口が減少している」

と帰納的に推論できるように想定していた。しかし，生徒の記述を分析したと

ころ，第１次産業人口が減少している理由を適切に説明することができずにつ

まずいている生徒が多く見られた。 

そこで，具体的にはどのようにつまずいているのかをさらに分析したところ，

主に次のＡ～Ｅの５つのパターンが見られた。 

 

（Ａ）何も記述できていない 

 資料の読み取りはできているものの，読み取った事実をもとに推論すること

ができず，何も記述できていない生徒が見られた。 

 

（Ｂ）資料から読み取った事実と結びつけられていない 

このパターンにあてはまる記述として，例えば，次のようなものが見られた。 

 この記述は，「輸入量の増加」や「外国産の安い農産物」といった，資料から

読み取った事実と結びつけることができていない。 

 

（Ｃ）資料から読み取った事実などを列記するにとどまっている 

 このパターンにあてはまる記述として，例えば，次のようなものが見られた。 

 この記述は，資料から読み取った事実などをもとに，「人手不足」「輸入物が

安い」「場所がない」の３点を理由として挙げている。しかし，それぞれを因果

関係で関連づけられておらず，列記するにとどまっている。 

 

（Ｄ）一部の資料から読み取った事実のみに注目している 

このパターンにあてはまる記述として，例えば，次のようなものが見られた。 

（第１次産業人口が減っているのは，） 

人手不足と輸入物が安い，場所がない 

（からではないか！？） 

（第１次産業人口が減っているのは，） 

現代人は１次産業にあまり関心がない 

（からではないか！？） 
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 この記述は，【資料７】などから読み取った「輸入量の増加」という点に注目

している。しかし，【資料８】から読み取った「外国産の安い農産物」という点

が考慮されていない。 

 

（Ｅ）因果関係で関連づけているが，適切ではない 

 このパターンにあてはまる記述として，例えば，次のようなものが見られた。 

 この記述は，資料から読み取った事実同士を因果関係で関連づけようとして

いることがわかる。しかし，「自給率の低下」と「高い生産費」の因果関係は，

「高い生産費」が原因で「自給率の低下」が結果であり，適切とは言えない。 

 

 以上のように，本事例において，帰納的推論でつまずくパターンは５つある

ことが明らかとなった。しかし，全てのつまずくパターンに共通している原因

は，そもそもクラゲチャートの構造自体にあるのではないだろうか。なぜなら

ば，クラゲチャートは，帰納的推論の材料となる事実を視覚的にわかりやすく

するものの，その事実同士をどのように因果関係で関連づけるかについては

個々の生徒にゆだねる部分が大きく，思考の支援を十分にできるものとなって

はいないからである。 

 ここで見出したつまずきの要因は，一つの事例から導き出したものであり，

包括的な考察になってはいない。しかし，上記で示した要因は，多くの実践に

おおよそ共通する課題なのではないだろうか。 

 

Ⅲ 思考支援を促す具体的な方法 

１ 課題克服の方向性 

 前章では，生徒がクラゲチャートを使用したとしても帰納的推論でつまずく

パターンとして，次の５つがあることが明らかとなった。 

 

（Ａ）何も記述できていない 

（Ｂ）資料から読み取った事実と結びつけられていない 

（Ｃ）資料から読み取った事実などを列記するにとどまっている 

（Ｄ）一部の資料から読み取った事実のみに注目している 

（Ｅ）因果関係で関連づけているが，適切ではない 

 

（第１次産業人口が減っているのは，） 

日本が外国からの輸入にたよっている 

（からではないか！？） 

（第１次産業人口が減っているのは，） 

産業の自給率が低下し，生産費が高くなるなどの問題がある 

（からではないか！？） 
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表１ 思考支援の方法（筆者作成）

生徒がこのようにつまずくことを防ぎ，適切に帰納的推論をできるようにす

るため，次の図３のようにクラゲチャートを改良した。また，表１のような思

考支援の方法を考案した。なお，帰納的推論においては，クラゲチャート以外

の思考ツールを用いた方が適切な場合も考えられるが，本研究ではあくまでク

ラゲチャートを改良し，その活用方法を提案することとする。 

 

段階 思考支援 
対応するつまずき

のパターン 
UD の視点 

資料の 

読み取り 

（帰納的推論

の前段階） 

①１つの事例に注目する 

 

焦点化 

②問いに基づいて資料を読み取る 焦点化 

要因の推論 

（帰納的推

論） 

③資料から読み取ったことをそれ

ぞれキーワード化する 
Ａ・Ｂ・Ｄ 

スモール 

ステップ化・ 

焦点化 

④キーワード同士の因果関係を 

考え，順番にクラゲチャートの 

足に書き込む 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

スモール 

ステップ化・ 

視覚化 

⑤意見を学級全体で共有する Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ 共有化 

⑥完成したチャートをもとに， 

文章化する 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

スモール 

ステップ化 

 

まず，図３のクラゲチャートについてである。このチャートは，資料から読

み取った複数の事実（原因）と結果との因果関係を考えやすくするため，番号

と矢印を設けている。これは，「事実同士をどのように因果関係で関連づけるか

図３ 使用するクラゲチャート（筆者作成）
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については個々の生徒にゆだねる部分が大きく，思考の支援を十分にできるも

のとなってはいない」というクラゲチャートの課題を踏まえ，改善した点であ

る。そのため，頭には，帰納的推論の結果を書くのではなく，「原因」に対して

の「結果」を書くようにした。 

 次に，表１の思考支援の方法についてである。この表には，帰納的推論にお

ける思考支援だけでなく，その前段階である「資料の読み取り」の際の思考支

援についても含めている。なぜならば，帰納的推論は，資料から読み取った事

実を材料として行うものであり，その材料の質も大きなカギになると考えられ

るからである。また，それぞれの思考支援に対して，対応しているつまずきの

パターンとともに，どのようなユニバーサルデザイン（UD）の視点を用いてい

るかについても併記している。なお，ユニバーサルデザイン（UD）の視点につ

いては，小貫（2012）の「授業のユニバーサルデザイン化モデル」（図４）を参

照した。 

 資料の読み取り段階での思考支援①「１つの事例に注目する」と思考支援②

「問いに基づいて資料を読み取る」は，帰納的推論の材料となる事実を「焦点

化」する，すなわち「シンプルにする」（小貫，2012，p.46）ことを意図してい

る。 

 要因の推論（帰納的推論）段階は，「スモールステップ化」，すなわち「指導

目標の達成に向けて，そのステップを細かく」（小貫，2012，p.47）している。

まず，思考支援③「資料から読み取ったことをそれぞれキーワード化する」は，

資料から読み取ったことをさらに「焦点化」することで，因果関係を考えやす

くすることを意図している。次に，思考支援④「キーワード同士の因果関係を 

考え，順番にクラゲチャートの足に書き込む」は，キーワード同士の因果関係

を「視覚化」，すなわち「見える化」（小貫，2012，p.47）することで，因果関

係に基づいて記述しやすくすることを意図している。そして，思考支援⑤「意

見を学級全体で共有する」は，「共有化」，すなわち「お互いの考えを伝えあっ

たり，確認したりする」（小貫，2012，p.47）ことで，他者の意見をもとに，自

分が作成したクラゲチャート妥当性を吟味し直す機会を設けることを意図して

図４ 授業のユニバーサルデザイン化モデル（小貫，2012，p.44 より引用） 
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いる。最後に，思考支援⑥「完成したチャートをもとに，文章化する」は，こ

れまでのステップを踏まえることで，記述しやすくすることを意図している。 

 

２ 具体的な取り組みの構想 

 以上のようなクラゲチャートと思考支援を用いると，筆者（髙畑）の実践（第

２時）を次のように改善することが可能だろう。 

 

（１）本時の目標 

日本で第１次産業人口が減っている理由について，資料からわかること同士

を関連づけて説明することができる。 

 

（２）本時の概要 

過

程 
主な学習活動 

思考

支援 

資

料 

導

入 

１．学習課題の再確認と前時のふりかえりをする。 

 

 

 

 

 

 

２．本時のめあてを知る。 

 

 

 

  

展

開 

３．日本で農業人口が減っている理由のヒントとなる資料を読み取る。 
① 

② 

１
～
３ 

４．資料から読み取ったことをそれぞれキーワードにする。 

 

５．キーワード同士のつながりを考えて，順番にクラゲチャートの足に

書き込む。 

 

６．各自の意見を学級で共有し，自分が作成したクラゲチャートが本当

に適切なのか考える。 

③ 

 

④ 

 

 

⑤ 

 

 

終

結 

７．農業以外の第１次産業である林業や漁業でも同じように説明でき

るか確認する。 

 

８．完成したクラゲチャートをもとに，本時のまとめを書く。 

 

 

 

⑥ 

（
省
略
）

【資料出典】 

１．（統計資料）「農業人口の減少と高齢化」，帝国書院編集部編『新詳地理資料 COMPLETE 

2015』帝国書院，2015 年，p.113. 

２．（統計資料）「日本のおもな食料の自給率の変化」，帝国書院編集部編『中学校社会科地

図』帝国書院，2016 年，p.151. 

３.（統計資料）「アメリカ合衆国と日本の農民 1 人あたりの耕地面積」，谷内達ほか著『社

会科 中学生の地理』帝国書院，2019 年，p.158. 

学習課題 

なぜ日本では，第３次産業人口が増えている一方で， 

第１・２次産業人口は減っているのだろう？ 

本時のめあて 

農業に注目して，日本で第１次産業人口が減っている理由を説明しよう 
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（３）使用するワークシート 

 

本授業は，「日本で第１次産業人口が減っている理由について，資料からわ

かること同士を関連づけて説明することができる」を目標としており，例え

ば，【資料１】から「農家の後継者減少」，【資料２】から「食料輸入量の増

加」，【資料３】から「外国産の安い農産物」をそれぞれ読み取り，クラゲチャ
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ートを用いながら思考支援を行うことで，「日本は，安い外国産の農産物を多

く輸入するようになり，農家の後継者が減少しているため，第１次産業人口が

減少している」と帰納的に推論できるように想定している。このように，本授

業では，第１次産業の中でも農業に限定して資料の読み取りと推論を行うよう

にしている。これは先述のように，帰納的推論の材料となる事実を焦点化する

ためである。ただし，その後の学習活動７の際に，林業や漁業に関する同様の

資料（後継者減少，輸入量の増加，外国産の安い木材・水産物）を提示し，農

業と同じように説明できることを確認するようにしている。 

 このように改良したクラゲチャートを用いながら思考支援を行う授業実践を

継続することにより，生徒がより適切に帰納的推論を働かせられるようになる

のではないだろうか。 

 

Ⅳ 本研究の成果と課題 

 本研究は，社会科における思考支援の方法を明らかにするために，思考ツー

ルを用いた授業に着目した。特に，帰納的推論を働かせるためのアプローチに

ついて考察を行った。本研究の成果は，以下の通りである。 

第一に，先行研究では，思考ツール（クラゲチャート）の使用に関する提案

がなされているものの，帰納的推論でつまずいてしまう原因，そして，つまず

かないための支援方法について，十分に明らかにされているわけではない点を

明確にしたことである。 

第二に，思考ツール（クラゲチャート）を活用した実践を行った上で，「Ａ 何

も記述できていない」「Ｂ 資料から読み取った事実と結びつけられていない」

「Ｃ 資料から読み取った事実などを列記するにとどまっている」「Ｄ 一部の

資料から読み取った事実のみに注目している」「Ｅ 因果関係で関連づけている

が，適切ではない」という５つのつまずきのパターンを見出したことである。

また，クラゲチャートの構造自体にその原因がある点を指摘したことである。 

第三に，実践の省察と授業のユニバーサルデザイン（UD）の視点をもとにし

て，思考支援の改善の方向性を示したことである。 

本研究では以上のような成果を得ることができたが，限られた事例から導か

れた分析と提案にとどまっている。また，具体的な改善の方向性については，

今後，さらに実践を行った上で検証を行うことが必要である。学校・学年段階

の違いを視野に入れて研究を進めることも重要になるだろう。本研究を一つの

基点にして，体系化を図っていきたい。 

 

註 

１）近年のものであれば，批判的思考に関して，例えば，馬場（2017），池田

（2015），森（2015），梅津ほか（2019），渡部（2011，2014，2017）を挙げ

ることができる。歴史的思考に関しては，例えば，藤岡（2010），池尻（2015，

2019），川上（2013），田尻（2018，2019），ワインバーグ（2017），油井（2013）

を挙げることができる。 
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２）近年のものであれば，滋賀大学教育学部附属中学校による研究として，例

えば，橋本（2016，2017，2018），七里（2016，2017，2018，2019）を挙げ

ることができる。 

３）例えば，梅津ほか（2019）は，社会的思考力・判断力を，事実判断力，帰

納的推論能力，演繹的推論能力，社会的判断力（価値判断・意思決定力），

批判的思考力の５つの構成要素からなると規定している。 

４）本授業は，本来，筆者（髙畑）が，社会科学習観（「何のために社会科を学

習するのか」という子ども自身の目的観）を形成するために生徒に対して

どのような働きかけが必要であるのかを明らかにする研究の一環として実

践したものである。しかし，本研究においても，生徒が帰納的推論でつま

ずいてしまう原因についての示唆を得るうえで有用であると考え，分析事

例として取り上げた。 
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特別支援学校における「専門職の学習共同体」の醸成
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特別支援学校における「専門職の学習共同体」の醸成 

－カリキュラム・マネジメントおよび専門性の継承・向上の 

実現との関係性に着目して－ 

 

藤井 裕士※１ 熊谷 愼之輔※２ 三沢 良※２ 

 

全国の特別支援学校〔聴覚障害部門〕を対象に，カリキュラム・マネジメントの実施や

「専門職の学習共同体」の醸成，専門性の継承・向上の実現に関する質問紙調査を行った。

収集したデータをもとに相互の関係性を分析した結果，「専門職の学習共同体」を醸成して

いる学校においては専門性を継承・向上している実感が高いことが明らかとなった。また，

実施するカリキュラム・マネジメントの質（内容）として「カリキュラムの『見える化』と

共有の場づくり」，「カリキュラム開発のための協働の場づくり」等のカリキュラムを基軸

に教職員間のつながりを深める取組を行っている学校においては，「専門職の学習共同体」

の構成因子のうち「学校内の信頼関係」，「目標の共有」，「学校内外の協働」が醸成されてい

ることが示された。このことから「専門職の学習共同体」を効果的に醸成していくために

は，質の高いカリキュラム・マネジメントを実施する必要性が示唆された。 

 

キーワード：専門職の学習共同体，特別支援学校版 PLC 構成因子，カリキュラム・マネジ

メント 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科  

 

Ⅰ 問題と目的 

現在，学校現場の抱える課題は多様かつ複雑になっている。学校の教職員に

求められる知識・技能は更新され続け，とりわけ，障害種ごとに異なる専門性

を必要とする特別支援学校においては専門性の継承・向上が大きな課題とされ

ている。中でも，特別支援学校〔聴覚障害部門〕の設置数は他の障害種と比較

した際に，視覚障害部門，病弱部門と並び少数で，1 校しか設置されていない

県も多い。そのため，特別支援学校〔聴覚障害部門〕においては，専門性の継

承・向上がかねてより課題といわれ続けてきた。このことを裏返せば，他の障

害部門よりも専門性の継承と向上のための工夫が組織的に行われてきたといえ

る。しかし，近年の人工内耳や補聴器等の医療，科学技術の進歩も影響し，子

どもの在籍数は減少傾向にあり，それは教職員数の減少につながっている。そ

のため，教職員の異動や退職に付随して，専門性の継承と向上を図る必要性が

課題として強く認識されている。 

持続的に教職員の専門性を高め続ける学校づくりに示唆に富むのは，「専門

職の学習共同体（Professional Learning Community）」（以下：PLC）論である。

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.107 − 121
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PLC とは「受け持つ生徒たちにとってより良い結果を達成するために，集合的

な探究やアクションリサーチの継続的なプロセスのなかで協同的に活動するこ

とに尽力する教育者たち」（DuFour 2008）を指す。より平易に言い換えれば，

子ども達の学びと成長のために持続的に学び合い，専門性を高め続ける教職員

を中心とした集団である。それでは，PLC はどのように醸成することができる

のだろうか。 

PLC 醸成の鍵を握るのはカリキュラム・マネジメント（以下：CM）である。先

行研究において CM と PLC の関連は指摘されており，熊谷・藤井（2019）は，CM

に Shein（2016/2009）の文化の「学習/変革のモデル」の考え方を取り入れるこ

とで，PLC を醸成するプロセスを示した。しかし，特別支援学校には，一つの

学校の中に複数の部門や学部，学科が設置されていること等の様々な独自性が

あるが，特別支援学校を対象とした CM による PLC 醸成に関する先行研究は管

見の限りなかった。また，CM と PLC の関係性は実証的には明らかにされていな

かった。 

そこで，本研究では特別支援学校における CM の実施の有無や実施される CM

の質（内容），PLC の醸成，専門性の継承・向上のそれぞれの関係性を明らかに

することを目的とし，全国の特別支援学校〔聴覚障害部門〕を対象とした質問

紙による調査を行った。 

 

Ⅱ 研究方法 

１ 調査対象者と実施手続き 

2019 年 7 月～8 月に，全国の特別支援学校〔聴覚障害部門〕117 校を対象と

して，質問紙の郵送と調査協力の依頼を行い，回答記入後の質問紙は返信用封

筒によって回収した。各学校に対し，校長，校長以外の管理職，教務，CM を学

校で中心となって取り組む教職員から任意の 1 名を選出した上で，質問紙へ回

答を求めた。117 校中 68 校から質問紙への回答が得られ，回収率は 58.1％であ

った。 

回答の得られた特別支援学校に設置されている障害部門は，聴覚障害のみが

50校（73.5％），聴覚障害以外の障害種の部門を併設した学校が 17校（25.0％），

無回答が１校であった。そのうち，併設されている部門については，知的障害

部門が 17 校（100％），肢体不自由部門が 8 校（47.0％），視覚障害部門が 5 校

（29．4％），病弱部門が 5 校（29.4％）であり，複数の障害部門を併設してい

る全ての学校で，知的障害部門を併設していた。また，全ての障害種の幼児児

童生徒を対象としている総合支援学校もあった。 

回答者は校長が 7 名（10.2％），校長以外の管理職が 28 名（41.1）％，教務

が 29 名（42.6％），その他（主席，主幹教諭等）が 4 名（5.9％），無回答 1 名

であった。 

また，分析には HAD（ver.16_031）（清水 2016）を使用した。 
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２ 質問紙の構成 

 質問紙は「CM の実施」，「PLC の醸成」，「専門性の継承・向上」に関する 3 部

構成とした。 

（１）CM の実施 

①CM の実施の有無 

CM に関する取組について「行っていない（ア）」，「意図的ではないが関連す

る取組を行っている（イ）」，「意図的に行っている（ウ）」の中から，いずれか

一つを選択する形式で回答を求めた。（イ），（ウ）を選択した回答者には，具体

的にどのような CM を実施しているのか，以下の CM の質を尋ねる質問への回答

を求めた。 

②CM の質 

CM の質については，各学校における CM の実施内容を尋ねる質問と選択項目

を作成した。その詳細は以下の通りである。 

まず「CM の推進者（CM を校内で誰が中心となって推進しているか）」に関し

て，「校長」，「管理職」，「教務」等の選択肢の中から該当する教職員全ての選択

を求めた。 

次に「学校全体で現在実施している（または過去に実施した）CM」について，

田村（2016a）の「カリキュラムマネジメントの対象」に基づき CM の取組に関

する 4 項目を作成した。1 つ目は「達成可能な目標の設定」（教育目標，めざす

子ども像，経営計画等を具体的で達成可能なものにする），2 つ目は「カリキュ

ラムの改善」（単位時間や単元，年間のカリキュラム等について，目標と手だて

を明確にし，授業を計画，展開し，振り返り，次の授業・単元や次年度のカリ

キュラムをさらによいものにする），3 つ目は「カリキュラムの『見える化』と

共有の場づくり」（カリキュラム関連文書（教育課程，年間指導計画，単元計画

等）を使って，目標や内容の関連性・系統性，手立て等を「見える化」し，そ

れを共有・継承する場や機会をつくる），4 つ目は「カリキュラム開発のための

協働の場づくり」（カリキュラム開発のための組織体制の整備，研究時間の捻出

や組織的な学習機会の確保を行い，学校全体で前向きにカリキュラム開発に取

り組む雰囲気等をつくる）であった。これに「該当無し」の項目を加え，これ

らの中から該当するもの全ての選択を求めた。 

 更に，「個別の指導計画，個別の教育支援計画等を活用して行っている取組」

に関して田村（2016a）の「カリキュラムマネジメントの対象」に基づき 2 項目

を作成した 1）。1 つ目は「個別の指導計画等を活用したカリキュラム改善」（個

別の指導計画の評価等を，カリキュラム（教育課程，年間指導計画，単元計画

等）の改善につなげている），2 つ目は「個別の指導計画等の共有の場づくり」

（個別の指導計画等を使って，学部，或いは学校全体でそれを共有し，意見交

換を行う機会を設定している）であった。これに「該当無し」の項目を加え，

これらの中から該当するもの全ての選択を求めた。 
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（２）PLC の醸成 

PLC の醸成については，福畠ら（2017）の日本版 PLC 構成因子（「校長の支援

的・促進的リーダーシップ」，「教職員間の協働」，「支援的な状態・地域性」，「目

標の共有」，「学校内の信頼関係」）2）の項目，Hipp ＆ Huffman（2010）のイノ

ベーション配置図，田村（2016b）のカリキュラム・マネジメントチェックリス

トの項目を参考に作成した。その際，質問項目には特別支援学校の組織的な特

性として考えられる「一つの学校の中に複数の学部や学科が存在すること」，

｢県によっては学部や学科ごとに管理職が配置されていること｣，｢家庭・地域社

会とのつながりが密であること｣を加味した。なお，作成した質問項目について

は，教職歴 10 年以上の教職大学院の現職院生 4 名，教育学と心理学を専門とす

る大学教員 2 名との協議を経て内容を吟味した。さらに先の教職大学院生のう

ちの 2 名へのプレテストの結果を踏まえて表現の微修正を行った。その結果，

調査に使用する 34 項目を決定した。各質問項目への回答は「全くあてはまらな

い（ア）」，「あてはまらない（イ）」，「あてはまる（ウ）」，「非常にあてはまる（エ）」

の 4 件法により，実感として最も近いもの１つの選択を求めた。 

 

（３）専門性の継承・向上の実現 

 学校で「教職員の専門性を継承・向上することを実現できていると思うか」

という質問に対し，「実現できていない（ア）」，「あまり実現できていない（イ）」，

「概ね実現できている（ウ）」，「充分に実現できている（エ）」の中から実感と

して最も近いもの１つの選択を求めた。 

 

Ⅲ 結果 

１ 特別支援学校〔聴覚障害部門〕における PLC の構成因子 

（１）「PLC の醸成」に関する因子分析 

 「PLC の醸成」と「CM の実施」や「専門性の継承・向上の実現」との関係性

を明らかにするために，まずは特別支援学校における PLC の因子構造を明らか

にした。 

「PLC の醸成」に関する 34 項目（ダミー項目の 3 項目は除外）を対象に因子

分析（最小二乗法，プロマックス回転）を行った。因子の抽出数は日本版 PLC

の構成因子数と同じ５因子を指定して分析した。いずれの因子も固有値は 1 以

上を示し，5 因子による累積寄与率は 62.3％を示した。因子負荷量 0.35 の値を

基準とし，それに満たなかった 3 項目，2 つ以上の複数の因子に 0.35 以上の高

い因子負荷量を示した 2 項目を削除した 3）。 

最終的な因子分析の結果を表 1 に示す。この因子分析の結果は，福畠ら（2017）

の日本版 PLC と類似した構造が認められたため，日本版 PLC と比較しながら命

名を行った。第Ⅰ因子は，学校内の教職員同士，教職員と子ども，子ども同士

の信頼関係に関する内容で構成されるため，日本版 PLC に倣い「学校内の信頼

関係」と命名した。第Ⅱ因子は，教職員を中心としながら保護者や地域の積極

的な学校運営への関与を受けて目標を具現化するプロセスを含め，校内にある 
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表１ 特別支援学校版 PLC 構成因子 

項目 
因子 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
第Ⅰ因子「学校内の信頼関係」      

29：教職員は互いに信頼，尊重し自分の「思い」を伝え
合うことができる  

1.01 -.05 -.11 -.13 -.02

31：教職員間で互いの成果に気づき，認め合っている .99 -.05 .14 -.21 -.14
30：教職員は話し合いにおいて，多様な意見を尊重して

いる  
.84 -.08 -.05 -.20 .24

28：教職員は新しい教育実践に挑戦している .58 .16 .11 .18 -.25
32：教職員間で互いを思いやり，助け合っている .56 .16 -.13 .09 .37
33：教職員と子どもは互いに信頼し，尊重し合っている .54 .28 -.14 .16 .07
17：教職員間で学び合う関係がある .37 -.07 .23 .31 .17

第Ⅱ因子「管理職の支援的・促進的リーダーシップ」      
4：役割を担った教職員が円滑に業務を遂行できるように

管理職が支援している  
-.02 .98 -.11 -.06 .01

3：管理職は教職員を信頼し，新しい挑戦を推奨している .10 .81 -.11 .07 .02
2：管理職は重要事項に関する決定の際に，教職員の意見

や考えを踏まえている  
-.12 .66 .27 -.22 .18

5：管理職は教職員同士で実践を振り返り学び合うことを
促している  

.24 .60 .03 .00 -.18

1：管理職は教職員に対して情報を共有している -.12 .49 .24 -.17 .24
第Ⅲ因子「目標の共有」      

13：教職員間で自身の教育観，子ども観，指導観，経営
観などの価値観を話し合う機会がある  

.30 -.21 .67 .10 -.02

11：教職員が校内研究・研修に取り組む際に，「子どもの
学びと成長」に焦点をあてている  

.08 -.04 .66 -.15 -.02

15：教職員間でデータ等を活用して教育活動の振り返り
を行っている  

-.06 .14 .65 .06 .08

16：教職員は同僚との話し合いを通して，子どもの課題，
教育活動，共有した情報などについての認識を共有
している  

.13 -.08 .61 .03 .13

23：地域住民は子どものために，学校行事や課外活動
などに積極的に関与している  

-.12 -.07 .47 .19 .05

12：学校評価などで，学校教育目標や重点目標を評価し
ている  

-.27 .17 .47 .04 .10

8：学校教育目標や重点目標が，学部，学級，各分掌など
の目標設定の際に参照されている  

.28 .17 .42 .03 -.15

27：保護者や地域住民は，学校運営に積極的に関与して
いる  

-.10 .12 .38 .08 -.25

第Ⅳ因子「学校内外の協働」      
24：医療福祉関係者は子どものために積極的に学校に

関与している  
-.16 -.22 -.02 .72 .18

26：大学関係者は子どものために積極的に学校に関与し
ている  

-.23 -.03 .14 .56 -.14

21：教職員が教育実践を共有し，学び合う時間が確保さ
れている  

.10 .06 .07 .50 .13

25：県や市の教育委員会，教育センター等は積極的に学
校を支援している  

.11 .24 -.02 .42 -.05

第Ⅴ因子「教育資源の共有」      
20：教育活動のための教材や教具はすぐに使えるように

整理，整備されている  
.13 .01 .02 -.01 .73

19：教職員が必要な情報にアクセスできるよう，情報が
組織化され，利用可能になっている  

-.12 .09 .00 .11 .72
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表 2 特別支援学校版 PLC 構成因子の因子間相関  

PLC 構成因子  
相関係数  

Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  
Ⅰ  学校内の信頼関係  .52 .46 .44 .36 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS －  .44 .37 .40 
Ⅲ  目標の共有  －  －  .58 .39 
Ⅳ  学校内外の協働  －  －  －  .34 
Ⅴ  教育資源の共有  －  －  －  －  

 

様々な目標を関連させ，目標に焦点をあてた教育活動を行うことに関する内容

で構成されている。そのため，日本版 PLC に倣い「目標の共有」と命名した。

第Ⅲ因子は，全ての教職員が円滑に教育活動等の業務を遂行できるように管理

職が支援し，教職員が学び合うことを推奨するリーダーシップに関する内容で

構成されている。日本版 PLC では｢校長の支援的・促進的リーダーシップ｣とさ

れているが，特別支援学校では県によっては各部門や各学部に管理職が配置さ

れており，その管理職がトップリーダー的役割を担う場合もあるため，質問項

目作成の段階から｢校長｣を｢管理職｣と改めた。そのため「管理職の支援的・促

進的リーダーシップ」と命名した。第Ⅳ因子は，教職員間で教育実践等を共有

しながら学び合うという点で，日本版 PLC の｢教職員間の協働｣に近い因子であ

った。しかし，それに加えて学校外の大学関係者，医療福祉関係者，教育行政

関係者の積極的な関与や支援に関する内容が含まれているため，「学校内外の

協働」と命名した。第Ⅴ因子は，教材・教具，情報を含めた教育資源の共有に

関する内容で構成されるため，「教育資源の共有」と命名した。本調査では，聴

覚障害部門のみを対象にしたため，特別支援学校全般に一般化した議論をする

には制約がある。しかし，特別支援学校に在籍する教職員は，障害部門を限定

せず県内の他の特別支援学校間を移動する場合が多い。そのため，聴覚障害部

門における学校文化は，県内の他の障害部門における学校文化と共通する部分

を多く有している可能性が高い。そこで，以上の 5 つの因子を特別支援学校版

PLC 構成因子とした。 

 各因子を構成した項目群について信頼性係数（α）を算出したところ，第Ⅰ

因子～第Ⅲ因子は.80 以上，第Ⅳ因子は.64，第Ⅴ因子は.71 の値を示したこと

から，内的整合性は概ね満たされていると判断した。 

 

２ 「CM の実施」，「PLC の醸成」，「専門性の継承・向上の実現」の関連 

（１）｢PLC の醸成｣と｢専門性の継承・向上の実現｣との関係 

「専門性の継承・向上の実現」の状況により「PLC の醸成」に違いがみられ

るかを検討するため，１要因分散分析を行った。「PLC の醸成」については，特

別支援学校版 PLC 構成因子をもとに得点化（各因子を構成する項目への評定値

を合計し，項目数で割って算出）した。専門性の継承・向上の実現については，

「充分に実現できている（エ）」を選択した学校は存在せず，また「実現できて 
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表 3 「専門性の継承・向上の実現」による「PLC の醸成」の違い  

PLC 構成因子  
専門性の継承・向上  

F 概ね実現  未実現  
平均  SD 平均  SD 

Ⅰ  学校内の信頼関係  3.18 0.32 2.86 0.32 15.04** 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS 3.37 0.39 3.06 0.39 9.49** 
Ⅲ  目標の共有  3.17 0.36 2.88 0.32 10.58** 
Ⅳ  学校内外の協働  3.01 0.37 2.74 0.35 8.48** 
Ⅴ  教育資源の共有  3.10 0.47 2.94 0.43 1.89 

**p<.01 

 

いない（ア）」を選択した学校は 3 校であったため，「実現できていない（ア）」，

「あまり実現できていない（イ）」の選択は併合し，「概ね実現群」と「未実現

群」の 2 つの群に分類して以降の分析を行った。 

 分析の結果，専門性の継承・向上について「概ね実現群」は，「未実現群」の

と比較して，PLC の「教育資源の共有」を除く，｢学校内の信頼関係｣

（F(1,62)=8.48），｢管理職の支援的・促進的リーダーシップ｣（F(1,62)=10.58），

｢目標の共有｣（F(1,62)=9.49），｢学校内外の協働｣（F(1,63)=15.04）の 4 因子 

の得点が有意に高かった（いずれも p<.01）（表 3）。このことから，PLC の 4 因

子について醸成されている学校では，専門性の継承・向上を実現できていると

実感される可能性が高いと解釈できる。つまり，PLC の醸成が専門性の継承・

向上に寄与する可能性が示唆されたといえる。 
 

（２）｢CM の実施｣と｢PLC の醸成｣・｢専門性の継承・向上の実現｣との関係 

続いて，「CM の実施」が「PLC の醸成」や「専門性の継承・向上の実現」につ

ながるかを検討した。「CM の実施」については，「意図的に実施している」と回

答した学校を「実施（意図的）群」，「意図的ではないが関連する取組を行って

いる」と回答した学校を「実施（無意図）群」，「行っていない」と回答した学

校を「未実施群」として分析を行った。 

まず，各校の「CM の実施」と「PLC の醸成」との１要因分散分析（表 4）を行

った結果，｢学校内外の協働｣についてのみ，CM の実施の主効果が有意となった

（F(2,62)=3.15,p<.05）。多重比較の結果，CM「実施（意図的）群」（M =2.99，

SD=0.25）が，CM「未実施群」（M=2.58，SD=0.38）よりも有意に高い得点を示し

た。CM「実施（意図的）群」と，CM「実施（無意図）群」の間，CM「実施（無

意図）群」と「CM 未実施群」の間にはそれぞれ有意な差は見られなかった。 
次に，「CM の実施」と「専門性の継承・向上の実現」とのクロス集計及びχ2

検定（表 5）を行った結果，「CM の実施」と「専門性の継承・向上の実現」との

全ての項目間で有意な偏りは見られなかった。 
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表 4 「CM の実施」による「PLC の醸成」の違い  

PLC 構成因子  

CM の実施  

F 実施(意図的) 実施(無意図) 未実施  

平均  SD 平均 SD 平均 SD 

Ⅰ  学校内の信頼関係  3.09 0.39 3.02 0.34 3.04 0.31 0.26 
Ⅱ  管理職の支援的・

促進的 LS 
3.35 0.43 3.23 0.40 3.00 0.40 2.04 

Ⅲ  目標の共有  3.09 0.40 3.04 0.07 3.03 0.15 0.13 
Ⅳ  学校内外の協働  2.99 0.25 2.88 0.45 2.58 0.38 3.16* 
Ⅴ  教育資源の共有  3.14 0.54 2.95 0.35 3.00 0.50 1.32 

*p<.05 

 

表 5 「CM の実施」と「専門性の継承・向上の実現」に関するクロス集計結果 

CM の実施  
専門性の継承・向上（学校）   

概ね実現している 実現していない 合計 

実施（意図的） 17(25.4%) 11(16.4%) 28(41.8%) 
実施(無意図) 21(31.3%) 11(16.4%) 32(47.8%) 

未実施 3(4.5%) 4(6.0%) 7(10.5%) 
合計 41(61.2%) 26(38.9%) 67(100%) 

 

（３）「CM の質」と「CM の実施」・「PLC の醸成」・「専門性の継承・向上の実現」

との関係 

意図的に CM を実施している学校においては質の高い CM が実施されているの

か，また，「CM の質」が「PLC の醸成」や「専門性の継承・向上の実現」に影響

を与えるのかを明らかにするため，「CM の質」と「CM の実施」・「PLC の醸成」・

「専門性の継承・向上の実現」の間の関係性をそれぞれ分析した。「CM の質」

については「CM の推進者」，「達成可能な目標の設定」，「カリキュラムの改

善」，「カリキュラムの『見える化』と共有の場づくり」，「カリキュラム開

発のための協働の場づくり」，「個別の指導計画等を活用したカリキュラム改

善」，「個別の指導計画等の共有の場づくり」の 7 項目を使用した。その際，

「CM の推進者」については，CM を推進している教職員を「管理職を含む群」と

「管理職を含まない群」に分けた。その他の 6 項目については，「実施群」，

「未実施群」に分けて分析を行った。 

 

①「CM の質」と「CM の実施」との関係 

「CM の質」（7 項目）と「CM の実施」（CM の実施が意図的かどうか）の関連性

を吟味するため，クロス集計及びχ2 検定を行った。その結果，「カリキュラム

開発のための協働の場づくり」についてのみ，回答に有意な偏りが見られた（χ
2=9.36, p<.01）（表 6）。CM「実施（意図的）群」では「実施」の回答が多く，

CM「実施（無意図）群」では「未実施」の回答が多かった。 
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表 6「CM の実施」と「カリキュラム開発のための協働の場づくり」に関するクロス集計結果 

変数   カリキュラム開発のための協働の場づくり   

  出現値 実施 未実施 合計 

CM の実施 実施（意図的） 12(20.0%) 16(26.7%) 28(46.7%) 
 実施(無意図) 3(5.0%) 29(48.3%) 32(53.3%) 
 合計 15(25%) 45(75%) 60(100%) 

 

②「CM の質」と「PLC 醸成」の関係 

続いて，「CM の質」（7 項目）が「PLC の醸成」（5 因子）に影響を与えるかを

検討するため，1 要因分散分析を行った。その結果，「カリキュラムの改善」の

実施群は，未実施群よりも，PLC の「目標の共有」（F(1,55)=4.60,p<.05），「学

校内外の協働」（F(1,55)=6.20，p<.05）の得点が有意に高かった(表 7)。 

また，「カリキュラムの『見える化』と共有の場づくり」の実施群は，未実施

群よりも，PLC の「学校内の信頼関係」（F(1,56)=4.94,p<.05），「目標の共有」

（F(1,55)=9.04，p<.01），「学校内外の協働」（F(1,55)=6.21，p<.05）の得点が

有意に高かった（表 8）。 

更に，「カリキュラム開発のための協働の場づくり」の実施群では，未実施群

よりも，PLC の「学校内の信頼関係」の得点が有意に高かった（F(1,56)=5.56，

p<.05）（表 9）。 

加えて，「個別の指導計画等を活用したカリキュラム改善」の実施群では，

未実施群よりも，PLC の「目標の共有」の得点が有意に高かった（F(1,55)=5.44，

p<.05）（表 10）。 

一方で，「CM の推進者」（誰が中心となって CM を推進しているのかというこ

と）や，「達成可能な目標の設定」（教育目標が達成可能になっているのかとい

うこと），「個別の指導計画等の共有の場づくり」について，PLC の因子のいず

れの得点においても，群間に有意な差は見られなかった。 

 

 

 

 

表 7 「カリキュラムの改善」の実施による「PLC の醸成」の違い 

PLC 構成因子  

カリキュラムの改善  

F 実施  未実施  
平均 SD 平均 SD 

Ⅰ  学校内の信頼関係  3.11 0.43 3.01 0.31 0.90 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS 3.30 0.42 3.25 0.39 0.28 
Ⅲ  目標の共有  3.18 0.44 3.00 0.29 4.60* 
Ⅳ  学校内外の協働  3.06 0.41 2.82 0.30 6.20* 
Ⅴ  教育資源の共有  3.11 0.53 3.00 0.40     0.85 

*p<.05  
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表 8「カリキュラムの『見える化』と共有の場づくり」の実施による「PLC の醸成」の違い 

PLC 構成因子  
カリキュラムの「見える化」と共有の場づくり  

F 実施 未実施

平均 SD 平均  SD 
Ⅰ  学校内の信頼関係  3.20 0.44 2.98 0.30 4.94* 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS 3.35 0.47 3.23 0.35 1.15 
Ⅲ  目標の共有  3.24 0.46 2.95 0.28 9.04** 
Ⅳ  学校内外の協働  3.08 0.42 2.84 0.31 6.21* 
Ⅴ  教育資源の共有  3.16 0.52 2.99 0.41 1.96 

*p<.05  **<.01 

 

表 9「カリキュラム開発のための協働の場づくり」の実施による「PLC の醸成」の違い 

PLC 構成因子  
カリキュラム開発のための協働の場づくり  

F 実施   未実施  
平均  SD  平均   SD 

Ⅰ  学校内の信頼関係  3.25 0.34  3.00 0.36 5.56* 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS 3.40 0.46  3.23 0.38 1.87 
Ⅲ  目標の共有  3.17 0.44  3.03 0.36 1.40 
Ⅳ  学校内外の協働  2.95 0.25  2.92 0.40 0.06 
Ⅴ  教育資源の共有  3.16 0.45  3.01 0.46 1.27 

*p<.05 

 

表 10「個別の指導計画等を活用したカリキュラムの改善」の実施による「PLC の醸成」の違

い 

PLC 構成因子  
個別の指導計画等を活用したカリキュラム改善  

F 実施   未実施  
平均 SD  平均  SD 

Ⅰ  学校内の信頼関係  3.10 0.39  2.98 0.31 1.55 
Ⅱ  管理職の支援的・促進的 LS 3.33 0.45  3.21 0.35 1.19 
Ⅲ  目標の共有  3.15 0.39  2.92 0.31  5.44* 
Ⅳ  学校内外の協働  2.99 0.36  2.84 0.38 2.36 
Ⅴ  教育資源の共有  3.11 0.50  2.94 0.37  2.17 

*p<.05 

 

表 11「専門性の継承・向上」と「カリキュラムの『見える化』と共有の場づくり」クロス

集計結果 

変数   
カリキュラムの「見える化」と

共有の場づくり 
  

  出現値 実施 未実施 合計 

専門性の継承・
向上の実現 
（学校） 

概ね実現している △19(31.7%) ▼19(31.7%) 38(63.3%) 

実現していない ▼3(5.0%) △19(31.7%) 22(36.7%) 
合計 22(37.7%) 38(63.3%) 60(100%) 

※表中の△は人数が有意に多いこと，▼は人数が有意に少ないことを表す。 
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③「CM の質」と「専門性の継承・向上」の関係 

 最後に，「CM の質」（7 項目）と「専門性の継承・向上の実現」との関連につ

いてクロス集計及びχ2 検定を行った結果（表 11），「カリキュラムの『見える

化』と共有の場づくり」についてのみ，有意な人数の偏りがみられた（χ2=7.93, 

p<.01）。「カリキュラムの『見える化』と共有の場づくり」の実施群の学校では，

専門性の継承・向上を「概ね実現できている」という回答が多かった。 

 

Ⅳ 考察 

１ 特別支援学校版 PLC の構成因子 

 全国の特別支援学校〔聴覚障害部門〕を対象とした質問紙による調査と分析

を行った。因子分析により特別支援学校版 PLC として 5 つの構成因子（｢学校内

の信頼関係｣，｢管理職の支援的・促進的リーダーシップ｣，｢目標の共有｣，｢学

校内外の協働｣，｢教育資源の共有｣）が明らかとなった。これらは，日本版 PLC

の基本的な構造を維持しつつ，特別支援学校の組織特性に配慮した項目を組み

込むことで，その特徴を把握できる有用な尺度ないし測定の枠組みとなった。 

 その大きな特徴は「目標の共有」や「学校内外の協働」に表れている。特別

支援学校では通常の学校と比べ，一人ひとりの子どもに対する保護者や医療福

祉関係者等との情報交換や協働がより綿密に行われている。そのため，医療福

祉等をはじめとする学校外関係者の関与や支援は，日本版 PLC では｢支援的な

状態・地域性｣に含まれているが，特別支援学校版 PLC では，「学校内外の協働」

に含まれている。また，日本版 PLC では「目標の共有」の対象が学校内の教職

員を中心とされているが，特別支援学校版 PLC では保護者や地域も対象に含ま

れている。 

 

２ 「PLC の醸成」と「専門性の継承・向上」の関係性 

「PLC の醸成」が，「専門性の継承・向上」につながるのではないかという仮

説のもと，特別支援学校版 PLC 構成因子を活用して「PLC の醸成」と「専門性

の継承・向上の実現」との関係を分析した結果，4 つの因子で有意な差が見出

され，「PLC の醸成」が「専門性の継承・向上」に寄与することが示唆された。 

ただし，PLC の構成因子の中で唯一，「教育資源の共有」には有意な差が見出

されなかった。その理由として考えられるのは次の 2 点である。1 点目は測定

上の問題である。第Ⅴ因子の構成項目は 2 項目と限られており，PLC の因子と

して十分な内容を反映できていない可能性がある。2 点目は専門性の継承を図

る上で，校内での教材や教具の蓄積は比較的行われやすい一般的な手立てであ

るためである。つまり，「教育資源の共有」は専門性の継承・向上に本来寄与が

期待できるが，専門性の継承のためにほとんどの学校において実施されている

ため，今回の調査対象の学校では差が検出されなかった可能性がある。 
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３ 「CM の質」と「PLC の醸成」の関係性 

次に，学校における「CM の実施」，とりわけ「CM の質」が「PLC の醸成」に繋

がるのではないかという仮説のもと，どのような内容（質）の CM が，どの PLC

の因子に影響を与えるかを検討した。結果，CM の実施が意図的であるかどうか

は関係がなく，カリキュラムを基軸にしながら教職員間のつながりを深めるよ

うな CM の取組が「学校内の信頼関係」，「目標の共有」，「学校内外の協働」に関

する「PLC の醸成」に寄与することが示唆された。具体的にいうと，「カリキュ

ラムの改善」に取り組むことが，「目標の共有」，「学校内外の協働」の質を高め

る。また，「カリキュラムを『見える化』し共有する場をつくること」が「目標

の共有」，「学校内の信頼関係」，「学校内外の協働」の質を高める。更に，

「カリキュラム開発のための協働の場をつくること」が「学校内の信頼関係」

の質を高める。そして，「個別の指導計画等を活用したカリキュラム改善」が

「目標の共有」の質を高める可能性が高いことが明らかになった。つまり，カ

リキュラム関連文書（教育課程，年間指導計画，個別の指導計画，単元計画等）

を使って，目標や内容の関連性・系統性等を「見える化」し，それを共有・継

承する場や機会をつくることで，教職員間の目標に対する認識を共有するとと

もに，目標に対する教職員のコミットを高めることが期待できる。そして，教

職員間で行われる認識を共有するための対話や同じ目標に対するコミットの高

まりは「学校内の信頼関係」を高めることが予想される。また，「見える化」さ

れた資料は，校内外の協働に活用できるため，「学校内外の協働」の質を高めら

れるであろう。実際，CM を意図的に行っている学校では「カリキュラム開発の

ための協働の場づくり」が行われている場合が多く，PLC の「学校内外の協働」

が醸成されているという結果も表れている。 

ただし，個別の指導計画等の共有の場をつくることは，PLC の醸成には関連

しない可能性も示唆されている。特別支援学校の独自性でもある個別の指導計

画等には，子どもの実態，課題，目標，指導（支援）内容，指導（支援）方法，

評価等が記されており，その文面には教職員の価値観も表面化される。このよ

うな，子ども個人について記述した文書については共有するだけでなく，全体

のカリキュラム（教育目標，教育内容，教育時数等）の改善に活用することで，

個人の価値観を教職員間で共有しつつ組織の価値観（教育目標等）を見直すこ

とにもつながるため，「目標の共有」につながりやすくなると考えられる。 

一方，PLC を醸成する上で CM を中心となり推進する教職員の中に管理職が含

まれているかどうかは重要ではないことが示唆された。PLC の「管理職の支援

的・促進的リーダーシップ」の視点から考えると，管理職自身が CM の推進メン

バーに入るかどうかにかかわらず，CM の推進を担う教職員が円滑に業務を遂行

できるように支援することが重要と考えられる。他には，PLC を醸成する際に，

教育目標が達成可能になっているのかどうかは重要ではない可能性が示唆され

た。CM では教育目標を達成することが大きな目的とされているが，教育目標が

達成可能なものになっているということは大前提として，教育目標が意識され

た教育活動等の取組が，教職員によって日常的に行われることが重要であるか
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らではないだろうか。 

 

４ 「CM の質」と「専門性の継承・向上」の関係性 

最後に，どのような内容（質）の CM が専門性の継承・向上に影響を与えるか

を分析した結果，「カリキュラムを『見える化』し共有する場をつくること」

が専門性の継承・向上に寄与することが示唆された。専門性の継承・向上には，

その学校の中で大切にされている価値観を含めた知識・技能を教職員間で伝え

合い，高め合っていくという側面がある。カリキュラム関連文書（教育課程，

年間指導計画，単元計画等）には，これまで，学校の中で大切にされてきたこ

とが含まれている。これらを使って，目標や内容の関連性・系統性，手立て等

を「見える化」し，それを共有する場をつくることで，知識・技能を伝え合う

ことになりうるのではないだろうか。こうした取組は，専門性の継承・向上の

ための基本的な事項であるともいえるが，本調査の結果では約 63％（38 校）の

学校では実施されていなかったことから，学校における専門性の継承・向上へ

の大きな手がかりになると考える。 

 
５ 総括 

ここまでの考察を整理すると，カリキュラムを基軸としながら教職員間のつ

ながりを深めるような CM の取組が「学校内の信頼関係」，「目標の共有」，「学校

内外の協働」の質を高め PLC を醸成し，PLC の醸成は専門性の継承・向上に寄

与しうることが明らかになった。今後，教職員間のつながりをより意識した CM

の取組によって，「目標の共有」，「学校内の信頼関係」，「学校内外の協働」

に関連した PLC がどのように醸成されていくのかを学校現場における実践研究

を通して明らかにしていきたい。また，本研究の知見をもとに，他の障害部門

も含めた研究へと広げ精緻化を図っていきたい。 
 

参考・引用文献 

DuFour,R.,DuFour,R.,&Eaker,R.,Revisiting Professional Learning 

Communities at Work : New Insights for Improving Schools,Solution 

Tree, 2008. 

E.H.シャイン（尾川丈一監訳，松本未央訳）『企業文化－ダイバーシティと文化

の仕組み－』(The Corporate Culture Survival Guide,John Wiley & 

Sons,2009)，白桃書房，2016 年。 

Hipp,K.K. & Huffman,J.B.(eds.),Demystifying Professional Learning 

Communities : School Leadership at its best , Rowman ＆ Little field 

Education,2010. 

熊谷愼之輔，藤井裕士「『専門職の学習共同体』としての学校の実現をめざした

カリキュラム・マネジメントに関する基礎研究－カリキュラム・マネジメン

トのプロセスに着目して－」，『岡山大学大学院教育学研究科研究集録』，第

特別支援学校における「専門職の学習共同体」の醸成 －カリキュラム・マネジメントおよび専門性の継承・向上の実現との関係性に着目して－

─ 119 ─



 

172 号，2019 年，pp.1-9。 

清水裕士「フリーの統計分析ソフト HAD：機能の紹介と統計学習・教育，研究

実践における利用方法の提案」,『メディア・情報・コミュニケーション研究』, 

第 1 巻,2016 年，pp.59-73。 

田村知子「カリキュラムマネジメントのポイントと組織体制」」，『学校ぐるみで

取り組むカリキュラム・マネジメント』，ぎょうせい，2016 年 a，pp.22-25。 

田村知子「カリキュラムマネジメントの全体構造を利用した実態分析」，田村知

子，村川雅弘，吉富芳正，西岡加名恵編著『カリキュラムマネジメントハン

ドブック』，ぎょうせい，2016 年 b，pp.36-51。 

福畠真治，佐々木織恵，大庭梓，栗田晃宏「専門職の学習共同体（PLC）の構成

要因に関する検討」，『東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢』，第 37

号，2017 年，pp.109-131。 

 

註 

1）これらの項目も，先に触れた「カリキュラムマネジメントの対象」（田村 2016a）

を参考に作成したが，「達成可能な目標」と「カリキュラム開発のための協働

の場づくり」に関する項目は割愛した。その理由は，個別の指導計画等の性

質から達成可能な目標の設定は全ての子どもを対象に行われているはずで

あるため，また，個別の指導計画等は全ての学校で作成（開発）されている

ため，これらの項目を設けてもほぼ 100％実施の回答が得られると推察され

たからである。 

 

2）わが国の学校における PLC を実証的に検討した福畠ら（2017）は，因子分析

により日本版 PLC の構成因子として「校長の支援的・促進的リーダーシップ」

（教師の主体性や挑戦性を促し，教師の学習や成長を支援する中央から導く

リーダーの行動スタイル等），「教職員間の協働」（子どもの学びや成長の現状

や自らの教育実践の実態の把握や，その成長と課題に関する教職員間の認識

の共有等），「支援的な状態・地域性」（学校の規範，教員の近接，コミュニケ

ーションシステム，職員にとっての時間と空間といった様々な状態），「目標

の共有」（学校目標と分掌や学年等の目標間の連動，目標の児童生徒の成長へ

の焦点化等），「学校内の信頼関係」（教職員間及び児童生徒と教職員間の信頼

や尊重，多様な意見の尊重，教職員間の円滑なコミュニケーション等）の 5

因子を析出した。 

 

3）削除された項目は，「7：教職員が学校教育目標や重点目標の見直しに関与し

ている」，「22：保護者は子どものために，学校行事や PTA 活動などに積極的

に参加している」，「9：教育課程が学校経営に関する目標の内容と合致してい

る」，｢10：教職員は学校教育目標や重点目標を意識して教育活動や経営活動

を行っている｣，｢14：教職員間で互いに授業の公開や参観を行っている｣の 5

項目である。 
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歌唱時における表情と発声に関する研究 

 

片上 聡美※１  虫明 眞砂子※２ 

 

音楽授業等で児童・生徒が歌唱する時の表情は，発声にどのように影響するのだろうか。

この疑問を明らかにするために，筆者等は，小学生から大学生を対象に，無表情・怒り・悲

しみ・笑顔の表情を取り入れて歌う歌唱実験および歌唱者へのアンケート調査を実施し，

表情の変化がもたらす効果について検討した。その結果，よりよい歌唱時の表情の効果で

は，笑顔の表情が歌いやすく，発声面で良い効果をもたらしていることが明らかとなった。

また，笑顔の表情の中でも［たて］の笑顔が響きや高音の発声に良好であること，[よこ]の

笑顔は，歌いやすいが力みやすいこと，笑顔の表情では，口の開け方を意識していることが

示された。アンケート調査からは，年代が大きくなるほど，表情によって声が変化すると認

識していることがわかった。一方，小学生では，表情や声の変化を感じづらいため，教師側

が基礎の発声の理解へ導き，歌唱者が表情で声が変わったと感じられる指導が必要である。 

 

キーワード：歌唱，表情，発声，笑顔 

 

※１ 岡山市立岡南小学校 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ はじめに 

本稿は，歌唱時の表情と声の関係を明らかにし，よりよい歌唱活動に必要な

表情の指導や注意点を明確にしていくことを目的とする。 

現在，小中学校における音楽教育の歌唱の学習では，「笑顔で歌って」や「い

い表情で」という声掛けがよく行われている。また，筆者等の一人も音楽授業

の中で歌唱指導する際にしばしば使用している。歌唱指導のなかで，「笑顔」や

「いい表情」で歌唱することの意味を理解している児童生徒は，表情を意識す

ると声が変化し，声が伸びやかになるという場面が見られた。一方，無理に笑

ったり，全く笑わなかったりする児童生徒も多数見られ，歌唱中に声の変化が

見られた児童生徒は少人数にとどまった。その場合は，児童全員の声が表情に

対する指導によって改善することはほとんどなく，表情に着目した指導の難し

さも感じてきた。教師が声掛けをする「笑顔で歌って」という言葉は表面的な

ところに留まり，児童生徒がなぜ笑顔が歌唱に活かせるのかを理解出来ずに歌

唱しているのではないかと思われる。 

別の問題として，指導者側の問題が挙げられる。例えば，小・中学校では，

「大きい声で」という指導がよく見られるが，同時に「笑顔で」いう声掛けが

一緒に指導される場面がよくみられる。「大きい声で」という声かけは音量に関

するものであり，「笑顔で」という声かけは表情に関するものである。これらの

指導が同時に行われる場合は，教師側が表情の声掛けの意味や大きな声で発声
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する声帯へのリスクを理解した上で，児童生徒に伝えていく必要があるのでは

ないかと考える。 

近年の表情に関する研究としては，保育者養成のための歌唱指導に関するも

の（藤田 2014），発達障害を持つ児童生徒を対象にした鑑賞の授業の中での表

情カードの活用（尾崎 2014），ヒューマノイドロボットの表情に関するもの（中

野 2012），笑いの身体的効果と精神的効果に関するもの（三宅・横山 2007)があ

る。これら表情に注目する研究の中で，具体的にどのような表情が，歌唱にい

い効果をもたらすのか研究しているものは見られない。 

本稿では，まず，音楽教育の歌唱における表情の指導の内容や意味を考察す

る。次に，無表情や笑顔などそれぞれの表情の違いを笑顔の段階に分け，その

違いによる歌唱実験を通して，歌唱時における表情と声に関係を明らかにし，

その結果をもとに，歌唱時により良い表情をするための方策について検討する。 

 

Ⅱ 倫理的配慮 

 本研究で実施した「発声や表情に関する歌唱実験及びアンケート調査」では，

実験協力者に対して，個人が特定されないよう無記名で行うこと，実施したデ

ータは，厳重に保管し，今回の研究でのみ使用すること，研究終了後はデータ

を処理することを文面及び口頭で説明した。 

 

Ⅲ 音楽教育における歌唱時の表情 

ここでは，1995 年－2000 年，2010 年－2015 年のそれぞれの年代の雑誌『教

育音楽』1の歌唱時の表情に関する記述を抽出した。顔のどの部分を重点的に指

導してきたのかに着目し，記述を区分すると，眉，目，鼻，頬，口の５つの部

位にまとめることができた（表１）。下線部は，筆者等による。 

 

表１ 歌唱時の表情に関する記述 
①  1995-2000 年 ②2010-2015 年 

眉 ・眉の上げ下げ(1996) 
・眉を上げて歌おう(1997) 2 件 

・「眉毛をあと 2 ミリあげてごらん」(2011) 
・眉毛キリっとアップ(2015)          2 件 

目 ・目をよく開けて(1996) 
・目はぱっちり(1997) 
・目を大きくあける(1997) 
・目を見開く(1997) 
・目はパッチリくん(1998) 
・目をパッチリと(2000) 6 件 

・目を大きく(2015)  
・「目をぴかっと開けて」(2012)    
・「目を大きく開き，目から声を飛ばす」(2011)   
・目元をパッチリ開く(2011)→額の筋肉が引き上がり，

鼻腔の広がりが感じられる。 
・お目目パッチリきらきら(2015)  
・目を開け(2015)               7 件 

鼻 ・ 鼻 の 穴 を 広 げ た り 閉 じ た り
(1996) 

・鼻の穴を大きくあける(1997)  
・鼻のとげ抜き(1998) 

・ひみつ練習 鼻をふさいで歌う(2011)→お腹の使い方
を覚え，鼻腔共鳴を響かせる。  

・ひみつ練習 鼻の付け根を触る(2011)→響いているこ
とを確認。頭に手を乗せると頭蓋骨の響きも実感。 

・お鼻の高い外国人になったつもりで歌いましょう。そ
して，その鼻がもっとビヨーンと前に伸びていく感覚
(2015) 

・鼻の上に手をあて響きの振動が伝わるように歌う
(2015)→響き 

 
1 『教育音楽』小学版（音楽之友社）は，以下の雑誌を使用している。1995 年 8 月号，1996
年 1,4,5,6,9,11 月号，1997 年 1,5,7,11,12 月号，1998 年 1,5,12 月号，1999 年 3,4 月号，
2000 年 3,5,12 月号，2010 年 1,8 月号，2011 年 1,4,5,7,8 月号，2012 年 2,3 月号，2013 年
2 月号，2014 年 4 月号 2015 年 6,8,10 月号。 
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頬 ・ 少 し 笑 っ て ， 頬 を 上 げ よ う
(1996) 
・ほっぺたを上に上げる(にっこ

りとほほ笑んだ表情)(1997)  
・アンパンマンの丸々とした顔と

盛り上がったほっぺたをイメ
ー ジ し て お 顔 の マ ッ サ ー ジ
(1998)          

・ホッペアップ(1998)    
・ここ，どう，上がってる？(2000)

・「アンパンマンのようにほおを上げて」(2012)   
・ほっぺを上げて(2015) 
・「ほっぺたにたこ焼きを作ろう」(2011) 
・大好きな食べ物が目の前に現れて嬉しい気持ちになっ

たときのような顔で歌いましょう(2015)→自然に頬が
上がる。 

・頬を上げ，ほっぺに「たこ焼き」をつくるようにして
歌う(2015) 

口 ・口角を横に引きめにして，下顎
は上顎より前に出さないよう
にして口を開く(1995)  

・口のまわりを横に広げたり突き
出したりする(1996) 

・上の前歯の裏側にカキーンと声
をあてるように(1996)  

・口を開ける(1996) 
・口(顎)の動きは特に表情を左右

する(1997) 
・顎を少し引く(1997) 
・口を縦にあけ，前歯を見せる(ビ

ーバーちゃんのような口をし
てみよう)(1997)       

・ ア ッ カ ン ベ ー を し ま し ょ う
(1998) 
・巻き舌をやってみよう(1998) 
・のどの奥がほら穴になった感じ
で(1998) 
・あくびが出る寸前の顔で(1998)
・あごをキリリ！(1998) 
・うがい一滴，あくびの口(1998)
・口の奥に洞窟(1998) 
・口が大きく開くように指を 3 本

縦 に し て 口 の 中 に 入 れ て
(1999)  

・口を大きくあけて(2000) 
・軽く口を斜め上にあげてごらん

→ほっぺたが上に上がるでし
ょう(2000) 

・「上顎を上げて」(2010) →「口を開けて」だと下顎が
下がるため，喉が閉まる。 

・お兄ちゃんやお姉ちゃんのおやつのドーナツを一口こ
っそりかじった途端に本人が帰ってきたので，口の中
のドーナツがバレないように軽く閉じてニコニコして
ごまかす時の口をする。(2011)→のどの開きの感じを
覚える。 

・口を縦長にして指 2 本分の開きを確かめる。(2011) 
・ひみつ練習 1 顎が上がらないように意識して歌う

(2011)→顎の力を抜くことを覚え，お腹の使い方と響
かせ方が身につく。     

・口の形を意識→「あ・お」前歯に 2 本，「い・う・え」
指１本(2015) 

・「ホカホカの焼き芋を口に入れて」「舌で上の歯の裏か
ら喉に向かって舐めていって，急に柔らかくなる部分
が軟口蓋。この部分を高く上げるように歌うよ」(2011) 

・「上の奥歯も上げよう」(2011) 
・こいのぼりの口(2012)（口の両端から人差し指でぐっ

と中心に向かって唇を押し上げる）→響きが集まりや
すい。  

・奥歯の間が空いた状態(2012)  
・お口を縦に開けて(2013) 
・口の中に親指を入れ，上顎を持ち上げるようにして歌

う(2015)→響き 

そ
の
他 

・いい顔，いい表情で歌う(1996)
・表情を大きくつける(1997) 
・顔の体操（両頬を上下に動かし

たり吊り上げたりした後，眉を
上下させたり，頬上げたりす
る）(1998)    

・両耳の後ろ（下）に親指を当て
て小指で上の歯を押さえ，歯の
見える口，頬と眉が高く上がっ
た顔(1999)   

・アイドルをさがせという顔の絵
をもとにチェックする（眉がお
でこに乗るくらい，目が目玉焼
きのように，鼻の穴が倍の大き
さに，奥歯がよく見える，ほっ
ぺが肉まんのよう と称揚す
る）(1999)    

・ニコニコ笑顔で(2000) 
・素敵だなと思えるものを一つ決

め，「まあ，すてき～」と歌いな
がら両手を広げ顔の前で円を
描くようにする(1996)→「ま
あ」という時に目をまん丸にす
るといい表情をつくる。 

・「踏み込んで身体を伸ばしながら，声をおでこまで持っ
てくる」(2010)             

・高音域おでこ，中音域顔面，低音域胸(2010) 
・「明るい顔で」(2010)（笑顔のこと。目がキラキラとし

ていて，眉毛が上がっていて頬が上がっている）→自
然に上顎が上がり，喉が楽に開く。  

・地球さんの顔で歌おう(2010)→前黒板の自作キャラの
絵をもとに（眉を上げ，目はぱっちり，頬を上げる，口
は大きく縦に という特徴の絵） 

・「フクロウの鳴き声」「ミッキーの声」(2011)→頬や目の
変化により，響きをつかませる。 

・表情はプリキュア(2011)→目が開き，眉も上がる 
・スーパーミッキーモード(2011) 
・「顔の穴を開けてみよう。一番開けにくいのは耳の穴だ

ね。奥歯と奥歯の間の骨を開けよう。下ベロは前歯の
間につけておこう。それで下ベロの上にアメ玉が乗っ
かった。それで出してごらん」 (2011) 

・「笑顔で」「びっくりした顔で」(2011)  
・「もっと笑うと素敵になるよ」「まつ毛の先を上げよう」

「まつ毛の先と一緒に，上の唇も一緒に上げよう」
(2011)  

・手で鼻の下にひげを作ります「ひげから下で，〈おはよ
うございます〉」怖いおじさんになったつもりで。「も
っと怖く〈おはようございます〉」(2012)→おなかから
喉の間が広がり，響きが通る道を開く。       

・今度はひげから上で〈おはようございます〉」(2012)→
頬骨を上げて口を横に開く。  

・ミッキーマウスのものまねをする(2011)→鼻腔  
・「アの母音の時は笑顔で」「目も鼻の穴も，耳も，顔の穴

は全部開けて」(2013)  
・鏡を使って歌わせる→鏡が自分の先生(2014)  
・上目使いで顔の脇で手をあげて歌う(目や響き)，ちょ
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んまげスピーカーを立たせる(眉毛，目)(2014)  
・ミッキーの声で明るいあいさつ 顔をほぐす(目の体

操，舌の体操，割り箸の活用→自分の表情や舌の位置，
口蓋垂の状態の確認)(2014)   

・怒鳴るような元気すぎる声→ミッキーマウスの声マネ
「スーパーミッキーモード」(2015)  

・棒立ちで無表情→語頭で深くうなずく練習。言葉を考
えることにつながる(2015) 

・フィジカルエクササイズ→手拍子や足踏みなどの動き
を使う。身体を動かせば自然と笑顔になれる(2015)  

・フェイストレーニング(2015)→ペアになって向かい合
い，表情のチェックをする。最初は口角を上げる。次に
口角を上げたまま口を「オ」の形にする。次は唇をラッ
パの形に。最後は短く息を吸って，びっくりした時の
顔をつくる。特に高い声を出す時は，この「びっくり
顔」の感覚を覚えておくとよい。  

・顔のパーツを全部上げる。目・眉・鼻・耳(2015) 

※下線部は，イメージで説明したもの。それ以外は，顔の部位を具体的に説明したもの。 

※『教育音楽』(小学版)1995 年 1 月号～2000 年 12 月号および 2010 年１月号～2015 年 12

月号の表情に関する内容を筆者等がまとめたものである。  

 

1995 年～2000 年（平成 7 年～平成 12 年），2010 年～2015 年（平成 22 年～

平成 27 年）の両期間ともに，共鳴やのどの解放を意識した指導を基本として教

えることは共通している。これらの期間は，平成元年度と平成 20 年度の学習指

導要領の影響を受け，時代と共に指導法が少しずつ異なっていると考えられる。

学習指導要領の大きな変化としては，発声に関する記述が「発音及び呼吸の仕

方に気を付けて，頭声的発声で歌うこと」（文部省 1989, p.46）から「呼吸及

び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌うこと」（文部科学省

2008, p.38）に変更されたことである。「頭声的発声」から「自然で無理のない

歌い方」への転換は，指導言にも少なからず影響があったことが窺える。両期

間を比較すると，1995 年～2000 年では，表１の下線部に見られるように，「口

角を横に引きめにして，下顎は上顎より前に出さないように」，「口が大きく開

くように指を３本縦にして口の中に入れ」，「顔の体操」など，具体的な顔の部

位についての指示が多く見られる。これらの指導は，実践もしやすく，教える

教師自身にも理解しやすい内容であったと考えられる。一方，2010 年～2015 年

は，顔の部位についての記述に加えて，「お鼻の高い外国人になったつもり」，

「手で鼻の下にひげを作ります」，「ミッキーマウスのものまね」など，イメー

ジを用いた声かけが増え，指導言も少し長めになっている。イメージを用いた

声かけは，児童・生徒の興味関心を引き，歌唱への意欲につながり，自然に表

情が変化することに役立つと思われる。 

以上，音楽教育の中では，響きの感覚やのどの開放の感覚を身に着けさせる

ために，表情に関する指導が増加し，イメージを用いた発声指導も増加してい

ることが確認できた。しかし，このようなイメージの指導は，言葉で説明しづ

らい体の感覚を掴む手助けになるが，その表情がなぜ必要なのか教師側が正し

く理解していない場合，教師側や受け取る児童・生徒の理解度によっては，実

際につかませたい響きの感覚やのどを開く感覚が，子どもたちに伝えにくいの

ではないかと考えられる。 
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Ⅳ 表情の変化がもたらす効果の調査 

 歌唱実験・アンケート調査を実施し，その結果をもとに表情の変化がもたら

す効果について検討する。歌唱実験１は「表情と発声」，歌唱実験２は「笑顔と

発声」に関する調査を行った。 

 

１ 歌唱実験１（表情と発声） 

（１）実験概要 

実験日 2016 年 10 月 28 日 11：10～12：15  

場 所：岡山大学教育学部南音楽棟 4201 

対 象：初等音楽科内容研究受講者 1 年生 47 名(男子 11 名，女子 36 名) 

 

（２）目的・方法 

目的：無表情と喜怒哀楽の表情による声の変化を明らかにする。 

方法：歌唱，自己評価，アンケート調査の３種類の方法を用いる。 

１）歌唱実験：４種類の表情（無表情・怒り・悲しみ・笑顔）を被験者に提示

し（図１，眞鍋 2015,p.34 を参考），それぞれの表情で「うみ」のフレーズを歌

ってもらった。使用楽曲の特徴は下記のとおりである（表２）。なお，歌唱時に

は，歌詞の母音・子音に影響されないように母音唱（a）を用い，表情を変えて

いることが分かるように鏡を使用して，顔を確認しながら歌唱してもらった。 

 

表 2  使用した楽曲「うみ」の特徴 

曲名       うみ 

取り扱い学年 小学校１年生 

作詞・作曲 林柳波・井上武士 

調 ト長調 
拍子 ４分の３拍子 
使用小節数 ８小節 
文章形式 口語体 
曲の雰囲気 明るく，軽快 

歌詞の内容 うみの雄大さ 

共通教材になって

いる学習指導要領

の年度 

昭和 52 年，平成元，

10，20 年 

 

２）発声項目と評価：４種類の表情それぞれの歌唱に，発声に関する５項目の

設問に対して，５段階で評価をしてもらった。項目は，歌いやすさ，響き，自

然さ，高音の出しやすさ，低音の出しやすさ，呼吸のしやすさの５項目とし，

評価は，①全く当てはまらない，②あまり当てはまらない，③ふつう，④まあ

当てはまる，⑤非常によく当てはまる, の５件法とした（図２～図５）。 

３）事後のアンケート調査：普段歌っている表情，歌いやすかった表情，歌い

にくかった表情がそれぞれ無表情，怒り，悲しみ，笑顔のどれに近いのか（図

６～８），また，表情による声の変化の自覚の有無等（図９），最後に気づいた

ことを自由記述方式で記入をしてもらった（表３）。 

図１ 表情のイメージ 

 

無表情

悲しみ 笑顔  

怒り  
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（３）歌唱実験１のアンケート調査結果と考察 

アンケートで行った５段階評価のうち，①全くあてはまらないと②あまりあ

てはまらない，を合わせて“あてはまらない”，③ふつうを“ふつう”，④やや

あてはまると⑤とてもあてはまる，を合わせて“あてはまる”の３段階に分け

た（図２～図５）。 
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図２ 「うみ」無表情 大学生

図３ 「うみ」怒りの表情 大学生

図４ 「うみ」悲しみの表情 大学生

図５ 「うみ」笑顔 大学生
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図６ 普段歌うのに近い表情          図７ 歌いやすい表情 

                         

 

 

 

 

  

  

          

   

「うみ」の無表情，怒り，悲しい，笑顔の４つの表情で歌唱した大学生の特

徴を述べる。『無表情』では各項目に大きな差は見られないが，響きや高音が出

しづらいと感じている（図２）。『怒り』の表情では“歌いやすさ”“響きの良さ”

“呼吸のしやすさ”“高音の出しやすさ”において［あてはまらない］が圧倒的

に多く，“低音の出しやすさ”以外の項目で歌いづらさを感じている（図３）。

『悲しみ』では，“自然さ”以外の項目全てにわたって，歌いづらさを感じてい

る（図４）。しかし『笑顔』では，全項目で［あてはまる］と回答している者が

圧倒的に多く，特に，“歌いやすさ”，“響きのよさ”，“高音の出しやすさ”につ

いては，８割以上が良い効果を感じていることがわかった（図５）。 

次に，事後のアンケート調査で，普段歌っている表情，歌いやすかった表情，

歌いにくかった表情が，無表情，怒り，悲しみ，笑顔うちのどの表情に近いの

か尋ねた。普段歌うときの表情は，『無表情』が６割強，『笑顔』が３割強とな

っている（図６）が，歌いやすい表情を『笑顔』と回答した者は７割と高く（図

７），歌いにくい表情については，『怒り』や『悲しみ』の表情であると認識し

ていることがわかった（図８）。また，普段の約９割の大学生が表情を変えるこ

とで声の変化があると感じていることが分かった（図９）。次に，歌唱実験２の

実施後に気づいたことを自由記述方式で記入をしてもらった（表３）。 

 

表３ 実験の実施後気付いた点 

 

 

 

発

声

・表情によって高音・低音の出しやすさが変わった。 
・笑顔が一番歌いやすかったです。逆に悲しい表情は歌いにくかったです。 
・笑顔で歌うと顔の無駄な緊張がとれて少し歌いやすかった。(2)や(3)は顔の表情に意識が

いくせいで歌いづらかった。 
・無表情よりも悲しい顔で歌った時の方が，声帯が下がるというか喉が詰ってしまう感じが

して両曲で歌いにくかったです。あと息がとてもしにくかったです。うみでは笑った顔が一
番心安らかに大らかに歌えたのですが，逆に荒城の月では怒った顔の方がお腹に力を入れ
て，高音・低音が出しやすかったように思いました。 

・笑顔の時は歌いやすいのか，皆，声が大きくなっていた。こんなにも違うのかと驚きまし

30
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16
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人
数
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4 1

41
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1
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図８  歌いにくい表情 図９ 声の変化の自覚 
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面 た。 
・うみは長調なので笑顔が一番歌いやすかった。笑顔でも目はしっかり開けた表情が歌いや

すい。 
・悲しい・怒る表情だと口が開けられず，歌いにくかった。鏡を見ながら歌うと，それに気を

取られ歌い方にも影響が出てしまうような気がします。 
・笑顔だと高音が比較的出やすかった。  
・表情指定されたままで歌うのは歌いにくかった。 
・怒った表情や悲しい表情の時は高音が出にくかった。  
・長調は笑顔が歌いやすかった。 
・怒った顔をしていると，どうしてもムッとして口を開けづらく，呼吸もしにくく感じた。 
・笑顔で歌う方がずいぶん歌いやすかった。怒った顔や悲しい顔をしている時は，高い声を出

すのがとても難しかったです。笑顔の時は比較的高い声が出しやすかったです。 
・眉間にしわをよせると顔全体がこわばって歌いにくい。 

 

 

そ

の

他 

・自然じゃなく，わざと笑顔を作って歌うのが１番しんどかった。表情を変えることの声の変
化は，自分は感じなかったが，周りの声を聞くと笑顔の時は，明るい声になっているように
感じた。落ち着いて歌えたのは無表情。 

・テンポが速かったり，曲が明るい感じだと笑顔の方が歌いやすいと思うけれど，ゆっくりし
たてンポで重い感じの歌は無表情の方が歌いやすいのではないかと感じた。怒った顔で歌
うのが難しかった。 

・歌う前はイメージ的に笑顔が一番いいと思いました。 
・悲しい顔の時，声が一番暗くなる。 
・笑顔の時はみんなの声が大きかった。  
・笑顔が一番  
・周りの声が出てないとき，無意識に自分も声が出てなくて，歌いにくいと感じでしまった。 
・長調の時は笑顔が歌いやすい。曲に合った表情で歌うのが歌いやすかった。  
・表情を変えることで，こんなに声とか歌いやすさとか変わるんだなと驚きました。歌う時は

いつも無表情なので，ミュージカルの人とかちょっと尊敬します。表情をつくると，ちょっ
と歌いにくいです。 

・無表情や沈んだ顔をしていると歌いづらくて楽しさを感じられなかった。笑顔だと高音も
低音も歌いやすい気がした。 

・声の大きさが変わった気がしました。   
・悲しい表情で歌った時は無意識に声が小さくなっているように感じた。 

※下線部は，筆者等による。 

自由記述から，『笑顔』の表情では，声の明るさ，高音の出しやすさ，声の大

きさの変化などを実感している学生が多数存在することがわかった。しかし，

表情を意識しすぎたり，作りすぎたりすると歌いづらさを感じているものも複

数存在している。一方， 『悲しみ』，『怒り』の表情では眉間にしわが寄ったり，

口の開閉がしづらかったり，筋肉がこわばる等，表情が硬くなると歌いづらく

なることがわかった。特に，高音が出しにくくなることが挙げられている。 

 

２ 歌唱実験２（笑顔と発声） 

 笑顔は，歌唱時に良好な発声ができることが，実験１で確認できた。では，

歌唱に相応しい『笑顔』は，どのような笑顔であろうか。『笑顔』を３種類

に分け，小学生，中・高生，大学生を対象に，歌唱実験を行った。 

（１）実験概要・方法 

実験日①：2016 年 10 月 28 日 11：10～12：15  

場 所：岡山大学教育学部南音楽棟 4201 

対象者：初等音楽科内容研究 受講生（1 回生）47 名(男子 11 名，女子 36 名) 

実験日②：2016 年 11 月 19 日 14：00～14：15  

対象者：K 中学高等学校音楽部コーラス部員(中学校 1 年生～高校 2 年生)27 名 

場  所：K 中学校・高等学校 中学音楽室 

実験日③：2017 年 1 月 14 日 10：00～10：30  

対象者：A 市わくどき体験コーラス受講生(小学校 1 年生～6 年生)28 名 

場  所：A 市公民館 大ホール      
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（２）目的・方法 

目的：笑顔の段階の違いによる声の変化を明らかにすること。 

方法：歌唱，自己評価，アンケート調査の３種類の方法を用いる。 

１）歌唱実験：虫の声のフレーズを３段階の笑顔の表情(1.微笑み［微笑］，2.

口を横に開いた笑顔［よこ］，3.口を縦に開いた笑顔［たて］)で歌唱してもら

った（図 10,眞鍋 2015,p.34 を参考）。使用楽曲の特徴は下記のとおりである

（表３）。歌唱実験１と同様に，母音唱（a）を用い，鏡で顔を確認しながら歌

唱してもらった。 

２）発声項目と評価：３種類それぞれの笑顔で歌唱時に，発声に関する項目に

最も該当する番号に丸をつけてもらった。発声項目は，歌いやすさ，響き，力

みがあるか，高音の出しやすさ，低音の出しやすさ，呼吸のしやすさ，歌いに

くさの 7 項目とし，５件法で回答してもらう。 

３）事後のアンケート調査：声の変化の有無，普段の笑顔と違うと感じるかど

うかを５件法で回答してもらい，笑顔で歌う際に気を付けた部分（口・眉・目・

おでこ・その他）や，声の音色の変化（明るい・変わらない・暗い・その他）

についても記述方式で調査を行った。使用楽曲の特徴は表４のとおりである。 

 

  

曲名 虫の声 

取り扱い学年 小学校２年生 

作詞・作曲 文部省唱歌 

調 ハ長調 

表紙 ４分の２拍子 

使用小節数 10 小節 

文章形式 口語体 

歌詞の内容 虫たちの声にワク

ワクしている 

曲の雰囲気 明るく，軽快 

共通教材になって

いる学習指導要領

の年度 

平成元，10，20 年 

 

（３）歌唱実験２のアンケート結果と考察 

 発声に関する８項目の評価（学校種別）は以下のようになった（図 11～図 15）。 

ここでは，各学校の被験者の人数が異なるため，比率に換算して考察する。ま

ず，小学生では笑顔の種類による大きな差は見られなかった（図 11）。その中

でも “高音”の項目では，［よこ］の笑顔が若干多い結果となった（54％）。中

学生は，［たて］の笑顔で“響きがよい”とほぼ全員が感じている（93％）。ま

た，“高音”の項目では，［たて］の笑顔を過半数が選択しているが（53％），“呼

吸のしやすさ”の項目では，［よこ］の笑顔が比較的多かった（53％）。また，

小学生と同様に“低音”の項目では，比較的多くの児童が“微笑”の表情に声

が出しやすいと感じている（67％）。高校生では中学生と同様に“響きがよい”

微
笑
む
よ
う

な
表
情
で

口
を
横
に
開
い
た
笑
顔
で 

目
は
パ
ッ
チ
リ

よこ 
口
を
縦
に
開

い
た
笑
顔
で 

目
は
パ
ッ
チ
リ

たて 

① ② 

③

図 10 段階の笑顔の表情マーク  

微笑

表４ 使用楽曲「虫の声」の特徴
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は，ほぼ全員が［たて］の笑顔を選択し（92％），“高音の出しやすさ”の項目

では，75％が［たて］の笑顔を選択している。また，“歌いやすさ”の項目では

［微笑］が比較的高い比率になった（67％）。大学生も，“響き”（79％），“高音”

（66％）で［たて］の笑顔が高い比率になり，“歌いやすさ”（55％），“低音”

（53％）も過半数は［たて］の笑顔を選択している。 

 

 
図 11 笑顔の 3 段階による変化 小学生 

 

図 12  笑顔の 3 段階による変化 中学生 

図 13  笑顔の 3 段階による変化 高校生 

 

図 14 笑顔の 3 段階による変化 大学生 
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表５ 学校種別の項目別上位の比較 
  項目 

 

学校種 

歌 い や

すい 

響 き が

良い 

自 然 で

ある 

力 み が

ある 

高 音 が

出 し や

すい 

低 音 が

出 し や

すい 

呼 吸 が

し や す

い 

歌 い に

くい 

小学校 

（28 名) 

よこ たて よこ 

微笑 

よこ 

たて 

よこ 微笑 たて・よ

こ・微笑 

たて 

中学校 

（15 名） 

よこ たて 微笑 よこ たて 微笑 よこ 微笑 

高校 

（12 名） 

微笑 たて 微笑 

よこ 

たて たて よこ よこ 

たて 

たて 

大学 

（47 名） 

たて たて 微笑・よ

こ・たて

よこ たて たて たて よこ 

微笑 

※各項目で第 1 位になった笑顔の種類を記載している。学校種によって人数に差があるた
め，％で換算し，80％以上を最も濃いグレー，50～79 ％に次に濃いグレー，30～49％に薄
いグレーとした。項目内の差が同比率又は 5％以下のものは，種類をすべて記載している。 

 

全体的に，歌唱時の笑顔の特徴として，小学生から大学生までの多数が，響

きの面で［たて］の笑顔に効果があると感じていることがわかった。また，小

学生を除いた中学生，高校生，大学生は，“高音の出しやすさ”も［たて］の笑

顔で共通している。“高音”に関しては，中学生と高校生の 9 割以上が［たて］

の笑顔を選択したことは興味深い。これらの結果から，高校生や大学生のよう

に発達段階が上がり，発声が分かるようになると［たて］の表情がよいと感じ

ているが，表情や声の変化を感じにくい小学生では教師の指導助言が重要にな

ってくると思われる。 

次に，実際に３段階の笑顔で歌唱することで，小学生では 6 割，中学生・高

校生・大学生では９割の被験者は声が変わったと実感していることが明らかと

なった（図 15～図 18）。このことから，小学校期の発達段階では変化を実感し

づらいことが分かった。また，被験者たちは表情を変えて歌う際には口の開け

方と目に気を付けて歌唱していることが分かった（図 19～図 22）。 
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図 15 声は変わったか 小学生 図 16 声は変わったか 中学生 

図 17 声は変わったか 高校生 図 18 声は変わったか 大学生 
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３ 歌唱実験のまとめ 

（１）歌唱実験１（表情と発声）のまとめ 

 無表情と喜怒哀楽の表情が歌唱にどのような効果があるのか，傾向について，

まとめると以下のようになった（表６）。 

 

表６ 無表情と喜怒哀楽の表情による効果の傾向 
 プラス マイナス 
無表情 ・歌いやすい，自然に歌える ・高音が出しづらい 

怒り 
（怒） 

・低音が出しやすい ・歌いにくい，響きにくい，自然に歌えない，高
音が出しづらい，呼吸がしにくい 

・顔の筋肉がこわばり，高音で特に歌いづらさ
を感じる。(眉間にしわや，口の開閉の度合い) 

悲しみ 
（哀） 

 ・歌いにくい，響きにくい，高音が出しづらい，
低音が出しづらい，呼吸がしにくい 

・顔の筋肉がこわばり，高音で特に歌いづらさ
を感じる。(眉間にしわや，口の開閉の度合い) 

笑顔 
（喜・楽） 

・歌いやすい，響きが，自然に歌え
る，高音が出しやすい，低音が出
しやすい， 

・声の明るさや，声の大きさが良く
なった 

 

 

その他 ・呼吸のしやすさは普通 
・表情を意識しすぎたり，作りすぎたりすると歌いづらさを感じてしまう 
・表情を変えての歌唱効果を実感 

４つの表情の中では，『悲しみ』は歌唱にプラスの要素は存在せず，マイナス

の要素が強く表れている。『怒り』も低音の出しやすさ以外は，ほぼ『悲しみ』

と同じマイナスの要素が表れた。これらのことは，顔の筋肉の動きとして，口 

や眉，目の部分が緊張を伴うため，歌いやすさや共鳴腔を必要とする響きの点

で影響があったと考えられる。また，地声に近い状態になることで低音が出し

やすいと勘違いしてしまう傾向がみられた。これに対し，『笑顔』は，発声面で

の良い効果が多く表れ，特に高音の変化を感じていることが明らかとなった。

呼吸のしやすさに関しては，どの表情でもあまり大差がなく，表情を変えるこ

とでの大きな影響はないということも分かった。歌唱実験１の結果を次に示す。 
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図 22 気を付けた部分 大学生 

図 20 気を付けた部分 中学生  図 19 気を付けた部分 小学生 

図 21 気を付けた部分 高校生
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1) 『笑顔』の表情は，発声面の全項目で良好に歌唱できる。 

2) 『怒り』，『悲しみ』の表情は，発声面のほとんどの項目で歌いにくい。 

3) 『無表情』は，発声面での大きな変化は認められなかったが，“響き”や“高

音が出しづらいと”感じている。 

4) 歌いやすい表情を『笑顔』，歌いにくい表情を『怒り』や『悲しみ』の表情

であると認識している。 

5) 大半の大学生が表情を変えることで声の変化があると感じている。 

 

（２）歌唱実験２（笑顔と発声）のまとめ 

歌唱実験２の笑顔の段階の違いによる声の変化の傾向について整理したも

のを表７に示す。表中の［微笑み］［よこ］［たて］の顔の表情については図 10

を参照されたい。［微笑み］では，表情の変化が少ないため，自然に歌えること

や，共鳴腔が狭くなることで低音が出しやすいと感じている傾向がみられた。

［よこ］では，小学生・中学生・高校生で歌いやすさを感じている傾向がみら

れた。このことは，普段自分たちが慣れ親しんでいる表情にいきやすいからで

はないかと考えられる。また，歌いやすいと感じているが，マイナス面として

小学生・中学生・大学生で力むという傾向がみられた。これは，［よこ］の笑顔

は頬が引きつってしまうことで，共鳴腔に影響を及ぼしていると考えられる。 

 

表７ 笑顔の段階の違いによる声の変化の傾向 
項目 ＋－ 小学生 中学生 高校生 大学生 

微笑み  ○＋  
 

・低音が出しや
すい 

・低音が出し
やすい 

・自然に歌え
る 

・自然に歌える ・自然に歌える 
・低音が出しやすい 
・呼吸がしやすい 

○－    ・歌いづらい 
(普段：よこ) 

 

よこ   ○＋  ・歌いやすい 
・高音が出しや

すい 
・自然に歌える 

・歌いやすい 
・呼吸しやすい

・歌いやすい 
・低音が出しやす

い 
・呼吸しやすい 

 

○－  ・力む ・力む  ・力む 
・頬が引きつってしま

い歌いづらさや，声
の幼さを感じる 

たて   
   

○＋  ・響きが良い 
・呼吸しやすい 

・響きがよい，
・高音が出し

やすい 

・響きがよい 
・高音が出しやす

い 
・喉が開けやすい
・空間があく 

・響きが良い 
・歌いやすい 
・高音が出しやすい 
・低音が出しやすい 
・呼吸がしやすい 
・響きが明るくなった 

○－    ・歌いにくい 
・低音が出しにく

い 
・力む 

 

その他 ・顔を作って歌い続けるしんどさを感じたり，意識しすぎたりする。 

［たて］の笑顔では，全学校種の被験者でプラス面が多くみられた。響きの

良さや高音のだしやすさを実感している。このことから，［たて］の笑顔は，空

間や喉が開きやすく，響きのよさや明るさ，高音の出しやすさなど発声面に有

効であることが分かる。しかし，歌いやすさは，自分が普段歌っている表情に

寄る傾向があるため，顔の変化を意識しすぎて，顔の筋肉が過度に緊張してし
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まうことには注意が必要である。また，小学生では顔をはっきり変えて歌うこ

とに慣れていないことや声の変化を感じづらい傾向からも分かるように，教師

側の指導助言が重要になる。教師側が基礎の発声（呼吸や姿勢，共鳴する部分

など）をしっかり理解して教え，声の変化を実感させることや，合唱映像を見

せてよりよい表情の視覚支援をすること等が必要であると考える。歌唱実験２

の結果をまとめると次のようになる。 

1）全学校種を通して，［たて］の笑顔は，響きや高音の発声に良好である。 

2）［微笑］は，低音が出しやすく，自然に歌える。 

3）［よこ］の笑顔は，歌いやすいが力みやすい。 

4) 笑顔の表情では，口の開け方に気を付けている。 

 

Ⅴ まとめと今後の課題 

 本論文は，歌唱時の表情と声の関係について，小学生・中学生・高校生，教

育学部生を対象として歌唱時の表情の変化に対するアンケート調査及び歌唱実

験を基に考察を行った。その結果，『笑顔』の表情が歌唱時に必要であり，［た

て］の笑顔が良い効果をもたらしていることが示された。［たて］の笑顔は，空

間や喉が開きやすく，響きのよさや明るさ，高音の出しやすさに有効である。 

 一方，顔の表情を意識しすぎると固くなる恐れがあるため，授業時間ごとに

気を付けることを何点かにしぼり，長期的に徐々に定着させていくことや，自

然に歌の表情が出来るような声かけを考えていくことが大切である。また，鏡

や合唱の映像を見ることで，客観的に自分の問題点を見つけることが出来，自

己の意識改善，歌唱意欲向上に役立つのではないかと考える。さらに，歌唱指

導における表情の指導は，イメージを用いた指導する際，指導者同士の理解度

によりズレが生じやすいため，理解の共有が必要である。 

本研究をとおして，歌唱時の表情に気を付けることが，よりよい歌唱につな

がり良い効果をもたらすことが分かった。さらに，小学生から大学生までの段

階ごとに歌唱時の表情の傾向を分析したことで，発達段階でより気を付けるべ

き指導の留意点を見出すことが出来た。 

今後の課題としては，良好な響きを生み出す［たて］の笑顔について，より

リラックスできる指導言や自然に［たて］の表情が歌えるような指導法の開発

など，細部にわたっての歌いやすさの追求が必要であると考える。 
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養育者の子育てにおける「歌う行為」の可能性 

-３名の母親を中心に- 

 

早川 倫子※１  片山 美香※１ 

 

 本研究は，養育者の子育てにおける「歌う行為」に着目し，養育者の立場からその可能性

について検討することを目的とした。パイロットスタディとして実施した３名の子育て中

の母親への質問紙調査およびグループインタビュー調査を通して，母親の「歌う行為」の様

相を探り，子育てにおける有用性について検討した。 

 その結果，「歌う行為」には，子どもがある行動をとることへの意欲を高めたり，否定的

な気持ちを好転させたりする感情の切り替え手段としての有用性のあることが示唆された。

言葉だけで伝えるよりも，子どもが好きな歌や多様な音声表現を用いた方が，子どもに受

け入れられやすいこと，音楽的な特性自体が子どもの感情に響きやすいことも示された。

また，「歌う行為」には，了解可能なメッセージを共有し，親子が楽しく養育行動を進める

触媒と成り得る可能性が見出された。 

 

キーワード：歌う行為，養育者，子育て，質問紙調査，グループインタビュー調査 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ はじめに 

 平成29年版の「男女共同参画白書」によると，これまで４割前後で推移して

きた第１子出産前後に女性が就業を継続する割合が約５割へと上昇した。特に，

育児休業を取得して就業継続した女性の割合は，昭和60年～平成元年の5.7%（第

1子出産前有識者に占める割合は9.3%）から28.3%（同39.2%）へと大きく上昇し

た。このように，子育てと仕事を両立する女性は増加の一途を辿っている。限

られた子どもと過ごす時間をどのように質の高いものにするかは，子育てをし

ながら就労する女性にとって葛藤を伴う課題であろう。 

 そこで，本稿では，子育てにおける「歌う行為」の可能性に着目した。なぜ

なら，これまでも「歌う行為」は子育てと親和性が高く，子守歌に代表される

ように，広く認められる育児行為と言えるからである。また，子守歌は乳児の

ように比較的年齢の低い子どもが対象となることが多い一方，母親の声で子ど

もに「歌いかける」という行為は，特に子どもの年齢を問わず，大きな意味を

持つことが指摘されている（吉永・無藤，2012）。そのため，本稿では母親の

声で子どもに「歌いかける」行為を子守歌に限定せず，「歌う行為」として取

り上げることとする。 

 子育てにおける「歌う行為」に関するこれまでの先行研究には，「子守歌」や

「歌いかけ」に関するいくつかの研究があるが，乳幼児をはじめとした子ども

の音楽的な発達，情緒や言語の発達といった視点など，「歌う行為」を受ける子
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ども側の機能や効果から示されてきたものが多い。一方，諸岡・小花和(2016)

の「歌いかけ」の研究は，歌いかけの頻度と育児の自己効力感の関係について

量的分析を試みているが，本研究が目指すような「歌う行為」の様相や特徴の

質的な分析から養育者にとっての機能を明らかにしたものではない。 

 近年の発達科学においては，「共鳴・共感」（佐伯 2007）や「コミュニケーシ

ョン的音楽性(communicative musicality)」(Malloch & Trevarthen 2008)と

いう視点から，子どもと養育者の双方向の関係性の中で，音声表現の本質が問

い直されている（今川他 2016）。また，対乳児発話（マザリーズ）についての研

究では，これまでに乳幼児の言語発達や心身の発達において意味ある音声だと

いうことが示されてきたが，近年の脳科学研究ではマザリーズを発する側（特

に母親）の左脳・言語野の脳活動が活性化することが示されてきており（松田

2014），養育者側への効果という点から注目に値する。 

 そこで，本研究ではこうした動向も踏まえて，子育てにおける「歌う行為」

を，子どもと養育者の双方向の関係性の中で捉え，これまでの先行研究では具

体的に明らかにされてこなかった養育者側にとっての「歌う行為」の機能や役

割に焦点を当て，その可能性について検討する。特に子育てにおける「歌う行

為」を取り上げる有用性として，筆者らは次のような仮説を立てた。①歌（歌

う行為）は短時間で見通しが持ちやすく，歌い終えることで区切りがつけやす

いため，気軽に行なうことのできる養育行動として位置付けられるのではない

か，②リズムや拍や節といった音楽的な表現により言葉だけでは表現しきれな

い複合的な意味合いを出せるため，「歌う行為」が子どもとの感覚的な共感性を

生み易くし，養育者の子育て上のネガティブな心情を好転させることにつなが

るのではないか，という２点である。これらの仮説が支持されれば，子育てに

おける「歌う行為」の可能性が拓かれるのではないだろうか。 

 なお，本研究での「歌う行為」とは，既存の楽曲のみならず，つくり歌や替え

歌，擬音語・擬態語等によるリズムや節を付した即興的な音声表現を含む。 

 

Ⅱ 研究の方法 

１ 調査の概要 

（１）対象 

  修学前の子どもを持つ母親３名 

   A：子ども１人（0 歳 10 ヶ月） 

  B：子ども２人（6 歳 0 ヶ月，1 歳 4 ヶ月） 

  C：子ども３人（4 歳 9 ヶ月，2 歳 7 ヶ月，0 歳 9 ヶ月） 

 

（２）調査機関 

  2019 年 9 月（インタビュー調査は 2019 年 9 月 21 日に実施） 

 

 

（３）調査方法 
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 １）質問紙調査 

 子どもの人数や年齢，職種等に加え，インタビュー内容に関わる「歌う行為」

に関する設問 10 項目（表１），４件法（４：大変あてはまる，３：あてはまる，

２：あまりあてはまらない，１：全くあてはまらない）とした。併せて，歌の

種類や場面については，自由記述欄を設けた。また，「歌う行為」前後の感情状

態を比較検討するため，寺崎ら(1992)による「多面的感情状態尺度」から選出

した 50 項目，４件法（４：大変あてはまる，３：あてはまる，２：あまりあて

はまらない，１：全くあてはまらない）を設定した。 

 ２）インタビュー調査 

 ３名の母親と筆者ら２名によるグループインタビュー形式を採用した。筆者

らから，事前の質問紙調査の設問に沿ってより詳細な回答を求めること，また

自由に発言して良いことを伝え，実施した（調査時間は約 70 分）。 

 

表１：「歌う行為」に関する設問１０項目の内容 

 

（４）倫理的配慮 

 調査の実施に際しては，事前に紙面及び口頭により，研究の目的や内容，調

査方法について説明した。調査への協力については，回答の有無は自由である

こと，調査への協力はいつでも辞退できること，また回答しなかったり調査協

力を辞退したりしても不利益を被ることがないこと，さらに調査したデータは

厳重に管理し研究終了後は速やかに破棄すること，個人情報を守秘することを

伝え，同意（承諾）を得た者に対して，調査を実施した。 

 

Ⅲ 結果及び考察 

１ 養育者の歌への意識 

 質問紙調査によって，３名の母親のうち２名が「歌が好き」に肯定的な回答，

１名のみが否定的な回答を示した。この回答に連動して，２名が「歌が得意」

と回答し，１名は「得意でない」と回答した。上記の歌への意識にかかわらず，

３名全てが「自身が子どもの頃によく歌ってもらっていた」と認識していた。

そして，「子育て中に子どもによく歌いかけますか」との質問に対して，３名全

設問１ 
設問２ 
設問３ 
設問４ 
設問５ 
設問６ 

 
 
 
 
 

設問７ 
設問８ 
設問９ 
設問 10 

歌は好きですか 
歌は得意ですか 
自身が子供の頃によく歌ってもらいましたか 
子育て中に子供によく歌を歌いかけますか 
子育て中に子供と一緒によく歌を歌いますか 
子育て中の以下の各場面でどれぐらい歌を歌いますか。またそれはどんな歌で
すか。 
(1)寝かせる時 
(2)なだめる時 
(3)遊ぶとき 
(4)その他の歌う場面（具体的に：          ） 
寝かせるとき、歌うとよく眠る 
なだめる時、歌うと機嫌が良くなる 
遊ぶ時、歌うと喜ぶ 
その他、歌うと子供が喜ぶなど効果的だと感じる場面を教えてください。 
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てが「歌いかける」と回答。「子育て中に子どもと一緒によく歌を歌いますか」

という質問に対しても，０歳児で歌うことがまだ難しい子どもをもつ母親以外

は，「歌う」と回答した。 

 今回の被調査者である母親らは，すべて大学で音楽教育を専攻していたため，

もともと音楽や歌への親和性が高いとも捉えられるが，インタビュー調査から

は，養育者自身の幼少期における歌との触れ合いが，養育者への歌への意識に

影響を与えているのではないかと考えられた。例えば，表２および表３に示し

たように，母親 A は，自分の母親はいつも歌う存在で，その内容についても替

え歌であったり効果音的な音声表現であったりと即興的に歌ってくれていたと

語る。また，母親 C は古い童謡や季節の歌などを中心に，祖父母や音楽好きな

両親から，浴びるように歌ってもらった記憶がある。母親 A や母親 C にとって

は，自身の母親や家族が歌ってくれた具体的な像を思い出すことができるぐら

いの体験がある。一方で，母親 B は「童謡などは歌ってくれていた」と歌って

くれていた記憶はあるが，その具体については積極的な回答は得られなかった。 

 このように，３名ともに「よく歌ってもらっていた」との回答があったが，

実際には幼少期の歌との触れ合いの程度や内容は様々で，子育てにおける「歌

う行為」の実際においても，自身がしてもらった子育て（歌う行為）を再現す

る形で見られる点が多いことが示唆された。 

 

表２ 設問３「自身が子どもの頃によく歌ってもらっていた」 

についての語り 

母親 A 自分の親が替え歌ばかり歌っていた（その影響を受けていると感じる）。親が
歌ってくれていたから自分もそうしようではなく、自然と出る。お母さんはいつ
も歌うものだ、変な歌を歌っている存在だという感じはあった。 

母親 B 童謡などを歌ってくれていた。 
母親 C 二世帯で暮らしていたため、おじいちゃん、おばあちゃんにもよく歌ってもらっ

ていた。おばあちゃんは、古い童謡を端から順に歌ってくれるような人。両親
も音楽をやっているので、季節や事象に合った歌などをよく歌ってくれたし、
孫にも歌ってくれている。 

 

表３ 設問４・５「子育て中に子どもによく歌いかける/一緒に歌う」 

についての語り 

母親 A 機嫌がいい時に歌ったり、子どもに何かするときに歌ったりする。自作の鼻歌
や即興で適当に歌うことも多い。何かの歌の節を使って、替え歌で歌うことも
ある。 

母親 B 歌うことはあまり好きではないし、苦手意識があるが、子供と一緒に歌うときは
気にしていない。上の子が 0 歳の時は「ゆりかごの歌」の CD をかけながら歌
っていた。童謡の CD をかけることが多い。保育園で歌ってきた歌（AKB など
J-pop）をお風呂で一緒に歌ったりする。２〜3 歳の頃は、童謡や手遊び歌を
一緒に歌っていた。 

母親 C 車の中などで、童謡や手遊び歌の CD をかけて歌うことが多い。家では、好き
なアーティストの DVD をかけて、抱っこしながら歌ったりすることもある。子ども
から一緒に歌おうと誘ってくる。歌のリクエストもある。一緒に歌わないといけな
い時と、一緒に歌ってはいけない時（聴いて欲しい時）の２パターンがある。 

 

２ 養育者が「歌う行為」を用いる場面および歌の特徴 
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（１）日常の養育場面における「歌う行為」の質的検討 

 日常の養育に「歌う行為」を用いる場面として，主に以下の３場面を取り上

げて質問を行った。 

 

１）寝かせる時 

 質問紙調査によって寝かせる時によく歌うと答えたのは，３名中１名のみで

２名の母親はあまり歌わないと回答した。「子守歌」に代表されるように，寝か

せる時に歌を用いることが多いという想定を覆す回答であった。また，表４に

示したようにインタビュー調査からは，子どもの気持ちを穏やかにリラックス

させる効果を狙っていること，それは寝かせるための歌いかけ（子守歌）では

なく，あくまでも寝るムード作りのためであること，また母親自身が穏やかな

気持ちになるために用いていることが示された。歌の特徴に関しては，子守歌

や童謡等，比較的テンポやリズムのゆったりした楽曲や繰り返して歌うことの

できる楽曲を選択し，また母親自身もゆったり歌いかけているとの回答があっ

た。 

 

表４ 「寝かせる時」の歌う行為についての語り 

 歌う場面の状況 

母親 A 寝かせる時はこの歌！というより、歌いやすかったからずっとこの歌、という感じ。「大
きな古時計」はエンドレスでずっと歌える歌だから。案外、子守唄は短いので、どうに
でも長く歌い続けられる歌として、ずっと歌って。寝ない時には、自分がイライラして
いるのを紛らわすためにも歌っている。歌っていたら寝る。 
歌っても寝なかったら、諦めて抱っこしたりとか。歌って寝かせる時は、抱っこしない
でトントンしながら、寝かせている。 
 
自分も穏やかな気持ちで歌っている。 
「歌うとよく眠る」？うーん・・・どっちなのかなぁ。なんか眠れそうな時は、眠れそうだ
から、歌って寝るのか、、、眠らない時は、本当に何をしても眠らないので、眠れる状
態だから歌ったら寝ている、みたいな、もしかしたら（そっちの方が）強いかもしれな
い。 
歌が決め手で眠ることは絶対にないので、雰囲気づくりで使って、、、という感じ。最
終兵器にはならないんですけど。寝る雰囲気作りには、一役買っている。 

母親 B 寝かせる時は、基本的にお布団でトントン。寝る気がない時に、眠りモードに入れる
ために抱っこすることはあるけど、寝る気分になってきたら、もう（お布団に）置いて。
抱っこでしか眠れなくなったら嫌だから。 
 
上の子はまだ起きてて、下の子を先に寝かせるって感じなんだけど、バタバタバタっ
て夕飯の時間が終わって、寝かせる時間が自分の癒しの時間というか、上のお姉ち
ゃんが口も達者だし、女子だし、なかなかじゃない。久しぶりの赤ちゃんで、癒しの
存在になっているから、自分も一緒に落ち着けられる。 

母親 C 基本的に歌わない。ぴっと電気を消して「おやすみ」と言って寝る。お昼寝とか、寝
にくい時は確かに歌うけど、寝かしつけというかこっちの都合で寝て欲しい時には歌
う。子守唄のつもりで「ゆりかごの歌」を歌っている。「ゆりかごの歌」は寝かせる時以
外は、歌わない。歌詞が４番まであるから、４番までいけば寝るので。 
 
うちは、反対に、３人まとめて寝かせるので。今、一番上の女の子は、寝る前に昔話
を聞かせて欲しいというのが習慣になっていて、今日は「かぐや姫」みたいな。その
話をしないといけないので、あんまり短いと怒られるので、それを話してよしよしと終
わる頃には、２番目の子は寝ていて、下の子もトロトロしていて、一番上の子が寝て
いなくても、「ゆりかごの歌」歌ったら、お母さんは寝てなくても、下でお片づけに行く
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からね、と言って「ゆりかごの歌」を４番まで歌ってやって、一番下の子は眠る。一番
上の子はまだ起きてるけど、目を閉じて寝ときなさいと言って、３人で寝室で先寝始
めて、私は下（１階）に洗い物や洗濯物とかの家事をしに下りる。（ゆりかごの歌が）
合図というか、ここまで歌ったらもうおしまい、みたいな。落ち着いてゆったりというより
も、これでおしまいっていうエンディングテーマじゃないけど、ここまでは一緒にいる
からっていう感じで、歌っている。寝かせる時に歌っているという感覚ではないので、
「寝かせる時に歌う」（の質問項目）は、当てはまらないにしたんですけど。 

 

２）なだめる時 

 質問紙調査によってなだめる時によく歌うと答えたのは１名のみで，２名の

母親はほとんど歌わないと回答した。表５に示したように，歌うと答えた母親

A は，即興的な音声表現を使っていることがわかる。 

 一方，母親 B 及び C は，歌ではなく声掛けや言葉で伝えていると回答した。

このことから，特に0歳児の母親Aにとっては言葉でそのまま伝える代わりに，

効果音や即興的な作り歌によって子どもの気持ちの切り替えを図ろうとしてい

るのではないかと考えられた。 

 

表５ 「なだめる時」の歌う行為についての語り 
 歌う場面の状況 

母親 A 声掛けとかが全て歌になっている感じ。自作の歌と言っても、歌と言えない、ただの
効果音のような。子どもの気分を盛り上げようとして歌っている気がする。 
 
こっちが泣きやませよう、落ち着かせようとして、変な音を出してみたりとか、そんな方
が強い。 

母親 B 抱っこして、よしよしと言うぐらいで、歌は歌わない。 

母親 C （なだめる時は、言い聞かせる感じ？） うーん、あんまり（子どもが）泣かない。 

 

３）遊びの時 

 ３名の母親共に，遊びの場面でよく歌を歌っていることが回答から読み取れ

た。特に，「手遊び」をしながら歌ったりするなど歌うことそのものが遊びにな

っているものを用いている場合が多い。また，遊びに関連した楽曲を選択して

歌いかけたり，一緒に歌ったりする等，遊びの場をより楽しく盛り上げたり，

一緒に遊びを共有するための手立てとして用いていることがわかる。さらに，

実際には遊びの行為自体を一緒に行なっていなくても，母親 C の「歌を歌えば，

一緒に遊んでくれている感が子どもにある」や「構ってやれなくても，声だけ

で一緒に遊んでやれる」のように，子ども達が遊んでいる周りで BGM 的に歌う

ことで，母親がその遊びに参加している状況を作り出し子どもとの共有体験を

生起させる手立てとなり得ることも示唆された。 

 

表６「遊びの時」の歌う行為についての語り 

 歌う場面の状況 

母親 A 遊ぶ時は、基本一人で遊んでいて、こっちが整ったら、一緒に「バスに乗って」とか
そろそろやろうかな、という感じ。（一人で）遊んでくれたら、もう手を離したいので、
一人で遊んでいたらそっと放っておいて、気が向いたり、こっちに求めてき出した
ら、一緒に手遊びとかをする感じ。べったりではなくて手を離す感じでいる。 
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母親 B 歌だけで喜んでるのか、歌遊びが多いから。遊んでいること自体に喜んでいる。歌
を聞いて喜んでいるよりも・・・ 

母親 C ３人もいるので、遊んでいる時に関わってやらないと、関わってやる時間がないか
ら。遊び出したら、一緒に遊んでやろうか、みたいな重い腰を上げる感じで遊ぶ。私
が家事をしていない時には、なるべく一緒にいて、一緒に遊んでやろうと思ってい
て。ただただ遊ぶだけだったら、こっちも疲れるので、お絵描きしている間は、横で
書いたら怒られるし、手を出すと怒られるから、見ながら「どんな色が好き」とか歌い
ながら、描いているのを見守る。アンパンマンのパズルをしている間は、延々アンパ
ンマンマーチをリピートして（ママ BGM？）。もうアンパンマン飽きたというと、それに
合わせて他の曲を歌ったりする。ごっこ遊びを初めて、最近上の子がプリンセスには
まっているので、水色のワンピースを着ている時にはエルサになるので、「ありのまま
の。。。」を歌ってと言われて、歌ったりとか。ラプンチェルになると、ラプンツェルの中
の曲を歌ったりとか。物理的な距離としては様々で、膝の上でお絵かきをしている状
態で歌ってあげるときもあれば、エルサになっている娘に、隣の部屋で料理をしなが
ら歌うこともある。「今はちっさいエルサだから」と言われたら、「雪だるま作ろう」の方
を歌う。おままごとして料理を作っている時は、「お母さんの歌」を子どもも替え歌し
ながら一緒に歌う。 
 
一緒に遊んでくれてる感があるのか、満足してくれる。 
歌を介する遊びは、１歳未満から２歳になるかならないかぐらいまで、たくさんあるか
ら、こっちも遊びやすいし。 

 

４）その他の場面 

 上記の３つの場面以外でよく歌う場面を尋ねたところ，表７に示したように，

起きた時や散歩の時等，日常生活の決められたルーティンを行う際の合図また

は象徴として機能していることが回答から読み取れた。また，オムツ替えの時，

ハミガキの時，お風呂やトイレ，苦手なものを食べる時など，気分転換が必要

な時に用いていることも示された。特に嫌なことから注意を逸らさせたり，気

持ちを切り替えたりする時には，効果的に用いられていることが示唆された。 

 

表７ その他によく歌う場面についての語り 

 歌う場面の状況 

母親 A 朝起きた時： 
「ととけっこう よがあけた」（絵本の中のわらべ歌）毎朝のルーティン。起きかけの歌
だから、名前のところに自分の子どもの名前を入れて歌っている。朝起きているのを
見たら、歌っている。 
 
オムツ替え，歯磨きの時： 
喜ぶというと語弊があるかもしれないけれど、嫌がっていても、歌ったら、ちょっと気分
が乗ってくるかなぁという感じ。気晴らしみたいな。嫌なことから注意をそらし、歌に注
意を向ける方が強いかもしれない。 

母親 B 特になし 
母親 C お迎え（散歩）の時： 

上の子のお迎えに行く時に歌う。春は「ちゅうりっぷ」や「ちょうちょう」も歌ってみたり、
反応が良くなかったけど「おぼろ月夜」とか。菜の花菜の花というから。とりあえず、目
に見えるものを歌ってやって、気を紛らわしながら 15 分ほど歩かないといけないの
で・・・ 
 
お風呂，トイレ，苦手なものを食べる時，少し勇気や気持ちの切り替えが必要な時，
順番を代わる時： 
気持ちの切り替えが下手なので、そういう時にとかに歌う。トイレに行く時は、「トットッ
トイレ」とかを徐々に速く歌いながら連れて行ったりとか、お風呂は、出たくない時に、
「今日は何の歌でおしまいにする？」と言って歌ったり（区切りをつける時に歌っている）。 
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（２）子どもの発達度と「歌う行為」の質的検討 

 今回の被調査者は１児〜３児の母親で，すべて就学前児をもつ母親であった

が，子どもの言葉の理解度，つまり言葉の発達の程度に応じて，養育時に選択

する楽曲に違いがある傾向が示唆された。母親が意図をもって子育てに「歌う

行為」を用いるに際して，「歌」に付与される歌詞に母親の意図を重ねる場合は，

母親によって理解可能な言葉で構成されていると判断された曲目が選択されて

いると推察された。 

 一方，言葉の理解に至っていない発達段階である０歳児に対しては，歌詞を

伴わない，子どもの動きを擬態語にしたような即興的な「歌う行為」の実践が

多く認められた。その「歌う行為」に強弱や高低，遅速等で音声表現を多様に

することによって，言葉の意味を以て理解出来ない部分を補足する機能を持た

せたり，感情に直接揺さぶりをかけたりしているように捉えられた。 

 

（３）歌う内容の質的検討 

前述したように，養育における「歌う行為」としての選曲では，あくまでも

子どもの視点で，子守歌，童謡，手遊び歌，季節の歌，子ども向けの愛唱歌等

が多いことも示された。また，動きやイメージに合わせた効果音的な音声表現

や，既存の楽曲を繰り返したり，変奏させたり，替え歌にしたり等，場や子ど

もの状況に合わせた即興的な音声表現も多用されていることが明らかとなった。 

一方で，３名の母親は，いずれも好きな歌手やアーティストがいるとのこと

であったが，自分の好きな楽曲を子どもと共有しようとする意向は認められな

かった。むしろ，そうした自分自身の好きな音楽は，母親としての自分から離

れ，私という個に戻り，自分主に過ごす時間や空間で自らを開放する際の手立

てとして用いられることも分かった。 

 

３「歌う行為」前後の感情状態の比較 

当比較については，データ数が少ないため，統計処理を施さず，事前事後の

個人内評定値の差からその特徴を分析し，傾向を捉えた。 

 表８に示したように，３名の母親に共通して認められた「歌う行為」による

感情の肯定的な変化項目は，「５ 快調な」，「20 ゆるんだ」であった。いずれ

も，「歌う行為」により，子どもとの関係の質が好転し，緊張関係がほぐれた様

子が窺われた。前述したように，「歌う行為」は，それを介して子どもの好転的

な変化をもたらす作用や，環境をより楽しいものにする手段として有用であっ

たことからも示唆される。 

 加えて，例えば母親Ａの「自分がイライラしているのを紛らわすためにも歌

っている」や，母親 B の「自分の癒しの時間として」というインタビューの語

りからも読み取れるように，「歌う行為」自体が母親自身の感情を好転させる有

用性も見出された。 

 また，遊びの際にも，その遊びに応じた楽曲を選択して歌いかけたり，一緒

に歌ったりすることにより，子どもの感情が落ち着いたり，高揚したりする姿
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に接し，養育者との間に「１．活気のある」と感じたり，「歌う行為」の前より

も養育者自身に「６，気持ちの良い」や「10．さわやかな」感情が高まる傾向

も示された。インタビューからも，「歌う行為」が，楽しい場面を盛り上げたり

活性化したりするような効果音的な役割や雰囲気づくりの一要素として有用で

あることが読み取れた。 

 

表８ 母親自身の「歌う行為」前後の感情状態の比較 

感情状態の項目 
母親 A 母親 B 母親 C 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

１．活気のある 1 3 2 2 3 4 

２．元気いっぱいの 1 1 2 2 3 4 

３．気力に満ちた 1 1 2 2 3 4 

４．はつらつとした 1 1 2 2 3 4 

５．快調な 1 3 2 3 3 4 

６．気持ちの良い 1 3 3 3 3 4 

７．快適な 1 1 2 3 3 4 

８．機嫌のよい 4 3 3 4 3 4 

９．陽気な 3 3 3 4 3 4 

10．さわやかな 1 3 3 3 3 4 

11．のんびりした 3 3 4 4 3 3 

12．ゆくりした 3 3 4 4 2 3 

13．のどかな 3 3 4 4 2 3 

14．おっとりした 1 3 4 4 2 2 

15．のんきな 1 3 2 3 2 2 

16．やわらいだ 1 1 4 4 3 4 

17．平静な 3 3 2 2 3 2 

18．気長な 4 3 2 2 3 2 

19．ゆったりした 3 3 4 4 2 3 

20．ゆるんだ 1 3 3 4 2 3 

21．いとおしい 3 4 4 4 4 4 

22．愛らしい 3 4 4 4 4 4 

23．恋しい 1 1 2 3 4 4 

24．すてきな 1 1 2 3 4 4 

25．好きな 1 1 2 3 4 4 

26．かれんな 1 1 2 2 2 2 

27．あこがれた 1 1 1 2 2 2 
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28．うっとりした 1 1 2 3 2 2 

29．かわいらしい 3 4 3 3 2 2 

30．情け深い 1 1 1 1 2 2 

31．つまらない 2 1 1 1 2 1 

32．不機嫌な 2 1 1 1 2 1 

33.ばからしい 1 1 1 1 1 1 

34．疲れた 2 3 1 1 1 1 

35．退屈な 3 1 1 1 1 1 

36．だるい 1 1 1 1 1 1 

37．無気力な 1 1 1 1 1 1 

38．ぼんやりした 1 1 2 1 2 1 

39．ぼやぼやした 1 1 1 1 2 1 

40．無関心な 1 1 1 1 2 1 

41．敵意のある 1 1 1 1 1 1 

42．攻撃的な 1 1 1 1 1 1 

43．憎らしい 1 1 1 1 1 1 

44．挑戦的な 1 1 1 1 1 1 

45．うらんだ 1 1 1 1 1 1 

46．むっとした 1 1 1 1 1 1 

47．かっとした 1 1 1 1 1 1 

48．おこった 1 1 1 1 1 1 

49．気分を害した 1 1 1 1 1 1 

50．むしゃくしゃした 1 1 1 1 1 1 

 

４ 総合考察 

  ３名の母親の回答を分析した結果，子育てにおける「歌う行為」は「分離型」

と「共有型」の２種類に大別できた。 

 まず，母親 A の回答からは，自身の母親がよく即興で作り歌を歌っていたこ

とから，母親 A 自身も自然に作り歌を歌ったり，育児行為に擬音語や擬態語な

ど効果音的な音声表現を取り入れたりしながら，「歌う行為」によって育児その

ものを楽しんでいる様子が読み取れた。子どもが０歳児で言語理解が未熟であ

るせいか，子どもとのコミュニケーション手段として，歌詞のある歌よりも擬

音語や擬態語を多用し，声色の変化やリズムを付随させていた。このような「歌

う行為」は，心情に働きかける効果をもたらすものと推察された。「歌う」こと

自体がコミュニケーションの中で自然と生起し，母親の中で特別なものとして

意識化されずに用いられている点に特徴がある。また，こうした音声表現でも

って，子どもと母親とが在る「場」自体の様態を表現し，子どもとその「場」
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を共有している点から，「共有型」と命名した。 

 母親 B の回答からは，歌があまり得意ではないとの自己評価が認められた一

方，子どもに歌を歌うのは子どものためであると考え，「歌う行為」を用いてい

ることが分かった。また，他の母親 A および C と異なって，子どもに負の感情

が生起している時には歌わず，子どもも自身ものんびり，ゆったりとした感情

状態の時に「歌う行為」を用いることも特徴的であった。さらに，自身の好き

な歌は，子どものいない車の中で気分転換に聴いたり歌ったりしていること，

育児行為としての「歌う行為」は，子どものためと割り切り，母親は歌いかけ

る人，子どもは聴く人・歌ってもらう人のように，それぞれ別個の役割を担う

という点が特徴的であると捉えられたことから，「分離型」と命名した。 

 母親 C の回答からは，自身の幼少期の経験から歌が好きで，歌を子育てにふ

んだんに取り入れていること，そしてそれは，子育てに変化をつけたり，場を

より楽しく彩りを付加したりするために用いていることが分かった。また，子

どもの負の感情に対して気分転換のために歌を用いるなど，歌の効果を意識的

に養育行動に取り入れている点，歌の内容（歌詞）を「場」に調和させて用い

ている点も特徴として挙げられた。何よりも，「歌う行為」を養育者自身が楽し

み，その楽しさを子どもと共有していると判断されたことから，「共有型」に分

類した。 

 

Ⅳ まとめと今後の課題 

 冒頭に述べたように，子育てにおける「歌う行為」を取り上げる有用性とし

て，筆者らは次のような仮説を立てて検討した。 

 

①歌（歌う行為）は短時間で見通しが持ちやすく，歌い終えることで区切りが

つけやすいため，気軽に行なうことのできる養育行動として位置付けられるの

ではないか。 

②リズムや拍や節といった音楽的な表現により言葉だけでは表現しきれない複

合的な意味合いを出せるため，「歌う行為」が子どもとの感覚的な共感性を生み

易くし，養育者の子育て上のネガティブな心情を好転させることにつながるの

ではないか。 

 

 これらの仮説に対して，インタビュー調査より，「歌う行為」には，子どもを

ある行動へ向かわせるための意欲を高めたり，負の感情を好転させたりする感

情の切り替え手段としての有用性が示唆された。言葉だけで伝えるよりも，子

どもの好きな歌や多様な音声表現を用いることによって子どもに受け入れられ

やすいことや，音楽的な特性自体が子どもの感情に響きやすいことが示された。

また，「歌う行為」には，了解可能なメッセージを共有し，親子が楽しく養育行

動を進める触媒と成り得る可能性も見出された。こうした「場」やメッセージ

を共有できる効果によって，子どもだけでなく，養育者自身の心情をも好転さ

せ，養育行動に伴う時間や関係性がより豊かに循環していくのではないかと推
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察された。 

 今回はパイロットスタディとして３名の母親の事例分析にとどまったが，今

後はさらに事例数を増やし，今回示唆された養育者にとっての「歌う行為」の

可能性を検証していくことを課題としたい。 
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The potential of “singing activities” in child-rearing facilitated by care-

givers: A focus on three mothers 

 

Rinko HAYAKAWA*1, Mika KATAYAMA*1 

 

The purpose of the present study was to examine the potential of “singing 

activities” in child-rearing, facilitated by care-givers, from the perspective 

of the care-givers. A pilot study constituted a survey and group interviews of 

three mothers currently involved in child-rearing. The effect of mothers’ singing 

activities on child-rearing was considered in various contexts. The results 

suggested that singing activities have the potential to increase motivation of 

children to take the initiative in certain behaviors or in altering children’s 

negative mood to a positive focus. Rather than solely relying on words to influence 

children, they are more likely to respond, accept, and eventually embrace a message 

conveyed through their favorite songs or diverse vocal expressions. In short, 

messages conveyed through singing activities are more likely to resonate with 

children’s emotions. Furthermore, singing activities could work as a catalyst for 

fun-filled and enjoyable growth for both care-givers and children in the process 

of child-rearing and development by allowing them to share intelligible messages 

with each other.  

 

Keywords: singing activities, care-givers, child-rearing, survey, group interview 

survey 

 

*1 Graduate School of Education, Okayama University  
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中等社会系教科における対話の目的 

－その類型化の試み－ 

 

野中 惇※１  山田 秀和※２ 

 

 社会系教科の学習において，対話は重要な役割を担っている。しかし，学習の中で対話

を行うねらいは様々であり，その位置づけも異なる。そこで本研究では，中等社会系教科

を対象にして，対話の目的を整理したい。本研究の成果は以下の二点である。 

 第一は，対話を学習に取り入れる目的を類型化し整理したことである。具体的には，「教

科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話」と「社会系教科固有の資質・能力

の育成を重視する対話」の二つのカテゴリーを設定し，後者については，「社会認識の手段

としての対話」と「社会形成の手段としての対話」に区分した。 

 第二は，各類型の授業における対話の特質と意義を抽出したことである。各類型の典型

と見なしうる授業事例をもとにして，対話の位置づけとその役割を明確にした。 

以上の成果は，対話型の授業を構成する際の一つの指針となりうるものと考えられる。 

 

キーワード：対話，中等教育，社会系教科／社会科，類型化 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題の所在 

 「主体的・対話的で深い学び」は，平成 29・30 年改訂の学習指導要領におけ

る一つのキーワードであるが，それを持ち出すまでもなく，対話は，教育にお

いて重視されてきた。社会系教科においてもその重要性は認知されており，対

話を取り入れた実践が広く展開されてきた。 

 しかし，社会系教科の学習において，対話をどのように位置づければよいの

かについては，研究者や実践者によって立場が異なる。なぜなら，対話は，市

民として必要な基礎力ともいうべき教科横断的で汎用的な資質・能力を育成す

るためにも使用されるし，社会を認識し形成していくための社会系教科に固有

な資質・能力を育成するためにも使用されるからである。どちらに重点を置く

かによって，授業の構成のしかたや育成される資質・能力は変わってくるだろ

う。 

 そこで本研究では，中等社会系教科を対象にして，対話を学習に取り入れる

目的を類型化し，整理を行いたい。そうすることで，対話型の授業を目的に合

わせて構成するための指針を得ることができるのではないかと考えている。 

本稿の構成は次の通りである。まず，次章で類型を仮説的に設定し，以降の

章で，各類型について典型事例を基に説明する。最後に，あらためて本研究の

成果と課題をまとめたい。 
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Ⅱ 類型の設定 

 本研究では，対話を取り入れた中等社会系教科の事例を文献に求めた。対話

は多くの授業でなされているので，関連する文献の数も多い。文献には，対話

を直接的な主題に込めているもの（例えば，知花ほか，2014；濱田ほか，2018；

比嘉ほか，2015；水山，2017；中，2005；柴田，2009；胤森，2014；得居，2017）

もあるし，主題には掲げていないものの，授業において対話が組み込まれてい

るもの（例えば，馬場，2017；伊藤ほか，2013；水山，2003；中本，2017；鈴

木・猪瀬，2018；吉村，2003）もある。本研究では，対話を組み込んだ授業を

実践，もしくは構想し，その具体例を示している文献を対象にして調査を進め

た。そして，そこでなされている対話が，どのような資質・能力の育成を重視

しているのかという観点から，対話のねらいとその役割に焦点を当てて性格の

違いを読み解いていった。その結果として，大きな傾向を示す枠組みではある

が，表 1 のような類型を設定した。 

 

表１ 対話の類型 

Ａ 
教科横断的・汎用的な資質・能力

の育成を重視する対話 

 

Ｂ 
社会系教科に固有の資質・能力の

育成を重視する対話 

a 社会認識の手段としての対話 

b 社会形成の手段としての対話 

 

 類型は，「Ａ 教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話」と「Ｂ 

社会系教科固有の資質・能力の育成を重視する対話」の大きく二つのカテゴリ

ーからなる。ただし，この区分は相対的なものである。実質的には，どのよう

な実践であっても両方の要素を持っている。ここでは，どちらの性格が強いか

という区分となるが，この視点で大きく二分できるものと考えられる。 

 Ａの教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話は，対話を通し

て論理的思考やコミュニケーションの力を重点的に養おうとするものである。

全教科を通じて育成がめざされる資質・能力を，社会系教科においても重点的

に育成しようとするものである。 

 それに対して，Ｂの社会系教科固有の資質・能力の育成を重視する対話は，

対話を通して，社会系教科でこそ育成できる力を重点的に養おうとするもので

ある。この型には，下位に二つの類型を設定することができる。 

 第一は，「a 社会認識の手段としての対話」である。これは，対話を通じて社

会に関する事実認識や価値認識を広げ深めることに重点を置くものである。第

二は，「b 社会形成の手段としての対話」である。これは，対話を通じて対立や

意見の相違に折り合いをつける方法を学習させ，対話によって民主的な社会を

形成するための力を育成することに重点を置くものである。b は a の要素を含

みつつも，対話の社会的な役割を重視している点で，対話の学習により積極的

な意味を与えているものと捉えることができるだろう。 

 次章より，それぞれの典型的な授業実践をもとにして，各類型について具体
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的に説明していこう。なお，取り上げる各類型の典型事例には，対話に焦点を

当て，その目的や意義を明確に示しているものを選定した。 

 

Ⅲ 教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話の学習 

１ 授業構成の概要 

本章では，中善則の論文「地域ミニコミ誌づくりによるコミュニケーション

能力の育成－中学生の社会参加活動をとおして－」（中，2005）で示された「地

域ミニコミ誌づくり」における対話の事例を取り上げ，考察を行う。それを通

して，教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話の特質と意義を

明らかにしたい。なお，中の論文における実践は社会科の選択授業の一環とし

て行われており，週１時間，全８回など，通常の社会科授業とは時数や内容が

やや異なる。 

中は，昨今の中学生のコミュニケーション能力の低下を指摘するとともに，

コミュニケーションを重視する授業が少ないことを述べている。そこで，中は

コミュニケーション能力を身につけるための授業改革の方向性として，木下百

合子の論に依りながら，「『授業におけるコミュニケーション文化の創造』を行

い，授業が教室の内外に開かれ，生徒どうしはもとより，地域住民や関係者と

豊かにコミュニケーションを広げ，学びあうオープンな授業を作り上げる必要

性」(中，2005，p.37)について論じている。 

このような理論的背景のもと行われた授業が社会参加活動を伴う「地域ミニ

コミ誌づくり」である。この授業では，生徒が新聞社を立ち上げ，企画から取

材，新聞紙の発行，配達までを行うことになる。そして，会議や取材，新聞配

達の過程における様々な人との関わりを通して，コミュニケーション能力を育

成することがめざされている。 

この授業の概要を，事例としてあげられている「フェンス設置問題」にした

がって説明しよう。この事例は，地域にある危険な歩道にフェンスを設置すべ

きかどうかを生徒が新聞の作成・発行を通して考え，関係部局に声を届けて，

最終的にフェンスが設置されるに至るものである。この事例では，生徒が関わ

る多様な人物として，他生徒，専門家，地域住民が想定されており，関わる対

象ごとにコミュニケーション能力育成のための指導計画が示されている(表２

参照)。 

 授業は半期をかけて繰り返し新聞を発行する過程で構成されている。「フェン

ス設置問題」では，新聞を計４回発行し，その間に取材を行ったり，地域から

の返信を分析したりする学習が組み込まれている。 

 この授業では，三つのコミュニケーションが想定されている。第一は，生徒

どうしのコミュニケーションである。新聞のテーマとしてフェンス設置問題を

設定する過程や，新聞を作成し，発信する過程で行われる生徒どうしの対話的

活動である。 

 第二は，専門家とのコミュニケーションである。この授業では，新聞記事を

書くために，教室外の専門家からの聞き取りが行われている。取材依頼を行い，
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表２ 「地域ミニコミ誌づくり」におけるコミュニケーション能力向上のた

めの指導計画(中，2005，p.37) 

１ 「生徒どうしのコミュニケーション」 

Ａ 討議のスキルを知る（班長・班員の役割，話し合い方など） 

↓ 

Ｂ 課題について議論し，共同決定できる 

↓ 

Ｃ 決定テーマについて議論ができる 

（相手の意見を聞き，それを踏まえて，自分の意見を主張しあい， 

最終的にはグループとしての意見をまとめてゆく） 

↓ 

Ｄ 協働で作業を行う 

↓ 

Ｅ 発信する（共同責任を負い，グループ外の人々とつながる） 

 

２ 「専門家とのコミュニケーション」 

Ｆ 取材依頼できる 

↓ 

Ｇ 取材スキルを獲得する 

（質問の仕方，メモの取り方，写真の取り方など） 

↓ 

Ｈ 質問できる 

↓ 

Ｉ 議論できる（批判的に考え，街の課題について，共に考える） 

 

３ 「地域住民とのコミュニケーション」 

Ｊ 住民への新聞の配達や会話を行ない，返信を集め分析できる 

↓ 

Ｋ 住民と街の課題について，共に考えることができる 

取材のスキルを身につけ，質問を行い，専門家と議論する対話的活動が実践さ

れている。フェンス設置問題では，土木事務所や港湾局への取材が行われてい

る。 

 第三は，地域住民とのコミュニケーションである。授業では，新聞を発行し

記事についての意見を読者から集め，それらを分析することで，新たな新聞記

事を生徒が作成していく。必ずしも直接的な対話ではないが，フェンス設置問

題に関しては，計 208 通の返信を受けたとされている。 

 以上のように，本授業は，新聞づくりを基盤にした，生徒どうし，専門家，

地域住民との対話的な活動で構成されている。 
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２ 授業における対話の特質と意義 

 では，本授業において，対話はどのように位置づけられ，どのような役割を

果たしているのだろうか。その特質と意義を整理しておきたい。 

 第一に，対話それ自体が，育成すべき資質・能力の中核に位置づけられてい

ることである。もちろん，本授業は，社会事象の理解を促したり，社会に参画

して社会的な問題を解決したりする社会科ならではの学習という性格を持って

いる。対話による社会形成も意識されている。しかし，学習の中でより強調さ

れているのは，コミュニケーション能力としての対話能力である。本授業では，

その育成に関わる様々なスキルを身につけることがめざされている。例えば，

議論を通して相手の意見を聞いたり，それを踏まえて自分の意見を主張したり

することなど，対話の基本的なスキルを磨くことが想定されている。また，全

体を通じて，他者と文章（新聞）を介して対話するための「書くこと」のスキ

ルも重視されている。見出しやリード，記事の書き方（５Ｗ１Ｈ），割りつけ等

を学び，班員で話し合いながら，これらのスキルを向上させていくことがめざ

されている。 

 第二に，上記のような対話能力を身につけさせることによって，主体的に人

や社会と関わることができるようになることが想定されていることである。授

業では，教室内外の人と何度も対話を行わせることによって，対話それ自体の

スキルを向上させることがめざされている。言語を介して人や社会と関わるた

めの基礎となる資質・能力の育成に重点を置いた対話の学習と捉えることがで

きるだろう。 

以上のような資質・能力は，社会系教科においても当然重視されるものでは

あるが，必ずしも社会系教科のみで育成がめざされるものではない。国語やそ

の他の様々な教科，教育活動全体を通じて育成されるべきものである。本授業

は，教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視した対話型学習のあり方を

示唆している。 

 

Ⅳ 社会系教科固有の資質・能力の育成を重視する対話の学習(１) 

  －社会認識の手段としての対話－ 

１ 授業構成の概要 

本章では，胤森裕暢の論文「対話を重視した『価値観形成学習』による『倫

理』の授業開発－単元『ジョブズとゲイツの挑戦－資本主義の倫理的問題を考

える－』－」(胤森，2014)で示された授業における対話に焦点を当てて考察を

行う。それを通して，社会認識の手段としての対話の特質と意義を明らかにし

たい。なお，社会認識には事実認識と価値認識が含まれると考えられるが１），

事実認識を広げ深めるための対話は，日常の授業の中で一般的になされている

と思われるので，ここでは価値認識の成長を促す対話に焦点を当て，その事例

として胤森の授業を取り上げることとする。 

胤森は，現代社会において価値観の違いによる社会問題や，科学・技術の急

中等社会系教科における対話の目的 －その類型化の試み－

─ 157 ─



 

激な進歩から生じる価値的，倫理的な問題が生成し続けている状況を鑑みて，

現代社会で生じる倫理的問題に対する自己の価値観を主体的に形成していくた

めの力を育成する必要があることを述べている。胤森によると，このような力

を育成するためには，「倫理的問題を自分に関わることとして把握し，それに対

する自己の価値観を修正する計画を立て，自分たちで調べた多様な価値観を手

がかりにして話し合いを通して吟味し修正してみるような学習活動が必要」(胤

森，2014，p.46)になる。このような理論的背景から，胤森は生徒が他者との対

話を通して価値観を形成していくことを重視し，対話場面を取り入れた授業を

構成している。なお，胤森のいう対話には，他生徒との対話と，教材として扱

う人物モデルとの対話が含まれる。 

胤森が開発した授業は公民科倫理「ジョブズとゲイツの挑戦－資本主義の倫

理的問題を考える－」である。この授業では，企業が利潤追求だけでなく社会

的な承認を得るためには何を生産すればよいかという倫理的問題が扱われ，生

徒は人物モデル（本授業ではジョブズとゲイツ）の価値観や他生徒の価値観を

手がかりにしてこの問題に向き合っていくことになる。具体的に設定されてい

る倫理的問題は，「資本主義の仕組みの中で消費者と生産者の幸せをともに実現

するには，企業はどのような商品を生産すべきか」である。 

開発された授業を対話という視点で見てみると，授業は，対話を行う前の準

備段階，実際に対話を行う対話段階，対話学習の振り返りを行う評価段階の３

段階で構成されている。 

対話の準備段階では，現代社会の倫理的問題の認識，自己の価値観の表現，

自己の価値観を修正する学習の計画，が行われる。 

対話段階では，２回の対話が行われる。１回目は教材(人物モデル)との対話

である。ここでは，生徒が教材(人物モデルの価値観＝ジョブズとゲイツの商品

の生産に関する考え方)との対話を通して先の倫理的問題に対する自己の価値

観を吟味・修正させることが想定されている。この場面は，ジョブズやゲイツ

の考え方で正当だと考えられる点を受け入れて，自分の考え方を修正する活動

となっている。２回目の対話は，他生徒との対話である。ここでは，生徒どう

しの対話を通してさらに自己の価値観を吟味・修正させることが想定されてい

る。生徒は，人物との対話を通して吟味・修正した自分の考えを発表するとと

もに，班の仲間の発表に対する疑問を出し合いながら対話を進めることになる。 

最後の評価段階では，対話学習の振り返りが行われる。ここでは，あらため

て倫理的問題に向き合い，自己の価値観を表現するとともに，対話を通してい

かに自己の価値観が変容したのかを見取ることが想定されている。 

 

２ 授業における対話の特質と意義 

 では，本授業において，対話はどのように位置づけられ，どのような役割を

果たしているのだろうか。その特質と意義を整理しておきたい。 

 第一に，対話は，社会事象に対する生徒の価値観を形成・発展させるための，

いわば社会認識（ここでは価値認識）の手段として位置づけられていることで
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ある。本授業では，生徒が自己の価値観を主体的に形成することが求められて

いる。そのために，対話は，生徒が自己の価値観を対象化して吟味・修正する

機会を与えるものとして機能している。すなわち，多様な他者，ここでは人物

モデルや他生徒との対話によって，自己の価値観を見つめさせ，価値認識を成

長させるように構想されているわけである。 

 第二に，対話を通して価値観を吟味・修正していく学習を行うことで，生徒

が将来にわたり主体的に価値観を形成していくことができるようになることが

想定されていることである。本授業における対話は，自己の価値観を対象化す

る役割を果たすと同時に，「互いの考え方を理解し，吟味して，手がかりとなる

点は摂取し(受け入れ)，自らの考え方を修正し，発展させていく主体的な方法」

(胤森，2014，p.47)としての性格を持つ。このような対話の方法を一つのモデ

ルとして実践させ，習得させることで，今後の問題に対して主体的に向き合う

ことができるようになることがめざされている。 

現代社会の事象に対して生徒が主体的に価値観を形成し，社会認識を成長さ

せていく力は，社会系教科でこそ育成しうる資質・能力と捉えることができる。

本授業は，社会認識の手段としての対話型学習のあり方を示唆している。 

 

Ⅴ 社会系教科固有の資質・能力の育成を重視する対話の学習(２) 

  －社会形成の手段としての対話－ 

１ 授業構成の概要 

本章では，吉村功太郎の論文「社会的合意形成能力の育成をめざす社会科授

業」(吉村，2003)で示された授業における対話に焦点を当てて分析を行う。そ

れを通して，社会形成の手段としての対話の特質と意義を明らかにしたい。 

吉村によると，民主主義社会は，人々の価値観を基盤とする主体的な判断の

積み重ねによって形成されている。このような社会は公共的価値の形成を可能

とする公共的空間ともいうべきものであり，この公共的空間を創出する能力，

すなわち，社会的論争問題に関する民主的な議論を通じた社会的合意形成能力

が民主主義社会を担う主権者に必要であると吉村は述べる。また，民主主義社

会形成の基盤ともなる主体的で民主的な価値観形成は，次のような原理に基づ

く必要があるとされている。すなわち，「価値観を批判的に相互検証し，互いに

承認可能な価値に基づく価値観の調整を行うという〈批判・調整の原理〉と，

自己と他者の存在を前提とし，社会的過程を経る〈社会的形成の原理〉」(吉村，

2003，p.41)である。このような理論的背景のもと，吉村が開発した授業には，

価値観の対立を含む社会的論争問題について，民主主義原理に基づいた相互批

判と相互調整を行う議論が合意形成過程として組み込まれている。そして，そ

こでの対話は，民主的な社会形成の手段として機能するように構成されている。 

以下，授業の概要を，吉村が開発した「情報化社会における人と社会」にし

たがって説明しよう。この授業は，「内部告発に対する社会的保障への是非」を

テーマとしている。授業では，内部告発という個人の行為を自己の責任と考え

るか，社会によって保障されるべきものととらえるかが問われ，社会のあり方
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について考えることが促されている。 

この授業は前半部分と後半部分で構成される。前半部分では，内部告発とい

う行為について社会で賛否が分かれている状況を踏まえて，内部告発をめぐる

二つの具体的事例が提示され，その分析と考察を行うことで，生徒がこの問題

を自らの問題として捉えることが促される。ここで取り上げられる事例は，内

部告発が「行われた事例」と「行われなかった事例」である。ここでは，それ

ぞれの事例の問題状況を把握し，内部告発に至った(至らなかった)理由や経緯

を資料から読み取らせることで，内部告発をめぐる様々な社会的状況を理解す

ることが課題とされる。そして，内部告発の事例に登場する人物の立場になっ

たと想定して，自分なら内部告発を行うかどうかの判断をさせることで，内部

告発の問題を自らの問題として捉えるよう促される。 

授業の後半部分では，内部告発を法律で保護することについて社会で論争が

起きている状況が取り上げられ，その分析と考察を通じて，組織や社会のあり

方についての追求が行われる。ここでは，「内部告発を社会的に保障する外国の

制度の事例」「内部告発を不必要とする組織のあり方を追求している会社の事例」

「内部告発に社会的保障を限定的に与えている事例」が提示され，それぞれの

事例でいかにして内部告発にまつわる問題が扱われているのかを生徒が資料か

ら読み取り，検討する。そして，各自が「内部告発に対する社会的保障への是

非」について意思決定を行い，グループ内の議論で合意形成がはかられる。こ

の議論において，生徒の法的保護への賛否の主張は，トゥールミン図式を活用

してなされる。そうすることで，各自の主張の論理構造が明確になり，議論で

批判や検証が促進されるようになっている。このような過程を通して，生徒は

トゥールミン図式を変革させ，合意できる点を見出していくことになる。 

 

２ 授業における対話の特質と意義 

では，本授業において，対話はどのように位置づけられ，どのような役割を

果たしているのだろうか。その特質と意義を整理しておきたい。 

第一に，対話が，合意を形成するための，いわば民主的な社会形成の手段で

あると同時に，対話それ自体も合意形成に必要な資質・能力として位置づけら

れていることである。本授業では，民主主義社会の原理に基づいて，主権者た

る資質・能力を育成することがめざされている。そのため，授業には民主主義

社会の原理である〈批判・調整の原理〉と〈社会的形成の原理〉が組み込まれ

ている。授業では，生徒が他者と対等な立場を前提に議論を行い，それぞれの

価値観に基づく異なる主張についての相互批判と相互調整が展開される。この

ような過程を経ることで，お互いの理解が深まり，合意可能な点が見出されて

いくことになる。この一連の流れは，民主的な社会が形成される流れと同様の

ものであり，対話は民主的な社会を形成するための資質・能力の要として位置

づけられている。 

第二に，対話を通して対立や意見の相違に折り合いをつけていく学習を行う

ことで，多様な価値観を尊重しつつ公共的価値を形成できるようになることが
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想定されていることである。授業では，生徒の価値観を民主的な調整過程を通

じて社会的な価値へと引き上げる対話が行われる。この合意形成の過程は民主

主義社会そのものを具現化しており，教室での学習が，公共的価値を形成して

いくための基盤となる力を養うものとなっている。こうした対話の活動を学習

の中に組み込むことで，対話による社会形成の方法を習得させることがめざさ

れている。 

集団的な合意を生み出していくための対話の学習は，民主主義社会の市民を

育成するという社会系教科のねらいを強く意識して構想されたものである。Ⅲ

で論じた「地域ミニコミ誌づくり」と同様に対話能力そのものも重視されてい

るが，本授業は，より「民主主義社会を形成するための対話」に焦点化したも

のと捉えることができる。本授業は，民主的な社会形成の手段としての対話型

学習のあり方を示唆している。 

 

Ⅵ 研究の成果と課題 

 本研究の成果は以下の二点である。 

 第一は，対話を学習に取り入れる目的を類型化し整理したことである。具体

的には，「教科横断的・汎用的な資質・能力の育成を重視する対話」と「社会系

教科固有の資質・能力の育成を重視する対話」の二つのカテゴリーを設定し，

後者については，「社会認識の手段としての対話」と「社会形成の手段としての

対話」に区分した。 

 第二は，各類型の授業における対話の特質と意義を抽出したことである。各

類型の典型と見なしうる授業事例をもとにして，対話の位置づけとその役割を

明確にした。 

 以上の成果は，対話型の授業を構成する際の一つの指針となりうるものと考

えられる。 

 最後に，本研究の課題を三点述べたい。 

 第一は，本研究で示した類型が暫定的なものであり，精緻化を必要としてい

ることである。例えば，教科横断的・汎用的な資質・能力にも様々なものがあ

る。本研究では大枠を示したにとどまっているが，さらに下位のカテゴリーを

設定し，その中で対話がどのような役割を果たしているのかを分析する必要が

ある。 

 第二は，文献に基づく考察を行ったので，授業において実際にどのような対

話が行われているかを明確にできていないことである。例えば，対話によって

どのように価値観が吟味されるのか，合意が促されていくのかなど，実践に基

づく分析を行う必要がある。 

第三は，中等社会系教科における対話の事例しか分析できていないことであ

る。初等教育における対話のあり方を含めて，研究を体系化していきたい。 
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This article delineates a faculty-led study abroad program that has been conducted 

for 15 years by a special needs education (SNE) teacher preparation program in 

Japan. A description of the content and context of the program is followed by a 

series of observations made by study abroad participants during site visits in the 

United States of America (U.S.). Finally, suggestions are proposed for how 

participants’ observations may be used to help them review the values and beliefs 

embedded in SNE practices in Japan in a way that sublates contradicting values and 

beliefs between the U.S. and Japan as a means of developing better practices in 

Japan. 
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Ⅰ Introduction 

Globalism is increasingly emphasized in any field, including education 

(Ministry of Education, Sports, Culture, and Technology, 2013). In 

globalism, people, ideas, materials, and capital move freely across 

national borders. While many praise the merits of globalism, others 

warn that globalism could result in countries being forced to follow a 

single standard imposed by powerful countries (Todd et al., 2014).  

In the years after the end of World War II, special needs education 

(SNE) in Japan has been greatly influenced by models and theories of 

special education (SPED) in the United States (U.S.). As such, many 

Japanese researchers and practitioners have visited the U.S. and 

subsequently imported and incorporated innovative U.S. theories and 

practices into SNE in Japan. Additionally, many U.S. researchers and 

practitioners have been invited to Japan to share their ideas with their 

Japanese counterparts.  

Certainly, most SPED theories and practices developed in the U.S. 

seem to be rational, logical, and research-based. Additionally, 
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researchers who develop innovative practices typically prepare 

accompanying manuals so that others can understand and implement the 

practices with high fidelity. Furthermore, many programs and curricula 

developed in the U.S. reflect basic human rights such as liberty and 

equality. While these values are attractive to many Japanese researchers 

and practitioners, we must be aware that using those theories and 

practices may result in discarding and destroying some traditional 

Japanese beliefs and values (Ohtake & Wehmeyer, 2004).  

To prevent this eventuality, a faculty-led study abroad program was 

developed in Okayama University SNE teacher preparation program in Japan 

to nurture future education teachers and leaders who are aware of and 

can examine the traditional beliefs and values in SNE in Japan and 

explore ways of bridging them with those from the U.S. These types of 

study abroad programs can effectively facilitate students’ learning 

about culture and language (Mullens & Cuper, 2012; Zamistil-Vondrova, 

2005). Moreover, study abroad programs for preservice teachers have 

demonstrated positive pre-service teacher outcomes, such as 

participants’ intent to apply new ideas to their future teaching (Hong, 

& Fuentes, 2017; Brindley, Quin, & Morton, 2009; Johnson & Battalio, 

2008; McGaha & Linder, 2012). The intent of this paper is to delineate 

the study abroad program, named “Visiting Special Education Programs 

in the United States to Discover Special Needs Education in Japan 

(VISEPUS).” The program has lasted for 15 years. 

A description of the content and context of the program is followed 

by a series of observations made by study abroad participants during 

site visits in the U.S. Finally, suggestions are proposed for how 

participants’ observations may be used to help them reflect on values 

and beliefs embedded in SNE practices in Japan in a way that sublates 

sometimes contradictory U.S. values and beliefs to develop participants’ 

educational practice. 

 

Ⅱ Study Abroad Program and Context 

In this section, we will describe the content and context of the 

VISEPUS.  

 

1 Context of the Program 

The VISEPUS is a for-credit, faculty-led program that is an optional 

component of the SNE undergraduate degree program at Okayama University 

in Japan. Students in the program are required to earn SNE teacher 

certificate for graduation. Specifically, the degree program is offered 
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to nurture future teachers who can identify and meet the educational 

needs of elementary to high school aged students with intellectual 

disabilities, autism spectrum disorders (ASD), physical impairments, 

and health impairments. Program students are required to take courses 

on pedagogy in SNE, psychology and physiology of individuals with 

disabilities, curriculum and instruction in SNE, as well as complete 

student teaching experiences in SNE schools.  

According to the World Fact Book (Central Intelligence Agency, 2016), 

issued by the Central Intelligence Agency in the U.S., 98.5% of the 

overall Japanese population (120 million) is Japanese, followed by 0.5% 

Korean, 0.4% Chinese, and 0.6% others. The Japanese government regards 

people with Japanese nationality as ethnic Japanese. Although the 98.5% 

includes, but is not limited to, indigenous Ainu, Ryukyuan peoples, and 

spouses from foreign countries, the population of these groups is very 

small. Japan is close to being a monolingual and monocultural society, 

and, therefore, multicultural education, culturally responsive 

practices, and issues of dual language learning are not urgent topics 

in SNE in Japan, as opposed to the U.S., where these topics are becoming 

increasingly important as the U.S. population has become increasingly 

diverse.  

However, SNE in Japan has adopted educational theories and practices 

developed in the U.S. without scrutinizing their own values and beliefs 

embedded in the theories and practices, and, as a result, may 

inadvertently discard or destroy Japanese theories and practices. The 

VISEPUS was developed as an opportunity for SNE undergraduate students 

to gain the capacity to detect the values and beliefs embedded in SPED 

or SNE theories and practices in both U.S. and Japan and, ultimately 

sublate them if they seem to be incompatible. The program started in 

2005 and has been implemented in an annual basis.  

Spring break at the Japanese university, which starts at the end of 

the school year (the middle of February) and continues to the start of 

the new school year (the beginning of April), was used to visit schools 

in Kansas City area. During that time of the year, schools in the area 

were in the middle of spring semester during ordinary school life.  

 

2 Participants 

SNE undergraduate students who want to participate in the VISEPUS 

were recommended to finish at least half of the SNE coursework and 

complete one week of full-time student teaching experiences. This 

recommendation was set up because without such experience and exposure, 
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it would be difficult to compare or contrast values and beliefs embedded 

in SNE or SPED theories and practices between the U.S. and Japan.  

For study abroad participant selection, Japanese faculty interviewed 

the candidates to determine if they understood the purpose and 

expectations of the program and what it takes to survive the 10-day 

study abroad. Typically, five or six undergraduate students participate 

in the VISEPUS. The majority of the students had very limited English 

proficiency and no experiences with traveling abroad. The 10-day study 

abroad program cost participants a total of $1,700 (i.e., transportation, 

accommodations, meals). Two SNE faculty members at the Japanese 

university co-instructed the program.  

 

3 Visiting Sites 

School districts in Kansas City area were selected for site visits, 

because they have a history of working collaboratively with the faculty 

in the department of special education at the University of Kansas, 

which was a highly-ranked Midwestern university SPED program in the U.S. 

over the past several years. Indeed, many teachers in the area have 

earned their SPED licenses or degrees from the university and implement 

evidence-based best practices learned from faculty members in the 

department. Therefore, those districts were expected to provide visitors 

with opportunities to observe SPED practices that most U.S. teachers 

try to implement. Three Kansas City area public school districts 

collaborated with the VISEPUS study abroad program. These districts 

provided nationally-recognized transition programs, peer support 

programs, and autism programs. All staff who coordinated the study 

abroad program had earned master’s or doctoral degrees from the 

collaborative university.  

 

4 Components of the VISEPUS 

The VISEPUS consisted of three phases, pre-instruction, site visits, 

and post-instruction.  

 

(1) Pre-instruction. Pre-instruction consisted of four 1.5-hour 

seminars, including lectures by the Japanese faculty members about SPED 

in the U.S. (e.g., Individuals with Disabilities Education Act, 2004; 

teaching exceptional learners from culturally and linguistically 

diverse backgrounds) and student presentations and discussions about 

the characteristics of the school districts, schools, SPED programs the 

Japanese students were to visit. Students collected relevant information 
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from Internet searches and VISEPUS reports developed by previous tour 

participants.  

 

(2) During study abroad. The 10-day study abroad program was composed 

of site visits, after-dinner meetings, an appreciation party, home stay, 

attendance at a lecture, and discussion with the university SPED faculty. 

Throughout, the Japanese faculty provided language interpretation (i.e., 

Japanese-English) for study abroad participants. 

Site visits is the largest component of the VISEPUS. The SNE teacher 

preparation program at the Japanese university focuses on nurturing 

teachers who work for SNE schools, SNE classrooms, or SNE resource rooms 

for elementary- to high school-aged students with intellectual 

disabilities, ASD, physical disabilities, and health impairments. 

Therefore, the VISEPUS focused on visiting SPED programs for students 

with intellectual disabilities, ASD, physical disabilities, and health 

impairments in SPED classrooms or resource rooms in elementary, middle, 

and high schools. 

During the site visits, the coordinator of the host school district 

began with a lecture about the general characteristics of the SPED 

program and the students, followed by a tour of each of the SPED classes. 

If the teaching staff (e.g., special education teachers, 

paraprofessionals, speech-language pathologists, occupational 

therapists) were available, they also provided study abroad participants 

with specific information about the theories and practices they used. 

After classroom observations, discussion time was provided for 

participants to ask questions about what they had seen and heard. 

Although the Japanese faculty interpreted what the coordinator or direct 

service providers explained, students were encouraged to ask questions 

in English. Study abroad participants were encouraged to take notes on 

whatever they saw and heard and photograph classroom environments, 

materials, activities, daily and weekly schedules, and educational plans 

with due consideration of the U.S. students’ privacy. 

At one school site, each study abroad participant was intentionally 

assigned one student with a disability so that they could follow the 

student during the two- or three-hour site visits. They were responsible 

for collecting the following information on the assigned child: 

characteristics, daily schedule, IEP goals, instructional strategies 

(e.g., prompting, visual instruction), educational materials, recording 

procedures, and collaboration among staff. This first-hand, focused, 

experience helped participants to understand that individualization is 
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pursued in SPED in the U.S. In addition, during the stay with the child 

and the para-teacher, participants could not rely on the faculty 

interpreter. As such, they had opportunities to use six senses (i.e., 

visual, auditory, olfactory, tactile, gustatory, intuitive) to 

understand what was going on. In addition, this situation required them 

to try out their English skills and repair communication breakdowns 

using various verbal and nonverbal communication means. This was 

considered a great opportunity for participants to realize that 

communication cannot be established without mutual speaker-listener 

efforts.  

An after-dinner meeting was held almost every day to organize and 

reflect on information obtained by study abroad participants. The 

Japanese faculty members also supplemented information that the students 

did not initially understand. One student served as a note-taker, 

entering information provided by each member into a pre-determined 

category that best fit the information (e.g., demographic information 

of the child, IEP goals, materials, instructional format, prompts). The 

typed notes were used to complete the final VISEPUS report. The after-

dinner meetings lasted 1 to 2 hours.  

Attendance at a lecture was an event in which study abroad 

participants audited a lecture made by the university faculty. This 

participation served as an opportunity to understand SPED teacher 

competencies considered important in the U.S. to meet the needs of 

students and their families. Additionally, this attendance provided 

participants with an opportunity to know how U.S. students participate 

in class.  

In discussion with SPED university faculty, study abroad 

participants asked questions about faculty research. In advance of the 

visit, the students had read representative journal articles written by 

the faculty on contemporary issues in SPED in the U.S., and prepared 

questions to ask or comments in English to share with the faculty. In 

responding, the faculty enabled the students to understand the issues 

in greater depth. Over the past few years, the VISEPUS has collaborated 

with two university faculty members, who address issues related to 

international perspectives of inclusive education or children with 

disabilities and their families who are from culturally and 

linguistically diverse backgrounds.   

 

(3) Post-instruction. After returning to Japan, participants completed 

a combined VISEPUS report, “What we saw and heard in VISEPUS” to 
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provide a clear image of each SPED program in the area for possible 

future readers. Study abroad participants also made a PowerPoint 

presentation to share what they learned in the tour with university or 

high school students who were interested in the topic. 

In addition, study abroad participants were assigned to complete a 

reflection paper in which they answered the following two questions, 

“What surprised me the most?” and “Why did the event surprise me the 

most?” The Japanese faculty provided written verbal feedback on their 

reports.  

 

Ⅲ Learning Through the Study Abroad Program 

As mentioned in the previous section, participants completed a 

reflection paper on the 10-day study abroad program. Participant papers 

were written in Japanese and translated into English by the Japanese 

faculty who led the study abroad experience. Beyond various practices 

or phenomena that surprised individual study participants, common 

surprised practices or phenomena across participants were classified 

into the following three themes: thorough rationalism, international 

learning community, and necessity to learn Japanese SNE values and 

beliefs. Using the reflection papers of the study abroad participants, 

this section discusses the each of the three themes.  

 

1 Thorough Rationalism: Discovering Differences 

The first category of “surprised me” was thorough rationalism. In 

this paper, thorough rationalism is defined as pursuing a thorough 

logical and objective connection between goal, method, and mechanism. 

Participants’ descriptions of “surprised me” practices in this 

category included social skills training class, data collection, 

individualized instruction, and visual support for staff.  

 

(1) Social skills training class. In a high school elective class, 

study abroad participants observed students with ASD and nondisabled 

peers work collaboratively on various projects, such as spending 

weekends together and introducing a new game to kindergarten children. 

One student wrote: 

I was impressed by peer support in the social skills class. We observed 

students with ASD and nondisabled peers work on PowerPoint slides 

collaboratively to make a presentation on hanging out together on the 

weekend. That was very interesting. I believe that engaging in fun 

activities with nondisabled peers is extremely meaningful to students 
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with ASD, because they are more likely to learn from peer models than 

adult models. I believe that playing with peers and engaging in 

activities with peers absolutely promotes students with ASD to learn 

communication and social skills 

The goal of the social skills training for students with ASD in the 

observed class was to nurture social skills to the extent that 

nondisabled peers feel comfortable spending time after school or on 

weekends with students with ASD to do preferred activities. Considering 

the goal, SPED teachers set up a situation whereby students with ASD 

practiced social skills with nondisabled peers during class. To set up 

the situation, SPED teachers came up with a mechanism that attracted 

students without disabilities to become involved; that is, utilizing 

elective classes in ways that provided nondisabled peers with 

opportunities to learn the social skills necessary to build 

relationships with diverse people, including students with disabilities, 

accompanied by a credit for graduation. As one student wrote, peer 

support was implemented in Japan, but more natural, unplanned, or 

halfway.  

Study abroad participants acknowledged that the social skills 

training class was successful in providing numerous incentives for 

nondisabled peers to participate in the class. One student wrote: 

Social skills class has a lot of benefits for students without 

disabilities: they have the privilege of being a model for students 

with disabilities, they realize their own potential for caring for 

others (which may help them choose future career).  

The participants perceived that the social skill training included 

a logical flow between goal (nurturing social skills necessary to work 

collaboratively with nondisabled peers), methods to meet the goal 

(setting up a situation where students with ASD work collaboratively 

with nondisabled peers in class), and mechanism to actualize the methods 

(giving students without disabilities incentives to participate in the 

class), which can be described as thorough rationalism.  

 

(2) Data collection. Study abroad participants knew that SPED teachers 

in the U.S. need to conduct frequent data collection on students’ daily 

performance under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 

2004). However, they were surprised to see the staff collect data 

continuously. One student wrote: 

I knew that teachers in the U.S. always collect data during teaching. 

However, when I saw the scene with my own eyes, the sentence “Teachers 
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always collect data” was magnified in my mind. Honestly, before 

observing the scene, I wondered, “Why do they do so much data 

collection?” “Doesn’t the practice negatively impact instruction?” 

However, these concerns disappeared when I saw with my own eyes the 

teachers collect data during teaching. They had IEP sheets for each 

student in which measurable and observable objectives were written up. 

I think they wrote measurable and observable objectives because they 

thought it is important to accurately measure the gap between the 

objective and the current performance. Pursuing accurate measurement 

requires teachers to collect data for every trial.  

Study abroad participants seemed to notice that the data collection 

practice included a logical flow between goal (measuring accurate gap 

between the objective and the current performance), method to meet the 

goal (making the objective measurable and collecting data for every 

trial), and mechanism to actualize the methods (make the data collection 

system as easy as possible), which can be described as thorough 

rationalism.  

 

(3) Individualized instruction. Most study abroad participants 

characterized the observed classes as individualized. One student wrote: 

The curriculum and schedule were developed with thorough consideration 

of individuality. I think that individuality is much more thorough [in 

the US] than in Japan. I felt that special education in the U.S. treated 

a student as an individual. 

Individuality meant courteous to another student:  

In observed classes, I felt that each teacher courteously treated her 

student in every instructional trial.  

Participants realized that individuality can more easily be brought 

to SPED in the U.S., because the teacher-to-student ratio was nearly 1 

to 1 in the observed classes, in contrast to 1 to 3 (elementary to lower 

secondary class) or 1 to 4 (high school class) in SNE in Japan. Another 

student wrote: 

In this state, each student had his own schedule. In Japan, in most 

cases, each student has individual instructional methods, but has the 

same daily schedule. I understand that this difference occurs because 

many para-educators are employed in the U.S. schools. 

Again, study abroad participants realized that this practice included 

a logical flow between goal (implementing individualized instruction), 

method to meet the goal (employing a number of teachers close to 1-to 

1 student-teacher ratio), and mechanism to actualize the methods 
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(employing para-teachers instead of licensed teachers), which can be 

described as thorough rationalism. One student wrote: 

Students with disabilities need to receive individualized special 

support and instruction. Their characteristics and needs are different. 

To meet the individual needs and provide courteous treatment of each 

student, preparing the environment in which the teacher-student ratio 

is 1 to 1 makes sense to me.  

 

(4) Visual support for staff. In Japan, visual support for students 

with disabilities has become a standard practice. However, Japanese 

teachers try not to use visuals for themselves when they teach. If they 

use visuals for themselves as reminders, they use them in a covert 

manner. In contrast, any visual strategies and materials necessary for 

teachers to support and instruct students with disabilities were 

available within the visited schools. One student wrote: 

A student file, so-called “BOOK,” was available within reach, which 

included information about daily date sheets, instructional strategies 

applied to the student, home information, IEP sheet, medical plan, 

contact person, etc. On the wall, daily, weekly, and monthly schedules 

for special education teachers, para-teachers, and physical therapist, 

occupational therapist, and, speech-language pathologist, were 

displayed so that any staff can understand when and who comes to the 

class and who is to take responsibility for the students. Furthermore, 

even school policies, criteria for evaluation, and consideration of 

matters in support was visualized on the wall (for teachers, not for 

students, to help them remind important information to teach).  

Another student wrote: 

In a severe and multiple disabilities class, a “Communication 

Dictionary” was posted on the wall. That was very intriguing to me. 

The dictionary listed various behaviors used to communicate (e.g., eye 

movement, tooth grinding, tray tapping), the meaning of each behavior 

(e.g., protesting, enjoying), and recommended teacher responses to each 

behavior. Many classrooms we visited used the same strategy to share 

important information among staff members. Given a variety of staff 

(e.g., special education teacher, para-teacher, nurse, speech-language 

pathologist, physical therapist, occupational therapist) involved in 

education for one student, this visualization strategy is necessary.  

Similar to the practices mentioned above, study abroad participants 

noticed thorough rationalism in this practice, including a logical flow 

between goal (no matter where and when the procedure is implemented, no 
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matter whom the procedure is implement, the procedure can be implemented 

with high fidelity), method to meet the goal (delineate necessary steps 

and visualize the procedure), and mechanism to promote the methods (post 

the information on the wall, file the information in a portable binder). 

 

2 International Learning Community: Discovering Commonality 

The second theme emerging from study abroad participants’ 

“surprised me” reflection paper was international learning community. 

The theme emerged from their impression of characteristics of American 

students with disabilities and school staff dedication to better 

education, both of which were familiar to study abroad participants 

because of their experiences in Japan. 

 

(1) Characteristics of American students with disabilities. During 

their stay in the U.S., study abroad participants met many people. 

Participants felt overwhelmed, because people in the U.S. were quite 

different from Americans in appearance, language, and communication 

style. However, participants eventually found people with whom they 

felt familiar. The first group they felt familiar with was students 

with disabilities. One student wrote: 

During site visits, I saw a child with Down Syndrome who showed a 

brilliant smile while enjoying activities in a class, I saw a child 

with ASD work hard on a task in a vocational activity … these scenes 

looked exactly like those I experienced when I was a student teacher in 

a special school in Japan.  

 

(2) Staff dedication to better education. The next group of individuals 

with whom study abroad participants felt familiar was SPED teachers and 

other staff committed to supporting students with disabilities. The 

participants felt commonality when they saw U.S. teachers and other 

staff work hard to motivate students to learn and maximize students’ 

participation and independence. One student wrote: 

We observed a special education teacher, speech-language pathologist, 

and an administrator discuss a problem a child faces in a staff meeting. 

The discussion scene was enough for me to understand their commitment 

to special education. I understood that they are identical to Japanese 

special education teachers in their commitment to developing and 

implementing support and instruction to remove difficulties students 

with disabilities face. 

Feeling an association with U.S. staff became the foundation for 
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building an international learning community. Another student 

wrote: 

I was deeply impressed by understanding the fact that U.S. staff and 

Japanese teachers had a commonality in dedicating themselves to students’ 

independence and social participation. In the near future, I would like 

to be a teacher who strives for the same goal that is strived for by 

the staff who lives on the opposite side of the globe.  

It took 24 hours to travel from the student hometown to the host 

school districts. Study Abroad participants were exhausted by the long 

trip and time difference (i.e., jet lag). The physical exhaustion made 

them understand how far away the visited sites were located. 

Understanding the distance, in turn, enabled students to realize that 

association with SPED teachers and other staff in the U.S. is a global 

level of learning community.  

 

3 Necessity to Learn SNE Values in Japan: Discovering Themselves 

Discovering the characteristics of SPED practices in the U.S. made 

participants feel the necessity to study the characteristics of SNE 

practices in Japan. A sophomore student described her feeling of regret 

for not doing so.  

I deeply regret neglecting examining how special needs education in 

Japan can be characterized. My current knowledge of and experiences 

with special needs education in Japan are too limited to enable me to 

compare and contrast special education between the U.S. and Japan.  

As mentioned earlier, the VISEPUS involved two university faculty 

members, who were interested in curriculum and instruction for children 

from culturally and linguistically diverse backgrounds. Study abroad 

participants met the faculty to ask questions or provide comments about 

the representative journal articles written by the faculty. The intent 

was to help students understand that SPED researchers and practitioners 

in the U.S. make efforts to learn and adopt theories and practices 

developed in other cultures. Understanding this fact may encourage 

students to study Japanese SNE to such an extent that it allowed them 

to describe the SNE characteristics. The same sophomore student wrote:  

A faculty member at the university asked me what Americans could learn 

when they visit to special education programs in Japan. Unfortunately, 

I could not answer the question. That experience made me deeply feel I 

need to study more special needs education in Japan to the extent that 

enables me to describe the characteristics. 

  In contrast, a junior student attempted to describe the 
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characteristics of SNE in Japan from her three-week practicum 

experiences. The student wrote: 

In SNE in Japan, there are strengths unique to Japan. The examples 

include team teaching by which teachers collaboratively nurture each 

student within group contexts.  

 

Ⅳ  Unearthing Beliefs and Values Embedded in Japanese SNE 

Practices 

The first-hand experiences of SPED practices in the U.S. made study 

abroad participants notice thorough rationalism embedded in the U.S. 

SPED practices, a sense of belonging in an international learning 

community, and the necessity to study more about values and beliefs 

embedded in Japanese SNE practices. At this juncture, next steps for 

participants include exploring the values and beliefs embedded in 

Japanese SNE practices and exploring the possibility of sublating 

different or contradictory values between the U.S. and Japan to build 

effective special education practices.  

As described earlier, study abroad students noticed thorough 

rationalism embedded in SPED practices in the U.S. in contrast to 

Japanese SNE practices they experienced. Conversely, participants 

unconsciously characterized Japanese SNE practices as halfway 

rationalism, such as “similar to incidental use of peer support,” 

“similar to rare use of data sheet,” “similar to occasional use of 

individualized instruction,” “similar to rare use of visual support 

for teachers.” In post-study abroad discussions, halfway rationalism 

may be used as a guiding framework to explore the values embedded in 

Japanese SNE practices. Following was the content in the latest post-

study abroad discussion session, exploring the theory of halfway 

rationalism.  

In Japan, each lesson or each trial is regarded as a “once-in-a-life-

time” event. To competent teachers, turning their heads to data sheets 

even at a moment looks like discarding instruction or not taking care 

of their students. Therefore, collecting data during teaching is 

regarded as an inappropriate and insulting behavior in Japan. Instead, 

they record the data after the teacher dismisses the student. Data taken 

a long time after the response was emitted will most likely be inaccurate 

due to total dependency on memory. However, competent teachers do not 

underestimate the value of subjective evaluation for a student change, 

which can be felt through their intuitive sense. Rather, they believe 

that it is subjective evaluation that truly reflects a student’s change. 
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Study abroad students typically respond to the lecture by using 

“eye-opening,” “deepening my thoughts,” or “got goosebumps.” Once 

the values and beliefs embedded in SPED or SNE practices in both 

countries are described, it may be possible to sublate the two 

contradicting values to make current practices in Japan more effective. 

Following was the content in the latest post-study abroad discussion 

session, sublating two contradictory values.  

Under thorough rationalism, data should be taken for every trial to 

detect any slight change as timely as possible. The data should be 

collected at the same time that the trial was finished to guarantee 

accuracy. In contrast, under halfway rationalism, data should not be 

taken during a lesson or in front of students. Instead, it is recommended 

that teachers show respect for students by interacting with them in 

such a way that talking and listening occur simultaneously. One way to 

sublate the two sets of values may be to insert a data collection step 

for each trial as an interactive activity in which the student joins 

some steps of data recording tasks in an enjoyable manner. 

One of the study abroad students described the discussion as 

new discovery. 

The discussion reminded me of a practicum experience in which a special 

education teacher used self-evaluation sheet. At that time, I 

just  thought  the  practice  may  nurture  self-regulation. But, 

through the discussion, I had a different perspective. The practice 

can be described as sublating the two incompatible values.  

The new point of view prompted study abroad students to understand 

the importance of developing a data sheet that students can use 

accurately and enjoyably.  

The VISEPUS does not include follow-up sessions that help 

participants explore the beliefs and values embedded in SNE practices 

and discuss the ways of sublation between thorough rationalism and 

halfway rationalism using cases obtained in the practicum sites. 

Therefore, this paper did not present information about how they 

utilized what they learned in the following student teaching 

opportunities in SNE settings.  

 

Ⅴ Final Thoughts 

This paper described VISEPUS, a faculty-led study abroad program at 

Okayama University in Japan (VISEPUS). Participating VISEPUS students 

noticed differences and commonalities between SNE in Japan and SPED in 

the US. They had an opportunity to reflect on the beliefs and values 
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embedded in SNE in Japan. They also had an opportunity to learn how the 

conflicting beliefs and values between the two countries can be 

integrated to make SNE practices in Japan more effective. Future VISEPUS 

is expected to add follow-up sessions as a component of the program.  
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岡山大学教育学部特別支援教育教員養成における米国での海外研修プログラム 
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本稿は、岡山大学教育学部学校教育教員養成課程特別支援教育コース・専修学生を対象に

行われている米国での海外研修プログラムの意義と課題について論じたものである。まず、

プログラム実施の背景と目的、内容について述べた。続いて、海外研修に参加した学生の中

で共通して浮かび上がる意識体験を描写し、その意味について論じた。最後に、参加学生が

日本の特別支援教育実践の新たな価値を発見できるような授業の在り方について、若干の

考察を試みた。 
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子どもの主体的な身体表現を引き出すリトミックの
保育実践研究（第一報）

―保育施設における１･２･３歳児学級の事例を中心にして―

小竹　沙織　馬場　訓子　髙橋　慧　渡邊　祐三　髙橋　敏之

Childcare Practice Study of Rythmique that Draws Proactive Physical Expression from Children (1st Report)
―Mainly Including Cases of Classes for One, Two, and Three Years Old in a Childcare Facility―

Saori KOTAKE， Noriko BABA， Kei TAKAHASHI， Yuzo WATANABE， 
Toshiyuki TAKAHASHI



 

 

 

子どもの主体的な身体表現を引き出すリトミックの 

保育実践研究（第一報） 

―保育施設における１･２･３歳児学級の事例を中心にして― 

 

小竹 沙織※１ 馬場 訓子※２ 髙橋 慧※３ 

 渡邊 祐三※１※４ 髙橋 敏之※５ 

 

近年の先行研究を「身体表現」「音楽教育」「リトミック」「遊戯」をキーワードに概観す

ると，100 年を超える歴史の中で，リトミックの捉え方が変容していることと，リトミック

の新しい保育実践研究が必要であることが，明らかになった。そこで本論では，保育施設に

おけるリトミックの実践から，子どもが何を学び，何が育っているのかを論考した。その結

果，以下のことが示唆された。(1)１歳児学級の子どもは，保育者の模倣を活発に行う段階

である。(2)２歳児学級においては，子どもが自由に想像し表現できるよう，保育者は，配

慮する必要がある。(3)３歳児学級においては，表現することの楽しさを通して心が解放さ

れる気持ち良さを感じることや，リトミックの主題や保育者の姿に集中することや，何か

を達成する喜びを感じること等が重要である。 

 

キーワード：子ども，身体表現，リトミック，保育実践，１･２･３歳児学級 

 

※１ 御南まんまるこども園 

※２ くらしき作陽大学子ども教育学部子ども教育学科 

※３ 作陽音楽短期大学音楽学科幼児教育専攻 

※４ 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生 

※５ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ リトミックにおける新しい保育実践開発の必要性 

 本論は，子どもの主体的な身体表現を引き出すリトミックの保育実践研究の

第一報として，保育施設における１･２･３歳児学級の事例を中心に考察するも

のである。先ず，「身体表現」「音楽教育」「リトミック」「遊戯」をキーワード

に近年の学術研究の成果を俯瞰しながら，保育における現状と問題点を探って

みよう。 

 

１ リトミックの指導や援助における困難 

 遠藤晶（2006）(1)は，保育者が感じている身体表現活動の指導の難しさを調

査した。第１に，子どもが保育者の話や音楽を聞く等の基本的なことができな

いことである。第２に，子どもが自発的・創造的な表現をしないことである。

第３に，解放的な活動の保証と保育意図の達成の両立である。保育者からは，

「ふざけてしまう」等の回答があった。また，「子どもの表現をうまく引き出せ
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ない」等，保育者自身が苦手意識を持っていることが判明した。 

多胡綾花（2012）(2)は，身体表現は，表現の基本であると考えられる一方で，

「音楽リズム」や「絵画製作」が優先され，十分に実践されてきたとは言いが

たいと述べている。また，多胡（2012）の研究調査から示唆されるのは，「身体

表現遊び」における段階的な保育を行う必要性である。乳児期を始点とする発

達過程に適合した保育実践の開発が求められる。 

岩崎光弘（2012）(3)は，「一般的に，現在の遊戯には子どもによる自由な表現

や想像，創造的な表現が取り込まれているとは思えない」と指摘した上で，リ

トミックの「表現の仕方，動きの自由さ」が遊戯にはないとし，現在の保育に

おけるリトミックの有効性を主張している。 

多胡彩花（2013）(4)の研究からは，保育者の手本・見本・模範としての役割

の重要性が窺い知れる。一方で，それが表現の押し付けになってはいないかと，

多くの保育者が悩むところにもなっており，指導の難しさが確認できる。 

以上の先行研究の概観から，保育現場におけるリトミックの指導や援助は，

非常に困難である現状が明らかになった。 

 

２ リトミックに対する認識の変容 

リトミックとは，身体運動を通して行う音楽教育法として創案されたもので

ある(5)。音楽を聞く，歌う，演奏する，作るといった音楽教育の学びを，身体

を動かす経験を通して感じ取っていくのがリトミックの教育法だと言える。 

長島礼（2010）(6)は，保育者のリトミックに対する理解が音楽教育と人間教

育の枠組みで分類できることを示した。音楽教育とは，「リズム感を養う，音楽

的な感性を養う，音楽的なセンスを高める」というもので，人間教育とは「豊

かな人生を築くために必要な能力（想像力，創造性，自己表現能力，社交性，

集中力，瞬発力，反射性等）の発達を促す」というものである。土井禮子（2011）
(7)は，「心の教育，情操教育の中心となる」音楽と「体の教育，健康教育の中心

となる」体育が含まれるリトミックは，「心と体の健全な発達が強く望まれ」る

幼児教育にいて重要だと指摘している。岩崎光弘（2012）(8)は，リトミックの

特徴として「自由な表現」「自発性」「動きの自由さ」等を挙げ，音楽教育の枠

組みを超えて保育内容 5 領域を包含した活動を行うべきであると主張した。多

胡彩花（2013）(9)は，身体表現遊びをする上で，多くの保育者が，「十分に体を

動かす」「友達と一緒にあそびを楽しむ」「自分なりに表現する」「保育士と一緒

にあそびを楽しむ」ことを重視しているとした。長島礼・五味克久（2014）(10)

は，『幼稚園教育要領』や『保育所保育指針』で重視されている「自己表現」と

「コミュニケーション」の観点で今後のリトミックを展望する必要性を論じて

いる。井上裕子（2015）(11)は，「リズム運動を教えることは音楽を基盤とするも

のであるが，単に音楽学習の準備であるにとどまらず，むしろそれ以上に一般

教養の一体系である」との見解を示している。 

以上の先行研究の概観から，リトミックの捉え方は創案当初のものから変容

していることが確認できる。 
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Ⅱ 保育施設の１･２･３歳児学級におけるリトミックの実践 

１ 保育実践の研究目的 

前述した先行研究の概観から，100 年を超える歴史の中で，リトミックの捉

え方が変容していることが洗い出され，同時に，リトミックの新しい保育実践

研究が必要であることが浮き彫りにされた。つまり，実際に保育現場で働く保

育者はリトミックの名前は知っていても，リトミックとは何なのか，自分が行

う保育はリトミックと呼ぶことができるのか，リトミックの活動をするために

はどのような活動をすれば良いのか等の判断が難しく，保育方法に悩んでいる

という事実がある。そして，リトミックを取り入れてみたいと思っても，そも

そも何をすれば良いのか，また，どんな活動をすれば子どもにとって有意義に

なるのか，よく分からないといったリトミックの活動の困難さを感じていると

予想される。また，一般のリトミック教室で行われるリトミックと保育施設で

行われるリトミックには相違点があり，指導する側がねらいとする子どもの姿

も異なることが推察される。そして，保育施設で行われるリトミックは，子ど

もの学びや身に付く力が多様であることが予想される。以上のようなことを前

提にして本論では，実際に保育施設で行われるリトミックの実践から子どもに

どのような力が付くのか，そして，今後の保育施設におけるリトミックの望ま

しい在り方とはどのようなものかについて保育実践を基に考察する。 

 

２ 研究方法 

（１） 園の概要 

構造：鉄骨造１階建，敷地面積：1288.02 ㎡，延床面積：453.32 ㎡，所要室：

乳児室・遊戯室・保育室（２室）・給食室・相談室・事務所等，利用定員：満３

歳児以上 10 名，満１歳以上～満３歳未満の子ども 22 名，満１歳未満の子ども

８名，計 40 名。 

 

（２）実施対象及び指導者 

Ｏ県Ｐ市内の私立Ｘ保育園の１歳児学級 19 名，２歳児学級 14 名，３歳児学

級 13 名を対象にした。『保育所保育指針』は，「ねらい」と「内容」を，乳児（０

～３歳未満児）と幼児（３～６歳児）で区別している。そのため，３歳児の実

践は本来，１・２歳児ではなく４・５歳児と同じ区分で実践するのが望ましい。

しかし，Ｘ保育園には，当時４・５歳児が在園していなかったことから，『保育

所保育指針』における区分に則ることよりも，発達過程による違いや変化の考

察を優先させるために，１～３歳児の区分で実践を行った。また，指導者につ

いて，学級担任ではない一人の保育者が一貫して１～３歳児のリトミックの活

動の指導に当たった。 

 

（３）観察日 

201X 年１月 19 日（１～３歳児学級）。 
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（４）カンファレンス日 

201X 年２月 21 日（１～３歳児学級）。 

 

（５）実施方法 

保育者から活動のねらいを聞き取りした上で，１～３歳児それぞれのリトミ

ックの活動時間に保育者と子どもの姿や発言等を観察・記録する。後日，保育

実践後に記入した保育者の成果・反省や第 1 著者の感想・考察等を基にカンフ

ァレンスを行い，子どもの育ちや保育者が考える子どもの育ってほしい姿，リ

トミックの活動中に保育者が意図していたこと等を議論した。 

 

（６）倫理的配慮 

本論のデータ収集を実施した保育園は，保育実践研究に積極的な私立園であ

り，園長が保護者に対し，年度当初に子どもの作品や発言等を，学術論文を含

む研究に使用する許諾を取り，合意形成しているので，倫理的配慮には全く問

題はない． 

 

３ １歳児学級のリトミックの実践例 

（１）実践記録 

実際の保育で行われたリトミックの実践の概要については，表１に示した通

りである。 

 

（２）保育観察の分析と考察 

１歳児学級は，「冬の森の中で」を主題にリトミックを行った。森に住むウサ

ギやクマやオオカミに変身することで，ピアノの音だけではなかなかイメージ

しづらい 1 歳児学級の子どもも想像しやすく，表現しやすいような主題になっ

ている。また，ウサギでは「ジャンプ」，クマでは「這う」，眠る音楽では「転

がる」，散歩の音楽では「歩く」，オオカミの音楽では「走る」というように，

色々な体の動きができるようになっており，子どもは伸び伸びと身体を動かし

ていた。 

ピアノの音のみで「これはウサギの音楽だ」「これはクマの音楽だ」と判別す

ることは難しいため，ピアノの音楽が変わる度に保育者が「ピョンピョンウサ

ギさんがやってきたよ」「次はのっそりクマさんだよ」と具体的な言葉掛けを行

い，音の違いを感じられるようにしていた。多くの子どもがピアノの音が変わ

った瞬間に，今までしていた動きを止め，ピアノの方へ視線を向けたり保育者

の様子を伺ったりしていたことから，ピアノの音をよく聞こうとしていること

が確認できる。特に，オオカミの音楽では，それまでと明らかに音が低く，怖

いイメージの音楽だったため，保育者の言葉掛けがある前に「あ，オオカミじ

ゃない？」と気付く子どもも見られた。つまり，音の高さやリズムの違いから

音楽の雰囲気の違いに気付いていることが読み取れる。しかし，音の違いには

気付くものの「ウサギさんだよ」「クマさんだよ」と保育者に言われても，子ど
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もはどう動いて良いか分からない様子だったため，保育者がウサギの真似をし

てジャンプしたりクマのように這ったりしている姿を，子どもなりに模倣しな

がら動いていた。１歳児学級の子どもは，自ら感じたままに動くという段階で

はなく，保育者の模倣を日々行うことで，徐々に自分なりに表現することを身

に付けてゆくと推測できる。 

この模倣の段階では，１歳児学級の子どもが見たことがある身近なものとし

て動物等が表現しやすく発達過程に合っていると考えられる。また，「ジャンプ」

や「這う」といった動きよりも「歩く」「走る」といった日常的によく行われる

動きの方が表現しやすいようだったため，なかなかリトミックに取り組みづら

い子どもには無理に誘うことなく，保育者自身が楽しんで表現する姿を見せ，

動きやすい表現の時に一緒に手を繋いで歩くといった誘い方が効果的であると

考えられる。また，子どもが少しでも表現しやすいように具体的な言葉掛けや

分かりやすい音楽を取り入れることに配慮しなければならない。 

 

（３）保育者との実践の振り返り 

１歳児学級のリトミックにおける育ってほしい姿としては，模倣を楽しむこ

とと，のびのびと表現することが挙げられる。 

Ｘ保育園では，リトミックのみの年間計画を立てているわけではなく，月案

や週案に記載されているねらいを達成するための１つの手段として，リトミッ

クの活動を行っていた。また，子どもが普段の生活で歌っている曲や聴いてい

る曲を使って，リズム遊びや表現遊びを実践していた。特にＸ保育園では，遠

足や園外活動の後に，よく行われていた。これは，その場では見ていただけか

もしれない園外で受けた感動や経験を，園に戻った後で，記憶が鮮明な内にも

う一度振り返り，自分なりに表現することを保育のねらいとしているからであ

る。つまり，子どもに自分の思いや感じたことを表出させることができると共

に，園外での経験を子どもの記憶に残すことができる。幼稚園や保育園で動物

園に行った時，園に帰ってから画用紙にクレヨンで動物の絵を描くというよう

な活動は色々な保育所で行われているが，これも子どもが経験したことを自分

なりに表現する活動の一種であり，リトミックも表現の仕方は異なるが，自分

の思いや感じたことを表現する１つの手段であると言える。「絵を描く」という

のは，１歳児学級の子どもの発達過程では，描画行為としては簡単であっても，

描画媒体を使いこなすという点では，学習訓練と経験の蓄積が必要な活動であ

る。しかし，身体表現や音楽表現では，１歳児学級の子どもも取り組みやすい

ため，リトミックは，子どもにとって負担感や抵抗感の小さい活動だと言える。 

本論のリトミックの実践における保育者の評価と反省としては，「月齢の低

い子どもは，初めは入りづらい様子が見られたが，徐々に慣れてくると動きが

見られた。いつもはピアノの音が止まったら子どもも止まっていたが，今回は

止まるところで不協和音を鳴らすようにすると，子ども自ら耳を傾けて止まる

姿が見られた」という意見から，子どもは不協和音に対して反応できることが

分かる。また，「やはりこのくらいの年齢には，模倣表現やストーリー性のある
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ものが入りやすい。また，ピョンピョンやノソノソ等の擬態語でイメージしや

すいように言葉掛けをした」ということだった。 

子どもがどう動いて良いか分からない様子の場面があったが，それは分から

ずに止まっているのではなく，保育者の様子や動きをよく観察し，子どもなり

に学習し記憶するために動かなかったと保育者は，推測していた。１歳児学級

の子どもの発達過程では，保育者の模倣が非常に活発に行われる段階であると

改めて見取ることができる。 

 

４ ２歳児学級のリトミックの実践例 

（１）実践記録 

実際の保育で行われたリトミックの実践の概要については，表２に示した通

りである。 

 

（２）保育観察の分析と考察 

２歳児学級も１歳児学級と同様，「冬の森の中で」を主題にリトミックを行っ

た。１歳児学級で行った森の動物に加えて，「北風小僧の寒太郎」の音楽を取り

入れて風になったり，雪や氷を身体で表現したりした。「北風小僧の寒太郎」は，

子どもがこの時期に，毎日のように歌っている歌であるため，親しみがあると

共に，日々の保育との繋がりがある。つまり，リトミックをするための音楽で

はなくなり，リトミックの活動は，日常の保育の一環として行われていること

が了解できる。 

保育者の言葉掛けは，１歳児学級の実践のように「風になるよ」といった具

体的なものではなく，「ヒューヒュー」というような擬音語を使っていた。子ど

もは音楽と保育者の言葉掛け，そして保育者の動きから風だと感じ取り，身体

で風を表現していた。風自体を表現する子どももいれば，自分自身が風に吹か

れている様子を表現している子どももいた。風の表現では，保育者の模倣がほ

とんどであったが，模倣をしながら自由に身体を動かし，表現することを楽し

んでいた。 

動物の表現においても，何の動物なのかは言葉で示さず，子どもが表現する

のを待ったり，「だーれだ？」と問いかけたりして子ども自身でウサギやクマを

イメージできるようにしていると考えられる。保育者は手を頭上に挙げ，ウサ

ギの耳を表現しながら飛び跳ねていたが，子どもの中には，しゃがみ込み両手

を床につけながら飛び跳ねる姿が数人見られ，１歳児学級の子どもと比べると

自分なりに表現する力を身に付けて来ていると考えられる。 

ピアノのリズムに的確に合わせて動くことができる子どもは少ないが，音楽

の速さを速くすると，子どもの動きも速くなる様子から，音の速さの違いを感

じ取っていると言える。 

１歳児学級では行わなかった雪や氷（固まる・溶ける）の表現は，動物と比

べると具体的なイメージが掴みにくく，表現が難しいと思われる。特に，氷の

表現は，第１著者が観察した限り，子どもが氷を想像して固まったり溶けてい
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たりしたのかは確定できなかった。しかし，保育者の動きをよく見て真似して

動いていたことから，模倣がよく行われていることは確認できた。氷のイメー

ジを伝えるためには，「氷になってみよう」と具体的な言葉掛けがないとしても，

保育者が「キーン」「カチッ」等といった擬音語を使用すると子どもが氷をイメ

ージしやすく，氷を想像しながら表現できると推察される。 

 

（３）保育者との実践の振り返り 

２歳児学級のリトミックにおける育ってほしい姿としては，１歳児学級の子

どもの姿に加えて友達と一緒にすることを楽しむということが挙げられた。つ

まり，自分と他者を感じられるようになるということである。また，音を感じ，

音の変化によく耳を傾け，「注意」の力を育てることも大切である。さらに，主

題の世界に入り込んでなりきることを楽しむということも挙げられる。これは，

３歳児学級の実践にも繋がることである。 

本論で実践したリトミックにおける保育者の評価と反省は，「１歳児学級の

子どもがしている様子を｢かわいいね｣等の言葉にしながら，異年齢児がリトミ

ックをする様子をとても興味深く見ていた」「１歳児学級と同じ動物の表現を

入れていたが，動く速度を変えたり，リズムに変化をつけたりすることで年齢

の発達の差をねらった。子どもは，よく音を聞いて動くことができていた」と

いう意見があった。同じ主題や内容でリトミックを行っても年齢によって表現

は異なり，発達過程や年齢の差に合わせて保育者が表現を導いていくことや，

ねらいを設定することが大切である。また，リトミックが終わった後に，子ど

もから「あー楽しかった」「またしたい」という言葉が自然に聞かれたが，これ

は主題の世界に入り込めた証拠であり，なり切ることを楽しみ，保育のねらい

を達成できたと言えよう。 

子どもがリトミックに対する達成感や満足感を感じられるよう援助するこ

とも，保育者の非常に大切な役割である。そのため，子どもの表現をよく観察

し，「大きくジャンプできているね」「かっこいいクマさんだね」等の認める言

葉掛けを適宜行うようにすべきであろう。 

氷の表現については，実践時の状況では，よく分かっていない子どももいた

と思われるが，その後，園で氷作りを毎日行うようになり，子どもは「氷って

固いんだ」と話したり，太陽が出てくると「あー溶けちゃった」と話したりし，

氷に関する経験が蓄積されてきているため，また改めて氷の表現をするリトミ

ック行うと新たな表現が見られると予想される。 

動物の表現においても，雪や氷等の物の表現においても，子どもの経験によ

って表現の幅は異なり，年齢が上がるごとに数多くの自由な表現が見られるよ

うになるのは，実際の経験やリトミックの経験を積み重ねてきたからであると

推察できる。また，どの表現においても「この音楽はこの動き」と画一的な表

現を指導するのではなく，子どもが自由に想像し表現できるよう，保育者は配

慮する必要がある。 
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５ ３歳児学級のリトミックの実践例 

（１）実践記録 

実際の保育で行われたリトミックの実践の概要については，表３に示した通

りである。 

 

（２）保育観察の考察と分析 

３歳児学級の子どもは「冬の自然」を主題にリトミックを行った。風の表現

では，保育者が手を広げる，手をなびかせるように動かす，手を頭上に挙げて

回るなど様々な動きをしており，子どもは，その動きを見ながら自分が好きな

動きを繰り返し表現していた。２歳児学級の実践と比べると，子どもの表情か

ら，風になりきっている様子が読み取れた。 

雪の表現では，保育者が「何の音かな？」と子どもにピアノの音をよく聞か

せた後，「あ，雪だ！」と言うと，子どもは口々に「雪だ，雪だ！」と言い，手

を雪が上から降るように動かしたり，上を見上げたりしており，２歳児学級の

子どもよりも，表現の幅が増えている様子が見られた。また，保育者が雪を集

めて投げる雪合戦のような動きをしたり，雪だるまを作るような動きをしたり

すると，子どもも一斉に雪を投げる動きを始め，しっかりと雪を想像して表現

していることが見取れた。しかし，雪合戦の表現が楽しくなり過ぎると，数人

の子どもは，身体を動かすことに夢中になってしまい，ピアノの音を聞くこと

ができなくなっていた。そこで，主担当の保育者（ピアノを弾く保育者）が，

子どもが驚くような氷の固まる音楽を何度か弾くと，ピアノの音に気付き，輪

の中に戻っていった。このことから，子どもの動きが活発になり過ぎて，ピア

ノの音を聞くことが難しくなってきた場合には，音楽を変えたり，落ち着いた

音楽に変えたりすると，子どもの集中を取り戻すことができると考える。 

ピアノの音楽が変わった時，１歳児学級では，保育者が「しー」と静かにす

るよう呼び掛けることで，音に耳を傾けるようにし，２歳児学級では，動きを

止めた保育者の姿を見て，子ども自身も動きを止めていた。３歳児学級では，

音楽が変わったことに気付き，自然と動きが止まり，手を耳に添えて音楽を聞

こうとしている姿が見られた。この様子から，音楽の変化に合わせて，子ども

が表現する想像の世界を楽しんでいたと言える。これは，３年間リトミックを

継続的に行った成果として，音楽を聞こうとする力が身に付いていると考えら

れる。表現の面においては，１歳児学級の実践では，保育者の模倣が中心であ

った。一方，３歳児学級の子どもは，保育者の模倣は見られるものの，常に保

育者に目を向けるというよりも，子ども同士で表現をしたり，自分なりに表現

を楽しんだりする姿が見られた。表現することを心から楽しめるのは，継続的

なリトミックの実践による結果であると考える。 

 

（３）保育者との実践の振り返り 

３歳児学級のリトミックの活動において，育って欲しい子どもの姿としては，

２歳児学級と同様に，友達と一緒に動くことを楽しむことに加え，友達と一緒
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に創造することが挙げられる。友達と一緒に創造する遊びとしては，例えば，

見立て遊びがある。本論のリトミックの例でいうと，雪の音楽が流れている時

に，子どもそれぞれが雪をイメージし，雪合戦の動きをしていたように，友達

と一緒にイメージを創り上げるといったことが，具体例として挙げられる。 

３歳児学級のリトミックの活動における保育者の評価と反省としては，「最

初の風の表現では，２歳児学級とは違う音色を入れることで，子どもの動きも

全く違うものになり，その子なりの風になって動けていた」とあったように，

保育者自身が意図して，３歳児学級の子どもができる動きになるように，ピア

ノの音の表現を変えていた。同じ主題や内容でリトミックを行っても，年齢や

発達過程によって見られる動きは変化するため，発達の差を考慮してピアノの

リズムに変化をつけたり，速度を変えたりすると，発達過程に合ったリトミッ

クを実践することができると考えられる。 

雪の表現では，保育者が予想していた以上の表現が見られ，子どもの姿から

想像することを楽しんでいたと考えられる。氷の表現においても，何度も繰り

返す中で色々なイメージが子どもの中で湧いたり，スケートをした経験がある

子どもの表現を見て真似したりして，子どもそれぞれの面白い氷の表現が見ら

れた。このように予想を超えた保育の展開には，より面白くて楽しいリトミッ

クになるよう，弾いているピアノの音楽を即興でアレンジしたり，音楽の長さ

を長くしたりする等，瞬時に対応する能力が必要である。 

３歳児学級では，保育者がこれからリトミックをすることを伝えると，第一

声に「やったー！」という子どもの声が聞かれることが多く，リトミックを純

粋に楽しんでいるということが，明らかになった。さらに，実際にリトミック

をしている子どもの表情からも，リトミックの活動を楽しんでいることが読み

取れた。３歳児学級の子どもは，表現することが楽しいと感じるだけではなく，

心が解放される気持ち良さを感じること，リトミックの主題や保育者の姿に集

中すること，何かを達成する喜びを感じること等，様々な肯定的な気持ちを感

じていると考えられる。 

 

Ⅲ 保育施設におけるリトミックの必要性 

１ 現場保育者のリトミックに対する認識 

先述したように，元々リトミックは音楽教育法として考案され，一般的には

ピアノ等の演奏や歌唱のための基礎作りとして，リズム運動やソルフェージュ

的な要素を取り入れながら，いずれは即興へとつながる音楽に主軸をおいたカ

リキュラムが用意されている。しかし保育においては，子どもの表現活動は自

発的な活動であり，かつ発達が未分化であることを前提に，表現に関するそれ

ぞれの領域（音楽・造形・身体・言語）を総合的に指導することが望ましいと

されている。そのような背景の下，保育におけるリトミックは，本来のリトミ

ックとはねらいや内容が変容してきたと考えられる。保育者の大半は，「リトミ

ック」と聞けば，「音楽を聴き，自由に身体表現をする」という音楽を基に身体

表現に重点を置いた活動を想起するだろう。そこにリトミック教室と保育にお
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ける活動のねらいや内容の大きな違いがある。一方で，そもそも保育者自身が

リトミックの指導に熟知していない現状があるとも考えられる。 

リトミックを学ぶ機会は，養成時に授業を受講していれば基本的な理論は学

んでいる可能性はある。しかし，そのような科目は，現在の保育に関する免許

状や資格取得において必修科目には位置付けられておらず，受講するのは興味

のある学生のみである。そのため就職後，保育者らは，試行錯誤しながら自分

の今までの経験やイメージを基に実践したり，先輩保育者の行うリトミックを

見様見真似で保育に取り入れたりしているのが現状だろう。自分が理論に裏付

けられたリトミックを実践しているのか，自分がしている活動が果たしてリト

ミックと呼べるのかと疑問に思う保育者も少なくないと考えられ，実際に，リ

トミックと音楽遊びやリズム遊び，身体表現との明確な違いを説明できる保育

者は多くは存在しないだろう。しかし，就職後に専門的なリトミックの研修を

受けられる機会にもなかなか恵まれない。子どもの実態に合わせて実践を積む

ことも重要ではあるが，現在，保育の質の向上を目指した様々な研修制度の確

立が課題となる中で，リトミックに関しても理論を踏まえて実践を行えるよう

な研修の導入が期待される。 

 

２ 低年齢児のリトミック指導 

低年齢児の子どもにとって，音楽表現と身体表現の親和性が高いことは，生

活の中で音楽を聴きながら体を揺らしたり歌いながら踊ったりなどの姿が多く

見られることからも，明らかである。そのためリトミックは，保育内容として，

発達上無理なく取り入れやすい活動であると同時に，始めは模倣から始められ

る保育者や友達と一緒に楽しめる活動の１つでもある。平成 29 年告示の『保育

所保育指針』では，保育内容「表現」の１歳以上３歳未満児の保育に関する内

容の１つに，「音楽，リズムやそれに合わせた体の動きを楽しむ」(12)が挙げら

れている。それについて，「保育士等や友達など身近な他者と一緒に楽しむ中で，

同じリズムで体を動かしているうちに自ずと心が共鳴し，一体感を味わうこと

の喜びも感じるようになる」(13)と解説されるように，他者と楽しい活動を共有

し楽しむことが，生きる力の基礎となる心情・意欲，態度を育てることにもつ

ながっていく。そのような育ちを期待するためには，なるべく早い発達過程か

らリトミックに親しめるような活動を取り入れ，その楽しさを伝えていくこと

が望ましいだろう。 

活動を楽しむための主題設定は，特に重要であり，子どもがイメージしやす

く分かりやすいものであることが，必須条件となる。例えば，本論の事例にあ

るように，先ずは，親しみのある動物になる（なり切る）など，子どもにとっ

て興味や関心に沿った身近な題材の設定が望ましい。また，低年齢児には，保

育者自身が楽しみながら具体的な表現モデルを示すことが必要であり，保育者

は，それを子どもが模倣するという自覚をもつことが重要である。保育者のモ

デル提示がかえって子どもの表現の幅を狭めないよう，保育者には固定概念に

とらわれない多様な表現力が求められると言えるだろう。 
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表１．保育施設における１歳児学級のリトミックの実践事例 

観察日時  201X 年１月 19 日 10：05～10：10 
対象・指導  １歳児学級／男児 10 名・女児９名，指導者 M.N. 

ねらい  ピアノの音を聞いて動いたり模倣したりして遊ぶことを楽しむ。  

子どもの動きと言葉  保育者の動きと言葉  音楽  
○歩く  
・保育者や周りの子どもに付

いていくように歩く。  
○ウサギに変身する。（ジャ

ンプ）  
・保育者の真似をして両手を

頭の上に乗せウサギの耳

をつくりながら，ジャンプ

する。  
○クマに変身する。（這う）  
・保育者の這う姿を見てか

ら，真似をするように這

う。  
 
 
○眠る。（転がる）  
・寝転がる子どももいれば，

どうしてよいか分からず

立ったまま固まる子ども

もいる。  
○歩く。  
 
 
 
 
 
○止まる。  
○再び歩く。  
○オオカミが出てくる音を

聞く。  
・不安そうな顔をし，動きを

止める。  
・「オオカミ？」と言う子ども

がいる。  
○走る  
・「きゃー」と声を上げながら

思いきり走る。  
○集まる。  
 
 
○雪が降ってくる音を聞く。 
 
 
○スキップをする。  
・ギャロップのような子もい

れば走ったり歩いたりする

子もいる。  

 
 
 
・「ピョンピョンウサギさん

がやってきたよ」と言葉を

掛け，ウサギの真似をしな

がらジャンプする。  
 
・「次はのっそりクマさんだ

よ」と言葉を掛ける。  
・這っている最中は，「のし，

のし」とピアノのリズムに

合わせながら繰り返し言

う。  
・「は～何だかたくさんお散

歩して疲れちゃった」「お

やすみ」と話しながら寝転

ぶ。  
 
・「みんな，起きて！お散歩に

行こうよ」と言葉を掛け

る。  
・手を大きく振り，「いち，に，

いち，に」と言いながら，

リズムに合わせて歩く。  
 
 
 
・歩く動作をピタッと止め，

固まる。  
・立ち止まり，「あれ？誰？」

と話す。オオカミの音楽が

徐々に大きくなったら「大

変だ！オオカミだ！逃げ

ろー！」と言葉を掛ける。

 
 
・「逃げて」「しー」と言いな

がら体を丸めて小さくし，

サークルの中へ集まる。  
・明るい表情へと変わり，

「あ，雪が降ってきた」と

子どもをサークルの外へ

誘う。  
・手で雪を表現しながら「雪

だ～」と言い，スキップを

する。  

♪もりのこみち  
 
 
♪ウサギ  
 
 
 
♪クマ  
 
 
 
♪シューベルトの子守歌  
 
 
 
 
♪もりのこみち  
 
 
 
 
 
 
♪即興  
♪もりのこみち  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪即興  
 
 
♪雪  
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表２．保育施設における２歳児学級のリトミックの実践事例 

観察日時  201X 年１月 19 日 10：10～10：15 
対象・指導  ２歳児学級／男児 12 名・女児２名，指導者 M.N. 

ねらい  ピアノの音色やリズムを感じながら動いたり表現したりすることを楽しむ。  

子どもの動きと言葉  保育者の動きと言葉  音楽  
○風になる。  
・手をなびかせ，風になりきっ

て小走りする。  
○ピアノの音を聞く。  
・保育者の動きが止まり，ピア

ノの音に耳を傾けている様

子から動きを止めて立ち止

まったり，保育者の真似を

して耳に手を添えて音を聞

く子どももいる。  
○スキップをする。（雪）  
・スキップをする子ども，ギャ

ロップをする子ども，走る

子どもがいる。  
○ピアノの音を聞く。  
・音が変わったことに気付き，

立ち止まる。  
 
○氷になって固まる。  
・保育者の真似をして固まる

子もいれば，よく分からず

周りの様子を伺っている子

どももいる。  
○スキップをする。  
 
○氷になって溶ける。  
・保育者の様子を見て真似を

しながら一緒に倒れる。  
（氷の固まる，溶ける表現と

スキップをランダムに繰り

返す。）  
○ウサギに変身する。（ジャン

プ）  
・手を挙げ耳をつくりながら

ジャンプする子どももいれ

ば，しゃがんで両手を床に

つけながらジャンプする子

どももいる。  
・リズムが速くなったら速く

ジャンプする。  
○クマに変身する。（這う）  
・初めはゆっくり這うが，リズ

ムが速くなると速く這う。  
○眠る。  
○スキップをする。（雪）  

・「ヒューヒュー」と言いなが

ら手を横に広げ，小走りす

る。  
 
・素早く動きを止め，子どもが

ピアノの音に注意を向ける

ことができるよう，耳に手

を添えてピアノの音をよく

聞く。  
 
 
・明るい表情でスキップをす

る。  
 
 
 
・「あれ？」と言葉を掛けるこ

とで，音が変わったことに

気付きにくい子どもが気付

けるようにする。  
 
・「あっ」と言いながら，動き

を止め，固まる。  
 
 
・♪ゆきやこんこが聞こえて

きたら，スキップをする。

・「あ～」と言いながら，力が

抜けて膝から崩れ落ちるよ

うに倒れこむ。  
 
 
・「ピョン，ピョン」と言いな

がら手を挙げウサギの耳を

つ く り な が ら ジ ャ ン プ す

る。  
 
 
 
 
・「誰だ？」と問いかけたり，

子どもが動き始めるのを少

し待ってから這う。  
 
・寝転がる。  

♪北風小僧の寒太郎  
 
 
♪即興  
 
 
 
 
 
♪雪  
 
 
 
 
 
 
♪氷（固まる）  
 
 
 
 
♪雪  
 
♪氷（溶ける）  
 
 
 
 
♪ウサギ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪クマ  
 
 
♪シューベルトの子守歌  
♪雪  
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表３．保育施設における３歳児学級のリトミックの実践事例 

観察日時  201X 年１月 19 日 10：15～10：25 
対象・指導  ３歳児学級／男児８名・女児５名，指導者 M.N. 

ねらい  冬の自然の中で感じたことを友達や保育士と一緒に表現することを楽しむ。  

子どもの動きと言葉  保育者の動きと言葉  音楽と子どもの様子  
○風になる。  
・保育者の真似をして，くる

くる回ったり手を風に見

立ててなびかせたりする。 
 
 
○ピアノの音を聞く。  
・風とは異なるピアノの音

が聞こえてくると，動きを

止めたり，しゃがんだりし

て音を聞こうとする。  
 
○自由に雪の表現をする。  
・「雪だ～！」と言いながら

手を雪が降るように動か

したり，保育者の真似をし

て雪合戦や雪だるまを作

る動きをしたりする。  
 
○寒さを感じる。  
・保育者の真似をして寒が

る子もいれば，何を表現し

ているのか分からずにい

る子もいる。  
 
○氷になって固まる。  
・音を聞いて動きは止まる

ものの，何の音なのかは分

かっていないようである。 
 
○氷になって溶ける。  
・保育者の真似をして倒れ

る。  
（自由な雪の表現，寒さを感

じる，氷をランダムに繰り

返す）  
 
○氷上での表現をする。  
・保育者の真似をしながら，

滑る・回転する・踊るなど

の表現をする。  
 
 
○スキップをする。  

・あらかじめ子どもに「寒い

ね」と言葉を掛ける。  
・走りながらくるくると回

る。  
・手をなびかせる。  
・手を飛行機の羽のように

上下に動かす。  
・動きを止める。  
・両手を耳に添えながらピ

アノの音を聞く。  
 
 
・「あ，雪だ！」と言葉を掛け

る。  
・手で雪が降る様子を表現

したり，雪合戦や雪だるま

を作る表現をしたりする。

 
 
・「寒いよ」と言葉を掛ける。

・寒さで震える動作をする。

 
 
 
・凍えた様子のまま「あっ」

と言って固まる。  
 
 
 
・力が抜けて膝から崩れ落

ちるように倒れこむ。  
 
 
・「シュー，シュー」と滑って

いるような擬音を言う。  
・スケーターのように滑っ

たり回ったりする。  
・スケートリンクの上にい

るように踊る。  
・スキップする。  

♪北風小僧の寒太郎  

 
 
 
♪雪  
 
 
 
 
♪雪（短調）  
 
 
 
 
 
 
 
♪氷（固まる）  
♪ 氷 （ 溶 け

る）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪スケーターワルツ  
 
 
 
 
 
♪雪  
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Ⅳ 総括と課題 

第１著者が，幼い頃リトミック教室へ通っていた経験から，現場で働く保育

者が挙げるリトミックによって身に付く最も大きな力として音楽的な学びの要

素である「リズム感」が，第一に挙げられると当初は考えていた。しかし，研

究協力園であるＸ保育園は，全く異なる部分にねらいを定め，リトミックを取

り入れた保育を行っていた。それは，子どもの「表現」の力である。Ｘ保育園

では，表現力や想像力といった豊かに生きる為に必要な人間の能力の部分に重

点を置いてリトミックが行われていた。このことから，リトミック教室で行わ

れるリトミックと保育所で行われるリトミックには異なる点があり，指導する

側がねらいとする子どもの姿も異なるのではないかと考えた。そして，保育所

で行われるリトミックから身に付く力は，多様なのではないかと推察した。以

上のような理由から，本論では，実際に保育所で行われるリトミックの実践か

ら，それによりどんな力が子どもに身に付くのか，そして今後の保育所におけ

るリトミックの在り方について考察してきた。第二報では，保育施設における

４・５歳児学級の事例を中心にして，子どもの主体的な身体表現を引き出すリ

トミックの保育実践研究を報告する。 
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When we outline recent prior-research with key words, “physical expression”, 

“music education”, “Rythmique”, and “play”, it was clarified that how we 

consider Rythmique had been changed in the history over 100 years and new study 

for Rythmique practice is required. Accordingly, this article discussed what 

children learn from Rythmique practice in a childcare facility and what is grown. 

As the result, the followings were suggested. i. One years old children are in a 

phase where they actively imitate their guardians. ii. For a class for two years 

old children, guardians need to take care of children so that they can freely 
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comfort by which their mind can be released and concentrate on a subject of 
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through how fun it is to express. 

 

Keywords：Child (Children)，Physical expression，Rythmique，Childcare practice，

Classes for One, Two, and Three Years Old 

 

*1 Minan Manmaru childcare center 

*2 The Department of Childhood Education, The Faculty of Childhood Education, 

Kurashiki Sakuyo University 

*3 The Major of Child Education, The Department of Music, Sakuyo Junior College 

of Music 

*4 The Joint Graduate School （Ph.D. Program） in Science of School Education 

Hyogo University of Teacher Education 

*5 Graduate School of Education，Okayama University 

 

                                              

子どもの主体的な身体表現を引き出すリトミックの保育実践研究（第一報） ―保育施設における１･ ２･ ３歳児学級の事例を中心にして―

─ 197 ─



2020
岡山大学教師教育開発センター紀要  第10号  別冊

Reprinted from Bulletin of Center for Teacher Education
and Development, Okayama University, Vol.10, March 2020

【原　　著】

幼保連携型認定こども園における教育及び保育の
目標明確化手順の検討

紺谷　遼太郎　横松　友義

Studying a Procedure to Clarify the Goals of Education and Care in Centers for Early Childhood
Education and Care Consisting of Kindergartens and Nursery Schools

Ryotaro KONYA, Tomoyoshi YOKOMATSU



 

 

 

幼保連携型認定こども園における教育及び保育の 

目標明確化手順の検討 

 

紺谷 遼太郎※1  横松 友義※2 

 

本研究では，保育所及び幼稚園における関連先行研究成果を援用して，幼保連携型認定

こども園カリキュラム・マネジメントを実現可能にする教育及び保育の目標を明確化する

ことにより，その有効性について検討した。その結果，関連先行研究成果の援用は，国の保

育・教育課程基準の変更や対象園の状況に応じて必要な手順を加えれば可能であると考え

られた。そして，幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標の明確化手順と関連先行

研究成果の手順とを比較・検討することにより，それらとの共通点及び相違点について考

察した。その結果，現時点では、保育所における保育目標の明確化手順とは共通することに

なり，幼稚園の保育目標の明確化手順とは，目標案の検討・修正の観点に，養護の観点が入

ってくる点が異なることになると考えられた。 

 

キーワード：幼保連携型認定こども園，教育及び保育の目標明確化，カリキュラム・マネジ

メント 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

※2 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 本研究の目的 

 2018 年度から，幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園には，三つの側面

をもつカリキュラム・マネジメントが導入されている。中央教育審議会答申（中

央教育審議会，2016）によれば，その三つの側面は以下の通りである。第一に

「各領域のねらいを相互に関連させ，『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

や小学校の学びを念頭に置きながら，幼児の調和の取れた発達を目指し，幼稚

園等の教育目標等を踏まえた総合的な視点で，その目標の達成のために必要な

具体的なねらいや内容を組織する」という側面。第二に「教育内容の質の向上

に向けて，幼児の姿や就学後の状況，家庭や地域の現状等に基づき，教育課程

を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立する」

という側面。第三に「教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，家

庭や地域の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせる」という側

面。これら三つの側面について，横松（2017）はそれぞれ「国の教育課程基準

の実現と特色のあるカリキュラム創りを可能にする，自園の保育の目標・ねら

い・内容の連関性を確保するという側面」，「教育課程のＰＤＣＡサイクルを回

すという側面」，「教育内容を決定した後，実際の保育を創造していく際に，職

員同士，あるいは，職員と保護者や地域の人々等とが協働して，内外の物的資
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源等を効果的に活用する側面」と捉えている。 

 幼保連携型認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントを実現させる

うえでは，第一の側面である，国の教育課程基準の実現と園の特色のあるカリ

キュラム創りを可能にする教育及び保育の目標を明確化することが不可欠であ

る。しかしながら，幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標の明

確化手順に関連する先行研究は，紺谷ら（2019）が幼保連携型認定こども園に

おける教育及び保育の目標に関する法的規定の内容を整理し，その独自性につ

いて考察したもののみである。 

 このように，幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標の明確化

手順に関する学術研究の蓄積がわずかであることには，原因があると考えられ

る。この点については，幼保連携型認定こども園に限らず，幼児教育・保育の

分野に共通してみられるように考える。例えば，我が国において最初に幼稚園

カリキュラム・マネジメント研究を実施したと考えられる山中ら（2011）は，

幼稚園において「実際に効力のある保育目標を明確化しようとする努力が，重

視されてこなかった」と指摘している。また，若月（2015）は，「実際の保育現

場では保育目標に掲げている目標は単なる飾りで，絵に描いたもちになってい

るような場合が多い」と主張している。このように，幼児教育・保育現場にお

いては，保育実践から遊離しやすい抽象的な目標が設定される状況が放置され

たままとなっており，実効のある目標を明確化しようとする努力が重視されて

こなかったと捉えることができる。 

 こうした状況を踏まえて，幼保連携型認定こども園において教育及び保育の

目標の明確化手順を開発していくことは重要ではあるが，目標の明確化を図ろ

うとするときには，対象園のニーズそのものを探りながら研究を進めていくこ

とにする。 

 幼保連携型認定こども園の教育及び保育は，幼稚園や保育所と共通化されて

いる部分があるため，カリキュラム・マネジメント手順に関する幼稚園や保育

所における関連先行研究の成果が援用できると考えられる。 

 そこで，本研究では，保育所及び幼稚園における関連先行研究成果を援用し

て，幼保連携型認定こども園カリキュラム・マネジメントを実現可能にする教

育及び保育の目標を明確化することにより，その有効性について検討すること

を第１の目的とする。そのうえで，保育所及び幼稚園における関連先行研究成

果と比較・検討することにより，それらとの共通点及び相違点について考察す

ることを第２の目的とする。 

 

Ⅱ 保育所及び幼稚園における関連先行研究成果の援用可能性 

１ 保育所における関連先行研究成果の援用可能性 

保育所における保育目標明確化手順の開発を行った研究として，横松ら

（2009）や渡邊ら（2010）の研究が挙げられる。横松らは，保育の実際に対応

し，かつ職員が納得できる保育目標の明確化手順を開発している。それは，外

部支援者の協力を得ながら，園内資料から実際の保育に対応した保育目標案を
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導き出し，それを教育基本法に示されている幼児教育の目的の観点から検討し

修正を加え，園の代表者が納得できる目標を得るというものである。 

また，この際，教育基本法に示される幼児期の教育の目的に関する理解を助

ける資料を作成している。教育基本法において「教育の目的」は「人格の完成

を目指し」と述べられ，さらに「幼児期の教育」について，「生涯にわたる人格

形成の基礎を培う重要なものである」と記されている。つまり，幼児期の教育

は人格完成へと至ることを目指した生涯にわたる人格形成の基礎を培うことで

ある。横松らは，教育基本法には人格完成へと至る過程及び人格完成へ至るた

めの基礎についての具体的な内容は規定されておらず，各園が規定する必要性

を指摘する。そこで，この幼児期の教育の目的である人格完成へ至るための基

礎についての理解を深めるために，エリック・Ｈ・エリクソン，ジョアン・Ｍ・

エリクソン，孔子の見解の解説・解釈を示した資料を作成している。 

さらに，渡邊らは園の保育目標について，保育所保育指針が示す保育目標と

整合するように，養護と５領域の観点から修正する手順を加えている。 

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（以下，「認定こども園法」という）における「保育」は，第２条に記載されて

いるように，保育を必要とする子どもに対して行われる児童福祉法に規定する

保育と同義であり，認定こども園において行われる保育と保育所において行わ

れる保育では共通化されている。したがって，保育所において開発されている

保育目標明確化手順は，幼保連携型認定こども園の保育面の目標明確化手順に

援用できるといえる。 

 

２ 幼稚園における関連先行研究成果の援用可能性 

幼稚園における保育目標明確化手順については，山中ら（2011）や横松（2015a）

が開発している。これらの研究によれば，まず園の保育に関する資料から，保

育実践とつながりをもち，実際に目指す保育目標案を導き出す。続いて，その

保育目標案を，教育基本法及び学校教育法における幼児教育ないし幼稚園教育

の目的及び目標の観点から吟味し，修正する。これによって，園の特色が保持

され，保育実践との関連も明確で，国の教育課程基準も満たす保育目標が開発

される。 

さらに，横松（2015a）は，保育目標を明確化するためのより実用的で，有効

な手順を開発している。彼は，資料から保育目標案を導き出した後，保育目標

案を検討・修正する際の考慮事項は園によって異なることに着目し，目標案を

検討する前に考慮事項を明確化する手順を加えている。 

この手順では，明確化された保育目標を園の保育者に受け入れられるように

するために，各園の園長を対象に，次の①～⑮の事柄をどれだけ考慮するかに

ついて，半構造化面接を実施する。①設立・建学の精神，②園長の考え方，③

保育者の願い，④全保育者での協議，⑤幼児を取り巻く環境（家庭，地域社会）

の実態，⑥幼児の生活の実態，⑦入園している幼児の現実の姿，⑧保育目標の

具体的内容についての話し合いと共通理解，⑨保育目標を浸透させるためのそ
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の表現の工夫，⑩関係法規や関係施策，⑪幼児教育に関する専門的知識の裏づ

け，⑫地域社会の願い，⑬保護者の願い，⑭園環境（施設，設備，保育者の年

齢構成等）の実態，⑮その他。なお，②と③と④については，併せて問い，そ

の中で，主任クラス以上と主任に準ずる保育者の立場も問う。この結果に基づ

いて，園ごとの考慮事項を加えて，園としての最初の保育目標案を検討・修正

できると考えられる，保育目標案を再考するための資料を作成する。 

この資料を園に提示し，その内容について説明したうえで，保育目標案の検

討・修正を依頼し，回答を得る。その回答内容について確認した上で，最終的

には，園長の承認をもって，保育目標を確定する。なお，横松（2015b）は，私

立幼稚園の園長等 27 名に上記の保育目標明確化手順の妥当性について質問し，

対象者全員が妥当である，ないしは妥当であろうと思うという回答を得ている。 

これらの研究で扱った保育目標の国の基準とは，旧幼稚園教育要領の規定内

容に基づくものである。現在の幼稚園教育要領（文部科学省，2017）では，園

の保育目標は，上記の規定内容に加えて，幼稚園教育要領に示されている「育

みたい資質・能力」を踏まえなければならない。 

また，横松（2017）は，横松ら（2009）が考案した教育基本法及び学校教育

法に示されている幼児教育ないし幼稚園教育の目的及び目標について理解を深

めることのできる資料を発展させ，その中にアブラハム・Ｈ・マスローの考え

方を加えている。彼は，それを保育目標案の検討・修正の際に提示し説明する

ことで，その作業を支援することを提案している。 

認定こども園法における「教育」は，第２条に記載されているように「教育

基本法第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育」であ

り，幼保連携型認定こども園において行われる教育の内容は，幼稚園で行われ

る教育の内容との共通性をもっている。したがって，幼稚園における保育目標

明確化手順は，幼保連携型認定こども園の教育面の目標明確化手順に援用可能

性をもつといえる。 

 

Ⅲ アクション・リサーチの計画 

１ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標に関わる法的規定 

幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標に関わる規定内容を整理し

ておく。 

まず，幼保連携型認定こども園教育・保育要領（以下，「教育・保育要領」と

いう）（内閣府，文部科学省，厚生労働省，2017）において，「幼保連携型認定

こども園における教育及び保育は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する目的及び第９条に掲げ

る目標を達成するため」とされている。つまり，幼保連携型認定こども園で行

われる教育及び保育は，認定こども園法の目的・目標を達成する必要があるた

め，各園の教育及び保育の目標も認定こども園法が記す目的・目標と整合性が

なければならない。 

幼保連携型認定こども園の目的については，認定こども園法第２条第７項で，

紺谷　遼太郎・横松　友義

─ 202 ─



 

「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに

対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い，これ

らの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて，その心身の発

達を助長するとともに，保護者に対する子育ての支援を行うこと」と記述され

ている。つまり，幼保連携型認定こども園の目的には，子どもに対する教育と

保育のみではなく，保護者への子育て支援も含まれているわけである。 

教育及び保育の目標と子育て支援の関係について，紺谷ら（2019）は「教育

及び保育の内容だけでなく，子育て支援等も，教育及び保育の目標に規定され

る」と考察している。確かに，幼保連携型認定こども園は，幼稚園や保育所と

は異なり，子育て支援が全体的な計画のもとで計画されていくという独自性を

もっている。しかし，全体的な計画は，各幼保連携型認定こども園の教育及び

保育の目標を明確にして作成されるものであるから，教育及び保育の目標が明

確になることによって，園の教育及び保育の活動だけでなく，子育て支援も方

向づけられることとなる。つまり，教育及び保育の目標を明確化する時点では，

子育て支援に関わる規定が影響することはないということである。 

また，認定こども園法第９条では，教育及び保育の目標として，６つの目標

を達成するように規定されている。１から５は，教育・保育要領の，健康，人

間関係，環境，言葉，表現領域に対応する目標であり，６は養護に関わる目標

である。したがって，園の教育及び保育の目標はこれらの目標内容と整合する

必要がある。 

さらに，幼保連携型認定こども園における教育の部分については，教育基本

法の示すところに従う必要がある（内閣府，文部科学省，厚生労働省，2017）。

このとき，Ⅱの１で引用した横松ら（2009）が指摘しているように，教育基本

法の示す教育の目的及び幼児期の教育の目的である，人格完成へと至る過程及

び人格完成へ至るための基礎についての具体的な内容は規定されておらず，各

園が規定する必要がある。 

加えて，各園の教育及び保育の目標は，教育・保育要領の示す育みたい資質・

能力の内容と整合性をもたなければならない。なぜなら，教育・保育要領（内

閣府，文部科学省，厚生労働省，2017）において，各園の教育及び保育の目標

は「幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力を踏

まえつつ」明確にするよう規定されているからである。育てたい資質・能力と

は，「知識及び技能の基礎」「思考力，判断力，表現力等の基礎」「学びに向かう

力・人間性等」である。 

以上をまとめると，幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標は，認定

こども園法，教育基本法，教育・保育要領の示す目的及び目標に関する内容と

整合する必要がある。 

 

２ アクション・リサーチ開始時のＡ幼保連携型認定こども園の状況説明 

ここでは，園が特定されない範囲で，本アクション・リサーチを実施する園

の状況を説明する。Ａ幼保連携型認定こども園（以下，「Ａ園」という）は，私

幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標明確化手順の検討

─ 203 ─



 

立である。０歳児から５歳児まで１クラスずつあり，平成 27 年に保育所から幼

保連携型認定こども園へと移行した。Ａ園は，設定保育の活動が非常に多い保

育を行っているが，子どもの主体的な活動を重視した保育へと転換しようとし

ている。加えて，Ａ園は，教育・保育要領に従いカリキュラム・マネジメント

の実現を目指そうとしている。それに対して，執筆者は幼保連携型認定こども

園においてカリキュラム・マネジメントを実現させるための手順の確立を目指

しており，そこで，両者は互いの目的を共有し，その達成のために，共同研究

者として，アクション・リサーチを開始している。 

また，この時期には通常の保育業務に加えて，園の経営上必要となる他業務

があり，本リサーチのために労力をかけることのできる時間的余裕が少ない状

況にあった。そのため，園側の作業は，教育及び保育の目標明確化のために園

が主体的に判断しなければならないことに限定し，それ以外の作業を外部支援

者が最大限行いつつ，いかに園と協働していくかたちを整えていくかが課題と

なった。園の教育及び保育の目標を明確化する際には，園が自覚的に計画し，

自律的に目標設定することが重要であろう。そこで，園の主体性を最大限確保

するために，目標明確化手順の各段階について，園側が妥当と判断しているか

確認を取るように配慮した。 

 

３ 計画の概要 

本リサーチの手順については，保育所の保育目標明確化手順に関する先行研

究成果を援用しつつ，手順の途中で目標案を検討していく際の考慮事項を事前

に明らかにする方が効率的であることを踏まえ，この点については横松（2015a）

の方法を援用する。これらを踏まえ，幼保連携型認定こども園における教育及

び保育の目標明確化のために，以下の手順を計画する。 

① 外部支援者が，園の実際の教育及び保育に関する資料を収集し，それらの

資料を基に，実際の教育及び保育に対応する教育及び保育の目標案を作成

する。 

② 外部支援者が，教育及び保育の目標案を検討・修正する際の園側の考慮事

項を明らかにするために，園長に面接を行う。 

③ 外部支援者が，①及び②の成果と，教育基本法と認定こども園法と教育・

保育要領における教育及び保育の目的，目標に関する規定を踏まえて，教

育及び保育の目標案を再考するための資料を作成する。 

④ 外部支援者が，③で作成した資料を園側に提示して，その内容について説

明を行い，園側の検討・修正に関する見解を記録する。また，その際園側

から質問がある場合は，それに受け答える。 

⑤ 外部支援者が，④の成果を踏まえて，教育及び保育の目標案を検討・修正

し，その理由とともに園側に提示する。そして，園にとって不明な点があ

れば説明を追加し，その上で園と協議して，園側の見解に沿いつつ，教育

及び保育の目標案に修正を加える必要がある場合，修正する。最終的には，

園長が妥当と判断できた段階のものを，現時点での教育及び保育の目標と
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する。 

なお，第１執筆者は，事前にＡ園のことを知っており関心をもっている人間

であり，カリキュラム・マネジメントの研究を始めて１年になる。本アクショ

ン・リサーチでは，教育及び保育の目標の明確化のための外部支援者の作業全

般を行う。 

また，第２執筆者はカリキュラム・マネジメント研究者であり，アクション・

リサーチの計画，目標案の検討・修正，論文の具体的な執筆それぞれの段階に

おいて，外部支援者として随時第１執筆者にアドバイスを行った。 

 

４ アクション・リサーチ結果の検討の観点 

本研究は，アクション・リサーチの研究方法をとる。アクション・リサーチ

は，現実の問題を解決することを目指す研究方法であり，その積み重ねのなか

で，一般化された法則を見出していくことを目指す研究方法である。リサーチ

結果の分析に関しては，秋田（2005）が整理しているように，問題解消の「有

効性」，コストパフォーマンス等の制約からの「実用性」，場を共有する人やあ

るいは類似の場の人の「受容性」の観点から解釈するとともに，その検討は同

じデータを分析したときにどの程度同じ結論にいたるかという内的な一貫性と

しての信頼性の観点から行うことが重要である。そして，リサーチ成果は，場

を共有する人や類似の場の人に活用されていくことで，より適用範囲の広い，

より一般的な理論へと発展していくものである。 

 

Ⅳ アクション・リサーチの実施過程 

１ 教育及び保育の目標を明確にするための資料収集の方法と収集期間 

2018 年８月 16 日に，Ａ園の園長へ本アクション・リサーチについての具体

的説明を行った上で，資料の収集を開始した。園の教育及び保育の実際に対応

した目標を得るための収集資料は，次の通りである。園のカリキュラムないし

年間の指導計画が分かるもの（年間指導計画，月案），園だより１年分，その他

の園の保育の特色を示すもの（園のＨＰを印刷したもの，記念誌，園の要覧な

ど），園の保育者による保育に関する撮影記録，第１執筆者による保育観察記録，

不明な点についての聞き取り内容である。資料収集期間は，2018 年８月から

2019 年３月である。 

 

２ 教育及び保育の目標案を検討する際の考慮事項に関する調査 

2019 年３月 21 日に，園内資料から導き出された園として最初の教育及び保

育の目標案を検討・修正する際に，園として何を考慮するか，園長を対象に，

Ⅱの２で引用した横松（2015a）の手順に従って，半構造化面接を行った。その

結果，①～⑮の事柄のうち，「①設立・建学の精神」，「②園長の考え方」，「⑥園

児の生活の実態」の 3 項目を考慮事項にする必要があることが明らかとなった。 

「②園長の考え方」については，「どの子どもが受けても生活が楽しいと思う

こと，保護者も安心できること」，「園での生活では，家庭生活だけでは経験で
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きないこともある。だからといって，講師の先生に来てもらって教えてもらう

というだけでは，日常の生活を安心して安全に過ごすことはできない。バラン

スの良い保育を行っていくことが必要」，「日々，決まった生活リズムのなかで，

安心して物事に取り組んでいくことが基本」といった語りがあった。また，「⑥

園児の生活の実態」については，「共働きの家庭の子どもがほとんど。子どもも

保護者も，園にお友達と遊びに来ている，という感覚はない。朝早くから夜遅

くまでいるわけだから，教育的なことだけでなく，ケアもできるような目標を

考えていくことは必要」との語りがみられた。なお，①については，園が特定

できる恐れがあるため，本稿には載せない。 

園の教育及び保育の目標は，園の外部との協働性を考えたとき，園だけでは

なく家庭や地域に理解しやすいものにしていく必要があるのではないか，とい

う考え方もあるだろう。これについて本面接では，園の教育及び保育の目標が

決定した後，家庭や地域と共有する際に分かりやすく説明していく工夫は求め

られるだろうが，まずは園として教育及び保育の目標を明確化していくことが

重要であるという結論であった。 

 

３ 教育及び保育の目標案の作成 

まず，第１筆者が，現在の教育及び保育の目標のより具体的な中身を追求す

る方向性で，収集した資料から実際に目指している教育及び保育の目標案を導

き出した。なお，現在の教育及び保育の目標については，園が特定される恐れ

があるので，掲載しない。関連先行研究（横松・渡邊，2009；山中・横松，2011）

と同様な観点で，具体的には収集した資料のうち，育てることが必要であると

何度も強調されている事柄，子どもに育っている力として強調されている事柄，

日常的に繰り返されている事柄，映像に記録されている事柄の一つ以上を満た

しているといえるものを教育及び保育の目標案とした。 

 保育実践に関する収集資料から作成された教育及び保育の目標案は次の通り

である。なお，【 】内は根拠となる資料である。なお，具体的な内容について

は，特定されない範囲の表現に変更している。 

 健康で丈夫なからだを育む【園のパンフレット，カリキュラム，要覧，日

課活動として運動遊びを行なっていること（保育観察記録及び聞き取りか

ら）。】 

 季節に即した過ごし方（※）を身につける【園のＨＰ，パンフレット，園

の保育者による保育に関する撮影記録の多くが行事に関わるものであるこ

と，毎月の園だよりに園の目標として書いていること。】（※ 園の資料の表

現の仕方から，「過ごし方」という表現を用いているが，第１執筆者の理解

では「過ごし方」という表現には，季節に応じた遊びや製作活動も含まれ

ている。） 

 リズムを楽しむなかで，言葉や文字の感覚を身につける【園パンフレット，

カリキュラム，要覧，日課活動として行われているカード遊びや詩の音読

（保育観察記録及び聞き取りから）。】 
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４ 教育及び保育の目標明確化のための資料の作成 

次に，第１執筆者が，導き出した最初の教育及び保育の目標案を検討・修正

するための資料を作成する。教育及び保育の目標案の検討・修正する際の資料

を作成する際には，横松（2015b）が作成した「保育目標を再考するための資料」

を活用する。この書式を用いた理由は，既に出来上がっていると共に，その妥

当性も確認されているものであるためである。 

資料には，まず再考者が園長１人であるため，園内の他の再考者は示してい

ない。次に，保育目標案を示したうえで，考慮すべき事項を一つ一つあげて，

検討・修正を依頼する文を加えた。 

教育基本法における幼児教育の規定の解釈については，横松（2017）が保育

現場において実際に教育基本法の観点について理解を深めることができる資料

として「人格完成に至るための基礎を培うことを目的とする幼児教育に関して

理解を深めるための資料」を作成しており，これを活用した。その理由は，こ

の資料が前述の書式で既に活用されている「人格完成に至る過程についての参

考資料」に，さらに，アブラハム・Ｈ・マスローの自己実現に関する内容が加

えられたものであり，教育基本法の観点について園側と共通理解を得ていくた

めの資料としてより有効であろうと考えたからである。 

続いて，認定こども園法における教育及び保育の目的及び目標規定の観点か

ら， 検討・修正することを依頼している。ここでは，教育及び保育の目標案が，

６つの目標内容と整合し，園児の心身の発達を助長し，生命の保持，情緒の安

定を実現することができるかという観点を提示している。 

さらに，幼保連携型認定こども園教育・保育要領の示す，育みたい資質・能

力の観点から，検討・修正を依頼している。ここでは，教育及び保育の目標案

が，育みたい資質・能力を実現することができるかという観点を提示している。 

最後に，園長との面接で明らかとなったその他の考慮事項の観点から，教育

及び保育の目標案を検討・修正を依頼している。 

 

５ 教育及び保育の目標案の検討手順の説明及び共有と園側の見解の記録 

2019 年３月 31 日に，Ａ園において，執筆者が園長に教育及び保育の目標の

再考のための資料を提示し，その内容について説明した。園長が，執筆者の説

明した，目標案の検討・修正の観点及び手順について妥当であると判断し，執

筆者が目標案の検討・修正の作業を引き受けることとなった。 

その際の園側の検討・修正に関する見解を記録した。また，その際，質問に

ついても受け答えた。 

 

６ 教育及び保育の目標案の検討過程 

（１） 検討・修正の期間 

教育及び保育の目標案の検討・修正にかけた期間は，2019 年４月１日から４

月６日である。第 1 執筆者は，園側の検討・修正に関する見解を踏まえつつ，
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園側と共有した，教育及び保育の目標の再考のための資料の記述内容に沿って，

教育及び保育の目標案を検討し，必要に応じて修正を行った。 

 

（２） 教育基本法の観点からの検討 

教育基本法において「教育の目的」は「人格の完成を目指し」と述べられ，

さらに「幼児期の教育」について，「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な

ものである」と記されている。したがって，幼児期の教育の目的は，人格の完

成へと至ることを目指した生涯にわたる人格形成の基礎を培うことである。 

この考え方を理解するための資料として，横松（2017）が横松ら（2009）の

考案した資料をもとに作成した「人格完成へ至るための基礎を培うことを目的

とする幼児教育に関して理解を深めるための資料」を参照した。この資料では，

エリック・Ｈ・エリクソン，ジョアン・Ｍ・エリクソン，アブラハム・Ｈ・マ

スロー，孔子の見解の解説・解釈がなされている。これらの人物に注目する理

由について，資料を作成した横松ら（2009）は，次のように説明している。「教

育基本法は，生涯教育を理念としているので，教育の目的としての人格完成は

老年期に実現すると想定する。そして，この人格完成を，一人ひとりの人間が

もつ諸能力・諸特性を最大限かつ調和的に発展させるという一般的なとらえ方

で理解した場合，こうした理想的人間は，人生の発達課題を当然達成している

し，これまで理想的な成熟の仕方として言われてきたことも当然達成している

であろうと想定する」（引用文中の注番号は省略している）。人格完成の必要条

件を示すものとして，これらの人物の考え方が注目されている。 

保育実践に関する収集資料から設定した教育及び保育の目標案を，以上の観

点から批判的に検討した結果，ジョアン・Ｍ・エリクソンに関する記述内容の

「②できるだけ他に依存せず，他に与えることを生き方の基本にする（※自分

で自分の健全な生活を作り，他のために活動する人間に育てる必要がある。周

りの大人がそうした生き方をしておく必要がある。）」，「③謙虚さ（※他に生か

されている感覚，他に気づかせていただいているという感覚［感謝につながる

感覚］を育てる必要がある。周りの大人がそうした感覚を持って生きていく必

要がある。）」，「④美しい物への感性とそれを表現しようとする心（※美しい物

や素晴らしい物や驚くような物に心を動かす感性を育てる，それを表現する人

に育てる必要がある。）」に対応する目標案が欠けていることが明らかとなった。 

そこで，第１執筆者が，これらの内容にあたる保育内容を，収集した保育実

践に関する資料から探した。その結果，保育内容として，②は日常的に行われ

る異年齢保育・当番活動，③は生活の中での礼儀・挨拶（「ありがとう」「いた

だきます」「どうぞ」等の言葉かけ，他者に接する態度）の重視，④は季節や行

事に関する造形・音楽活動が，それらにあたると考えた。よって，次の教育及

び保育の目標案を新たに付け加え，その修正理由の内容については，後日園側

に伝えることにした。 

・ 他者への思いやりやいたわりの気持ちや態度を育む。 

・ 感謝の気持ちを育む。 
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・ 美への意識を深め，それを自己表現のできる力を身につける。 

 

（３） 認定こども園法の観点からの検討 

認定こども園法の教育及び保育の目標に関する規定の観点から，教育及び保

育の目標案を批判的に検討した結果，「六 快適な生活環境の実現及び子ども

と保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて，心身の健康の確保及び

増進を図ること」の内容が，不十分であることが明らかとなった。 

そこで，第１執筆者は，園長への面接のなかで取り上げられていた「決まっ

た生活リズムのなかで，安心して物事に取り組んでいくこと」を基本に置くと

いう考え方がそれにあたると考え，次の目標案を追加した。また，その修正理

由の内容については，後日園側に伝えることにした。 

・ 安定した生活リズムを送り，情緒の安定と生命の保持を図る。 

この段階では，Ａ園は，設定保育を中心に行ってきたため，特に５領域のバ

ランスが不十分であったので，第２執筆者とのやり取りの中で，教育及び保育

の目標案の表現においても，５領域のバランスをとることにした。 

その際に第２執筆者から，環境領域に対応する目標の表現に，「過ごし方」と

いう表現が一般的には基本的生活を指す言葉であり，不適切ではないかという

助言も受けた。それを踏まえて，表現を「季節に即した生活を身につけたり，

遊びを工夫したりする」へと変更した。また，「リズムを楽しむなかで，言葉や

文字の感覚を身につける」という目標案について，「リズムを楽しむ」という活

動の限定性が指摘されるため，この文言を削除し，「言葉や文字の感覚を身につ

ける」とした。また，その修正理由の内容については，後日園側に伝えること

にした。 

 

（４） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領からの検討 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の育みたい資質・能力の観点から，

教育及び保育の目標案を検討した。その結果，これらの内容について，上記を

経て修正された目標案は，条件を満たしているであろうという考えに至った。 

 

（５） 園として考慮する事項からの検討 

面接によって明らかにした考慮する必要のある事項，すなわち，①設立・建

学の精神，②園長の考え方，⑥園児の生活の実態という観点から検討を行った。

その結果，これらの内容について，上記を経て修正された目標案は，条件を満

たしているであろうという考えに至った。 

 

７ 教育及び保育の目標の確定 

2019 年４月７日に，Ａ園において，第１執筆者が，これらの過程を経て明確

にされた教育及び保育の目標案と修正の理由を園長に提示した。 

2019 年４月 12 日に，Ａ園から表現上の問題として，「他者への思いやりやい

たわりの気持ちや態度を育む」と「感謝の気持ちを育む」は同系統の方向性を
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目指す目標であり，「他者への思いやりや感謝の気持ちを育む」にまとめてはど

うかという提案があった。また，同じく表現上の問題を指摘され，「安定した生

活リズムを送り，情緒の安定と生命の保持を図る」という表現を「生活リズム

を整え，情緒の安定と生命の保持を図る」に修正することにした。その後，修

正した教育及び保育の目標案を園側に提示し，2019 年４月 14 日に園長が承認

したため，作業を終了した。 

以上の過程を経て，明確化された教育及び保育の目標は，以下の通りである。 

 健康で丈夫なからだを育む。 

 季節に即した生活を身につけたり，遊びを工夫したりする。 

 言葉や文字の感覚を身につける。 

 他者への思いやりや感謝の気持ちを育む。 

 美への意識を深め，それを自己表現のできる力を身につける。 

 生活リズムを整え，情緒の安定と生命の保持を図る。 

これによって，国の教育課程基準を充足すると共に，園の特色を踏まえた園

の実践と連関がある目標が作成された。 

 

Ⅴ 教育及び保育の目標の明確化手順の定式化と関連先行研究成果の援用可

能性についての考察 

 本研究では，保育所及び幼稚園における関連先行研究の成果を援用して，幼

保連携型認定こども園カリキュラム・マネジメントを実現可能にする教育及び

保育の目標を明確化することにより，それらの成果の援用可能性について検討

している。 

まず，本リサーチによって定式化された手順は，次の通りである。 

① 外部支援者が，園の実際の教育及び保育に関する資料を収集し，それらの

資料を基に，実際の教育及び保育に対応する教育及び保育の目標案を作成

する。 

② 外部支援者が，教育及び保育の目標案を検討・修正する際の園側の考慮事

項を明らかにするために，園長に面接を行う。 

③ 外部支援者が，①及び②の成果と，教育基本法と認定こども園法と教育・

保育要領における教育及び保育の目的・目標に関する規定を踏まえて，教

育及び保育の目標案を再考するための資料を作成する。 

④ 外部支援者が，③で作成した資料を園側に提示して，その内容について説

明を行い，園側の検討・修正に関する見解を記録する。また，その際園側

から質問がある場合は，それに受け答える。 

⑤ 外部支援者が，④の成果を踏まえて，教育及び保育の目標案を検討・修正

し，その理由とともに園側に提示する。そして，園にとって不明な点があ

れば説明を追加し，その上で園と協議して，園側の見解に沿いつつ，教育

及び保育の目標案に修正を加える必要がある場合，修正する。最終的には，

園長が妥当と判断できた段階のものを，現時点での教育及び保育の目標と

する。 
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次に，本リサーチの限定性について考察する。 

第一に，本リサーチは通常の保育業務以外に，園の経営上必要な他業務があ

った状況のなかで，教育及び保育の目標明確化のための作業を，出来る限り外

部支援者が担うこととなった。そうしたなかで，園側の自律的判断を保障する

ために，園側の見解を記録し，その内容に沿いつつ修正案とその理由を外部支

援者が考え，その都度園側に報告して共通理解を得ながら進めていくことが必

要になった。第二に，対象園が私立であったことである。本リサーチを行う上

で参考とした渡邊ら（2010）は次のように述べている。「私立の場合，創立の精

神とか創立時の基本的考え方があり，そこから実効のある保育目標が導き出さ

れる傾向が公立園より強いと考えられる。また，そうした形で保育目標が明確

にされた場合，その保育目標に基づく保育を展開しようとする傾向も，人事異

動で管理職が替わっていく公立園より強いと考えられる」。つまり，本リサーチ

の結果は，私立の幼保連携型認定こども園に限定して適用することが妥当であ

ると考えられる。 

さらに，本リサーチにより明らかとなった，関連先行研究成果の援用可能性

について考察する。 

本リサーチでは，関連先行研究で開発されてきた保育所や幼稚園における保

育目標明確化手順を援用し，特に経営上他の業務があった場合に必要となる手

順，すなわち，外部支援者が園側の意見を記録し，それを踏まえて教育及び保

育の目標案を検討・修正し，その理由と共に，逐次園側に伝えていくという手

順を加えた。また，新しい教育・保育課程基準に対応できるように，保育目標

を修正していく観点として，育みたい資質・能力の３つの柱を考慮事項として

加えた。これらの手順と考慮事項は，園の実情と時代背景に応じて関連先行研

究成果で開発された手順に加えられたものであり，関連先行研究成果の手順そ

のものに変更を迫るものではない。したがって，関連先行研究成果の援用は，

状況に応じて必要な手順を加えれば可能であると考えられる。 

 

Ⅵ 関連先行研究成果との共通点及び相違点についての考察 

最後に，定式化された，幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目

標の明確化手順と保育所及び幼稚園における関連先行研究成果との共通点及び

相違点について考察する。 

保育所において，横松ら（2009）は，教育基本法，渡邊ら（2010）はさらに

保育所保育指針の示す目標の５領域と養護の観点から保育目標案を検討・修正

していた。これに対して，本リサーチでは，教育及び保育の目標は，教育基本

法及び５領域と養護及び育みたい資質・能力の観点から検討し，修正が加えら

れた。つまり，幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標の明確化

手順と保育所における先行研究成果による手順では，目標案を検討・修正する

観点が異なっている。しかしながら，前述の先行研究は旧保育所保育指針の規

定内容に基づき開発された手順であり，新しい教育・保育課程基準に対応する

際には，Ⅴで考察したように保育所保育指針に示されている育みたい資質・能
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力から検討・修正する手順が加えられることが想定できる。また，保育目標明

確化のための作業の効率性を考えれば，保育目標案を検討する際に考慮する事

項について面接を行うという手順が入っていくであろうことは想定できる。し

たがって，先行研究の保育所における保育目標の明確化手順と，幼保連携型認

定こども園における教育及び保育の目標明確化手順とは，共通することになる

と考えられる。 

 幼稚園において，山中ら（2011）や横松（2015a）が開発した手順では，保育

目標案を検討・修正する観点として，教育基本法，学校教育法，園独自に考慮

する事項を挙げている。幼保連携型認定こども園と幼稚園で目標案を検討・修

正する観点は異なっている。ただし，このうち学校教育法の示す幼稚園教育の

目標と，認定こども園法の示す教育面の目標とは同様の内容である。また，幼

稚園の先行研究成果は旧教育課程基準の規定内容に基づき開発された手順であ

り，新しい教育課程基準に対応する際には，Ⅱの２で述べたように幼稚園教育

要領に示されている育みたい資質・能力から検討・修正する手順が加えられな

ければならない。つまり，先行研究の幼稚園の保育目標の明確化手順と幼保連

携型認定こども園の教育及び保育の目標の明確化手順は，新しい教育課程基準

のもとでは，目標案の検討・修正の観点に，養護の観点が入ってくるかどうか

が異なってくるのみになると考えられる。 
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ケア的思考の活用による道徳科の授業改善 

―共同的に探求する子供をめざして― 

 

尾崎 正美※１ 

 

「特別の教科 道徳」となり，「考え，議論する道徳」への授業の質的転換が求められて

いる。学習指導要領には，道徳科として目指す学びが具体的に示されており，現場の教員に

も授業の質を改善するという意識が高まってきた。そこで，子供が共同的に自己のよりよ

い生き方を探求していくことができる授業となるよう，マシュー・リップマンの提唱する

多元的思考アプローチの一つであるケア的思考を重視して道徳科の授業に応用し，授業改

善に取り組んだ。筆者が創造的思考，批判的思考を段階的に取り入れてきたこれまでの実

践と比較しながら実践を進め，道徳科の授業に，ケア的思考を意識的に取り入れることに

より，創造的思考や批判的思考が活性化され，さらには三つの思考が作用し合うことが明

らかになった。 

  

キーワード：ケア的思考，探求の共同体，道徳科授業，多元的思考アプローチ 

 

※１ 岡山大学教育学部附属小学校/岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻 

 

Ⅰ これまでの道徳授業の課題 

 道徳教育のさらなる充実を図って，道徳が「特別の教科 道徳」となった。

「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編」（以下，

「解説 道徳編」と略記する）には，これまでの道徳の授業の課題がいくつか

挙げられている（文部科学省 2018 p.2）。その中には，他教科に比べて軽んじ

られているといった，子供のみならず，教師自身の道徳授業に対する姿勢や，

読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導がなされているといっ

た指導方法についての課題も挙げられており，道徳科の授業改善が強く求めら

れている。目指していく授業として掲げられている「考え，議論する道徳」と

は，誰が何について「考え，議論する」のだろうか。筆者は，教師も含め教室

にいる全員が，人間としてのよりよい生き方を実現できる自分になるために大

切なことについて「考え，議論する道徳」としていきたいと考えている。「解

説 道徳編」には，道徳の授業では「教師と児童が人間としてのよりよい生き

方を求め，共に考え，共に語り合い，その実行に努めるための共通の課題」を

扱う学習であると記している（文部科学省 2018 p.22）。これは，言い換えれ

ば道徳の授業は，教師と子供による共同探求の時間であるということである。

共に考え，共に語り合うからこそ気付くこと，腑に落ちること，創り出せるこ

とがある。一人一人異なる生き方をしている人が集まって考えるからこそ，多

様な考えにふれることができる道徳科の特徴を生かしながら，「考え，議論す

る道徳」を実現していきたい。その実現に向けて，マシュー・リップマン
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(2014)が創設した「子供のための哲学(P4C）」で目指されている「探求の共同

体」の考え方を参考にすることとした。 

  

Ⅱ 道徳科におけるケア的思考の役割 

１ 「探求の共同体」における多元的思考 

「探求の共同体」とは，哲学探求を行う教室において目指していくものとさ

れ，共通の探求目的をもった共同体で行われる対話を通して，「批判的思考」「創

造的思考」「ケア的思考」の側面をもった思考力を育成していく集団のことを指

す。リップマンによれば，子供は探求の中で互いの「批判的思考」「創造的思考」

「ケア的思考」にふれることにより，互いの思考力を高めていくことになる。

それぞれの思考についてリップマンは，次のように説明している(リップマン 

2014, p.350, 376, 393)。 

・批判的思考：基準との関連性，自己修正性，文脈への敏感性を基準とし

てもつ思考 

 ・創造的思考：想像性，全体性，発明性，生成性を基準としてもつ思考 

 ・ケア的思考：規範的，情緒的，共感的，行動的，正当な評価を基準とし

てもつ思考 

この３つの思考は，それぞれが独立して

あるのではなく，３つが側面となって存在

する多元的思考となっている。この３つの

思考を道徳科の学習に対応させて取り入れ

ることができれば，道徳科で目指す「考

え，議論する」授業の実現に効果があるの

ではないかと考えた。そこで，３つの思考

を道徳科の学習に対応させて次のように捉

えることとした。 

 

・批判的思考：道徳的価値についての考えを深めることを目指して，確かな

根拠を基に多様な考えについて検討し，自分の考え(道徳的

判断)を見直していく思考 

・創造的思考：想像力によって，問題や道徳的行為が及ぼす影響などの全体

像をつかみ，新しい気付きを得たり，互いの考えを補い合い

ながら，道徳的価値の理解を深めたり，自己の生き方に展望

をもったりする思考 

・ケア的思考：人の考えを共感的に理解していく中で，自己の生き方にとっ

て問題となることに関心を向ける，自分が目指すべき生き方

を思い描く，自己のもつ道徳的価値観に基づいて感じ行動し

ようとする思考 

 以上のように道徳科に合わせて捉えた３つの思考はどのような手立てによ

って，子供が活用していけるようになるのだろうか。リップマンは，３つの

図１：「探求の共同体」３つの思考 
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思考が作用し合った多元的思考アプローチが，子供の探求力を高める効果を

生むとしている。道徳科の授業における多元的思考アプローチとは，どのよ

うなものなのか，授業実践の中で探求していくこととした。 

 

２ 一元的思考アプローチの課題 

 「批判的思考」「創造的思考」「ケア的思考」の３つの思考は，これまでの

授業経験や日常生活での経験から，子供はすでにいくらかは身に付けている

と考えられる。そこで，道徳科の授業では，すでに子供がもっている３つの

思考を活用しながら，共同的によりよい自己の生き方について探求し，さら

に思考力を高めていくことを目指す。 

 この３つの思考が作用し合う授業づくりのために，筆者自身が最も注目し

たいのは，ケア的思考である。それは，ケア的思考が批判的思考と創造的思

考をつなぐ役割を担っているのではないかと考えたからである。なぜ，批判

的思考，創造的思考をそれぞれ取り入れる，いわば一元的思考アプローチで

はないのか，その理由をこれまでの自身の授業実践から述べていきたい。 

 

（１）創造的思考のみを重視した思考アプローチの課題 

最初に，子供の主体的な対話によっ

て，自己の生き方についての考えを深め

ていく授業を目指して，創造的思考を重

視した手立てを行う授業を実践した。 

創造的思考を活性化するために，図２

にある３つの手立てを主に行った結果，

子供は，自分からいろいろな人に話しか

け，互いの考えを交流するようになっ

た。そして，全体の話合いの場での発言

が増え，子供同士で相互に指名し合い主体

的に語ることができるようになってきた。 

一方で，出された多数の考え同士の関係性について，子供は授業者が問え

ば考えるが，自主的にこれまで出された考えを組み合わせてまとめていこう

とはしなかった。子供の考えも内容の似たものが多く，創造的思考のみを重

視した一元的思考アプローチでは，異なる視点からの考えを出すことにはあ

まり効果が感じられなかった。実践を通して，創造的思考のみを重視した手

立てを行うだけでは，子供は自分の考えを発することが主たる目的となり，

全体で考えを深めていこうという意識には効果を生みにくいということが分

かった。 

 

（２）批判的思考のみを重視した思考アプローチの課題 

 創造的思考のみを重視した思考アプローチの課題を受けて，批判的思考を

重視した手立てを行うこととした。 

図２：創造的思考を重視した手立て 
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 批判的思考を活性化するために，図３に

ある３つの手立てを主に行った結果，子供

が他の子供の発言に意識をより向けるよう

になり，他の子供の発言を熱心に聞いた

り，全体を見ながらわかりやすく自分の考

えを説明したりするようになってきた。そ

して，話合いの途中で子供から自発的な問

いが発言者や全体に投げかけられるように

なり，時には授業者の補助発問が不要にな

るような深い問いも生み出されるようになってきた。 

 一方で，問いの数が増えすぎて，議論がほとんど進まなかったり，子供か

ら出される全ての問いがねらいとする道徳的価値につながるような質の高い

ものではなかったりするという課題が出てきた。また，問いを投げかける子

供は，考えを深めたいという思いをもって質問をするのだが，質問を受ける

子供の中には自分の考えを否定されたように捉えてしまう場合も見られた。

批判的思考のみを重視して一元的思考アプローチを行うと，問いを生み出す

こと自体が目的化してしまうこともあり，問いを生み出していくことの本来

の価値が，子供に十分理解されていないという事態が起こるのかもしれない

と感じた。 

 

３ ケア的思考による多元的思考アプローチの実現 

前述のように，創造的思考，批判的思考それぞれは，これまでの道徳の授

業改善において一定の有効性をもっているが，子供自身が共同的に探求して

いくには，それぞれの一元的な思考アプローチでは不十分であるということ

が分かった。リップマンは，ケア的思考には，次の二つの意味があると述べ

ている(リップマン 2014, p.378)。 

①気遣いをもって私たちの思考の主題を考える 

②思考の方法について関心をもつ 

ケア的思考がもつこの二つの意味を重視して授業をつくっていくことは，

教室全体に探求の目的の意識を持続させ，自らの探求の方法を振り返って向

上させていくことにつながるのではないだろうか。それは言わば，これまで

行ってきた創造的思考と批判的思考をつなぎ，それぞれの特性をより発揮さ

せる働きとなるのではないだろうか。 

そう考えて，創造的思考と批判的思考をつなぐケア的思考という関係性の

ある多元的思考を道徳科の授業において実現していくことにした。ケア的思

考を道徳科の授業に取り入れるにあたって，リップマンの言うケア的思考の

意味を，道徳科において次のように解釈した。 

①自己の生き方と関わりながら探求する 

②探求の仕方について関心をもつ 

図３：批判的思考を重視した手立て 
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三つの思考の関係性

を子供の意識の流れで

説明すると，図４のよ

うになる。授業におい

て創造的思考，批判的

思考を働かせた考えが

子供からある程度出さ

れた段階で，ケア的思

考が働くような手立て

を行うと，子供は自分

たちで，出された考えに納得できた理由を考えたり，出された考えの中で最

も大事な考えを選んだりするようになり，それによりさらに創造的思考が活

性化される。また，出された考えの中で十分納得できていない考えを探した

り，十分に議論されたか自分たちの話合いを振り返ったりするようになり，

さらに批判的思考が活性化される。 

ケア的思考の作用を以上のように捉えて，授業に取り入れることとした。 

 

Ⅲ ケア的思考の活用を重視した授業構想 

リップマンの言うケア的思考の意味を道徳科の授業に当てはめて考えた２

点「自己の生き方と関わりながら探求する」と「探求の仕方について関心を

もつ」を考慮した結果，ケア的思考を活性化させるために，授業の中で次の

２点を子供が行うことを目指すこととした。 

①共通の探求のために考えを出し合いたいという思いを全員で共有する 

②自分たちで探求を進めていく意識をもち，探求の視点を獲得する 

①を「探求意識の共有」，②を「探求の視点の獲得」として，それぞれに

ついての工夫を，中学年の授業において行った。実践した授業の具体を示し

ながら，それぞれの工夫について説明していく。 

 

１ 探求意識の共有のために 

 道徳科の授業において教材の登場人物の生き方を自己の生き方との関わり

の上で考えていくことは，子供の道徳的価値理解を深め，その理解に基づい

て更新されていく自己の生き方についての考えもより深くしていくことにな

ると考えている。教室を「探求の共同体」とするためには，教室全体が同じ

探求意識をもって，教材の登場人物の生き方を自己の生き方との関わりの上

で考えていかねばならない。ということは，授業の導入時から，子供が探求

意識を共有することが重要になってくる。そのために，以下のような３つの

工夫を行っていく。 

 

(１)子供が自己の生き方を見つめ，探求への意識を高める問いかけ 

 導入では，その授業の主題につながる問いかけを教師が行う。その問いかけ

図４：ケア的思考の働く子供の意識 

ケア的思考の活用による道徳科の授業改善 ―共同的に探求する子供をめざして―

─ 219 ─



 

は，大きく分けて，「普段の自己の行動を振り返る問いかけ」と「現段階の自

分の考えを見つめる問いかけ」の２種類である。「普段の自己の行動を振り返

る問いかけ」では，「正直，誠実」の内容項目であれば，次のような問いかけ

が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「現段階の自分の考えを見つめる問いかけ」では，「生命尊重」の内容項目

であれば，次のような問いかけが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どちらの場合でも，問いかけによって子供の中に認識のずれがあることに気

付かせることをねらっている。いつも正直にできている人もできていない人も

いるということや，命の誕生の捉えが人によって異なることに気付くことで，

子供はみんなで考えてみたいという探求の意識を高めるようになる。 

 

(２)子供が自分たちで立てる学習のめあて 

 前述の問いかけによって，子供の探求意識が高まったら，この時間に何をみ

んなで考えていきたいのか，学習のめあてを子供に問う。子供の中では，探求

したいことが明確になっているので，子供たちで相談して学習のめあてを立て

ることができる。例えば「正直に行動できる自分になるために大切なことを考

えよう」や「命が生まれるとはどういうことか考えよう」という形である。 

 

(３)学習のめあてと教材の登場人物の生き方をつなぐ中心発問 

 探求意識の共有には，導入においてもった自己の生き方に対する探求意識を

教材の登場人物の生き方にもつなげていくことまでを考えねばならない。自己

T: 自分はいつも正直に行動することができていますか。◎，○，△，×

のどれかで表すとどれですか。そう考える理由も一緒にノートに書い

てみましょう。 

C１:私は，○だと思います。それは，時々，嘘をついてしまうからです。 

C２:ぼくは，△です。怒られそうなときは，隠したりごまかしたりしてし

まうことが多いからです。 

T: どんなときに嘘をついてしまいそうになるの？ 

C３:例えば，テストの点が悪いときに，親に見せないようにするとか…。 

C: わかる，わかる。確かに。 

T: 「命が生まれる」ってどういうことだと思いますか。自分の考えをノ

ートに書いてみましょう。 

C１:私は，世界に人が増えることだと思います。 

C２:ぼくは，新しい命ができることだと思います。 

C３:僕は，家族が増えることだと思います。 

C３:私は，ちょっと違って，人生が始まることだと思います。 

C４:確かに。 

T: 人によっていろいろな考えがありますね。 
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の生き方についての探求意識が，教材の登場人物の生き方とつながらないと，

そこで子供の探求への意欲が切れてしまう可能性があるからである。教材提示

後，子供の自己の生き方についての探求意識とのつながりを考えて，教材を用

いて自己の生き方への探求が深まるような発問を子供に問いかけていく。例え

ば，「お話の『ゆかさん』は，正直にできていた人でしたか」や「命について

考えるために，このお話の中の誰の心を考えていきたいと思いましたか」とい

う形である。 

 

２ 探求の視点の獲得のために 

 子供がケア的思考を働かせるという探求の視点を獲得するために，まずは子

供が自分たちの探求の実態を把握し，探求の仕方に関心をもたせることから始

めていくこととした。第４学年における取組の始めの授業で，子供に自分たち

は道徳科の授業においてどんな学びを創っていきたいと思っているのか問いか

け，自分たちの目指す学び，すなわち探求をどのようなイメージでもっている

のかを確認した。すると，子供は「みんなで納得してわかるようになりたい」

「みんなで考えを出し合って，自分の考えをもっとよくしていきたい」という

思いを語り合った。そのように目指す探求のイメージを共有できたあと，以後

の授業において，以下のような工夫を行った。 

 

(１) 探求の場の保障 

 子供が自分たちで探求を進めていく場を時間的，環境的に保障していくよう

にした。発問は中心発問のみで，これまでに獲得している創造的思考，批判的

思考を活用しながら，自分たちで探求していくようにした。子供には，「自分

たちで考えを出し合ったり，質問し合ったりして，みんなで考えたいと思って

いたことへの答えを見つけられるように話し合ってみましょう」と投げかけ，

子供たちの探求意識に基づいて自由に探求を進めてみた。授業者が想定してい

た質問が子供から出なかった場合は，頃合いを見計らって授業者が補助発問と

して発問するようにし，道徳科の授業としてのねらいに沿った展開となるよう

に気を付けた。 

 

(２) 子供が自分たちの探求を俯瞰的に見るための探求キーワードカード 

 (１)のように探求の場を保障したうえで，子供の発言を「つくる」「問う」

「納得」の３つのキーワードカードを使って分類していった（板書１）。「つく

る」は創造的思考を，「問う」は批判的思考を，「納得」はケア的思考を表すキ

ーワードとして，筆者が設定した。 

授業の最後に，この板書を示して自分たちの探求について 思ったことを問

うと，子供から「『納得』が少ないから，もっと増やしたい」という声が挙が

った。確かにこのときの学級の探求は，出された考えに対して積極的に質問を 

し，他の子供がその質問に答えるという形で展開されるという特徴があった。

それは，批判的思考と創造的思考が活用されているというよさでもあるが，「問
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う」「つくる」が繰り

返されている状態で

は，発言の順番が，発

言者から質問者そし

て元の発言者へと移

るので，全体から見

ると徐々に発言者が

限られるようになり

がちであった(註 1)。

また子供たちに任せ

たままでは，議論の

場が発言者の考えを

どこまでも深く追求していくような空気を生み出しかねない状態になることも

予想される状況でもあった。そこで頃合いを見計らって，授業者が全体に「今

の考えに納得しましたか」と問いかけるようにした。すると，それまで議論を

聞いていた子供も納得したかどうかの反応は返すようになった。しかし，子供

たち自身で各々の考えに納得しているかどうかを聞き合うということはできて

いない状態であった。その状態の子供たちに，探求の中で使われている思考を

キーワードカードによって見せることは，自分たちの探求を俯瞰的に見ていく

ことに効果的だった。子供は，自分たちの思考に偏りがあることを知ると，今

のままの探求では，本来自分たちで目指していきたいと考えている「みんなで

納得してわかる学び」への到達は難しいということにも気付いていた。 

 

(３)「納得」の重要性に気付く議論の展開 

 自分たちの探求の実態を自覚することによって，その後の授業から子供たち

自身が自主的にケア的思考を働かせていけるかというと，そうではない。探求

の実態を自覚してから２回の授業を子供たちが主体的に進める形で行ったが，

結果として，子供からは「納得」の思考を促すような働きかけは出されなかっ

た。納得しているかどうかを意識しながら議論を進めていくことは，探求の目

的を常に意識し，探求全体が全員の疑問を解決するためにどの程度進んでいる

のかを把握しておくことも必要になってくるため，授業者の関わりがない状態

で子供たちに自主的に行うことを求めるのは，４年生の段階ではまだ難しいと

言える。 

 そこで，将来的に子供が自主的にケア的思考も活用していくために，段階的

にケア的思考を育てていくことにした。ケア的思考が活性化されると，創造的

思考，批判的思考がさらに活性化されると考えて，子供の実態に合わせて，表

１のような手立てを行った。 

板書１：探求において使われた思考の分類の板書 
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 子供が中心発問についての各自の考えを一通り出し合ったことを，授業者は

それぞれの考えの特徴がつかみやすい形で，似た考えを近くに位置付けて板書

する。子供はその板書を見て，似ている考え同士をまとめて，まとまりごとに

ラベリングする。その後授業者が，出されたそれぞれの考えに納得するところ

を見つけるように促す。創造的思考と批判的思考の行き来が中心になってしま

っていたこれまでの授業では，子供から多様な考えが出された(創造的思考)

後，すぐに，本当にそう言えるのか，よりよい考えはどれなのか（批判的思

考）という議論に移っていた。それが共同的に探求できていなかった原因の一

つではないかと考えて，出された全ての考えに納得できるところを見つけてい

くという形でケア的思考を活性化させるようにした。出された全ての考えに納

得できるところを探していくという過程は，議論の進行を一旦止め，これまで

出された考えを振り返って整理する作用をもたらす。その結果，思考の速い一

部の子供たちだけで議論を進めることなく，全員が議論に参加しやすくなるは

ずである。授業者は，子供が語るそれぞれの考えについての納得点を板書に加

えていく。その後，それぞれの考えのよさを踏まえて，みんなで考えをまとめ

ていくように促す。このような過程を繰り返し経験していくことで，子供はケ

ア的思考のよさを感じ，徐々に自主的に活用していこうとするのではないだろ

うかと考えた。 

 

Ⅳ 道徳科におけるケア的思考の有効性 

 Ⅲで述べたケア的思考を重視した授業について，第４学年での実践を基にケ

ア的思考の有効性を述べる。概要の中の傍線部，手立て１～３については，子

供の変容とともにそれらの効果を，後で述べていく。概要の中のゴシック体の

部分は，板書２に示した場での展開である。 

 

１ 授業の概要 

主題名 「地域を大切に」  C17［伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度］ 

教材名 「祭りだいこ」（出典：光村図書４年） 

ねらい 
地域を大切に思う心について考えることを通して，地域に積極的にかか

わる中で地域の人々の思いを知ったり，自分自身が楽しんだりすることで

表１：ケア的思考を育てるための段階的なアプローチ 
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地域を大切に思う心が大きくなっていくことに気付き，自分の地域への関

わりを深めていこうとする態度を養う。 

学習活動 教師の関わり（T）と子供の反応（C:数字は通し番号） 

１ 自分と地域と

の関わりについ

て話し合い，め

あてを立てる。 

 

 

 

 

 

２ 「祭りだい

こ」を読んで

話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分は地域を大切にしていると思いますか。 

C1 あまり大切にしていない。地域のことはあまり知らないから。 

C2 大切にしている。地域の清掃活動に参加しているから。 

C3 ぼくも清掃活動には参加しているけど，普段はゴミ拾いをしな

いから，それは大切にしているとは言えない気がするんだけ

ど･･･。 

C4 大切にするって，どういうことか考えたことがない。 

 

T:良子は自分の地域を大切にしていた人でしたか。 

C5 大切にしていたけど，始めより後の方がもっと大切にするように

なった。 

T:良子は始め，お父さんにおはやしをすることを誘われたときは，ど

んなことを思っていたのでしょう。 

C6 かっこいいから，やってみたいな。 

C7 やってみたいけど，一人では恥ずかしいな。 

T:良子の中で，地域を大切にする心が大きくなったのはなぜでしょう。 

C8 地域の年上の人たちが，練習の時教えてくれたから。 

C9 友達と頑張ったから，楽しくなって。 

C10 村の人たちが祭りを楽しみにしていたから。 

C11 自分が主役になれたから。 

C12 もっとやってみたくなったから。 

C13 おはやしの四代目になりたくなったから。 

T:考えを分類するとどうなりますか。(手立て１) 

C14「地域の人の思い」と「自分自身のこと」に分けられる。 

C15「地域の人の思い」を知ったから，地域を大切にする心が大きくなったのは

わかるけど，自分自身が変わったら，どうして地域のことを大切にする心

が大きくなるのですか。 

T:C15 さんは，なぜ友達がそう考えたのだろうと疑問に思ったのですね。みん

なが出した一つ一つの考えにはそれぞれに納得できるところがあるはずだ

から，出してくれた全ての考えについて納得できるところを探してみよう。 (手

立て２) 

C16 あ～，確かに。それ（一つ一つの考えに納得できるところを探すことは）

いいね。 

（全ての考えの納得点について，全体で確認「板書２」○囲み参照） 

C17「自分が主役になれたから」は，主役になれて自分が楽しくなったから，納

めあて 自分の地域を大切にする心について考えよう。 
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３ 捉えた道徳

的価値を基に

これからの自

分と地域との

関わりについ

て展望をも

つ。 

得した。きっと自分がやったおはやしを誇りに思ったんだと思う。  

C18 それなら，「おはやし４代目になりたくなった」のも，おはやしを誇りに思っ

たからだと思う。 

C19「もっとやってみたくなった」のも，「ほこり」につながっていると思う。誇りに

感じたから，もっとやってみたくなった。 

C20 そうかあ，だったら(自分が変わったから地域を大切にする心が大きくなっ

たという考えに)納得。 

T:では，今確かめた納得ポイントも考えながら，良子の心に地域を大切にする

心が大きくなったわけをまとめていきましょう。(手立て３) 

C21 地域を大切にする心が大きくなるのは，地域の人の思いを知るだけでは

足りなくて，自分も楽しんでいるから，大切にしようと思えるのだと思う。 

C22 地域の人が教えてくれたし，友達も一緒にできたから，一人でするよりも

楽しくできて，それがみんなで気持ちよく楽しみたいという気持ちになるん

だと思う。 

T:みんなって誰のことかな。 

C23 地域の人みんなのこと。 

C24 だから，それが周りの人が誇りに思っているおはやしを受け継ぎたいとい

う思いにつながっていくじゃないかなと思います。 

T:授業の始めに，地域の掃除には参加しているけど，普段はごみ拾いができ

ていないから，あまり地域を大切にできていないと思うと言ったのは・・・ 

C25 そうそう。自分がやろうと思ってやっていなかったから，やらされていると

思ったから，その時しか掃除できなかったんだと思う。 

T:今日，みんなで話し合ったことを基に，自分の地域を大切に思う心

を大きくしていくために，自分が大切にしたい「心のかぎ」をまと

めましょう。 

C26 地域の行事に自分がやろうという意志をもって参加したい。 

C27 地域の人の思いを考えて，自分の地域に誇りをもちたい。 

C28 僕の地域には何か祭りとかあるのかなあ。あったら参加したいん

だけど。 

T:おうちの人に聞いてみたらわかるかもね。 

C29 そうしてみます。 

 

２ ケア的思考活性化によって変容した子供の様子 

(１)「手立て１」での変容 

 中心発問「良子の地域を大切にする心は，なぜ大きくなったのか」に対して

出された考えを特徴が分かるような形で，内容的に近い考え同士を近づけて板

書する(註２)ことを「手立て１」として行った。子供は，板書された考えを比

較しながら，それぞれのまとまりを統括する「地域の人の思い」と「自分のこ

と」とラベリングしていった。すると，普段の授業から批判的思考を活用して

思考を深めている C15 の子供が「『地域の人の思い』はわかるが，『自分のこ
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と』は，なぜなのかわからない」と疑問をつぶやいた。これまでの C15 の出す

批判的思考による質問は，他の子供が発言した一つの考えに対するものがほと

んどだったが，二つのまとまりにラベリングすることにより，より広い視点で

議論に出されている考えを見ることができるようになり，C15 の批判的思考が

深まったと考えられる。 

 

(２)「手立て２」での変容 

 これまでの授業であれば，C15 の疑問をそのまま全体で考えていく展開だっ

た。そこを，「みんなが出した考えにはそれぞれ納得できるポイントがあるは

ず。まずは，その納得できるポイントを探していこう。」と，全ての考えには

出されただけの納得できる理由があるということを確認した上で，全ての考え

について納得できる点を見つけていこうと提案した。時間的に制限があるの

で，それぞれの考えについての納得点を見つけた子供が全体で発表し，発言者

に確認していくという形をとった。全ての考えについての納得点を探していこ

うと提案した段階で，子供から「あ～，確かに」というつぶやきが聞かれ，み

んなの考えの良さを認めていこうという視点に同意した様子が見られた。考え

を聞いていた子供が，出された考えの良さを言葉にして返していくことは，教

室の議論の雰囲気を変えた。それぞれの考えについての納得点を出す子供に

は，自分が考えを生み出せなくても，他の子供の考えを理解してそのよさをフ

ィードバックするという活躍の場ができ，考えの発言者には自分の考えを受け

止めてもらえたという満足感が生まれる。 

これまでの創造的思考と批判的思考のみの議論では，先に出されたある一つ

の考えと自分の考えの関係性を「○○さんの考えと似ていて～」「○○さんの

考えとちょっと違うんだけど～」と示してから自分の考えを発言する子供が多

かった。ところが今回は，すでに出された考えの納得点を探していくという活

動なので，自分から新たな考えを出す必要はなく，出された考え同士の関係性

のみに目を向けることができる。ゆえに，いろいろな子供からそれぞれの考え

の納得点同士をつなぐ発言が出てきた。子供から出された納得点を色チョーク

で板書し，子供の発言の中で出された考え同士の関連を線でつないで示してい

くようにした（板書２）。それぞれの考えの納得点を見つけるという思考は，道

徳科におけるケア的思考の「人の考えを共感的に理解する」部分であり，それ

を活性化させることで，「全体像をつかみ，新しい気付きを得たり，互いの考

えを補い合ったりする」という創造的思考をさらに活性化させたと考えられ

る。 
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(３)「手立て３」での変容 

 手立て２によって，出された各考えに納得できる点があることが全体で確認

された段階で，「それぞれの納得点を考えながら，まとめよう」と促した。す

ると C21 は，「地域を大切にする心が大きくなるのは，地域の人の思いを知る

だけでは足りなくて，自分も楽しんでいるから，大切にしようと思えるのだと

思う」と，まとまりごとにラベリングした言葉を使って，まとめた。これは，

全体で各考えの納得点を探していったからこそ，自分の中でそれぞれの考えを

咀嚼し，地域を大切にする心をつくる思いをまとめられたのだと考える。C21

に続く，C22，C24 も自分の言葉を使って，良子の地域を大切にする心が大き

くなった理由をまとめることができていた。「それぞれの納得点を考えながら

まとめる」というケア的思考の思考方法を提示することで，多数の子供がそれ

までに見つけていた各考えの納得点を基に，良子の心に起こった変化の全体像

をつかむ創造的思考を活性化させることができた。またその後，自己の生き方

へと目を向けていく段階で，導入で C3 が自分には地域を大切にする心がある

と言えるかどうか判断を迷っていたことを話題にすると，良子の心の変化から

地域を大切にする心についての考えが深まっていた C3 は，なぜ自分は自分の

中に地域を大切にする心があるかどうかの判断を迷ったのかと自分に問いか

け，自分から進んで地域に関わっていこうとする心が足りなかったからだと明

確な理由（C25）を見つけていた。これは，ケア的思考によって自分の考えを

板書２：ケア的思考を重視した授業での板書(概要のゴシック体部分) 
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見直していく批判的思考が活性化された結果だと考えられる。 

 

Ⅴ 道徳科におけるケア的思考の有効性と展望 

本実践において，ケア的思考は創造的思考と批判的思考をつなぎ，それらを

さらに活性化させる作用があるということが分かった。授業者として大切にす

るべきことは，授業の中で子供が展開する思考を，創造的思考，批判的思考，

ケア的思考の３つが作用し合う多元的思考となるようにするということであ

る。ケア的思考を重視することによって，多元的思考が働くようになると，学

習指導要領改訂に伴って目指されるようになった「考え，議論する道徳」が実

現されるようになると考える。「考え，議論する道徳」は，全員が発表するこ

とやグループトークで話すことだけを求めるものではない。子供が主体的に自

己の生き方についての課題をもち，議論の中で多様な考えに触れることを通し

て，自己の生き方についての考えを深めていく学習を求めているのである。ケ

ア的思考によって創造的思考，批判的思考を活性化させていくことで，子供は

自己の生き方についての課題に気遣いをもって関わろうとしていくことができ

る。ケア的思考を働かせることは，多様な考えに出会ったとき，それぞれの考

えを吟味するうえでも有効である。それは，道徳科の授業だけでなく，実際の

生活場面において子供が道徳的判断を行う時に役に立つ思考ともなるはずであ

る。道徳科の授業にケア的思考を取り入れることの意味を，子供の実生活への

活用にまで考えておくことで，道徳科の授業は机上の空論ではなく，子供自身

が本当に自分に必要な生きる力をつけていくものへとなっていくはずである。 

今後も，ケア的思考を各授業において取り入れていきたいと考えている。本

研究では，４年生での実践を基にケア的思考の有効性を考えてきたが，低学

年，高学年ではどのように取り入れることが有効であるか，これからの課題と

して引き続き，研究を深めていきたい。 
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註１ 

 実践した学級の児童数は 35 名で，創造的思考と批判的思考の繰り返しにな

ると，問われた子供が答えることが多くなって，1 対 1 の対話が増えてしまう

ため発言者が偏ってくる傾向があるが，少人数の学級では創造的思考と批判的

思考の繰り返しであっても，発言者の偏りはあまり見られない可能性もある。 

 

註２ 

 子供に，出された考え同士を比較して似た考えごとに分類していく力がつい

ていくための段階的配慮。自分たちで分類する力が育った学級では，このよう

な配慮は不要である。 

                                                                                            

Improving Moral Courses in the Use of Care-Thinking 

Aiming for Children to Explore Together 

 

Masami Ozaki*1 

 

Moral Courses in elementary and junior high school have been changed and requires 

a qualitative shift in teaching with thinking and discussing. The curriculum 

guidelines specifically show what moral lessons are aiming for, and the on-site 

teachers' awareness of improving the quality of classes has increased. Therefore, 

in order to provide a class in which children can explore their own way of life 

better, the emphasis on care thinking, which is one of the pluralistic thinking 

approaches advocated by Matthew Lipman, has been emphasized. We applied to class 

and worked on class improvement. I want to explore the effects of incorporating 

care thinking into moral education lessons in comparison with the past practice 

in which the author has gradually adopted creative thinking and critical thinking. 

 

Keywords:  Care-Thinking, Community of Inquiry, Moral Courses, Plural Thinking 

approach 

 

*1 Okayama University Elementary School 
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小学校理科における授業改善の試み

「土地のつくりと変化」の学習指導を充実させるための展開例

山﨑 光洋※１

令和２年４月に完全実施される小学校学習指導要領の理科では，主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善等に加え，プログラミング教育が位置付けられたコンピュー

タや情報通信ネットワークなどの活用，自然災害との関連などの新しい内容が注目を集め

ている。授業を工夫・改善するためには，これまでの教育実践の蓄積を若手教員にもしっ

かり引き継ぐことが必要とされているが，容易に引き継ぎを行うことができる状況にない。

本稿では，第６学年「土地のつくりと変化」を例に，若い教員や理科に苦手意識を持つ教

員の理科授業実践を支援し，授業を実践しながら理科の学習指導に必要な知識や経験に触

れることをねらいにした資料を作成し，それらの資料を活用した研修や実践を通して，現

職教員とともにその内容や方法について検討したものを報告する。

キーワード：小学校理科，授業改善，観察・実験，教材，授業構成

※１ 岡山大学教師教育開発センター

Ⅰ 新しい学習指導要領における理科の学習指導

小学校では，平成29年３月に公示された新しい学習指導要領が，令和２年４

月より完全実施される。小学校理科の学習指導に関しては，何がどう変わるの

だろうか。理科の目標や内容の改訂を踏まえ，小学校学習指導要領解説理科編

（平成29年３月）では，学習指導の改善・充実として，資質・能力を育成する

学びの過程，「主体的・対話的で深い学び」の実現，教材や教育環境の充実が

掲げられ，「第４章 指導計画の作成と内容の取扱い」の「１ 指導計画作成

上の配慮事項」において，次の４つのことが述べられている。

(1) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

(2) 問題解決の力の育成

(3) 障害のある児童への指導

(4) 道徳科などとの関連

また，それに続き，「２ 内容の取扱いについての配慮事項」として，次の

７つのことが示されている。

・言語活動の充実

・コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用

・体験的な学習活動の充実

・自然災害との関連

・主体的な問題解決の活動の充実，日常生活や他教科等との関連など

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 10 号（2020），pp.231 − 244
【実践報告】
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・博物館や科学学習センターなどとの連携

・事故防止薬品などの管理

前回の小学校学習指導要領解説理科編（平成20年６月）の「第４章 指導計

画の作成と内容の取扱い」と比較すると，共通する配慮事項は多いものの，主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が前面に打ち出され，新たに

プログラミング教育が位置付けられたコンピュータや情報通信ネットワークな

どの活用，自然災害との関連も，新しい学習指導要領の内容として注目を集め

ている。

新しい学習指導要領による学習指導が完全実施されるとなると，これらを踏

まえた学習指導を，どのようにして実現していくかに課題が移る。

Ⅱ 学習指導における課題

教育現場では，若い教員の割合が大きくなっている。文部科学省の「幼稚園

教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」には，「これまでの

教育実践の蓄積を若手教員にもしっかり引き継ぎつつ，授業を工夫・改善する

必要」があるとされている。

しかし，理科の学習指導では，それは険しい状況にある。筆者がかかわった

初任者を対象とした研修会（岡山市，2017年，2018年，2019年）に参加した初

任者の配当学年や理科の学習指導の有無を見ると，第３学年以上を担当してい

る教員は60％前後，理科の学習指導を行っている教員は30％程度となっており

（図１），理科のある第３学年以上を担当していても，40％以上が理科の学習

指導を行っていないことが分かる（図２）。初任者は，初任者を対象とした指

導教諭等から，実践的な指導を受けることができるが，初任者の２／３に当た

る理科の学習指導を行っていない教員は，理科の学習指導についての指導や助

言を受ける機会は少ないものと思われる。

図１ 初任者の担当する学年別人数 図２ 理科を指導する学年別人数

このような初任者に，思ったような学習指導ができているかを，次の４つの

選択肢で尋ねた。なお，７月末から８月初めの研修会のため，４月から７月ま

での３ヶ月あまりの指導についての印象を問うていることになる。

ア できている イ まあまあ できている

ウ あまり できていない エ できていない
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学習指導の経験の浅い初任者が，思っ

たような学習指導ができないと回答する

ことは当然予想されることである。では，

学習指導の何が難しいと感じているのだ

ろうか。自由記述の中から記述の多かっ

た順にその内容を取り上げると，

・児童の興味・関心を持たせること， 図３ 学習指導に関する自己評価

学習意欲を高めること，主体的な学

習にすること

・導入の仕方，めあての持たせ方

・児童の学習状況や反応に対応すること

・個人差に応じた学習指導を行うこと

・効果的な発問

となっている。

一つ一つ見ると，経験の豊かな教員でも難しいと感じていることが多い。こ

れらを視点に授業を改善するためには，個々の授業内容や授業場面でどのよう

に学習指導を行うかを具体的に検討する必要がある。それらに取り組むための

手掛かりが少しでもあれば，１から授業づくりをするより，今後の学習指導に

つながる経験を積むことができるものと考えられる。もっとも身近な手掛かり

の一つとして，他の教員の授業が考えられるが。初任者は，他の教員の授業の

どこを見ているのだろうか。授業を見て参考になったことを尋ねると，主なも

のとして，

・話し合わせ方等の児童同士のかかわらせ方

・児童とのやり取りの仕方

・学習規律

・発問，板書

・準備，授業展開

の五つに整理することができた。この結果を，前述の「学習指導で難しいと感

じていること」と比べてみると，両者は必ずしも一致していないことが分かる。

若手の教員にとっては，日々の授業を成立させるために必要なことに注意が向

くのは仕方ない。児童の学習意欲を高めたり児童の学習状況に応じた指導を行

ったりすることが大切だと思っていても，現実にはその余裕がないものと考え

られる。

理科の学習指導に関していえば，日々の授業を成立させるために必要なこと

と，新しい学習指導要領の配慮事項等で求められている学習指導との間には，

距離があるように感じられる。その距離を埋めるものが，若手教員へ引き継が

れる教育実践の蓄積だとすると，それなりの課題も見えてくる。

前回の学習指導要領の改訂段階では，理科の学習指導に対して苦手意識を持

つ教員が多いとされていた。理科全般の指導内容について理科の指導が「やや

苦手」「苦手」と回答した教員は約40％，理科の観察・実験についての知識・

小学校理科における授業改善の試み　「土地のつくりと変化」の学習指導を充実させるための展開例
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技能が「やや低い」「低い」と回答した教員は50％を超えていた（（独）科学

技術振興機構理数学習支援センター，2012）。新しい学習指導要領が完全実施

されようとする今，この状況は変わっているのだろうか。

このような状況があるからか，小学校では専科による理科の学習指導がめず

らしくなくなっている。また，岡山県では複数校兼務の理科専科も特別とはい

えなくなっている。自然を対象とする理科の授業を，それぞれ環境の異なる学

校で，しかも，限られた日時の時間割の中でしか指導できない理科専科の苦悩

は想像に難くない。さらに問題なのは，その学校の中に理科の教育実践の蓄積

を引き継ぐ若手教員はいないことである。教育実践を蓄積した教員がやがて教

育現場を離れるとき，誰が理科の学習指導を行うことになるのだろう。

理科で期待されている充実した問題解決の活動で授業を構成するためには，

様々な知識や経験が必要になる。しかし，そのような知識や経験をあらかじめ

持っておくことを期待すれば，理科の学習指導に対するハードルが高くなり，

新しい学習指導要領の下での理科の学習指導がより困難なものとして受け取ら

れかねない。これでは，理科の学習指導は広まらず，その充実や改善は望めな

い。

そこで，本稿では，授業を実践しながら，理科の学習指導に必要な知識や経

験に触れ，新しい学習指導につながることを期待した資料を作成し，それらの

資料を活用した研修や実践を通して，現職教員とともにその内容や方法につい

て検討したものを報告する。限られた研修会や研究会では，教育実践を引き継

ぐには限界がある。前紀要（山﨑，2019）では，第５学年「電流がつくる磁力」

を例示したが，本稿では第６学年「土地のつくりと変化」の単元展開や１単位

時間の授業の流れとその指導など，授業実践への入り口として参考にできるも

のを取り上げている。

Ⅲ 学習指導の知識と経験を支援する授業と資料

本稿後半に示した資料は，第６学年「土地のつくりと変化」に関する次の４

つの資料である。

(1) 例示した展開例を理解するための前提を示す資料

(2) 単元の展開をつかむための資料

(3) 展開例に位置付けている観察，実験の教材研究を行うための資料

(4) 本単元の１単位時間の授業を具体的にイメージするための資料

ここでは，それぞれの資料についての考え方や例示した内容についての解説

を行う。

１ 例示した展開例を理解するための前提を示す資料

単元展開や１単位時間の授業の流れは，指導内容の捉え方や児童の実態，教

師の指導力等によって異なる。授業を実践するためには，授業者自身が授業を

行う前提を明確にする必要がある。前提が違えば，その展開や指導も違ってく

る。前提が違うのに，教科書や他者が作成した指導案の展開をそのまま実践し
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ても，多くの場合は期待する授業にならない。

この資料（本稿末 資料１）では，小学校学習指導要領に示された第６学年

「土地のつくりと変化」にかかわる学習指導要領の「学年の目標」と「指導内

容」の抜粋と，作成した単元展開等の前提にしている「単元目標」，「単元の

特性」，「児童の実態」，これらを踏まえた「学習指導の工夫」を例示している。

特に本単元では，露出した地層を観察できるのか，近くに火山があるのか，

また，博物館や資料館があるのかなどによって，学習の構成の仕方は違ってく

る。また，地質ボーリング資料，地層や岩石の標本，堆積実験装置などがどの

程度整っているのかによって学習活動が変わってくる。教科書に示された活動

が必ずしも可能なわけではなく，どのような環境が整えられるのか把握し，授

業者が学習活動構成を決める必要がある。

さらに，授業で学習する児童がこれまでどのような学習をしてきており，ど

のような指導が行われてきたのかを明らかにして，本単元でどのような活動や

学習が可能なのかも検討しておく必要がある。これまで学習しきた知識や経験

などを踏まえた展開や活動でなければ，効果的な学習指導は行えない。

２ 単元の展開をつかむための資料

この資料（資料２）では，資料１の前提を踏まえ，単元全体を通した主な活

動と指導計画の概要，問題解決の道筋と具体的な教師の働き掛けや児童の反応

例を分けて例示し，その関係が分かるようにしている。教育現場で実際に指導

を行おうとすると，前述したように，児童が指導内容を理解していく道筋や児

童が実施する観察，実験の難易度，得られる結果によって具体的な学習活動の

場面構成や必要な指導・支援，時間配分が違ってくる。また，時間割や活動場

所，学校行事などの制約もある。何に重点を置いて指導したいのか，学習活動

の順番や組合せをどうすればよいのかは，指導者自身が判断することであり，

理想的な問題解決の流れを形式的に示しても参考になりにくい。

なお，例示した単元展開は，次のような考えに基づいている。岡山県では，

近くに地層があり，それを観察できる小学校は少ない。また，博物館などの施

設を活用した学習も難しい。地質ボーリング資料，地層や岩石の標本なども十

分に備わっているとは限らず，教科書の写真や資料などを活用した授業が行わ

れることも多い。そのため，様々な土を重ねて地層のように見えることを確か

めたり，水に投入した土などが層になって重なる様子を観察したりする活動を

中心に置き，地層について興味・関心を持たせたり，活動を通して学習する場

を確保したりするようにしている。

３ 展開例に位置付けている観察，実験の教材研究を行うための資料

本単元のように，現地や資料で活動できる環境に乏しいと，児童の学習意欲

を高めることが難しくなると考えられる。そこで，写真でしか見ることのでき

ない地層を身の回りの様々な土を重ねて再現したり，水の中で投入した土など

が層になっていく様子を観察したりするなどして，写真や資料の意味を理解で
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きるようにしたい。写真や資料の情報をきっかけに，土を重ねて地層に見える

ようにする活動は，短時間で実施することができ，色や粒の大きさの違う土が

重なり合うことで層に見えることを確認することができる。意味のない活動の

ように思えるが，第６学年の児童であっても，興味深く活動することができる。

また，堆積実験では，グループごとに観察，実験できるほど装置が備わってお

らず，教員が演示を行うか，水槽などを代用して観察，実験を行うことが多い。

教師の演示による授業では，児童が操作を行うことがないため，意欲的な学習

になりにくい。また，水槽などを代用した観察，実験では地層のように見えに

くいため，層ができるというより，水の中で土が分離することを説明すること

になってしまいがちである。本資料で示した観察，実験器具は，安価で入手し

やすい材料で作成した装置を使用している。作成する手間はかかるが，一度作

成しておけば，何度でも使用できるため，児童が興味をもって活動できる数少

ない観察，実験として紹介している。なお，本単元含めて，資料で紹介する観

察，実験は，可能な限り「簡単にできる」「短い時間でできる」「繰り返すこ

とができる」よう工夫し，児童が活躍できる機会や時間を確保できるよう心が

けている。

この資料（資料３）では，具体的な観察，実験の道具や方法を示し，観察，

実験に必要な知識や技能を確認できるようにしている。必要な材料や器具につ

いては，どこで，どれくらいの価格で手に入れることができるかを示している。

ここで紹介した堆積実験では，種類の違う土などを自分で混ぜて投入する土を

作成し，種類の違う土が水の中で分かれて重なり層になっていく様子を観察で

きるようにしている（右写真）。

１単位時間の中で結果が得られ

るよう，15分程度の活動で複数の

層を作ることができるようにし

た。水の投入時に水や土などが飛

び散らないようにしたり，カップ

１杯の水を繰り返し使って何度も

土を投入できるようにしたりし

て，さほど操作に気を遣わなくて

も，実験机や教室が激しく汚れる

ことがなく，土を投入するタイミ

ングを意識しなくても観察，実験 写真 観察，実験よってできた地層

ができるよう工夫している。

４ 本単元の１単位時間の授業を具体的にイメージするための資料

経験の浅い教師や理科の学習指導に苦手意識をもつ教師からは，授業を考え

るときに，教師や児童の考えや行動が具体的にイメージできないという声を聞

くことが多い。同じ場面を経験したことがなければ，児童の意識や考えを想定

して学習指導を考えるよう求められても，何をどう想定すればよいのか分から
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ないのであろう。例示された想定を基に，授業者自身と学習する児童の実態を

踏まえて，児童の意識や考え，行動がどう展開するか考えた方が，具体的な想

定を効率的に行いやすい。そこで，授業を構成する活動や場面を細かく分けて

資料にしておくことで，授業者自身の考えによって活動を取捨選択したり，活

動の順番を入れ替えたりできるようにしている。

この資料（資料４）では，先に，１単位時間の授業を７つの場面として想定

し，その組み合わせで５つの主な学習活動を構成している。それぞれの場面の

構成に必要な教師の働き掛けや，児童の考えや行動の例を大まかに示し，その

ような場面を構成するためのポイントを示している。どのような場面によって

授業が展開していくかをイメージできなければ，準備や指導の計画は立てられ

ない。場面構成がはっきりした段階で，場面ごとに学習指導に必要な細かい条

件や教師の支援を例示している。細かい条件や教員の支援を先に例示すると，

それにとらわれて授業の中での教師や児童の自然な姿を描きにくくなると考え

るからである。また，学習指導案形式では，言葉や文章に注意が注がれ，形式

的な案になりやすいため，まずは学習場面を個別に示したカット割りのような

資料を作成するようにしている。

Ⅳ 資料を活用した研修や公開授業を通しての検討

資料の作成に当たっては，経験の浅い教師や苦手意識をもつ教師が，安心し

て学習指導が行えるようにすることを念頭に置いているため，特別な環境を必

要としたり，厳密な操作を必要としたりする観察，実験は避けている。しかし，

実際に操作や観察，実験を行ったり，そのような観察，実験を位置付けた展開

例を検討してみると，想定している時間では実施が難しい，活動の中で児童の

考えをもっと深めることができるのではないか，など様々な指摘がなされた。

作成した資料を基にした本単元の検討の過程では，実際に観察できる地層や，

地質ボーリング資料，岩石標本などの教材についての情報交換や，資料や作成

した堆積装置の貸し借り等が行われていた。このように，共通した資料があれ

ば，必要に応じて効率的な学習指導を行うための情報や物品の共有も可能にな

る。また，本資料を基にした授業の実施，授業を基にした協議では，授業者な

りの考えや児童の実態に合わせた工夫が見られ，授業者と参観者の両者から様

々な意見が出された。仮にその授業をすぐに実施する機会はなくても，自分な

らどのように学習を展開してみたいか考え，意見を述べることは，指導力向上

に役立つことが期待できる。資料の例示は，授業を考える手掛かりにすぎない

ため，授業者によって様々な考えが存在する。しかし，同じ資料を手掛かりに

授業を考え，検討し合うことで，授業実践を蓄積することが期待できるため，

資料を例示していくことは有用であると考えられる。

なお，例示したような資料は，年間を通して様々な単元で作成し，現職の先

生方に，研修の中で，また，日常の授業の中で検討をしていただいている。

ここでは，いただいた意見の中から，幾つかを紹介する。
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・授業ですぐに使えるカット割が，とてもありがたいと思いました。

・公開授業の内容をメンバーで検討したり，教材を使って試したりするの

も，いいなと思います。

・実際の授業ですぐに使える内容が多い。

・教科書のやり方ではうまくいかないことが，うまくいくようになるやり

方が分かる。

・理科の基本的な考え方や授業の流れを知ることができた。学校に帰って

周りの先生に紹介できる内容が多い。

・軽重を考えることで理科としてのおもしろさを考えることができ，他の

教科でも必要な視点であると思います。

・やりやすい実験，扱いやすい実験器具を学べること，そうすることで議

論することがおもしろい理科を目指すようになりました。

・単元構想やカット割例がイメージがわきやすく，すぐに日々の授業に取

り入れていきやすい。

・授業のカット割では，教師と児童のやりとりの細案があり，さらに注意

すべきポイントも示してあるため，指導案に起こしやすかったり，他の単

元においても取り入れられたりして，とてもありがたい。

・他学年の先生達にも学んだことを伝えられ，充実した理科授業となった

と感謝された。（６年 植物，４年 空気と水など），自分が今までした

授業の振り返りができ，改めて自信をもつことができたり，新しく理解で

きたりするなど，自分の成長が感じられた。

これらのことから，例示した展開例を理解するための前提，単元の展開，観

察，実験の知識・技能，１単位時間の授業の具体的なイメージなど，日々の授

業に直接生かせる手掛かりが求められていたことがうかがえる。

Ⅴ 今後の試みについて

小学校理科の授業改善に必要な条件は，教員の指導経験年数，学校での立場，

指導環境，児童の状況などによって異なる。本資料は，展開例を基に授業者自

身が考え，判断しながら，授業実践に取り組むための手掛かりとなる参考例と

して役立つことを期待し，一般的な学習指導案とは違う形での提供を考えたも

のである。検討を加えていくと，どうしても内容を欲張ってしまい，難しく，

複雑な理科の指導資料になってしまうことがある。日々の授業で容易に実践で

きてこそ，授業者が授業実践を通して指導に必要な知識・技能，経験を蓄積し

ていくことに役立つ資料といえるだろう。今後は，他の指導内容や指導場面に

対象を広げて資料を作成，検討したり，状況に応じて既に作成した資料を作り

直したりして，多くの教員の理科の学習指導が充実し，授業改善が進むことを

支援できればと考えている。
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資料１ 例示した展開例を理解するための前提を示す資料（抜粋）

(1) 小学校第６学年 「Ｂ 生命・地球」にかかわる目標

(2) 生命・地球

① 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと変化，月の形の見え方と

太陽との位置関係についての理解を図り，観察，実験などに関する基本的な技能を身に付ける

ようにする。

② 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと変化，月の形の見え方と

太陽との位置関係について追究する中で，主にそれらの働きや関わり，変化及び関係について，

より妥当な考えをつくりだす力を養う。

③ 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと変化，月の形の見え方と

太陽との位置関係について追究する中で，生命を尊重する態度や主体的に問題解決しようとす

る態度を養う。

(2) 小学校第６学年「(4) 土地のつくりと変化」の内容

土地のつくりと変化について，土地やその中に含まれる物に着目して，土地のつくりやでき方

を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付けること。

(ｱ) 土地は，礫(れき)，砂，泥，火山灰などからできており，層をつくって広がっているもの

があること。また，層には化石が含まれているものがあること。

(ｲ) 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできること。

(ｳ) 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

イ 土地のつくりと変化について追究する中で，土地のつくりやでき方について，より妥当な考

えをつくりだし，表現すること。

(3) 単元の具体目標を，どう考えればよいか。

土地やその中に含まれる物に着目して，土地のつくりやでき方を多面的に調べる活動を通して，

土地のつくりと変化についての理解を図り，観察，実験などに関する基本的な技能を身に付ける

とともに，より妥当な考えをつくり出す力や主体的に問題を解決しようとする態度を育成する。

(4) 「指導上の立場」における「単元の特性」を，どう考えればよいか。

第６学年内容「B 生命・地球」の「(4) 土地のつくりと変化」には，「土地のつくりと変化に

ついて，土地やその中に含まれる物に着目して，土地のつくりやでき方を多面的に調べる活動を

通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。」と記述した後，「(ｱ) 土地は，礫，

砂，泥，火山灰などからできており，層をつくって広がっているものがあること。また，層には

化石が含まれているものがあること。」「(ｲ) 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってでき

ること。」「(ｳ) 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。」という３つの具体的な内容

を挙げた上で，アとして，これらについて「理解するとともに，観察，実験などに関する技能を

身に付けること。」，イとして「土地のつくりと変化について追究する中で，土地のつくりやでき

方について，より妥当な考えをつくりだし，表現すること。」が示されている。ここでは，児童

が，土地やその中に含まれている物に着目して，土地のつくりやでき方を多面的に調べる活動を

通して，土地のつくりや変化についての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付ける

とともに，主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する

ことがねらいとされている。

本単元では，「がけにしま模様が見られるのなぜか」「地層はどのようにしてできるのか」「地

しんや火山のふん火によって土地はどのように変化するのか」などを問題とすることができ，地

質ボーリング資料などで土地の構成物を観察したり，地層の堆積モデル実験を行ったり，地震や

火山の噴火による土地の変化を調べたりするなど，土地のつくりや変化のきまりを推論しながら

活動することができる。土地の構成物を観察したことと地層の堆積モデル実験の結果とを関係付

けて考察させたり，地震や火山の噴火の影響を資料を基にまとめさせたりすることで，土地のつ

くりやでき方を多面的に調べることができるよう単元展開を構成している。

本内容は，第４学年「Ｂ(3)雨水の行方と地面の様子」，第５学年「Ｂ(3)流れる水の働きと土

地の変化」の学習を踏まえて，「地球」についての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「地

球の内部と地表面の変動」，「地球の大気と水の循環」に関わるものであり，中学校第２分野「(2)

大地の成り立ちと変化」の学習につながるものである。
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(5) 「指導上の立場」における「児童の実態」を，どう考えるか。

① 指導内容に関する既有知識，教材（素材）や現象に対する先行経験

児童は，第５学年の学習で，流れる水には土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積さ

せたりする働きがあることを学んでいる。また，火山の噴火や地震によって土地のつくりが変化

することも情報としては知っている児童も多い。しかし，児童にとって身近にある土地は地表部

分で，その多くは植物で覆われているか人工的に手が加えられたものであり，露出して観察でき

るような地層が近くにあることはまれである。学習指導要領解説では実際に地層を観察する機会

をもつこと，遠足や移動教室などあらゆる機会を生かすこと，博物館や資料館などの社会施設を

活用することが示されているが，そのような場所に出かけて学習を行うことが好ましいことは分

かっていても，それらは時間的にも費用的にも現実的とはいえない。そのため，写真や映像など

の資料や，コンピュータによるシミュレーションを用いて学習を進めることになる。地質ボーリ

ング資料，地層や岩石の標本などを可能な限り用いて土地の構成物に直接触れながら多面的に調

べることができるようにするとともに，土地の構成物を観察したことと地層の堆積モデル実験な

どの実験結果とを関係付けて考察させることで，実際の土地のつくりやでき方を推論できるよう

にしたい。本内容は，同様の内容が中学校でも扱われているため，本単元では土地のつくりやで

き方，地震や火山の噴火による変化などの大体をとらえさせ，日頃考える機会の少ない時間的，

空間的な広がりをもつ自然の事物・現象としての土地のつくりと変化に対して関心を持たせたい

と考えている。

② 資質・能力的な側面（学び方）に関する状況

第６学年では，自然の事物・現象を捉えるための視点をもち，自然の事物・現象を多面的に調

べることが重視されている。児童はこれまで，「燃焼の仕組み」で空気の変化に着目して物の燃

え方を調べたり，「植物の養分と水の通り道」で植物の体のつくりと体内の水などの行方や葉で

養分をつくる働きに着目して生命を維持する働きを調べたりするなど，主にこれらの仕組みや性

質，規則性及び働きについて多面的に調べる経験をしてきている。本内容では，崖や切り通しな

どで土地やその中に含まれている物に着目し，地層の広がりや土地の構成物を調べることが必要

とされているが，実際の地層を調査したり，地質ボーリング資料を利用したりできなければ，地

層やその構成物に直接触れながら調べる活動を構成することは難しい。また，火山の活動や地震

による土地の変化を扱うにしても，地域がそのような環境にあるとは限らないし，これらにかか

わって自然災害について触れようとする場合，配慮が求められる地域もあるだろう。土地のつく

りやでき方について，「より妥当な考えをつくりだし，表現すること。」を重視しようとしても，

そのための事物・現象や活動が十分に準備できないことも考えられる。

(6)「指導上の立場」における「学習指導の工夫」を，どう考えるか。

本単元を実施するに当たり，必要な写真や映像などの資料の収集を行い，全体に大きく投影で

きるようにしたり，グループごとに活用できるように印刷物として準備したりしている。その上

で，資料でとらえた土地のつくりやでき方を少しでも体験的に理解できるよう，地質ボーリング

資料，地層や岩石の標本などを可能な限り用いて土地の構成物に直接触れながら観察ができるよ

うにしている。

さて，本単元で唯一といってよい実験である地層の堆積モデル実験は，実際の現象を再現する

ことのできない分野では，知識を受け取るだけの一方的な学習にならないようにするための重要

な活動になる。しかし，水槽等を用いたモデル実験では，グループ実験をさせようとすると予想

以上に土砂が必要になる。また，水深が浅いために土砂が分離しにくく，その割に，粘土の堆積

に時間がかかりすぎるという難点があった。そこで，市販の整理箱を受け皿として用い，粘土や

砂を吟味することで，少量の土砂で短時間でも堆積の様子が分かる工夫を行い，地層のモデルと

したいと考えた。ここでは，砂と粘土などを児童に混ぜ合わさせ，それを３回～５回に分けて水

の中に投入することで，何層にも見える地層をつくることにする。投入の仕方によって，地層の

でき方は違うが，共通点を話し合うことで，粒の重さ（大きさ）によって水中で分離した土砂が

層に見えることを確かめさせ，地層のでき方や広がりについての考えをもたせ，話し合わせるこ

とで，それらについての考えをより妥当なものへと導きたいと考えている。

なお，室内で土砂を使う実験を行うため，土砂が飛び散りにくい投入の方法を工夫したり，土

砂で濁った水をできるだけ容易に処理できるようにしたり，児童が短時間で実験を行うことがで

きるようにして１単位時間の中で多層の層が確認できる実験結果が得られるようにし，その特徴

やでき方について結果をもとに十分な検討をしながら考察できるようにしたいと考えている。
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資料２ 単元の展開をつかむための資料

(1) 単元指導計画

(2) 単元展開例
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資料３ 展開例に位置付けている観察，実験の教材研究を行うための資料
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資料４ 本単元の１単位時間の授業を具体的にイメージするための資料
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新聞の教材活用に関する実践的検討 

岡山大学教育学部開設講義「教育における新聞活用の理論と実際」

の総括を中心に 

 

尾島 卓※１ 

 

本稿は 2019 年 9 月 19 日に行われた岡山県 NIE 推進協議会主催大学セミナーでの発表に

本学部開設科目「教育における新聞活用の理論と実際」に関する内容を加筆し、再構成した

ものである。2012 年から開始された上述の講義は本年で 8 年目を迎えた。この間行われた

60 分クォーター制への変更から４年が経過したため、90 分時間割時代からの成果を振り返

る節目であることが執筆の動機である。もう一つの節目は学習指導要領の完全実施である。

2020 年度より小学校から順次本格実施される学習指導要領において新聞とそれを使った教

育実践の行く末を展望するには絶好の時期だと考えたからである。 

このような動機に基づく本校では、はじめに上述した講義の概要を解説した。次に、学習

指導要領における新聞に関する記述の変化から、新聞にたいする期待を分析した。最後に、

教科横断的な学びを成立させる教材としての可能性を学部講義の成果から検討した。 

 

キーワード：NIE（Newspaper In Education），教材開発，教科横断的な学び，学習指導要領 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 教育学部開設講義「教育における新聞活用の理論と実際」の概要 

１ 開設経緯およびカリキュラム構成の視点 

「教育における新聞活用の理論と実際」（以下、NIE 講義と略称）は、2012 年

1 月に岡山大学と山陽新聞社との間で交わされた連携協定を皮切りに同大学教

育学部に新設された講義である1。当初、同学部教職関連科目のうち選択必修科

目に位置づけられ３年以上の学生が受講できる講義であった NIE 講義は、2016

年度より社会連携関連科目として一般教育課程へも提供され、こちらは 1 年生

以上の他学部学生が受講できるようになっている。 

開設当初から学部担当教員として講義のコーディネートを行ってきた筆者

の知る限りにおいて、この NIE 講義のカリキュラムには以下のような特徴を指

摘することができる。 

現役新聞記者および論説委員の専門職としての知識、認識および経験の語り

を講義の中心に据えることが第一の特徴である。NIE 講義を担当する山陽新聞

社所属の非常勤講師は、多くが読者局に設けられた NIE 推進部署2に籍を置いて

いる。いずれも同社社会部等の取材記者や紙面編集担当者を経験した現役の新

聞記者である。同時に彼ら彼女らは、岡山県内の大学、高等学校、中学校およ

び小学校において「出前授業」を経験しており、新聞についての知識教授の素

地を持っていた。担当講師のこのような経歴から、新聞記者としての経験をも
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とに語る時間を多くとり、完成商品である新聞の裏側にある制作過程、願いお

よび課題を生の声として受講生に届けるような内容構成を試みている。 

第二の特徴として新聞関連施設おけるフィールドワークと習得内容の総括・

反省である新聞作成とを有機的に結合したことを指摘したい。この考え方を最

も端的に表現した 2012 年の講義計画（文末資料 1 を参照）では、ストレートニ

ュース紙面作成に必要な知識技能を扱う授業と新聞社における実際の取材と新

聞記事作成が前半に位置づけられている。また、この年度の講義では論説やコ

ラム等の学修を経た後に講義内容全体を反省し総括する講義のまとめ新聞作成

が位置づけられている。60 分クォーター制による岡山大学全体の授業改革以前

まで維持されたこのような活動の結合は、受講生のうちに情動を伴った認識を

形成することを目指して導入されたのである。 

最後に挙げる特徴は学習における集団活動と個人活動との結合である。学部

生の受講資格を 3 年次以上に設定したのは、授業における教材の位置や役割に

関する基礎知識を有しているという評価にも基づいてはいるが、教育実習を控

えた時期だからこそグループワークへの積極的関与が期待できたからである。

前出の講義計画では、講義前半でも例えばニュース用に模擬的に撮影した写真

の相互批評をグループで行う過程を経て、グループによる新聞社見学と見学新

聞の作成が行われる。また講義後半では受講者が一人ひとり新聞活用新聞を作

成するが、それらは相互に評価され成果と課題とが個人に還元されるのである。

これまで学校現場で取り組まれてきた、集団の教育力を大学の講義においても

援用しようとした背景には、教育における新聞活用が実践的には極めて困難な

課題であるという認識が存在していたのである。 

連携協定により派遣される非常勤講師の見識と教育実践遺産において蓄積

された探求活動の方法3を組み合わせることで NIE 講義では、検定教科書が中心

的な教材として絶対的な位置を占める学校教育実践における新聞活用の可能性

を受講生とともに追求してきた、と断言してもいいだろう。その成果を次項で

は受講生の作成した新聞、講義における学習を振り返る新聞活用新聞から分析

してみたい。 

 

２ 受講生作成の新聞に見る初期 NIE 講義の成果 

 90 分一単位時間で開設された NIE 講義の成果をここではまず簡単に紹介し

たい。文末資料 2 は 2012 年度の最終講義で提出されて「新聞活用新聞」の一部

である。2012～2015 年までに受講生によって作成された新聞からは全体的に以

下のような成果を見いだすことができる。 

 第一の成果は新聞作成と読解に関する知識の定着である。このことが最も顕

著に現れているのが「見出し」である。実際の新聞作成では、ニュース記事の

執筆者と見出し作成の編集者は別の人間が行う。活字の大きさや装飾によって

ニュース価値を表現し、限られた時間で目を通す読者に情報の取捨選択を促す

役割をもつ見出しだからこそ、文案作成から活字選びまで時間と労力を要する

のである。なので、参考資料以外の新聞にも受講生が苦心してひねり出した見
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出しが並ぶ。それらすべてが講義を通して得た発見を感情をともなって表現し

たものとなっている。 

 一つの講義（対象）に対する多様な総括（見方・考え方）である受講者作成

の新聞が講義における中心的な教材をなり得ることが第二の成果である。非常

勤講師であるプロの記者たちはすべての新聞に肯定的・前進的な部分・箇所を

評価してくれる。講義最終日の教員と受講生による相互評価の場面では、受講

生は自分の学びの筋道を振り返るとともに、他者の新聞から新たな発見を見い

だしている。 

 成果として最後に指摘できることは、教材としての新聞の可能性に対する関

心の芽生えである。必修教科とはいえ多くの教科から選択される本 NIE 講義は、

はじめから新聞への関心が比較的高い学生に受講される傾向にあった。小学校

算数における新聞活用について調べコラム記事を作成する学生は最も顕在的な

実例ではあるが、多くの受講生が新聞を教材として活用する可能性に関心を寄

せている事が読み取れる。 

 以上の成果は、教材に関する知識の高まりと教材を主体的に活用しようとす

る意欲向上の相互連関として総括できるであろう。このような受講学生の変化

は、かつて我が国の授業研究において指摘された教師の主体性を彷彿とさせる。

「教材をわがものにする」あるいは「教えるべき内容を教えたい内容にする」

等のキーワードで語られた授業前の教材解釈や教材開発における教師の主体的

な営みは、教材の持つ教育的価値の発見のプロセスである。単に受講生一人ひ

とりの実践的力量の伸びにとどまらず、授業における教材の役割に対して抱い

ていた常識を見直す一つの契機となったことが、当初の本講義の成果として総

括できるのではないだろうか。 

 

３ 60 分クォーター制によるカリキュラムの充実 

2015 年度より NIE 講義は岡山大学における授業改革の一環である「60 分ク

ォーター制」4のもとで実施されるようになった。講義の回数に変更はなく、授

業時間数が従来の 90 分講義の 1.5 倍になる計算である。当初のカリキュラム

構想の視点を維持しながら、次に詳述する新たな講義内容や学修活動を盛り込

むことで、講義にも NIE にも通底する課題が次第と明確になってくるのである。 

 変更点としてまず指摘したいことはフィールドワークの充実である。非常勤

講師が実際に学校で行う NIE の授業の参観5や日本新聞協会認定の NIE アドバ

イザー6による実践報告など地域の NIE の実際を見聞できる機会を設けること

ができるようになった。また、新聞作成の参観である山陽新聞社見学は、2018

年に同社が新設した「さん太新聞館」7において実施できるようになった。実際

の工場における印刷工程の解説を同館所属のアンバサダーに委託することで非

常勤講師の授業負担を軽減できるうえ、一般の来館者向けに展示された館内の

新聞にまつわるディスプレイは学部講義で得た知識を豊かに視覚化してくれる。 

 次に、岡山県下 NIE 推進の実際に触れる機会の新たな追加について述べたい。

上述したアドバイザーの話以外に「おかやま新聞コンクール」8について学ぶ機
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会がこれにあたる。山陽新聞社と岡山県等の主催による本コンクールには、新

聞づくりの部と新聞感想文の部に小学校～高等学校、特別支援学校の子どもた

ちの作品が数多く寄せられる。例年２月に朝刊折り込みで配達されるコンテス

ト優秀作品の「別刷り」を通して受講生は NIE の現状に触れることができるの

である。ちなみに 2018 年開催のコンテストでは、新聞づくりの部と新聞感想文

の部に合計 21,646 点の応募があった。 

 以上新たな試みは最終評価の際に作成する新聞においても受講者から好評で

あったことが読み取れる。しかしながら、新たにカリキュラムに追加した新聞

教材活用の模擬体験である「新聞を活用した小中学校の教材開発」とそれを使

った模擬授業は開始当初からうまくいかなかった。受講要件として学生に山陽

新聞朝刊を購読させ、毎時間講義の初めには印象に残った記事を想起させるな

どより身近に新聞に接する機会を設けてもである。当初の NIE 講義の成果をよ

り実践的な力量にレベルアップするという課題を克服する試みは本論の最後に

述べることとし、課題に接近する間接的な要因となった学習指導要領における

新聞の扱いの変化を次節ではまず、明らかにしたい。 

 

Ⅱ 近年の学習指導要領における新聞の位置づけ 

１ 学習指導要領解説における新聞に関する記載の特徴 

一般的なメディアである新聞は、それでは学習指導要領において如何に扱わ

れているのであろうか。ここでは、平成 20 年および平成 29 年改定の学習指導

要領を検討の対象としたい。何故なら、前者以降の学習指導要領は従前のもの

と同様に、各学校の教育課程編成の際に「法的拘束力」をもつ基準である一方、

平成 17 年の教育基本法および平成 18 年の学校教育法改正後に公示されたこれ

らは、学校教育法 30 条第二項9に強く影響を受けているからである。 

周知のとおり、上記法規では「学力」を構成する要素が「生涯にわたり学習

する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これ

らを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能

力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなけ

ればならない」と規定されている。教育における新聞教材の活用は上の「活用

力」育成の際に、その効果が注目され、教育行政施策の効果検証として 10 年来

実施されてきた「全国・学力学習状況調査」10の「児童・生徒調査」において購

読実態が調査されている。 

しかしながら、日本新聞協会のまとめによれば新聞に関する記載は学習指導

要領ではなく、その解説に散見されるとされている。学習指導要領に付される

解説は教科書作成の際に参考とされ、学校内の研修時にも参照されることが多

いため、本節では平成 20 年と平成 29 年改訂の小中学校に絞って、その特徴を

分析したい。 

 

 

２ 平成 20 年改定学習指導要領解説において記載される新聞の特徴 
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下記表 1 にあるように11、平成 20 年改定学習指導要領では主に国語科を中心

に新聞に関する記載が見られる。それらには以下に挙げるいくつかの特徴を持

っている。 

小学校 

国語 社会 理科 生活 家庭 道徳 総合 特活 計 

19 15 2 1 1 1 2 2 43 

中学校 

国語 社会 美術 家庭 道徳 総合 特活 計  

15 6 1 1 1 1 5 32  

表 1 平成 20 年小中学校学習指導要領解説書に明記された新聞の数 

 

第一の特徴は言語活動のうちテキスト読解の興味・関心を惹起する媒体とし

ての新聞を位置づけるものである。例えば小学校国語科５年、６年「Ｃ 読むこ

と」の①指導事項「目的に応じて、本や文章を比べて読むなど効果的な読み方

を工夫する」では読解対象の拡大として新聞は想定されている。子どもたちに

入手可能なテキストとしての活用は、小学校国語科の「オ 本や文章を読んで考

えたことを発表し合い、自分の考えを広げたり深めたりする」、「カ 目的に応じ

て、複数の本や文章などを選んで比べて読むこと」の解説においても散見でき

る12。また、このような利用は中学校国語科においても継続的に想定されてお

り、中学校２年「Ｃ 読むこと」指導事項「カ 本や文章などから必要な情報を

集めるための方法を身に付け、目的に応じて必要な情報を読み取る」の解説で

は「必要な情報を集めるための方法」の例示として、「新聞の紙面構成等に基づ

いて、必要な部分を探して読んだりするなど、それぞれの資料の特性を生かし

た読み方をすること」があげられている。 

第二の特徴は情報発信のツールとして利用である。国語科または総合的な学

習の時間に等おける様々な新聞作成がその具体である。国語科３年、４年「Ｂ 

書くこと」内容②言語活動例には「疑問に思ったことを調べて、報告する文章

を書いたり、学級新聞などに表したりする」と述べられており、写真やイラス

トを交えて調査活動の過程と結果を表現することが求められている。OECD の

PISA で非連続テキストと呼ばれている新聞の特性を利用することは、探求活動

の最終局面である「【④まとめ・表現】気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、

判断し、表現する」段階において、「調査結果をレポートや新聞、ポスターにま

とめたり、 写真やグラフ、図などを使ってプレゼンテーションとして表現した

りすることなど」があげられていることからも推測される。今日においてもな

お、総合的な学習の時間は、教科で学んだ基礎・基本を活用する統合科目とし

ての機能を期待されているからである。 

第三の利用方法は情報検索ツールとしてのそれである。広告を除く新聞を構

成するストレートニュースと論説記事（社説・コラム）のそれぞれに応じて、

国語科と社会科における活用事例が解説に散見できる。５年生の社会科では情
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報化社会に生きる国民にとって重要なメディアとしての役割に関する理解が目

標に掲げられ、国語では先に述べた記事の特徴だけではなく、ニュースの要点

を最初に述べる記事の「逆三角形」形式も言及されている。このように併記し

てみると、小学校の場合、５・６年生では、その構造にしたがって新聞を読む

ことが学習活動として例示され、情報の収集・加工・発信を行う他のメディア

との異同を理解する学習が社会科で展開されるよう示されている。 

以上が小学校学習指導要領解説における新聞活用の傾向である。平成２０年

改定中学校学習指導要領における新聞活用の特徴は、当然、前の学校段階にお

ける活用を一歩前進させたものが多い。子どもの能力の発達では、中学校３年

国語「読むこと」において論説の代表として新聞論説の読解への移行が特徴的

である。活用教科の拡大という観点からは、中学校美術科におけるイラストレ

ーションの実例のひとつとして新聞が取り上げられている。中学校段階で発達

が期待される言語能力に即しながら、同時に広範な社会領域をカバーする情報

メディアとしての新聞を各教科等において引き続き活用することが解説では散

見できるのである。 

 

３ 平成 29 年改定学習指導要領解説において記載される新聞の特徴 

 この学習指導要領に関するいくつかの文部科学省の「解説」では、小学校と

中学校のそれには「学びの地図」としての活用が期待されている。教育関係者

のみならず家庭や地域の関係者の多くが、学校教育の目指す場所とその道程を

容易に理解できるように各教科等の目標（「生きる力」の具体である資質・能力）

と内容が次の三つの観点から整理されたのもそのためである13。 

ア「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる

「思考力・判断力・表現力等」の育成）」 

ウ「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社

会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

 このような意図で編纂された学習指導要領の解説における新聞に関する記載

は、平成２０年改定のものを批判的に継承すると同時に、以下の新しい特徴を

有するのである14。 

 まず特徴として新聞が登場する教科の増加をあげたい。小学校の場合、算数、

生活、体育の教科、中学校の場合、数学、保健体育、外国語、技術家庭の各教

科である15。紙幅の関係上、これら新しい教科での活用を詳細に紹介することは

できないが、ここでの新聞の記載には、上述した学習指導要領編纂方針のウか

ら大きな影響があると考えられる。学校に閉じられる学びではなく、教科にお

いても「社会との関連」が意識されていることは、例えば、外国語科の「話す

こと」や「聞くこと」の話題や題材を新聞にもとめている事例に顕著である。 

 第二の特徴は、数学科第３学年の内容「Ｄデータの活用」に見られるような

情報科学基礎の学習における利用である。小学校４学年算数の概数における利

用からはじまり、同６学年のイ思考力，判断力，表現力等の「(ｱ) 目的に応じ
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てデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，代表値などを用

いて問題の結論について判断するとともに，その妥当性について批判的に考察

すること。」を経て、中学校の数学では「実際に行った標本調査だけではなく，

新聞やインターネットなどから得られた標本調査の方法や結果についても，批

判的に考察し表現できるようにすること」の重要性が解説されている。PISA が

コンピテンシーの一部としてテストを通じて測定しようとしている数学的リテ

ラシーが、ここでは明らかに意識されている。 

 最後に、総則「解説」への新聞の記載を特徴としてあげたい。小中学校とも

学習指導要領「第３ 教育課程の実施と学習評価」のうち「１ 主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた授業改善」において、「情報活用能力の育成を図るた

め，各学校において，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を

活用するために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習活動の充実を

図ること。また，各種の統計資料や新聞，視聴 覚教材や教育機器などの教材・

教具の適切な活用を図ること」が明記されている16。平成２９年改訂学習指導要

領の隠れた、と同時に学校現場では大きな課題となる教科横断的な学びは、内

容の横断（自然災害や持続可能な発展等）と能力の横断（言語能力等）とをカ

リキュラム・マネジメントを通して実現されるよう期待されている。したがっ

て、子どもに育成が期待される汎用的能力である情報活用能力の育成は教科を

超えた学校研究課題となり、その促進条件として新聞「教材」が解説に明記さ

れるようになったのである。 

 

Ⅲ 教科横断的な学びを成立させうる教材としての新聞 

１ NIE 講義において見いだされた課題と学習指導要領への対応の関連 

 改めてここで大学における NIE 講義の課題を確認したい。それは講義で提供

される NIE 実践の深化・発展の現状と教員を目指す学生が抱く NIE 実践とのあ

いだの矛盾に生じたものである。換言すれば、それは、とりわけ中学校コース

の受講者が教科における新聞活用に対する展望を抱けない反面、「おかやま新

聞コンクール」に多くの作品が出展され、優れた新聞と感想文を目の当たりに

することから生じている。NIE 講義の中で顕在化した「教科における教材とし

ての新聞の活用」の困難さは、新聞に関する豊かな知識と経験をもった未来の

教師たちでさえ、教科内容の伝達にふさわしい新聞記事を選択する難しさの認

識なのである。 

 従来から言われているように教育の現代化以降の学校教育は人為的な営みと

しての性格をあらわにしてきている。子どもたちの生活の彼岸にある人類の遺

産すなわち科学と文化、芸術の成果を計画にそって伝達する機能を学校が有す

るためである。一方、新聞記事は時事のニュースを素早く社会に媒介すること

を目的としたマスメディアである。先に述べた受講学生の認識する困難さは、

したがって、新聞の適時性と学校教育の計画性との根本矛盾から生じるもので

あり、NIE 実践に携わる教師に普遍的な課題なのである。 

 しかしながら、この NIE 実践をさらに一般化するために不可避な根本矛盾を
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止揚するためのヒントは、まったく偶然に本学部開催の NIE 講義において見い

だされることとなる。それは、2020 年以降小学校から順次実施される現行学習

指導要領が求める実践課題への対応を NIE実践の地平で構想した産物だった17。

とりわけ中学校においては困難が予想される教科横断的な学びの成立に対して

NIE 実践が如何に貢献するかを模索する過程から、教材としての新聞活用の新

たな地平の一端を垣間見ることができたのである。以下では、学部 NIE 講義の

実践を紹介することを通して、この発見を明らかにしていきたい。 

 

２ 大学実践事例「一つの新聞記事を各教科で扱うアイディア交流」の実際 

 ここで使用した新聞は山陽新聞 2018 年２月 19 日朝刊（第 48409 号）一面「小

平 金 スピード女子初 日本金メダル 10 最多タイ 極めた最速 五輪新で

圧勝」および五面「小平無敵の加速 ダッシュ進化 理想の滑り」である。受

講者には等倍の新聞記事を配布し、一つの新聞記事を各教科で扱うアイディア

交流を口頭で呼びかけた。なお、今年度学部 NIE 講義の受講者は、１名の小学

校教育コースと２名文学部３年生以外は中学校コースの学生である。 

 講義毎に受講生が作成するポートフォリオの文章のうち講義の風景を描写し

たものを羅列することで講義の実際を描写してみたい。 

 各教科のグループに分かれ苦心してひねり出された「アイディア」が専攻す

る教科を超えて共感された様子が上では表現されている。とりわけ数学専攻の

学生グループが提出した「無敵の加速」を数学的に読み取るアイディアは論者

自身も含め多くの関心を集めた。 

 数学グループは新聞記事に掲載された 500M レースの最終タイムの一覧表に

・新聞の記事を使って、数学、社会、英語、音楽の教科でどのように使うか

を考えるときに、私は小学校コースで専門性のある中学校コースの人達に

交じって考えると、そんなところから考えるのか！！とびっくりする視点

とか専門知識とかが多くておもしろかった。 

・数学は、実際の現象以外の全てを排除して考えますが、無視できない影響

があると思うので、その関連もおもしろいと思った。 

・小平選手のニュースを用いて数学の教員として自分の教科に関する授業

を考えた。他教科の専修の人たちが自分の専門に深い関わりがあることを

示していて参考になった。 

・オリンピックの記事から音楽の授業を考えるのには、とても想像力が必要

だと思いました。他の教科の発表を聞いていて、自分たちの教科では想像も

つかない授業方法がたくさんあってとても面白いと思いました。 

・一つの新聞記事から、多くの教科で授業に取り入れることができるのはお

もしろいなと思った。また数学の授業を作る過程で物理が出てきたので、教

科同士は深く関わっていることが実感できた。新聞を使って授業をするこ

とは簡単なことではないと改めて思った。 
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注目した。補足資料が必要であることを断りながら、彼らは２位の韓国人選手

と小平選手の滑りの違いをグラフ化し、メダリストの滑りの独自性を明らかに

した。オーバルコースで競われるスプリントレースではスタートダッシュとバ

ックストレートで稼いだスピードを如何に殺さずにコーナーに入るかが勝利の

鍵となる。この勝利の方程式を裏付ける関連記事においても、一面脇見だしで

ある「極めた最速」を獲得するための４年間の挫折を扱っていることにも言及。

だからこそ「五輪新で圧勝」に価値があることを論者も付言したくなったアイ

ディアである。 

 このように紙面を読み込むと紙面構成に込めた新聞記者たちの思いにも改め

て気づくことができる。５面オリンピック特集記事では紙面一杯に小平選手の

写真が掲載されている。それもスタート時のアップである。「ダッシュ進化 理

想の滑り」が生み出されるグランドゼロにおける静止と静寂の一瞬をあえて選

択することで、レースへの国民の熱狂が隠喩されているのである。また、様々

な感情が渦巻くレースであったからこそ（５面）、地元開催ゲームで銀メダルに

終わった韓国人選手とのレース後の交流（１面）の逸話が引き立つように組み

合わされているのである。 

 今年度講義から導入した新たな試みは、私見ではあるが、受講生に新聞活用

の新たな可能性を指さすものとなったと確信している。同時にこの試みは、授

業における新聞の教材としての活用可能性を広げる契機となったとも考えられ

る。確かに、関連記事も多いオリンピック等のスポーツイベントや今年度最大

のニュースであった生前退位の記事は、記事の多さ故に、それ自身が多くの教

科における教材としての活用可能性を秘めている。しかしながら、講義におけ

る受講生の感想が言い当てているように各教科の専門知識を、新聞を読む力に

再構成しなおす学力観の転換こそが、模擬的な校内研修会の場である学部 NIE

講義において教科を超えて新聞を教材化する対話を生み出したと考えるべきだ

と思われる。 

 

３ 大学実践の今後の展望 

来年以降も継続される学部 NIE 講義においても前節に述べた実践を実施し、

教科横断的な学びの成立のための新聞教材の持つ可能性を検討することが、本

論の課題となる。というのも、教科学習を前提とした教科横断的な学びを学校

教育において実現するにはいくつかの異なる立場が存在しているためである。 

第一の立場は文部科学省がとる内容の相互関連という立場の提起である。こ

の考え方の典型は平成 29 年度改訂学習指導要領解説「総則編」の巻末にあるよ

うな、例えば環境問題というテーマ毎に小中学校の教科内容を関連付けた付録

の表である。 

第二の考え方は、福祉等の現代的課題を読み解きその解決策を考える力を

「新たな学力」と捉え直し、その形成への教科の貢献を迫るものである18。この

立場は、平成 10 年学習指導要領における教育改革の目玉であった「総合的な学

習の時間」の「失敗」の根源を学力観の転換の不十分さに求めるものである。 
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 本論で紹介した試みは、上述した二つの立場とは異なり、教材の共同開発か

ら教科横断的な学びの成立を遠望するものである。商品としての新聞それ自身

は教育用に作成されたメディアではない。しかしながら、これまで新聞が担っ

てきたきた社会的使命19から、新聞は学校教育における教材として活用される

可能性を秘めている。それを教育の専門家である教師が自らの教材として扱お

うとするときにはじめて、教科を超えた学力の議論や内容の相互連関が見えて

くるという立場を論者はとっている。この立場の実践的検証が、本学部 NIE 講

義の継続的な課題であり、2030 年以降の学校教育における実践課題であること

を最後に確認しておきたい。 
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2 2019 年 1 月現在、推進部署は山陽新聞 NIE 推進部となっている 
3 ここでは論文筆者が長年携わっている学習集団研究における成果を援用して

いる。 
4 授業改革の趣旨に関しては https://www.okayama-

u.ac.jp/tp/news/news_id5702.htm(2017 年 1 月 6 日閲覧)を参照のこと 
5 ここ数年は学校法人就実学園就実中学校における NIE 授業を参観している 
6 NIE アドバイザーは 2014 年から開始された日本新聞協会の NIE 推進制度の

ひとつである。各地の NIE 推進協議会からの推薦に基づき上記協会が任命を

行う。地域における NIE 推進を主な任務としながら、全国的な交流も行われ

ている。なお岡山県 NIE 推進協議会は山陽新聞社内に事務局をおき、教育・

教育行政（例 教育委員会）と新聞社（例 全国紙支局長等）を構成員とし

た組織である。岡山大学との関係も密接で、会長は同大教育学部教員が務め

てきてた。NIE アドバイザーに関しては、https://nie.jp/teacher/advisor/

（2019 年 1 月 6 日閲覧）を参照。岡山県 NIE 推進協議会組織については

https://nie.jp/orglist/prefecture/?pref=30（2019 年 1 月 6 日閲覧）を参

照せよ。 
7 https://c.sanyonews.jp/shimbunkan.html（2019 年 1 月 6 日閲覧）参照 
8 2019 年度コンクールは９月１日から１１月３０日の間に作品募集が行われ

た。夏休み課題の一つとして推薦する学校も多く年々募集作品は増えてきて

いる。 
9 第三十条では「小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため

に必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われる

ものとする」と規定され、「前項の場合においては、生涯にわたり学習する

基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これら

を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能

力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いな

ければならない」とされている。なお、本条第二項は第四十九条において中

学校に、第六十二条において高等学校にも適用されている。 
10 文部科学省および国立教育政策研究所の実施する全国規模の「学力」調査

である。詳細については

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html を参照せよ。 
11 日本新聞協会ホームページ（https://nie.jp/study/point/：2019 年 1 月 4

日閲覧）に掲載されて表を論文執筆者が作成しなおし転載した。 
12 以下、解説の引用は日本新聞協会ホームページにアップされている「学習

指導要領・解説書における「新聞」に関連する記述」の PDF ファイルを参照

し、論考に必要な部分を引用した。 
13 文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編』2017

年、３頁より抜粋。なお以下、学習指導要領およびその解説を本論で引用・

参照する場合は、特に断り書きがない限り文部科学省ホームページに掲載さ
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れた Web 版を用いることとする。 
14 日本新聞協会ホームページにアップされている小学校と中学校の「解説書

における『新聞』関連記載をここでは参照し、論述に必要な部分を引用して

いる。詳細は https://nie.jp/study/を参照せよ。 
15 体育での新聞に関する記載は新聞紙としての利用である。 
16 文部科学省『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)』、2017 年、22 頁参照 
17 本文において紹介する大学実践には、先行するものがある。岡山県内の NIE

アドバイザーが呼びかけ人となり、二月に一回定例学習会を行っている「岡

山県 NIE 研究会」での先行実施がそれである（岡山県 NIE 研究会の詳細は山

陽新聞社 NIE 推進部まで）。 
18 この立場の代表的なものに阿部の論があげられる。 
19 新聞の社会的指名は以下に抜粋した「新聞倫理綱領」に示されている。 

「新聞２1 世紀を迎え、日本新聞協会の加盟社はあらためて新聞の使命を認識

し、豊かで平和な未来のために力を尽くすことを誓い、新しい倫理綱領を定

める。 

 国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権

利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独

立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわ

しい担い手であり続けたい。 

 おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべ

きか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正

な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命

を果たすことである。 

 編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、その責務をまっとうする

ため、また読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、言論・表現の自

由を守り抜くと同時に、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならな

い。」 

（https://www.pressnet.or.jp/outline/ethics/より引用） 
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保育施設における子どもの人間関係形成能力を育む 

共同造形制作のための基礎的研究 

 

山口 実梨※１ 髙橋 慧※２ 馬場 訓子※３ 

渡邊 祐三※１※４ 髙橋 敏之※５ 

 

近年の社会変化により，子どもの遊びには変化が見られ，主体性を発揮して夢中になれ

る活動や，友達とやりとりをしながら創造性を発揮する機会が，必要とされている。つま

り，遊びを通した子ども同士の関わりは，道徳性・社会性を育み，人間関係形成能力を育む

ための重要な課題であると指摘できる。人間関係形成能力を育むための活動の１つとして，

共同造形制作が考えられる。本論では，子ども同士の関わりを作る造形表現活動の実践は，

１人では作ることができない大きな作品で，アイデアを多く必要とする「寄せがき方式」の

制作遊びを設定して行うことが望ましいと考えられる。創造的な遊びには，子どもにとっ

て友達とイメージを共有して作る要素が多く，テーマや色や形を工夫していくことができ

ると考える。 

 

キーワード：保育施設，子ども，人間関係形成能力，共同造形制作 

 

※１ 御南まんまるこども園 

※２ 作陽音楽短期大学音楽学科幼児教育専攻 

※３ くらしき作陽大学子ども教育学部子ども教育学科 

※４ 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生 

※５ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 現代における子ども・児童・生徒の人間関係の希薄化 

１ 現代の子ども・児童・生徒を取り巻く環境の変化 

近年，子ども・児童・生徒の人間関係の希薄化が問題となっている。その背

景として，少子化，核家族化，近所付き合いの減少，ゲーム機等の一人遊びの

増加等がある。これらの背景要因にして，次のようなことが考えられる。少子

化により，親の期待が一人の子ども・児童・生徒に集中し，過干渉や過保護の

傾向が増大し，生活からゆとりが失われている。都市化や核家族化等により，

兄弟姉妹や地域の同年代の子ども・児童・生徒や高齢者との触れ合いが減少し

ている。ビデオやテレビゲーム等の機器に取り囲まれて生活する等，室内での

一人遊びの傾向が増大し，戸外で自然と触れ合いながら遊ぶ姿が減っている。

これまでの子ども・児童・生徒の集団の中で伝えられてきた遊びを成立させる

ことは難しく，遊びが喪失している（1)。以上のような問題が影響し合い，人間

関係の希薄化が生じている。家庭環境や地域社会の変化から，他者と意思や感

情をやりとりするための人間関係形成能力が不足しており，友達等，周りの人
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と関わることを苦手とする子ども・児童・生徒が増加している（2)。このような

子ども・児童・生徒の増加により，将来周囲の人と協力して身の回りや社会の

問題を解決しようとしない社会になりゆく可能性が考えられる。 

本論の執筆に際し，用語の統一をしよう。これまでの論述でも，既にそうし

て来たが，就学前の者を「子ども」とし，さらにその中で，幼稚園に在籍する

者を「幼児」，保育所に在籍する者を「保育所の子ども」，こども園に在籍する

者を「園児」と定義する。また，就学前から義務教育を終えるまでの者を「子

ども・児童・生徒」とする。ただし，引用文献で用いられているこれらの用語

にはこの定義の限りではない。さらに，本論で定義した「子ども」である期間

を「幼児期」とする。期間を示す際は「幼児期」という表現を使用するが，幼

稚園の幼児だけでなく，保育所の子ども，こども園の園児も含むものとする。 

 

２ 文部科学省・厚生労働省・内閣府の子どもの人間関係に対する見解 

（１）文部科学省の見解 

文部科学省は，「幼児期は，知的・感情的な面でも，また人間関係の面でも，

日々急速に成長する時期でもあるため，この時期に経験しておかなければなら

ないことを十分に行なわせることは，将来，人間として充実した生活を送る上

で不可欠である」としており（3），幼児期において豊かな人間関係を経験するこ

との重要性を述べている。しかし，近年の子ども・児童・生徒の育ちの現状に

ついて，基本的な生活習慣や態度が身についていない，他者との関わりが苦手

である，自制心や耐性，規範意識が十分に育っていない，運動能力が低下して

いる等の課題を指摘しており（4），実際には近年の子ども・児童・生徒が抱える

課題の多くが人間関係の希薄化によるものであることが窺える。 

このような現状を踏まえ，文部科学省は，子ども・児童・生徒に求める能力

として人間関係形成能力を挙げている。社会構造のグローバル化が進む現代で

は，多様な価値観が存在する中で自分とは異なる文化や歴史に立脚する人々と

共に，それぞれ異なる意見や考え，アイデア等を交換し，正解の無い課題，経

験したことの無い課題を解決していかなければならない関係性が否応なく日常

化する等，人間関係形成能力がなくてはならないものになるからである（5）。 

 

（２）厚生労働省の見解 

 厚生労働省は，子ども・児童・生徒がいつも遊ぶ場所について 1990 年と 2000

年の比較をしている。2000 年では，よく遊ぶ場所として「自分の家」（56.8％），

「友達の家」（46.3％）が主に挙げられ，公園や児童館を挙げる者は 1 割を切っ

ている。この 10 年間に就学前の子ども・児童・生徒がいつも遊ぶ場所は友達の

家や公園・児童館から自分の家や家の周りへ大きく変化しており，行動範囲は

非常に狭いものとなってきている。また，1990 年は「自分の家」が 8.2％，「友

達の家」が 65.5％であるのに対し，2000 年には「自分の家」が 74.5％に増加，

「友達の家」が 30.7％に減少している。このことから，学校園外での友達との

関わりが減少していることが分かる。 
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 さらに，いじめを注意したこと，友達のけんかをやめさせたことの経験に関

する，1999 年に行われた調査では，いじめを注意した経験について，「まった

くない」が 41％，「あまりない」が 38％，けんかをやめさせた経験について，

「まったくない」が 30％，「あまりない」が 38％となっており，どちらも半数

以上がいじめやけんかに対する注意について消極的であることが分かる。この

ことから，近年の子ども・児童・生徒は，困難な人間関係を回避する傾向が窺

える。 

 この調査から厚生労働省は，「子どもの社会や地域社会における人間関係の

希薄化が子どもの心身に影響を与えていることをみた」としている（6）。子ども・

児童・生徒の人間関係形成能力は，社会の変化に加えて子ども・児童・生徒自

身も，特に困難な人間関係において回避する傾向が見られるため，現代におい

て育むのは困難になっていると言える。 

 

（３）内閣府の見解 

内閣府は，2004 年に一般的な人間関係にについてどう感じるかについての調

査を行っている。その結果，人間関係が「難しくなった」と感じている人は

63.9％と６割を超えている。さらに人間関係が「難しくなった」要因として，

「地域のつながりの変化」（54.3％），「人間関係を作る力の低下」（44.5％），「核

家族化」（41.8％），「親子関係の希薄化」（32.3％）等，周りの人とのつながり

の変化をあげる割合が多い。この調査から，「どのようなつながりを持つかは，

日々の生活を安心して快適に過ごすことに，ひいては充実した人生を送ること

に，大きく影響を及ぼすと考えられる」としている（7）。 

さらに内閣府は，幼児期について「ものや人との関わりにおける自己表出を

通して，幼児の育ちにとって最も重要な自我や主体性が芽生えるとともに，人

と関わり，他人の存在に気付くこと等により，自己を取り巻く社会への感覚を

養う等，人間関係の面でも日々急速に成長する時期である。このため，この時

期における育ちは，その後の人間としての生き方を大きく左右する重要なもの

となる」と述べており（8），近年の人間関係の変化を踏まえた上で，幼児期にお

ける人間関係形成がその後の育ちにとって重要なものになることを示している。 

 

３ 幼児教育関係告示文に見る子どもの人間関係 

『幼稚園教育要領』（2008）は，５領域の中の「人間関係」が最も多く改訂さ

れた。「内容」及び「内容の取り扱い」で新たに示されたのは，「共通の目的を

見いだし，工夫したり，協力したりなどすること」や，「他の幼児と試行錯誤し

ながら活動を展開する」ことや，「互いに思いを主張し，折り合いを付ける体験

をし，決まりの必要性などに気付き，自分の気持ちを調整する力が育つように

する」こと等である。主に他児を含めた周りの人との関わりが重視されるよう

になったことが指摘できる（9）。また，『保育所保育指針解説書』（2008）では，

改訂の背景の１つとして家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくな

っていることが指摘されている（10）。これらは，前述で見た少子化，核家族化等
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の社会的背景，それによる子どもの人間関係に対する感覚の変化から，指摘さ

れたと考えられる。 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』（2015）によると，認定こども園

制度の背景には，少子化の進行による子ども集団の小規模化がある。子ども集

団の小規模化は，子どもの育ちに影響を与えるものであろう。周りの人との関

わりを広げたくても広げられない状況にならないためにも，認定こども園制度

が進められてきたことが分かる（11）。『幼保連携型認定こども園教育・保育要領

解説』（2015）では，他者との関係について，「他者との関係の広がりがその深

まりにもつながっていく」と述べており（12），人間関係の広がり，深まりが重視

されていることが推察される。 

 『幼稚園教育要領解説』（2018）によると，領域「人間関係」の「ねらい」に

「一緒に活動する楽しさを味わうこと」が，「内容の取扱い」に「やり遂げるこ

との達成感」と「前向きな見通し」が新たに示された（13）。今後は，協働的な活

動を行うだけではなく，その活動における幼児の心情・意欲・態度を重視して

保育をすることが求められる。また，2017（平成 29）年の改訂では，『幼稚園教

育要領』（2017）・『保育所保育指針』（2017）・『幼保連携型認定こども園教育・

保育要領』（2017）の内容の整合化が図られた（14）。したがって，幼稚園・保育

所・認定こども園において，同様のことが言える。 

 

４ 近年の社会変化による園・子どもへの影響 

（１）家庭・地域社会に代わる幼稚園・保育所の役割 

中澤潤（2000）は，子どもの仲間関係・友達関係について，「親や教師など大

人との関係とは異なり，ほぼ対等の力量をもつ者同士の関係」とし，「互いの欲

求の直接的なぶつかりあいも頻繁に生じることになるが，それもまた幼児にと

っては大きな学びの機会となる」と幼児期の仲間関係・友達関係の重要性につ

いて述べている。その上で幼稚園・保育所の役割について，日本の出生率の低

下傾向は止まらず，きょうだいや近所の遊び仲間の少ない子どもが益々多くな

っていることを指摘し，「こうした少子時代の幼児にとって，保育所（園）・幼

稚園といった集団保育の場で出会う仲間との交流は，社会性を促すうえで大き

な役割をもっている」と述べている（15）。 

また，榊原博美（2012）は，都市化による家庭や地域社会の変容による遊び

の変化，仲間関係の喪失，情報メディアとの接触が増えたことによる直接経験

の不足等の問題がもたらされており，このような現代社会の問題から人間関係

の発達を家庭や親だけに任せることはできないと指摘する。そこで，保育内容

「人間関係」の課題として，子どもの人間関係を豊かにすること，子どもの直

接経験を豊かにすること，子ども同士の仲間関係を促すことを挙げており，「家

庭を支え子ども同士の関係や仲間関係を育む集団保育の場としての幼稚園や保

育所の役割がますます重要になってきている」と主張している（16）。 

このように，家庭や地域社会は従来のような触れ合いの場となる機能が低下

し，家庭や地域社会のみで人間関係形成能力を育むのは困難になっていること
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が確認できる。幼稚園・保育所には，この家庭や地域社会に代わって子ども同

士の交流の場を作り，人間関係形成能力を育むことが求められてきている。 

 

（２）子どもの遊びの変化 

近年の社会変化により，子どもの遊びにも変化が見られる。松嵜洋子（1996）

によると，子どもは，遊びを通して遊びを考える思考力やそれを実行に移す行

動力，そして自分のアイデアを仲間に伝える伝達能力，さらに仲間との交渉技

術をも身に付ける。そのために必要な他の人の考えを聞く力や相手の意図を汲

み取る力等も養われる（17）。遊びによって獲得されるこのような力は，人間関係

形成能力を育むためには欠かせない力である。しかし，前述のように，近年の

社会変化から園外においては室内での一人遊びの傾向が増大しているため，遊

びを通して獲得するこれらの力が養えていないと考えられる。 

また，佐藤哲也・田井敦子・畑中ルミ・赤木公子（2015）は，近年の社会変

動や生活環境の変化により，子どもの遊びや玩具はより消費的なものになって

おり，具体性，創造性，人間関係，生活性という「幼児期にふさわしい生活」

が欠けていると指摘している。近年の子どもの遊びについて佐藤らは，「家庭に

おける遊びが｢消費的｣｢個人的｣な活動に偏る傾向にあるならば，幼稚園や認定

こども園では｢創造的｣｢集団的｣活動を提供して，幼児に多様で総合的な経験を

保障することが求められる」とし，子どもが主体性を発揮して夢中になれる活

動，友達とやりとりをしながら創造性を発揮する機会が必要であることを述べ

ている（18）。 

近年の社会変化から，遊びが消費的，個人的なものに変化していることが分

かる。幼稚園，保育所では，子どもが家庭では体験しにくい，創造的で周りの

友達と十分に関わることのできる遊びを行う必要があると考えられる。 

 

Ⅱ 造形表現活動によって子どもの人間関係を育む意義 

１ 領域「人間関係」と領域「表現」の関連 

『幼稚園教育要領解説』（2008）によると，領域「人間関係」とは，「他の人々

と親しみ，支え合って生活するために，自立心を育て，人とかかわる力を養う」

ものである。そして領域「表現」は「感じたことや考えたことを自分なりに表

現することを通して，豊かな感性や表現する力を養い，創造性を豊かにする」

ものである（19）。 

先ず，領域「人間関係」の内容(8)「友だちと楽しく活動する中で，共通の目

的を見いだし，工夫したり，協力したりなどする」について考える。子どもは

友達と一緒に活動することで互いのよさや特性に気付くようになる。そしてイ

メージや目的を共有するようになり，自己主張がぶつかり，折り合いを付ける

ことを繰り返しながら子どもは工夫したり，協力したりする楽しさを味わうの

である（20）。子どもは，友達と一緒に行なう活動において他の子どもとの多様な

関わりを持つことができ，人間関係を広げ，深めていくことができることが考

えられる。 
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次に，領域「表現」の内容(7)「かいたり，つくったりすることを楽しみ，遊

びに使ったり，飾ったりなどする」について考える。友達と共通の目的をもっ

て遊びを楽しめるようになってきた幼児について，「遊びの中での必要性から，

幼児自らが色や形にこだわり，工夫して，かいたり，つくったりする姿も見ら

れるようになる」と述べている。これは，子どもの思いや願いを実現する行為

であると同時に，色や形の変化や組み合わせを楽しむ行為であり，子どもは，

かいたり，つくったりすることを楽しむと同時に，自分の思いを表したり，伝

えたりして遊んでいる（21）。このことから，友達と一緒に行なう造形活動では，

それぞれがイメージをもって活動するようになり，またそれを友達同士で伝え

合い，共有しようとするため，自分の思いを表現したり伝えたりする経験が得

られ，領域「人間関係」の内容(8)と密接に関連することが確認できる。 

さらに，領域「表現」の内容(6)「音楽に親しみ，歌を歌ったり，簡単なリズ

ム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう」では，教師と一緒に美しい音楽を

聴いたり，友達と共に歌ったり，簡単な楽器を演奏したりすることで子どもは

想像をめぐらし，感じたことを表現し合い，表現を工夫して作り上げる楽しさ

を味わうことができるとしている（22）。内容(8)「自分のイメージを動きや言葉

などで表現したり，演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう」では，子ども

は一緒に生活を重ね，共通の経験や感動を伝え合う中で，次第にイメージを共

有し合い，相手と一緒になって見立てをし，役割を相互に決めて，それらしく

動くことを楽しむとしている（23）。つまり，造形表現活動の他，音楽表現，劇表

現の活動においても自分が感じたことを伝えたり表現しようとしたりする経験

が得られ，人間関係が育まれることが推察される。このことから，表現活動は，

幼児期の人間関係形成能力の一部を構成する活動であると言える。以上のこと

は，2017（平成 29）年版でも，多少の表記の違いはあるが，文意は変わらない。 

 

２ 造形表現活動によって育つもの 

 熊本高工（1979）は，造形教育を行うことにより，①「意欲を養う」②「視

覚を訓練する」③「手をきたえる」④「知能を高める」⑤「美しさを感じとる」

⑥「伝統の美しさを知る」⑦「よい環境をつくる」⑧「人間関係を育てる」こ

とができると述べている。⑧の「人間関係を育てる」ことについては，「この世

の中は多くの人々の協力によって成り立っています。共同制作というしごとは，

幼い子どもたちに社会人としてのだいじな基礎を培ってくれます」としており，

造形表現では人間関係を含む多くの能力が養えると言うことができる（24）。 

また，中野友三（2002）は「幼児の絵は，幼児からのメッセージであり，大

人が，幼児の世界を知る手がかりとなる。幼児はこのメッセージを，一番親し

い大人（先生）や友だちに贈るために，時にはダイナミックに，ある時は内緒

話しをするように絵をかく。幼児にとって，親しい大人に絵をみせることは，

自分の世界や気持ちを知ってもらうコミュニケーションなのである」と述べて

いる（25）。さらに，『幼稚園教育要領解説』（2008）によると，幼児の表現方法は，

絵を描きながらその内容に関連したイメージを言葉や動作で表現する等，未分
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化な方法でなされることが多い。このような幼児の素朴な表現を大切にするこ

とにより，幼児は自分なりの表現が受け止められる体験をし，安心感や表現の

喜びを感じることができ，表現を自由にすることができるとある（26）。自由に表

現をすることができることで，子どもは，より周りの保育者や友達に自分の気

持ちを伝えることができると考える。 

このことから，子どもの造形表現活動は，ただ描く，制作するというだけで

なく，自分の思いを表現できることが分かる。そのため，造形表現活動は園で

の遊びの中で人間関係を豊かにするきっかけになり得る活動であると言える。 

 

３ 造形表現活動における課題 

 造形表現活動で育つ子どもの能力について見てきたが，ここで造形表現活動

の課題について考える。 

 課題の１つとして考えられるのが，作った作品の出来栄えを重視したり，造

形の技術の指導ばかりになってしまったりすることで，子どもが制作をする過

程を大切にできない可能性があるということである。良い作品を完成させた結

果から子どもが達成感を味わうことができたり，様々な技術を知ることで表現

の幅が広がったりする等の利点もあるが，それだけになってしまうと，どのよ

うな思いで描いたり作ったりしているのか等，子どもが活動の中で周りに伝え

たい気持ちを保育者が受け止めにくくなることが考えられる。森上史朗（1982）

は，子どもの表現と保育者の受け止めについて，「作品がきれいにできることだ

けを考えてしまう傾向はありますね。幼児の場合はもっとそのプロセスといっ

たものを大事にしなければならないでしょうね」と述べている（27）。良い作品を

作ることができるよう指導するのではなく，子どもが作品を作る過程でどのよ

うなことを感じ，何を楽しいと捉えているかを考え，保育を行う必要があると

考える。また，『幼稚園教育要領』（2008）の「表現」では，表現する過程を大

切にして自己表現を楽しめるように工夫することが新たに示されたが（28），そ

れについて塩美佐枝（2008）も，「幼児の表現は，表現すること自体に価値があ

り，表現の過程で味わっている気持ちや表現の内容を受け止めていく」ことが

重要であると述べている。さらに，「幼児同士が友達とかかわり，相手の表現を

受け止め，自分の表現をより豊かにしていく過程を教師が受け止めていくよう

にしたいものです」とあることから（29），子どもの人間関係形成能力を培うとい

う点からも，造形表現活動を行う上で，その過程を大切にするべきであること

が言える。前述したように，造形表現活動は人間関係を豊かにするきっかけに

なることが考えられるが，一方で子ども同士の関わりも含めた過程が重視され

ず，作った作品の出来栄えや造形の技術にだけ目を向けてしまっている現状も

見られる。 

これらのことから，活動を行う中での過程を大切にし，子どもの人間関係形

成能力を育てる造形表現活動について考えていく必要がある。そこで本論では，

幼稚園・保育所で行われている様々な活動の中から造形表現活動に注目し，現

代の子どもに見られる人間関係形成能力不足の改善として考えられる，幼児期
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における子ども同士の関わりを作る造形表現活動を実践し考察する。 

 

Ⅲ 人間関係形成能力を育む遊び 

１ 子ども同士が関わる遊びの重要性 

 前述したように，近年の社会変化により子どもの遊びには変化が見られ，主

体性を発揮して夢中になれる活動や友達とやりとりをしながら創造性を発揮す

る機会が必要とされている。文部科学省は，子どもの特徴について，子ども同

士の人間関係に着目すると，０～１歳にかけて得られる基本的な信頼感を基盤

として，次第に子ども同士で遊ぶこと等を通じ，豊かな想像力を育むと共に，

自らと違う他者の存在や視点に気付き，相手の気持ちになって考えたり，時に

は葛藤を覚えたりする中で，自分の感情や意志を表現しながら，協同的な学び

を通じ，十分な自己の発揮と他者の受容を経験していき，こうした体験を通じ，

道徳性や社会性の基盤が育まれていくとしている。そしてこれらを踏まえて重

視すべき課題として，愛着の形成・人に対する基本的信頼感の獲得・基本的な

生活習慣の形成・十分な自己の発揮と他者の受容による自己肯定感の獲得・道

徳性や社会性の芽生えとなる遊び等を通じた子ども同士の体験活動の充実の５

つがあげられている（30）。このことから，遊びを通した子ども同士の関わりは道

徳性・社会性を育み，さらに人間関係形成能力を育むための重要な課題である

ということが指摘できる。 

 

２ 共同制作に適した題材と子どもの発達 

 前述したように，人間関係形成能力を育むための活動の１つとして，共同造

形制作が挙げられる。松井寿美子（2000）は，「幼児はグループで活動していて

も，実際は自分のものを一人で作っている場合が多い」としている（31）。そして，

そのような特徴を踏まえ，共同制作の条件として，一人ではできない大きな作

品であること，その大きさが必要条件である内容であること，内容が豊かで多

くのアイデアを必要とすることを挙げている。この３点があることで，子ども

は共同制作の際，周りにいる友達と意見を出し合ったり，意見を取り入れたり

しながら一緒に作ることを楽しむことができると考えられる。また，田中義和

（2011）は，共同して制作する活動には，「持ち寄り方式」と「寄せがき方式」

の２つがあるとしている（32）。田中（2011）によると，「持ち寄り方式」とは，

集合画とも呼ばれ，それぞれが描いた絵を１枚の大きな紙に貼り，共同画にす

る方式であり，「寄せがき方式」とは，合同画とも呼ばれ，１つのテーマのもと，

大きな紙に子どもたちがそれぞれ自由に描き込む方式である。この２つの方式

を松井（2000）の３つの条件から考えると，一人ではできない大きな作品であ

ること，その大きさが必要条件であることの２点は，どちらの方式でも満たす

ことのできる条件であると考えられる。内容豊かで多くのアイデアを必要とす

るという条件についてもどちらの方式でも満たすことができると考えられるが，

「持ち寄り方式」の場合，１枚の紙に自分の作品を貼るため，それぞれの絵を

完成させるまでの工程にアイデアを周りの友達から得ることはできにくい可能
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性がある。子ども同士でより多くのアイデアを出し合い，共有し，より豊かな

ものにすることができるのは，「寄せがき方式」であると考える。本論では，人

間関係形成能力を培うための保育実践を行うことから，子ども同士でアイデア

を出したり，共有したりしやすい「寄せがき方式」が本論における保育実践に

適していると言える。 

さらに，遊び等を通じた子ども同士の体験活動を行うために適切な発達過程

について考える。『保育所保育指針解説書』（2008）の発達過程を周囲の人との

関わりの観点からまとめると，おおむね１歳３か月未満の子どもは，特定の大

人との愛着関係が育まれる期間であり，周囲の友達に興味を持つことは少なく，

保育者との１対１の関係が築かれる。おおむね１歳３か月からおおむね２歳の

子どもは，友達や周囲の人への興味や関心が高まり，強く自己主張する姿も見

られるようになる。おおむね３歳の子どもは，友達との関わりは多くなるが，

実際には同じ遊びをそれぞれが楽しんでいる平行遊びであることが多い。おお

むね４歳の子どもは仲間との繋がりが深まる一方で競争心が生まれけんかが多

くなる。しかしそこで自己主張をぶつけ合い悔しい思いを経験しながら相手の

主張を受け入れたり，自分の主張を受け入れてもらったりする経験を積み重ね

る。また，少しずつ決まりの大切さに気付き，守ろうとする。おおむね５歳の

子どもは，友達と遊びを発展させ，楽しむために自分達で決まりを作ったりす

る。また，仲間の中の一人としての自覚が生まれ，自分への自信と友達への親

しみや信頼感を高めていく。おおむね６歳の子どもは，仲間の意思を大切にし

ようとし，役割の分担が生まれるような協同遊びやごっこ遊びを行い，満足す

るまで取り組もうとする（33）。これらの発達の特徴から，子ども同士の関わりが

多く見られるのはおおむね４歳以降であることが分かる。 

以上の考察から，本論で行う子ども同士の関わりを作る造形表現活動の実践

は，４歳児以上の子どもを対象とし，１人では作ることができない大きな作品

で，アイデアを多く必要とする「寄せがき方式」の制作遊びを設定して行うこ

とが望ましいと考えられる。 

 

Ⅳ 保育の視点から見た共同造形制作の意義と指導の留意点 

これまで考察してきたように，子ども同士の関わりを持つ機会が少ない現代

の子どもにとって，特に人間関係に関する能力の育成は，重要課題であると言

える。人間関係構築能力や感情をコントロールする力などの人と関わる力は，

遊びや経験を通して培われていく。そのような経験ができる場として，幼児教

育・保育には大きな期待が寄せられ，そこで展開される保育内容は，ますます

重要になってくる。 

平成 29 年に『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こども園

教育保育要領』が同時改訂（定）となり，「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」として 10 の姿が示された。幼児教育と小学校教育はその姿を共有し連携す

ることでスムーズな接続を目指すが，その中でも共同造形制作のように友達と

力を合わせて行う活動は，特に「協同性」「言葉による伝え合い」「豊かな感性
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と表現」などと密接に関連する活動になると同時に，非認知的能力の育成にも

つながると考えられる。 

園生活において共同造形制作は，よく見られる遊びの一つである。遊びの始

まりは，ごっこ遊びなどの自由遊びの中から始まる場合，行事に際してや設定

保育として明確なねらいをもって始まる場合など，様々なパターンが考えられ

る。特に寄せがき式の共同造形制作は，友達と協力して遊びを楽しめるように

なり，自分のアイデアを自分の技術で形にでき，じっくりと集中して活動に取

り組めるようになる高年齢児に適した活動である。 

共同で行う造形制作の最も大きな意義は，子ども同士が関わり合うことが成

長の機会につながることだろう。例えば，それぞれにやりたいことがあり，そ

れをみんなでまとめて一つの作品にしようとすると意見がぶつかる。問題を解

決しないと遊びが進まず，最悪の場合，遊びが終わってしまうことも考えられ

る。そこで子どもは，どうやったら折り合いをつけられるかを，友達の意見を

受け入れたり自分の意見を主張したりしながら，自分達で考え解決しようと試

みる。友達との関わりの中で，相手の意見に耳を傾ける必要性や自分の意見を

言葉で伝える大切さを学び，みんなと力を合わせて楽しく活動するために自分

はどのように振る舞わなければならないかを考えられるようになる。改めて，

決まりやルールの大切さにも気付くだろう。そのような経験の積み重ねが，集

団で意見をまとめる方法を学ぶきっかけになったり，集団への帰属意識や仲間

意識が育ったりするための機会にもなる。 

また，作品が完成した際に得られる達成感や満足感は，個々の活動よりも明

らかに大きい。手間や時間を掛ければ掛けるほど，作品に対しての愛着も沸く。

制作が大がかりになれば，進捗状況を発表し合うなどの取り組みも必要になる。

保育者としては，思いついたアイデアや工夫したことを言葉で相手に分かりや

すく伝える中で，その楽しさや喜びも味わって欲しいと願うだろう。 

このような経験がより豊かなものとなるための保育者の援助や環境構成は，

極めて重要である。子どもの成長，発達に必要な経験ができるチャンスを逃さ

ず，子どもの主体性を尊重し，集団を望ましい方向に導くのが保育者の役割と

なる。それぞれのやりたいことや思いを共有できる場と時間の設定も欠かせな

い。制作に何日も要するような大がかりな活動であれば，「明日も続きをやりた

い」と思えるような興味や関心が持続するための働きかけも必要になるだろう。

その上で，集団が同じ目標に向かうことができるよう，「みんなで力を合わせる」

という意識を持てるような雰囲気作りと援助が保育者には求められる。その意

識が高まれば，問題が起きてもみんなで話し合うことから自分達で解決方法を

導き出そうとするようになる。 

また，保育者には，活動にはそれぞれの意見が反映され，みんなが納得した

形で取り組むことができるよう，それぞれの考えや思いをつなぎ，集団として

の意見をまとめる力量が問われる。子ども同士の関わりからの学びを重視し，

その集団らしさを引き出そうとすればするほど，保育者の関わりや援助は難し

い。子ども同士の関わりに介入し過ぎることには十分に配慮し，子どもの主体
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性を大切にしながら保育者自身も仲間の一員として活動に加わる中で，状況に

応じて子どものアイデアを実現するための提案や助言をしていくことが求めら

れる。 
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Fundamental Study to Create a Joint Modeling Bringing up a Skill to Build a 

Relationship in a Childcare Facility 

 

Minori YAMAGUCHI*1，Kei TAKAHASHI*2，Noriko BABA*3，Yuzo WATANABE*1*4，Toshiyuki 

TAKAHASHI*5 

 

Due to recent social changes, we can see changes in how children play and it is 

required to have activities that they can really into by exercising independence 

or opportunities in which they can exercise creativity by communicating with 

friends. Accordingly, we can indicate that communication among children through 

playing will be an important issue to grow morality and sociality as well as 

growing skills to build a relationship. As one of activities to grow skills to 

build a relationship, we can consider a joint modeling. In this study, we consider 

that practices of activities to express modeling that build a relationship among 

children should be a big work that cannot be created alone therefore it is desirable 

to proceed such practices by setting a play to create a “message method” that 

require a lot of ideas. Creative play has many elements created by sharing images 

with friends for children and we consider that they can devise themes, colors, and 

shapes. 

 

Keywords：Childcare facility，Child (Children)，Skill to build a relationship，

Joint modeling 

 

*1 Minan Manmaru childcare center 

*2 The Major of Child Education, The Department of Music, Sakuyo Junior College 

of Music 

*3 The Department of Childhood Education, The Faculty of Childhood Education, 

Kurashiki Sakuyo University 

*4 The Joint Graduate School （Ph.D. Program） in Science of School Education 

Hyogo University of Teacher Education 

*5 Graduate School of Education，Okayama University 

 

                                              
                                         

 

保育施設における子どもの人間関係形成能力を育む共同造形制作のための基礎的研究

─ 271 ─



岡山大学教師教育開発センター 
 
所在地： 

住  所：〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1(津島キャンパス) 

〒703-8281 岡山市中区東山 2-17-4 (教師教育開発センター東山ブランチ) 

電話/FAX：086-251-7728/086-251-7586(いずれも津島キャンパス) 

URL： http://www.okayama-u.ac.jp/user/cted/ 

 

構成員：(令和 2年 1月 31日現在) 

センター長(併) 教授 三村 由香里 

副センター長 教授 髙旗 浩志 

 教授（特任） 橋本 拓治 

教師教育開発部門 教授 

准教授 

講師 

髙旗 浩志（再掲） 

久戸瀬 有 

三島 知剛 

教職支援部門 教授（特任）

教授（特任）

教授（特任）

教授（特任）

河内 智美 

山内 隆彦 

近藤 弘行 

小林 清太郎 

教職コラボレーション部門 教授（特任）

教授（特任）

教授（特任）

橋本 拓治（再掲） 

近藤 弘行（再掲） 

小林 清太郎（再掲） 

理数系教員養成事業部門 教授 

教授（特任）

教授（特任）

山﨑 光洋 

荒尾 真一 

平野 和司 

事務職員 山岡 勇仁 

金本 睦未 

小野 佳奈子 

小谷 馨 

吉岡 史織 

 

 

センターの概要 

 

当センターは、全学教職課程の企画・運営、教職支援活動を通して岡山大学における教員養成の

質を保証するとともに、学校支援・現職教員研修等の教師教育の研究開発と事業推進を目的として

平成22年4月に設置された。センターは教師教育開発部門、教職支援部門、教職コラボレーション

部門、理数系教員養成事業部門の４部門から成り、全学教職コア・カリキュラムの研究開発、教職

指導（教職支援・相談業務）、県下の協力校、教育学部附属学校園、教育委員会等、関連諸機関と

の連携協力事業、理数系教員養成事業等を実施している。 

 

 

学内での年間活動状況 

 

a)センター専任教員の全学教職課程・大学院教育への授業担当状況 

①全学教職課程への授業担当状況 

○教育実習 I（観察・参加実習）○養護実習Ｉ（観察・参加実習）○教育実習Ⅱ（幼稚園教育実

習基礎研究）○教育実習Ⅱ（小学校教育実習基礎研究）○教育実習Ⅱ（中学校教育実習基礎研

究）○養護実習Ⅱ（養護実習基礎研究）○教育実習Ⅱ（教育実習基礎研究）○教育実習Ⅲ（幼



稚園実習）○教育実習Ⅲ（小学校実習）○教育実習Ⅲ（中学校実習）○養護実習Ⅲ（附属・公

立学校実習）○教育実習 IV（中学校）○教育実習Ｖ（高等学校）○教育の制度と社会Ｃ○生徒

指導論ＣⅡ○教職論Ｃ(1)(2)○教職実践演習（中・高）○特別活動論Ｃ○フィールド・チャレ

ンジＡ、Ｂ〇教育心理学概説 D 

②大学院教育への授業担当状況 

○教材開発と授業デザイン○授業アセスメント技術とその応用○生徒指導と発達支援教育○ア

クティブラーニングの理論と実践○学校におけるＩＣＴ活用○ＣＳＴ教育の理論と実践○生徒

指導特論○学校社会学特論 
 
b)教職支援部門 

①教員志望学生に対する教員採用試験受験のための相談・指導業務 

教職相談室利用者数(平成 31年 2月 1日～令和 2年 1月 31日) 

 学部 大学院 その他 
合計

4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科/他学部 

利用者総数 3207 1243 7 2 45 27 550 5081

新規利用者数 59 129 5 2 4 7 37 243 

 ②高年次教養科目「教師力養成演習」の実施 

【概要】 

本授業では、学校教育における現代的な課題を取り上げ、学校で活躍する先生方、教育委員会

などで教育行政に携わる方々の講話と、各学生同士のグループ演習や意見交換により、学校教育

の様々な課題の現状や対策などを学ぶ。 

  ○外部講師を招聘した授業 

(1)第 2回演習(2019 年 5月 29日実施) 参加者 72名 

テーマ：「「子どもの問題行動」を考える」 

講 師：岡山市立浦安小学校 校長 服部 道明 先生  

(2)第 3回演習(2019 年 6月 19日実施) 参加者 58名 

テーマ：「授業これだけは！2019」  

講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 梶原 健介 先生 

(3)第 4回演習(2019 年 7月 10日実施) 参加者 53名 

テーマ：「信頼される教師になろう」 

講 師：岡山県総合教育センター 生徒指導部 指導主事 松浦 孝昭 先生 

(4)第 5回演習 (2019 年 12月 11日実施) 参加者 41名 

テーマ：「学校現場で生かせる学校教育相談」 

講 師：岡山っ子育成局こども福祉課・岡山市教育委員会指導課 子ども相談主事 

三上 政誉志 先生  

(5)第 6回演習(2020 年 1月 8日実施) 参加者 35名 

テーマ：「困難さのある子供の理解と指導・支援の在り方について」 

講 師：岡山県総合教育センター 特別支援教育部 指導主事 仲 哲宏 先生 
(6)第 7回演習 (2020 年 1月 22日実施) 参加者 39名 

テーマ：「教師力について考える」 

講 師：岡山市立京山中学校 校長 天野 和弘 先生 
 

対外的な教育・研究活動状況 

 

a)岡山県教育委員会との連携協力事業 

①教員養成に関する事項 



・岡山県総合教育センターによる研修講座及び研究発表大会の学生・大学教員への公開 

・「教師への道」インターンシップ事業 

・学生による学力向上支援への協力 

②教員研修に関する事項 

・授業力パワーアップセミナー 

 

b)岡山市教育委員会との連携協力事業 

①教員養成に関する事項 

・岡山市の教育施設における学校支援ボランティア事業 

②教員研修に関する事項 

・学力向上推進プロジェクト 

・岡山市教育研究研修センターにおける教育研究・研修講座の指導・助言 

・岡山市教育研究研修センターによる研修講座の学生・大学教員への公開 

③学校教育上の諸課題への対応に関する事項 

・スクールボランティア支援システムＶＡＬＥＯの運用 

 

c)岡山県教育委員会・岡山市教育委員会等との合同による連携協力事業 

・教職実践インターンシップ 

・理数系教員（ＣＳＴ）養成拠点構築事業 

・教師力養成演習における教育委員会指導主事・学校長等の講演 

・教職ガイダンス 

・岡大サテライト研修 

 

d) 全国研究会への参加 

① 第 95回国立大学教育実践研究関連センター協議会 

 ・開催日：令和元年9月 6日（金） 

 ・場 所：岐阜大学 

 ・内 容：総会、報告、意見交換 

 

② 令和元年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門 第 33回総会・研究協議会 

・開催日：令和元年 10月 4日（金） 

・場 所：岡山大学 

・内 容：総会、研究協議会（発表） 

 

③ 令和元年度日本教育大学協会研究集会 

・開催日：令和元年 10月 5日（土） 

・場 所：岡山大学 

・内 容：全体会、分科会 

  

④ 第 96回国立大学教育実践研究関連センター協議会（新型コロナウィルス対応のため中止） 

・開催日：令和 2年 3月 6日（金） 

・場 所：東京学芸大学 

・内 容：総会、報告、意見交換 

 

 

 



外部資金導入状況 

 

a)センター専任教員が研究代表もしくは研究分担者の科研費受給状況 

①科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）「総合大学における汎用ポートフォリオ評価システムの開

発による教職カリキュラムの改善」髙旗浩志（分担） 

②科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）「実習指導教員の学習を促す教育実習指導モデルの開発研

究」 三島知剛（分担） 
 

b)センター専任教員あるいはセンターとして受給した学内科研･･･なし 

 

c)センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入･･･なし 

 

d)センター(専任教員)が他のセンター(専任教員)と連携して申請した科研費受給状況･･･なし 

 

e)GP 等採択状況･･･なし 
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原稿執筆要領 

 

１．原稿の書式 

  和文原稿では，A4 判縦置き，横書き，10.5 ポイント，1 ページ及び最終ページを別紙「和

文原稿のレイアウト」のとおりとし，その他のページを 35 字×40 行，1 段組，原稿末尾の

英文表題等も含め 15 ページ以内とする。マージンは，上 30mm，左・右・下 35mm とする。 

  英文原稿の場合は，A4 判縦向き，10.5 ポイント，40 行，1 段組，原稿末尾の和文表題等

も含め 20 ページ以内とする。 

  原稿は，すべてワードプロセッサで作成し，図表や写真等は原稿に貼り付けて，完全原

稿とする。 

 

2．論文の体裁 

  体裁並びに表記の順序は，次のようにする。 

【和文原稿】※別紙「和文原稿のレイアウト」を参考に原稿を作成すること。 

（1）１頁目には和文表題，和文著者名，和文要旨（刷り上り９ポイント，40 字×10 行

以内），日本語キーワード（５語以内）、所属機関名を順に掲載する。複数名が同所属

機関の場合は，所属機関名をまとめて記述する。 

（2）本文 

章・節・項の見出しを付けて，読みやすく構成する。章はローマ数字（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ・・・），

節は全角の算用数字（１，２，３･･･），項は全角の括弧付き数字（（１），（２），（３）･･･）

とする。 

（3）注は，執筆者の任意とする。 

（4）参考・引用文献は，原則として，著者名，文献表題，文献名，発行所，ページ，発

行年を含めて表記し，引用順，又は著者名のアルファベット順に並べて本文末尾に掲

載する。 

（5）原稿末尾に，英文表題，ローマ字表記著者名，英語キーワード（５語以内），所属

機関名を必ず表記する。なお英文要旨（刷り上がり 10 行程度）を付けることが望まし

い。 

（6）英文表題は，冠詞・前置詞・接続詞（いずれも文頭を除く）以外の全ての語の頭文

字を大文字で書く。 

（7）ローマ字表記著者名は，「名前（頭文字のみ大文字で後は小文字）+名字（すべて大

文字）」で書く。 

【英文原稿】 

（1）１頁目には英文表題，ローマ字表記著者名，英文要旨（刷り上り 10 行以内），英語

キーワード（５語以内），所属機関名を順に掲載する。英文表題の体裁は，和文原稿の

体裁（6）を参照。複数名が同所属機関の場合は，所属機関名をまとめて記述する。 



（2）本文 

和文原稿の体裁（2）を参照。 

（3）注は，執筆者の任意とする。 

（4）参考・引用文献 

  和文原稿の体裁（4）を参照。 

（5）原稿末尾に，和文表題，和文著者名，和文要旨（刷り上り 10 行程度），日本語キー

ワード（５語以内），所属機関名を必ず表記する。 

 

3．提出物 

（1）投稿原稿提出書 

    別添の「投稿原稿提出書」に必要事項を記入の上，原稿を提出する封筒に貼付し，

（2）以下の「完全原稿」「原稿を納めた電子媒体」「投稿論文等チェックリスト」と併

せて提出する。 

（2）完全原稿（レイアウト済み） 

    図表や写真等が添付され，刷り上りと同じ体裁の原稿とする。図表や写真等を挿入

する際には，ファイルの本文中に組み込むか，適当な大きさに縮小して貼り付けるこ

と（ヘッダとページ番号の挿入は編集委員会で行います）。 

（3）原稿を納めた電子媒体（CD-R，DVD-R または USB メモリ等） 

    以下のような保存文書ファイルを「最終原稿」として提出する。ファイルの保存形

式は，MS-Word 文書形式（＊.doc または＊.docx）とする。 

①「最終原稿」に図表や写真等の割付位置を明示しているだけの場合（＝打ち出し

原稿に貼り付ける場合）は，その図表や写真等のデータファイルを別に添付する

こと。 

②  図表や写真等について，より鮮明な印刷を希望する場合は，そのデータファイ

ルを別に添付すること。 

③  図表や写真等は，特に希望しない場合，白黒印刷となるので留意すること。カ

ラー印刷を希望した場合に発生する差額は執筆者負担とする。 

（4）投稿論文等チェックリスト 

  コンプライアンスの徹底を目的とする。投稿責任者（原則筆頭執筆者）が,自筆でチ

ェックと署名及び捺印を行った上,提出する。 

 

注１  特殊な外字等を使用している場合は，拡大文字で印刷し，最終原稿上にその場

所を明示して下さい。また数式に使用する文字・記号は明瞭に記載して下さい。 

注２  原稿を上記形式（＊.doc または＊.docx）に変換できない場合は，打ち出した

完全原稿のみを提出ください。この場合は，編集はすべて執筆者にお願いする

ことになります。 

注３  原稿を納めた電子媒体（CD-R，DVD-R または USB メモリ等）を郵送する場合，

ディスクの保護に留意してください。
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