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保育内容「環境」の授業前において 

保育者志望学生が抱く環境概念の特徴 

 

西山 修※1 

 

本論では，保育者志望学生が，保育内容「環境」の授業実施前に抱く環境概念の特徴と課

題を明らかにすることを試みた。具体的には，保育者養成校において，保育内容「環境」の

授業前の環境概念を捉えるため，文章完成法（SCT）を用いて記述データを収集した。記述

データには主にテキストマイニングを援用した量的分析，及び質的分析を行った。また，現

職保育者の環境概念との比較により，学生の特徴を検討した。その結果，「環境に関わる保

育者の役割の捉え」「環境の統制可能性の捉え」「環境の基本的な位置付け」において，保育

者志望学生と現職保育者との間に相違が示唆された。これらを踏まえて，今後の可能性と

課題を若干述べた。 

 

キーワード：保育内容「環境」，環境概念，保育者志望学生，現職保育者 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題 

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～」（平成 27

年 12 月 21 日）において，今後の教員養成に関する具体的な方向性が示された

（文部科学省中央教育審議会，2015）。その後，教育職員免許法，及び同施行規

則の改正に伴い，教員養成の新たな教育課程が実施されているのは周知の通り

である。幼稚園教諭養成では，「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。）」の構成となっている。この内，「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の養成を目指し，

「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

の養成が目指されている（神長, 2017；片山・伊藤・馬場，2020）。 

保育内容「環境」1 は「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，

それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」ことが目指される（文部科

学省，2017）。そのねらいとして，「身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で

様々な事象に興味や関心をもつ」「身近な環境に自分から関わり，発見を楽しん

だり，考えたりし，それを生活に取り入れようとする」「身近な事象を見たり，

考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字などに対する感覚を豊か
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にする」が示され，内容として 12 項目が示されている。これらには，幼稚園教

育要領第１章の第１に示された幼稚園教育の基本に沿った，身近な環境との関

わりに関する保育内容が明示されている。 

他方，幼児教育・保育における環境について，法令等には次のように記され

ている。例えば，学校教育法第 22 条（幼稚園の目的）には「幼稚園は，義務教

育及びその後の教育の基礎を培うものとして，幼児を保育し，幼児の健やかな

成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長することを目的とす

る。」と規定されている。平成 29 年告示の幼稚園教育要領においても，環境を

通して行う教育は堅守され，第 1 章総則第 1 幼稚園教育の基本には，「幼児期の

教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり，幼稚園教育は，

学校教育法に規定する目的及び目標を達成するため，幼児期の特性を踏まえ，

環境を通して行うものであることを基本とする。」とされる（文部科学省，2017）。 

無藤（2009）は，幼児教育・保育における環境には，２つの側面があると整

理する。すなわち，保育内容「環境」というのは内容であり，何々について知

っているとか，何々について学ぶというときの何々を指す。一方，環境を通し

ての保育というときの環境は教育方法であり，子どもに関わらせたいものに，

身近な環境において子どもが自ら関わることで何か学ぶ，という方法的な理念

を指す。保育内容「環境」と，環境を通しての保育というときの環境は繋がっ

ているが異なる。また，幼児の場合には，それがかなり重なっているとも指摘

する。保育内容「環境」の授業では保育者志望学生（以下，本文では学生と記

す）に対して，これらを含め，幼児教育・保育の基本となる，環境に対する考

え方を身に付けるよう指導する必要がある。 

このように，極めて重要な「環境」という概念でありながら，保育者養成校

に入学して間がない学生の中には，自然環境のみを環境と捉えたり，いわゆる

環境問題を扱うと考えていたりする者も少なくない。そこで，西山・岡村・中

川・片山（2017）では，保育者養成校における保育内容「環境」の授業におい

て，環境概念の獲得に関する学生の学びの成果と課題を明らかにしようとした。

具体的には，保育内容「環境」の授業において，学生の環境概念の変容を捉え

るため，文章完成法（Sentence Completion Test; 以下，SCT）を用いた記述デ

ータを収集し，テキストマイニングを援用した量的分析を行った。また，記述

内容を質的に検討した。その結果，次のような点が明らかになった。第１に，

KHCoder 2 を用いた量的な分析から，最終回授業では，「発達」「必要」「大切」

「構成」「促す」「育てる」などの語と共起関係が強く，初回授業とは明らかに

異なる語が示された。子どもの発達に必要なもの，大切なものを考え，環境を

構成し，保育者自身も人的環境として積極的に関わっていこうとする姿勢が窺

えた。「遊び」「主体的」といった基本的な幼児教育・保育の用語は挙がってい

ないものの，共起関係を総合的に考察すると，生活の中に子どもが学びの要素

を見出したり，興味を持つ事柄に出会ったりといった，子どもが主体となって

環境に関わる姿への視点が出現していることも示唆された。第２に，本格的な

実習が未経験でありながら，総じて，学生なりに環境概念を獲得している様子
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が窺えた。最終回授業時に保育者効力感の高い学生は，確かな環境概念を獲得

している傾向があった。他方，全般的に，方法としての環境に意識が強く，内

容としての環境にあまり意識が向いていない傾向があった。また，「身近な環境」

という視点が弱いという特徴が示唆された。 

この研究は，一授業者による実践によって，受講学生の環境概念がどのよう

に変容したか探索的に検討したものであり，初回授業から最終回授業に至る変

容を明示することには成功している。しかしながら，最終回授業での結果が必

ずしも，現職保育者に求められる現場経験に基づく環境概念とは一致しない。

そこで本論では，保育内容「環境」における，学生の環境概念の特徴を現職保

育者の結果との比較から捉えることを目指す。これにより，実践力の養成に向

けた，授業改善の手掛かりを得ることを目指す。 

 

Ⅱ 方法 

１ 調査対象及び時期 

調査対象は，保育者養成校である A 大学の授業科目「幼児の環境」を受講す

る前の学生 42 名（男性３名，女性 39 名；平均年齢 18.95 歳，標準偏差.54）で

ある。受講学生は全員，幼稚園教諭免許状の取得を目指している。欠損値など

はなかったため，この全員を分析対象とした。調査時期は，2020 年４月から６

月であった。 

一方，現職保育者は，免許状更新講習に参加した 41 名（男性３名，女性 38

名；平均年齢 39.95 歳，標準偏差 10.22；保育経験平均年数 13.44 年，標準偏

差 8.15）を対象とした。所属の内訳は，公立幼稚園７名，私立幼稚園５名，公

立保育所５名，私立保育所４名，公立こども園３名，私立こども園 10 名，行政

職，育休中などが７名であった。欠損値などはなかったため，この全員を分析

対象とした。調査時期は，2020 年８月であった。 

 

２ 調査内容 

環境概念の特徴等を検討するために，質問票への回答を求めた。質問票には

次の項目を組み込み，後の考察の材料とした 3。 

環境概念の特徴を問う質問：SCT に準じたものを用いた。SCT は，曖昧かつ省

略された未完成文章（刺激文）に対する自発的表現によって被検者の総合的な

理解を図ろうとする心理検査であり，何を連想するかという点に無意識が関与

する，投影法の１つとされる（小林，1999；佐野・槇田，1960）。ここでは自由

記述の質問項目にありがちな，無回答や乏しい記述を避け，全ての調査対象か

ら一定の広範かつ厚みのある回答を得るためこの手法を援用した。具体的な質

問には，①保育における環境とは＿（保育特有の環境概念の獲得について広く

引き出す質問），②環境に関わる力＿（保育内容「環境」が目指すところの理解

を問う質問），③保育者は環境＿（環境に関わる保育者の役割の認識を引き出す

質問），④環境は幼児＿（環境が果たす幼児への影響等を広く引き出す質問），

⑤私は環境＿（自分自身がどのような実践が可能か等，考えや思いを引き出す
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質問）を設定した。 

保育者効力感尺度：三木・桜井（1998）による 10 項目。回答は今回，違いを

捉え易くするため，「非常にそう思う」「かなりそう思う」「ややそう思う」「ど

ちらともいえない」「ややそう思わない」「かなりそう思わない」「全くそう思わ

ない」の７段階評定（７～１点）で得点化している点は留意を要する。保育者

効力感は，三木・桜井（1998）により，「保育場面において子どもの発達に望ま

しい変化をもたらすことが出来るであろう保育的行為を取ることが出来る信念」

と定義されている。効力感は，ある行動が自分にうまくできるかという予期の

認知されたものであり（Bandura, 1977），行動と直接的な関連がある。学生及

び現職保育者の保育実践への自信や見通しを確認する。 

保育への興味・関心，保育職の理解，及び保育職へのコミットメント：各２

項目，計６項目（現職保育者には，保育への興味・関心を除く４項目）。具体的

には順に，「保育という職業に関心がある」「保育という職業に興味がある」，「保

育という職業をわたしは理解している」「よき保育者となるために何をすれば

いいか理解している」，及び「保育者としてやっていくために，いま自分で何か

している」「授業以外に，自分で保育に関する本や雑誌，番組をみる」とした。

回答は「非常にあてはまる」「かなりあてはまる」「どちらかというとあてはま

る」「どちらともいえない」「どちらかというとあてはまらない」「ほとんどあて

はまらない」「全くあてはまらない」の７段階評定（７～１点）で得点化し，各

２項目の合計点を分析に用いた。 

その他，「幼児の発達に関わる全要因を 100 としたとき，環境が要因として占

める割合」を 0～100 点で得点化を求めた。この質問は，SCT の回答への影響を

考慮し，最後に求めている。対象には質問票の説明を行い，理解を確認した後，

参加の同意を得た。また匿名性を守り，データの取り扱いに留意することを伝

えた。回答は無記名とし，フェイスシートとして「性別」「年齢」，学生には「実

習状況」，現職保育者には「保育経験年数」等の記入を求めた。 

 

Ⅲ 結果と考察 

１ 学生及び現職保育者の特徴 

幼児教育・保育に関わる実習状況を確認したところ，学生は附属幼稚園での

観察・参加実習（１年次に１日）は経験しているが，実質的な実習となる保育

実習，幼稚園主免実習等は全員経験していなかった。まず，これらの学生の特

徴を記述するため，いくつかの変数から検討した。表１には，対象学生につい

て，諸変数の平均値，標準偏差の結果を示した。また，現職保育者の各変数の

値，分散分析の結果も比較のため併記した。 

「保育職への興味・関心」は，学生のみに質問している。最大値の 14 点に近

い高い値を示しており，天井とも言える。幼稚園教諭免許の取得を目指す学生

のため，興味・関心は高かったと判断できる。これらの結果は西山ら（2017） 

とも一致する。 

次に，「保育職の理解」「保育職へのコミットメント」について，それぞれ一
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要因分散分析により検討した。その結果，「保育職の理解」では，学生は現職保

育者に比べ有意に低かった（F（1,81）=15.82, p<.001）。「保育職へのコミットメ

ント」は，有意ではなかった（F（1,81）=1.64, n.s.）。学生は，現職保育者に比

べ，保育職への理解が不十分だと認識している。他方，保育職に向けて何らか

の行動を起こし傾倒していると言える。 

 さらに，十分な信頼性・妥当性が確認されている三木・桜井（1998）の保育

者効力感尺度を用い，一要因分散分析により検討した。結果は，有意ではなか

った（F（1,81）=.44, n.s.）。人と関わる力を育むことに焦点を当てた西山（2006）

よれば，学生の保育者効力感は，初任保育者に比べ高いことが確認されている。

まだ本格的な実習経験がない学生は，実際の経験を踏まえた自信や見通しとは

言えないながら，比較的高い保育者効力感を有していると言える。 

「幼児の発達に及ぼす環境要因の占有」について同様に検討した結果，学生

は現職保育者に比べ有意に低かった（F（1,81）=27.38, p<.001）。現職保育者は，

自らの経験を踏まえ，幼児の発達に及ぼす環境要因が大きいことを経験的に捉

えていると言える。また，学生では標準偏差が大きいことから，環境要因の捉

え方にかなり幅があると考えられる。 

 表２には，学生及び現職保育者における諸変数間の相関係数を示した。注目 

すべきは，幼児の発達に及ぼす環境要因の占有において，学生と現職保育者で

は大きく結果が異なる点である。すなわち，現職保育者では，保育職へのコミ 
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ットメントとの間に有意な正の相関がある（r=.473, p<.01）。環境要因の占有が

大きいと捉えている現職保育者は，保育職へのコミットメントが高い。これに

対して学生では，保育職への興味・関心，保育者効力感との間に有意な負の相

関がある（順に，r=-.344, p<.05；r=-.408, p<.01）。また，学生では，他の関連変

数との間には，いずれも比較的高い正の相関があるにもかかわらず，環境要因

の占有のみ特異な傾向が窺える。これらについては，テキストマイニングによ

る分析結果と合わせて後述する。 

 

２ KHCoder による環境概念の量的検討 

保育内容「環境」に関わる，学生及び現職保育者の環境概念の特徴について

全体的な傾向等を検討するため，全記述データを対象にテキストマイニングソ

フト・KHCoder 3（Ver.3. beta.01）による分析を試みた。KHCoder は，ChaSen 4

（松本，2000）による形態素解析を行った上で，抽出された語の詳細な計量的

分析を行う。取り出した語の統計分析，コーディング結果の統計分析，もとの

テキストを確認するための検索や閲覧などの機能を持ち，柔軟な分析の環境を

提供する（樋口，2012）。質的なテキストデータを数値データと同じように扱う

ため，恣意的になりがちな作業を避け，膨大なテキストデータに潜む情報を要

約し理解するには非常に有用である。 

先ず，学生及び現職保育者が記述した全文（刺激文は除く）を ChaSen により

分かち書きし，16,988 語を抽出した。抽出語の種類は 1,321 語であった。その

中から 6,596 語を分析に用いた。分析に用いた品詞は，KHCoder の品詞体系に

従った。また，一部の語を分けず，強制抽出の処理を行った（例えば「環境構

成」「人間関係」等）。「思う」等の一般的な文末表現の語は分析から除外した。

表３には，頻出語上位 60 語とその出現回数を示した。 

次に，学生及び現職保育者による記述の全体的傾向を把握するため「共起ネ

ットワーク」の検討を行った。共起ネットワークとは，「出現パターンの似通っ 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数

子ども 324 与える 47 安心 23 付ける 19

環境 313 学ぶ 46 家庭 23 取り巻く 18

幼児 153 様々 41 関心 23 適切 18

保育者 123 興味 39 心 23 感じる 17

成長 98 人 37 物的環境 23 変化 17

関わる 97 大きい 36 遊ぶ 23 理解 17

大切 91 遊び 32 経験 22 大人 16

力 79 構成 29 自ら 22 育む 15

整える 74 行う 29 自然 22 応じる 15

必要 69 自分 29 身 22 過ごす 15

影響 65 人的環境 29 活動 21 機会 15

重要 65 全て 29 関わり 21 求める 15

保育 65 育つ 28 友達 20 形成 15

発達 59 回り 26 子 19 工夫 15

生活 49 安全 25 場所 19 配慮 15

保育者志望学生と現職保育者の記述データを合わせてカウントしている（N=83）。

表３　環境概念に関わる頻出語上位60語
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た語，すなわち共起の程度が強い語を線で結んだもの」である（樋口，2013）。

図１には，群（学生，現職保育者）を見出しとして含めた共起ネットワークを

示した（表示語数 59 語（入力語数 62 語），表示共起関係 90（入力共起関係 119），

Jaccard 係数 .123 以上）。共起ネットワークでは，布置された位置よりも，線で

結ばれているかどうかに意味がある。線が太いほど共起の関係は強い。また出

現数の多い語ほど大きな円で示されている。作成した共起ネットワーク図では，

先程の頻出語一覧をより視覚的に捉えることができ，学生，現職保育者と頻出

語の関連も一目で理解することができる。表４には，学生，現職保育者毎の特

徴語と Jaccard の類似性測度も示した。 

図１では，学生と現職保育者に共通する語が中央付近に布置され，左右に群

毎の特徴語が示されている。また共通する語から結ばれた線の太さは，語によ

って異なる。学生では，「重要」「保育者」「幼児」「環境」「子ども」「学ぶ」「人」

「必要」「影響」「関わる」などの語との共起関係が強い。また，独自の語とし

て「自然」「関わり」「行う」「適切」「家庭」「回り」などが示された。学生は， 

子どもの回りの環境の影響を意識し，適切な環境とは何かを知りたいという課 

題意識を持っている。また，家庭の環境を踏まえて保育を考えるという意識が 

 図１ 保育者志望学生及び現職保育者における主要抽出語の共起ネットワーク 

 

図１ 保育者志望学生及び現職保育者における主要抽出語の共起ネットワーク 
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表れている。動詞に注目すると「関わ

る」「学ぶ」などと共起関係が強く，

これから学び，理解をしていこうと

する意思が表れている。幼児教育・保

育における環境の重要性は理解され

ているが，総じて，環境を整えること

や，どのように環境が子どもと関わ

ってくるのか，具体的な記述は少な

い。 

現職保育者では，「大切」「整える」

「子ども」「関わる」「人的環境」「物的環境」などの語と共起関係が強い。また，

独自の語として「友達」「自ら」「育む」「応じる」「過ごす」「関心」などが示さ

れた。保育者は，人的環境と物的環境を意識しつつ，子どもの興味・関心を大

切に，主体的に，日々の遊びや生活を積み重ねることが意識されている。また，

年齢や発達に応じた環境を整え，心を育むことが意識されている。環境を考え

るとき，子どもの主体性や発達に応じることが合わせて考慮されている点は，

学生と明らかに異なる。 

学生らは，表１に示されたように，高い保育職への興味・関心を持ち，実際

に将来の保育職に向けた傾倒もある。保育者効力感も，数値としては現職保育

者と変わらない水準にある。ただし，幼児の発達に及ぼす環境要因の占有に示

されたように，現職保育者に比べ，幼児教育・保育における環境要因の比重は

低かった。共起ネットワークの分析からは，適切な環境を構成していこうとす

る意思が窺える。他方，遊びや生活の中で子どもが興味・関心を持つ事柄に出

会ったり，子どもが主体となって自ら環境に関わったりする姿への視点は乏し

いと言える。以上の結果を含め，次では具体的な文脈でどのように記述されて

いるか，コンコーダンス分析等により確認しつつ質的に検討する。 

 

３ 学生及び現職保育者の環境概念の質的検討 

ここでは，学生及び現職保育者の記述を具体的に取り上げ考察する。表５に

は，学生及び現職保育者における環境概念に関わる記述例を示した。既述のよ

うに，幼児の発達に及ぼす環境要因の占有において，学生では保育者効力感と

の間に有意な負の相関が見られた。そこで，表中には，環境要因の占有と保育

者効力感の数値を参考に示している。 

学生 A は，環境要因の占有が高く，保育者効力感が低い例である。環境を「幼

児の生活する世界そのものだ」と表現し，保育の基本と意識している。子ども

にとって保育者は環境の一部であるとの認識を持ち，子どもの興味に沿った保

育の展開が重要とも述べている。他方，具体的な理解はできていないとの認識

を持ち，実例などを深く学びたいと述べている。学生 B は，環境要因の占有が

低く，保育者効力感が高い例である。遊具，園庭などの物的環境，自然環境に

意識を持っており，「保育者は環境に積極的に関わり」保育をすることが重要と 

保育者 .548 子ども .480

環境 .521 人的環境 .435

幼児 .500 大切 .383

関わる .492 整える .367

必要 .441 物的環境 .348

子ども .436 保育 .288

影響 .421 大きい .245

重要 .414 心 .229

人 .404 全て .216

成長 .400 遊び .216

表４ 群毎の特徴語とJaccardの類似性測度

保育者志望学生 現職保育者

保育者 .548 子ども .480
環境 .521 人的環境 .435
幼児 .500 大切 .383
関わる .492 整える .367
必要 .441 物的環境 .348
子ども .436 保育 .288
影響 .421 大きい .245
重要 .414 心 .229
人 .404 全て .216
成長 .400 遊び .216

表４ 群毎の特徴語とJaccardの類似性測度

保育者志望学生 現職保育者
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表５ 保育者志望学生及び現職保育者における環境概念に関わる記述例 

 
 

●学生 A （環境要因の占有 100，保育者効力感 37） 
「保育における環境とは，遊具やおもちゃ，部屋や外などの回りの事物だけでなく，保育者などの人も含め
た，幼児の生活する世界そのものだと思います。環境に関わる力を育てたいです。そのためにはその子が今
興味をもっていることや好きなことに沿って展開していくことが大切だと思います。保育者は環境が「保育
の基本」だと意識しなければならないと思います。時には修正もあると思うので柔軟に対応していくことが
大事だと思います。環境は幼児の発達を促す重要な存在だと思います。その子の将来の生き方や考え方，人
格の基礎になる大切なものだと思います。私は環境について，具体的にまでは理解できていないと感じるの
で，実例などをもとに深く学びたいです。」 
 
●学生 B （環境要因の占有 30，保育者効力感 67） 
「保育における環境とは，子ども達が思いっきり遊べる遊具のある園庭，緑と触れ合うために植樹がされて
おり，子ども達が安全に遊べるための教職員の目があることだと思う。環境に関わる力を身に付けるために，
自然を観察しながらの散歩，それぞれの年齢にどのような自然に触れてもらうか考えてみる。保育者は環境
に積極的に関わり，しっかり理解した上で，それをどのように自分の保育に活かしていくことができるかを
考える必要がある。環境は幼児が，丈夫な体と健やかな心を身に付けるためにある。私は環境とこれから積
極的に関わり，保育における環境とは何かをしっかりと学んでいきたいと思う。」 
 
●現職保育者 A （環境要因の占有 100，保育者効力感 59） 
「保育における環境とは，人的環境，物的環境，自然環境である。その中でも保育者としての人的環境が最
も大切であると思う。環境に関わる力は，保育者（家庭では保護者）の存在が大きく影響する。幼児が感動
したとき，共感できるよう寄り添いながら，意味のある環境にしていくことが大切である。保育者は環境を
考えるとき，実態把握を丁寧にすることが求められる。幼児の実態に合った環境に出会ったとき，幼児は心
を動かし，友達と言葉を交わし，深く学ぼうとするようになる。環境は幼児にとって最も大切なものである。
自ら主体的に学び，対話的に深い学びへと進めていく土台となる。私は環境としての自分の在り方について，
振り返り，次に活かしていくことの大切さを実感してきた。また，自然環境の中での体験活動も，感性を育
み，人としての安定した土台づくりには大切なものであると考えている。」 
 
●現職保育者 B （環境要因の占有 100，保育者効力感 51） 
「保育における環境とは，子ども達の心や身体の成長を助けるヒントになるものです。整えすぎても，足り
なさすぎてもいけない。保育者は環境を整え，今の子ども達，クラスに合っているかを考えながら準備しな
ければいけないと思います。環境は幼児と一緒につくっていくもの。保育者だけでなく，幼児の気付きや思
いを取り入れながらつくっていくべきだと考えます。私は環境を基本と考え，日々保育をする上で気を付け
たり，整えたりしてからが，一日の保育のスタートだと考えます。」 
  
注）環境要因の占有は，幼児の発達に関わる全要因の中で環境が占める割合を 0～100 で回答を求めた数値である。
保育者効力感は，三木・桜井（1998）の 10 項目を７段階評定し，得点化（合計）した。なお本表では，「保育に
おける環境とは」「環境に関わる力」「保育者は環境」「環境は幼児」「私は環境」など刺激文を補足している。 

 

捉えている。環境と関わることに意識がある一方で，保育者が環境を準備した

り整えたりといった視点は記述からは見受けられない。 

現職保育者 A，B は，環境要因の占有が高く，保育者効力感も高い例である。

現職保育者 A は，環境に関わる力を育むための保育者の存在を重視している。

環境構成においては，把握を丁寧に行い，子どもの実態に合った環境を整える

ことを大切に考えている。また，環境を通した様々な幼児の経験が，その後の

人生の土台になると捉えている。現職保育者 B は，保育者が環境を整え過ぎず，

子どもとともに環境を構成することを大切に考えている。両者とも，表現は異

なるが，子ども主体の環境構成という点では一致している。 

これらの例を含め，学生及び現職保育者の記述を総括すると，次の点を指摘

できる。第１に，環境に関わる保育者の役割の捉えである。学生に多く見られ

た，「どのような環境が，どのように子どもに影響を与えるのか」「どのような

環境が適切なのかを十分に理解したい」などの記述は，将来，保育者として適

切な環境構成をするため，理解を深めようとする意欲の現れと言える。他方，

環境について一定の機制や正解が存在するかのような記述とも言える。これに

対して，現職保育者に見られた，「子ども達が自ら関わって遊ぶことができる場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表５ 保育者志望学生及び現職保育者における環境概念に関わる記述例 
 
 

●学生 A （環境要因の占有 100，保育者効力感 37） 
「保育における環境とは，遊具やおもちゃ，部屋や外などの回りの事物だけでなく，保育者などの人も含め
た，幼児の生活する世界そのものだと思います。環境に関わる力を育てたいです。そのためにはその子が今
興味をもっていることや好きなことに沿って展開していくことが大切だと思います。保育者は環境が「保育
の基本」だと意識しなければならないと思います。時には修正もあると思うので柔軟に対応していくことが
大事だと思います。環境は幼児の発達を促す重要な存在だと思います。その子の将来の生き方や考え方，人
格の基礎になる大切なものだと思います。私は環境について，具体的にまでは理解できていないと感じるの
で，実例などをもとに深く学びたいです。」 
 
●学生 B （環境要因の占有 30，保育者効力感 67） 
「保育における環境とは，子ども達が思いっきり遊べる遊具のある園庭，緑と触れ合うために植樹がされて
おり，子ども達が安全に遊べるための教職員の目があることだと思う。環境に関わる力を身に付けるために，
自然を観察しながらの散歩，それぞれの年齢にどのような自然に触れてもらうか考えてみる。保育者は環境
に積極的に関わり，しっかり理解した上で，それをどのように自分の保育に活かしていくことができるかを
考える必要がある。環境は幼児が，丈夫な体と健やかな心を身に付けるためにある。私は環境とこれから積
極的に関わり，保育における環境とは何かをしっかりと学んでいきたいと思う。」 
 
●現職保育者 A （環境要因の占有 100，保育者効力感 59） 
「保育における環境とは，人的環境，物的環境，自然環境である。その中でも保育者としての人的環境が最
も大切であると思う。環境に関わる力は，保育者（家庭では保護者）の存在が大きく影響する。幼児が感動
したとき，共感できるよう寄り添いながら，意味のある環境にしていくことが大切である。保育者は環境を
考えるとき，実態把握を丁寧にすることが求められる。幼児の実態に合った環境に出会ったとき，幼児は心
を動かし，友達と言葉を交わし，深く学ぼうとするようになる。環境は幼児にとって最も大切なものである。
自ら主体的に学び，対話的に深い学びへと進めていく土台となる。私は環境としての自分の在り方について，
振り返り，次に活かしていくことの大切さを実感してきた。また，自然環境の中での体験活動も，感性を育
み，人としての安定した土台づくりには大切なものであると考えている。」 
 
●現職保育者 B （環境要因の占有 100，保育者効力感 51） 
「保育における環境とは，子ども達の心や身体の成長を助けるヒントになるものです。整えすぎても，足り
なさすぎてもいけない。保育者は環境を整え，今の子ども達，クラスに合っているかを考えながら準備しな
ければいけないと思います。環境は幼児と一緒につくっていくもの。保育者だけでなく，幼児の気付きや思
いを取り入れながらつくっていくべきだと考えます。私は環境を基本と考え，日々保育をする上で気を付け
たり，整えたりしてからが，一日の保育のスタートだと考えます。」 
  
注）環境要因の占有は，幼児の発達に関わる全要因の中で環境が占める割合を 0～100 で回答を求めた数値である。
保育者効力感は，三木・桜井（1998）の 10 項目を７段階評定し，得点化（合計）した。なお本表では，「保育に
おける環境とは」「環境に関わる力」「保育者は環境」「環境は幼児」「私は環境」など刺激文を補足している。 
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を整える」「楽しい環境，やってみたい，面白いと感じる」「幼児自らが関わろ

うとする」などの記述は，あくまで子どもが主体であり，保育者の役割として

の子どもに応じた環境構成が想定されている。 

第２に，環境の統制可能性の捉えである。現職保育者の記述を通読すると，

「意味のある環境にしていくことが大切」「環境を基本と考え（中略）気を付け

たり，整えたり」などの表現のように，環境は保育者により統制可能性のある

ものとして記述されている。同じ環境であっても保育者がどのように意味付け

ていくか，細やかに環境に気を配り日々整えていくか，によって子どもの発達

に繋がる環境となると捉えられている。既述のように学生では，環境要因の占

有と保育者効力感との間に有意な負の相関があった（表２）。幼児の発達に及ぼ

す環境要因を大きく捉えている学生ほど，具体的な実践の見通しが持てず，保

育者効力感が低くなっている可能性も考えられる。学生 A の「柔軟に対応して

いく」の記述は，間違いではないながら，それを実践するには幅広い経験知が

不可欠となる。具体的にイメージができれば，環境は，見通しを持ち統制可能

な対象となり，学生の効力感も高まるものと推察される。 

第３に，環境の基本的な位置付けである。学生の記述からは，「子どもに関わ

る全てのものごと」「子どもの成長・発達に大きく関わるもの」など，環境を子

どもの育ちに重要な影響を与え，保育の基本と捉えていることが窺える。現職

保育者らの記述からも，「環境は幼児にとって最も大切なもの」「環境を基本と

考え」「子どもが伸び伸びと生活できる場」などと表現され，両者ともに環境を

重視している点で一致している。 

ただし学生では，既述のように，環境要因の占有と保育者効力感との間に有

意な負の相関が見られ，現職保育者では，両者に有意な相関は見られなかった

（表２）。また，現職保育者では，環境要因の占有の平均値が極めて高かった（表

１）。様々な要因を幅広く含め「環境」と捉え，保育の基盤や土台と位置付ける

現職保育者に対して，学生の場合は，保育職への興味・関心が高く，保育者効

力感が高い学生ほど，多くの要因を考え合わせた上で，環境要因の割合を回答

している可能性がある。 

 

Ⅳ まとめと今後の課題 

本論では，保育者志望学生が保育内容「環境」の授業実施前に抱く環境概念

の特徴と課題を現職保育者との比較から検討した。その結果，「環境に関わる保

育者の役割の捉え」「環境の統制可能性の捉え」「環境の基本的な位置付け」に

おいて，保育者志望学生と現職保育者との間に相違が示唆された。 

保育内容「環境」の授業による環境概念の変容を検討した西山ら（2017）で

は，最終回授業時の学生の記述に，「遊び」「主体的」といった基本的な幼児教

育・保育の用語は殆ど挙がっていないものの，「促す」「育てる」に加えて，「生

活」「興味」の共起関係は初回授業に比べ強くなっていた。これらのことから，

子どもが主体となって環境に関わる姿への視点が出現しているとした。また，

「育つ」の共起関係は初回に比べ強くなっており，「育てる」という保育者主体
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の役割意識とともに，子どもが主体となって「育つ」姿を見守る役割意識が現

れているとしている。こうした授業後における学生らの環境概念の特徴は，本

論で明らかになった現職保育者の特徴と重なるものの，総じてその認識は十分

とは言い難い。本論で明示された，「環境に関わる保育者の役割」「環境の統制

可能性」「環境の基本的な位置付け」を意識した，授業改善のための具体的な方

途を提案し，実践，評価することが次の課題と言える。 

なお今回，環境要因の占有については，簡易な方法により測定したが，別の

方法を工夫するなどして，改めて検証する必要がある。また今後，現職保育者

については，十分なデータ数を収集し，保育経験年数（初任，中堅，熟練）に

よってどのような違いがあるのか，どのような要因が環境概念の形成に繋がっ

ているのか明らかにし，養成教育に還元することが課題と考えられる。 

 

注 

1. 本論では，引用はそのまま「領域」と記す。「保育内容」と「領域」は同意

とする。 

2. KHCoder：内容分析（計量テキスト分析）もしくはテキストマイニングのた

めのフリーソフトウェア。http://khc.sourceforge.net/dl.html  

3. 質問項目は西山ら（2017）とほぼ同じである。 

4. ChaSen(茶筅)：奈良先端科学技術大学院大学松本研究室で開発された形態

素解析ツール。 
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論文題目 副題 

 

                                            

Characteristics of the Environmental Concept of the Students Who Aim to Work in 

the Childcare Field before Taking Classes about Childcare Contents “Environment” 

 

NISHIYAMA Osamu*1 

 

This study attempts to reveal the characteristics of the environmental concept 

students who aim to work in the childcare field before they take classes about 

childcare contents “environment”. In particular, I collected descriptive data 

using the “Sentence Completion Test” to capture students’ environmental concept 

before they take childcare contents "environment" classes in their childcare 

vocational school. The descriptive data was mainly put into a quantitative analysis 

and qualitative analysis using text mining. Students’ characteristics is also 

examined in a comparison with the environmental concepts of current childcare 

workers. The result suggests that there are differences between those students and 

current workers in terms of "understanding the role of childcare workers in the 

environment", "understanding the controllability of the environment" and "basic 

positioning of environment".  

 

Keywords :  childcare contents “environment”, environmental concept, students 

who aim to work in the childcare field, current childcare workers 

 

*1  Graduate School of Education, Okayama University 
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これからの変化の激しい時代に求められる教育原理の考察
―課題解決コミュニケーション的行為の集団的学びから―

作田　澄泰　中山　芳一

Consideration of Educational Principles Required in the Era of Rapid Change in the Future
―From Collective Learning of Problem-Solving Communicative Action―

SAKUDA Kiyohiro, NAKAYAMA Yoshikazu



これからの変化の激しい時代に求められる教育原理の考察 
―課題解決コミュニケーション的行為の集団的学びから― 

                                 
          作田 澄泰※１ 中山 芳一※２ 

                                                          
 21 世紀の教員養成の課題に向け，変化の激しい時代を生き抜くため，質の高いコミュニ

ケーション的行為の在り方を実践し，“真実の学び”を構築する必要がある。そのために本

稿では，地域伝統文化継承への参加型教育学習の事例をもとに，課題解決を中心としたコミ

ュニケーション的行為の教育原理を多面的な角度から考察し，未来社会に向けた学校教育

及び，教員養成課程における「真正な学び」に関する教育原理を明らかとした。  
 また，地域伝統文化継承の教育実践事例と教育職員養成審議会答申(1999)の内容から，今

日の学校教育，教師教育に必要な教育原理を考察し，コルト・ハーヘンらの理論をもとにし，

今日の人間力を培うための教員養成と「真正な学び」に向けたコミュニケーション的行為の

集団的学びに関する教育方法について示唆した。  

 
キーワード：「タテ」「ヨコ」の繫がり，課題発見と課題解決，自己実現，郷土愛に関する道徳性 

 
※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（教育的課題）  
 少子高齢化，AI，科学技術の著しい普及，自然災害，ウィルス感染など，先

の見えない社会変化の激しい時代に直面する今日，学校教育に課せられた課題

は大きく，これまで以上の明確な学びが求められている。新学習指導要領（2017
年公示）の総則「小学校（中学校）教育の基本と教育課程の役割」及び，特別

の教科道徳「指導計画の作成と内容の取扱い」において，「社会の持続可能な発

展などの現代的な課題の取扱いにも留意し，身近な社会的課題を自分との関係

において考え，それらの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努め

ること」1)    とあり，「自分のこととして」の視点がより一層求められる内容と

なっている。さらに，今後の少子高齢化，人口減少が加速すると，未来社会が

危ぶまれることが懸念され，より一層による地域の連帯感が求められ，同時に

道徳性の構築も重要な課題と言える。そのため，年齢を超えた参画型の活動に

よる，縦と横の繋がりによる結束力の構築を行うことが重要な課題であり，幼

児，高齢者などの他，異年齢による多くの地域の人々との交流や対話及び，共

同学習の機会など，全人的な視点に立った教育実践を担うことが求められる。 
また，「モノ」への多面的な見方・考え方による社会性の構築を担うことによ

り，総合的な「生きる力」の育成に向けたキャリア形成への構築を目指すこと

が重要な課題と考えられる。そして，成人するまでの発達段階の教育課程にお

いて， 持続可能な社会に向け， (1)持続可能な開発に関する価値観（人間の尊

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.15 − 29
【研究論文】
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重，多様性の尊重，非排他性，機会均等，環境の尊重等），(2)体系的な思考力

（問題や現象の背景の理解，多面的かつ総合的なものの見方），(3)代替案の思

考力（批判力），(4)データや情報の分析能力，(5)コミュニケーション能力，(6)
リーダーシップの向上 2)  を構築すべく方法論に向けた教育内容の検討が必

要である。さらに，特別の教科道徳において，［真理の探究，創造］［相互理解，

寛容］［社会参画，公共の精神］［生命の尊さ］［よりよく生きる喜び］3)   に関

する道徳的価値項目については，これからの変化の激しい時代を生き抜くため，

極めて重要な性質であると考えられる。これらを解決すべく有効な方法として，

コミュニケーション的行為の充実に関する教育的展開が求められ，これまで各

教育機関で展開されてきたコミュニケーション的行為をさらに明確化した観点

による内容の構築が必要であろう。今日の道徳教育では，「アクティブラーニン

グ」「議論する道徳」など，コミュニケーション的行為に関する視点が重視され

る一方，今日の道徳教育では，これらの実践的効果が明確化されているとは言

い難い。本稿では，この点における有効な方法論について，地域伝統文化継承

活動を考察し，コミュニケーション的行為の意義，さらには現在，過去の教育

的時代背景を考え，これからの時代を生き抜くために必要な教育的学びに関す

る教育原理について明らかとしたい。 
 
Ⅱ  変動の時代を生き抜くために必要なコミュニケーション的行為の考察  
１  意思疎通に関するコミュニケーション的行為の教育原理 
  Ⅰで述べたように，持続可能な社会を生き抜くため，コミュニケーション的

行為の確立は極めて重要な課題と考えられる。このコミュニケーション的行為

については，本来，「コミュニケーション行為」とされていたが，中岡(2018)は
「コミュニケーション的」と変革した。4)  この根拠としては，直接言語による

対話のみを指すものではなく，障がいをもつ人，外国籍，幼児，高齢者など，

様々な立場による個性を重視した全国規模の全人教育としての理念からである

と考えられる。未来を担う教育社会において特に，こうした，多くの人々たち

の中に，ひとつの地域コミュニティとして異年齢かつ全人的視野に根差し，「タ

テ」「ヨコ」の人々が「繋がる」という視点が求められる。特に，地域の人々と

「関わり合う」ことを通じ，相互主体的な意思疎通に根差した j.ハーバーマス

(2009)の言う「了解」するコミュニケーション的行為 5)   の合意形成を行うこ

とが重要である。しかし，この合意形成を担う点で重要なことは，ただ単に対

話，関わり合いを行うのではなく，明確な課題意識をもった視点が必要である。

この課題意識をもつことによって，最終的な課題解決の終了時には，達成感と

自己実現を獲得することとなる。 
 以上の点については，地域社会における集団的学び，「心が通い合う」ための

コミュニケーション的行為の構築により，他者の道徳性，人格，人権尊重に向

けた合意形成を目的とした教育活動の展開を行うことが求められる。「心が通

い合う」とは，異年齢及び，万民の人々が，地域社会において共に共存して生

き抜いていく姿をえがいており，この姿は本来，「生きとし生きるもの」として
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の共存社会における人間社会の原点と考えられる。この原点に立ち返るとき，

意思の疎通による「助け合う心」による地域社会としての結束力の強化に向け

た人間関係づくりを担うことが，これからの共同的な学びを行っていく上で，

最も大切な観点と言えよう。 
この点を学級づくりに例えると，学級全ての人と会話などのコミュニケーシ

ョン的行為が行えるようにすることが大切であり，一人ひとりが個として尊重

され，学級における存在意義を明確にしておくことが重要な視点と言える。そ

して，一人ひとりが個として尊重されるためには，「命のつながりの尊さ」につ

いて知ることが重要である。このことは，総合的な学習，特別活動，他教科等

と共に総合的に，世代を超えた人々，自然等の多くの命と関わり，多くの人々

によって「個として生かされている」ことを感じとることが大切である。 その

ためには，コミュニケーション的行為に根差し，「課題解決」と「繫がり」を重

視した主体的集団的道徳学びの展開を構築する必要があろう。  
 

２  課題解決の意義と学びに関する考察 
 「生きる力(1999)」としての教育改革が本格化し，今日に至るまで「自ら学

び自ら考える」視点に根差した教育が展開されてきた。「自ら学び」とは，課題

発見のことを意味しており，１で述べた集団的学びにおける課題解決型コミュ

ニケーション的行為の充実を指すものと考えられる。この課題発見は，児童生

徒たちにとって，これからの変化の激しい時代を生き抜くために，「自分の力で

立ち上がる」という強い精神力を目的とした教育，各々の課題発見をつかむこ

とは，目的意識をもつことにも繋がり，生きる喜びと充実感のある生き方をえ

がく，幸福追求としての極めて重要な学びの視点と言える。課題発見には，「未

来を見据え，率先して理想と現実のギャップを見つける力，そして，そのギャ

ップを埋めるための解決手段を探す力」が求められ，自らの見通しをもった課

題発見行為そのものをつかむことにより，課題解決に繋がるのである。当然の

ことながら，この課題発見が明確に行われなければ，課題解決に繋がることも

なく，思考，判断を深める過程に辿り着くことは困難となる。つまり，この過

程を経て，道徳的判断，道徳的心情に関する道徳性を培うことができるため，

こうした課題解決に根差したコミュニケーション的行為が求められる。 
 伊藤(2017)によれば，H.フロイデンタール(1978)の理論をもとにし，陶冶を

教育の目的とすると，教育の内容は問われず，どの教科もどの内容も不可欠と

いうわけではなくなるとしている。その一方で，「個人の同化（assimilation），
洗練，仕上げ（dressing）」（Freudenthal, 1978）こそが問題とされ，内容が示

され獲得される仕方が問題とされる。6)  と理論付け，学びに関する課題解決

の重要性をものがたっている。つまり，現代の変化の激しい時代では，何が問

題なのか分からなくなる傾向があり，こうした場合，前述した課題解決により，

何が原因なのか，明確にする必要がある。そして，探究，分析し，本質をつか

むことが必要であり，課題解決するとき，発達年齢に即した教師の支援による，

コミュニケーション的行為の充実を図ることが求められる。この「コミュニケ

これからの変化の激しい時代に求められる教育原理の考察 ―課題解決コミュニケーション的行為の集団的学びから―
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ーション的行為の充実」とは，各々の課題発見力にもとづく「真実の生きる力」

を培うことでもあり，これまで以上の新たなコミュニケーション的行為の展開

による改革が必要である。よって，コミュニケーション的行為の中にも，明確

な視点を明らかとし，「何が問題であり，何をどのように思考を深めていくのか」

相互の明確な道徳的価値を尊重しながら，真実を明確化していく力が求められ

る。  
 
３ 多面的・多角的な思考に根差した教育原理  
 アクティブラーニング等の児童生徒による主体的な学びが拡充する中，学び

に関する方法論について，新たな学びの改革が展開されている今日であるが，

果たして，このような活動を通じて，学びによる習得が成されてきたのであろ

うか。この点について，具体的な理論と実践の両側面から以下の事例を取り上

げ，考察する。 
＜学級集団における学級目標事例＞ 

児童生徒たちの話し合いのもと，「皆が心から安心，笑顔でいられる学級」の

目標設定する。（対象学年：小学校第 6 学年及び，中学校第 3 学年） 
本事例は，義務教育課程，最高学年を想定し，各々の学校教育活動の総括とし

て，道徳性構築に向けた学級づくりをどう考えるかという視点による実践であ

る。（※本事例は，仮説としての事例であり，具体的実践結果にもとづくもので

はない。） 
 上記の実践の場合，「何故，～が学級に必要なのか」「以前はどうであったの

か，他のクラス，他学年，他校などはどうか」など，思考，探究に基づいた対

話に関する手立てが必要である。また，この場合，根拠，論理にもとづく，「道

徳的判断，心情などによる価値葛藤の思考過程」が成されることが大切であり，  
また，これらの成立により，「新たな道徳的価値への共有」と「対話における多

面的な見方考え方」から深い学びへと繋げることが重要であると考えられる。  
さらには，２で述べた課題解決学習と関連付け，明確な根拠，理論に基づく多

面的，多角的な視野に立ったコミュニケーション的行為の構築が求められる。  
こうした，課題解決に向けた学びの構築について，岩田(2020)は，トゥールミ

ンモデルを参考にし，独自の実践結果による学びの理論を示唆し，根拠，理論

に基づいた学びの検証を裏付けており，社会科の授業を通じ，生徒による学び

の明確化を述べている。 
図 1 「トゥールミンモデル」7)        図 2 「岩田(2020)モデル」7) 
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 このような学びの明確化において，前述した「根拠」「論理」は極めて重要な

思考過程の要因であり，本事例の学級づくりに関するコミュニケーション的行

為においても，多大な効果をもたらすことが考えられる。また，こうした明確

化された集団的学びの充実と１，２で述べた「意思疎通」「課題解決」によるコ

ミュニケーション的行為の充実により，相互主体的な人間関係の構築へと繋が

るのである。なお，このような視点は，人間の成長・発達に関わる(キャリア形

成，いのち等)問題であり，対話における多面的な見方考え方から深い学びへ進

展していくものと考えられる。この人間の成長・発達に関わる(キャリア形成，

いのち等)問題については，次章で事例をもとに理論と実践の側面から考察する。 
                                                     
Ⅲ 人間の成長・発達に関わる(キャリア形成，いのち等)問題の考察  
  繰り返し言及するが，変化の激しい予測不可能な時代を生き抜くため，各々

にとってより善い，キャリア形成の蓄積，いのちの尊厳に関わる教育的学びを

担うことは，これからの学校教育に託された重要な課題と言える。この課題に

ついて，前述したコミュニケーション的行為を構築していくことは，極めて重

要であり，メディア，AI など近代化が急速に進む今日だから故に，行わなくて

はならない教育が多くある。特に，Ⅱで示唆した内容に関するコミュニケーシ

ョン的行為を構築し，持続可能な社会を担う人間育成のため，キャリア形成と

イノベーションについては重要な課題と言える。なかでも，「先人から学ぶ」文

化継承の「タテ」「ヨコ」の繫がりから，「いのち」の繫がりに関するキャリア

形成を培うことは，これからの未来社会を担っていく上の学校教育においては，

極めて重要な観点と考えられる。この点については，以下に示す，筆者(作田)の
参加した文化継承を事例にし，「課題解決」「キャリア形成」「いのち」をキーワ

ードに考察したい。 
＜文化継承事例＞ 
備後表継承会(2018 年発足)8) 
福山大学工学部 佐藤教授ら，学生たち及び，佐野商店(福山市)が主となり，福

山市備後地区の伝統文化である，「備後畳表」文化継承のため，2018～現在ま

で，藺草の植え付けから刈り取り作業，備後畳表作成までの工程を担っている。

発足当時は大学中心であったが，現在は，地域学生及び，一般にも参加を広げ

ている。 
（これまでの主な体験） 
(1)  2019 年 9 月 28 日(土)～29 日(日) 藺草苗づくり(株分け・ポット挿し) 

佐野商店(福山市)の指導を受け，小学生から大学生，一般など，2 日間延べ 28
名が参加し，手作業にて，藺草の苗づくり工程の株分け・ポット挿し体験を

する。 
(2)  2019 年 11 月 30 日(土) 円座づくり体験 

収穫したい草を使用し，地域の「廣川製織工房：廣川ヨシエ氏」「佐藤美津 子
氏」の指導を受け，小学生から大学生，一般など，延べ 26 名が参加し，藺草

の製織と円座づくり体験を実施している。 
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※いずれの活動も福山大学工学部 佐藤教授が中心とする，「福山大学備後地域

遺産研究会」が協力を行い，実施している。  
(3)  2020 年 11 月 14 日(土)  藺草植え付け体験を実施 9) 

＜参加者＞広島県立高等学校農業科生徒 3 名参加，福山大学関係学生 3 名 
      大学関係教員及び，佐野商店(福山市)職員，一般関係者(筆者：作田

を含む) 
※高等学校農業科生徒は，総合的な学習の時間による課題学習の一環として参

加している。なお，筆者 (作田 )の本実践については，備後表継承会発足時

(2018)から連携しており，本実践において，高等学校生徒たちの参加による，

総合的な学習に時間における道徳教育との実践教育研究的関連性をふまえ，

参加している。 
（高等学校農業科生徒，学生及び，地域一般参加による藺草植え付け風景）  

＜高等学校農業科生徒の声＞ 
「自分が幼いころ，祖父が藺草を植えて畳表を作っていたのを見て育ったので， 
 自分も続けていきたいと思っている。」 
「段々と備後畳表が少なくなってきているけど，絶対にこの文化を終わらせた

くない。」 
「ずっと続けてきた人たちの思いを決して無駄にしたくない。続けたい。」 
「大変な作業だけど，実際にやってみると，今まで備後畳表を作ってきた苦労

が分かる。」 
「色々な年代の人たちと藺草を植えることができて楽しい。」 
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 生徒に対し，感想を聞いたところ概ね，上記の内容の回答があり，「先人の行

ってきた備後畳表づくり」の文化を受け継ごうとする思いが明確に表れている。 
そして，実際に藺草植え体験をすることで，受け継がれてきた文化を絶やした

くないという思いが一層増している様子が伺える。生徒たちは，総合的な学習

の時間の課題学習として，各々が課題意識をもって取り組み，「何故，畳表を絶

やしたくないのか」「何故，この文化を終わらせたくないのか」という視点にお

いても，上記のように「自分の祖父がずっとやっていた」とあり，家族がこれ

までに，自分たちの生計を支えてくれた苦労や優しさなどを決して絶やしたく

ないという，家族愛に関する文化の継承による道徳心が伺えた。このように生

徒たちは，心の中において先人から「受け継がれる」思いを大切にし，「備後畳

表を受け継ぎたい」という明確な根拠と強い意志をもち，文化継承への意義に

ついて理解を深める点が伺えた。実際に，藺草植えを体験して，途中でバラン

スを崩したり，「うまく植えられない」と植える難しさを感じ取ったりすること

も少々，見られる場面があったが，その場ですぐに立ち上がり，藺草植えを続

けていく姿があった。これには，「絶対にこの文化を絶やしたくない」という強

い思いから，受け継がれる「いのち」の繫がりを実感できているようであった。 
大野，鈴木ら(2020)は，デューイ(1859-1952)の理論にもとづき，教育とは，経

験の意味を増加させ，その後の経験の進路を方向づける能力を高めるように経

験を改造ないし再組織することである。10)   と理論付け，経験とキャリア形成

とを関連付ける内容が明記されており，経験によってキャリアが形成されるこ

とにより，「将来，～なりたい」「～のような人生を送りたい」と未来社会に向

けた像をえがくことに繋がるものと考えられる。また，デューイは，直接的な

経験を捉えており，すべての「経験」が「教育的な経験」にはならず，「非教育

的な経験」の存在を指摘し，こうした経験は，生活自体が経験になる 11)  とし

ている。つまり，生活経験の中において，本実践における一人の生徒の心情を

鑑みるならば，幼少期において経験した備後畳表づくり工程の「見る，聞く，

触れる」内容を育むことにより，「家族が行ってきた仕事を支えたい」という心

情が抱かれ，高校生の発達段階において「受け継いでいきたい」というキャリ

ア形成に繋がっていったものと考えられる。 
 また，本実践においては，大学生(院生を含む)，高等学校教員，他大学教員，

地域の一般(幼児及び，保護者を含む)による参加があり，農業科の生徒たちは，

多くの異年齢との関わり合いにより，多面的・多角的な見方考え方が深まり，

他者の価値を受け入れ，調和性を培う場面もみられた。例えば，幼児小学生と

共に藺草の株分け作業を行うことで，気持ちの上で安定感が保たれたり，幼児

及び，小学生から教えてもらって喜ばれる表情を見たりすると，生徒の表情に

は安心感が見受けられた。このように，藺草植え付けの作業を通じ，異年齢と

の関り，課題意識をもった相互の関わり合いの充実により，「備後畳表を続けた

い」という文化遺産継承に関する郷土愛の道徳心が，より一層育まれることと

なった。つまり，本実践で構築されたのは，「備後畳表継承」という文化遺産を

守るという強い課題意識から解決に向けた学びが成され，異年齢コミュニケー
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ション的行為を通じ，さらに道徳的思考が深まったことが伺える。そして，高

等学校農業科の生徒たちにとって，この過程を経て，将来の目標「備後畳表を

守りたい」に向けた確実なキャリア形成へと繋がることが明らかとなった。 
 
Ⅳ 「参加型課題解決コミュニケーション的行為の集団的学び」に関する教師

の教育的役割及び，教育原理の考察  
１ ヘルバルト教育原理からみる教師の教育的役割 
 Ⅲの実践による教師の教育的役割を考察すると，生徒の体験的学びの過程に

おいて様々なやり取りがある。例えば，「生徒同士，生徒と他の異年齢の幼児及

び，児童生徒，生徒と教師，生徒と他の学校の教師，教師と一般の人」などの

関わり合いによる，参加型課題解決コミュニケーション的行為における内容の

学びの過程である。この学びにおいて一体，教師はどのように生徒たちと関わ

り合い，助言や声掛けなどの教育的役割を担うことが必要であろうか。具体的

に，「教師の教育的関わり合い」と「他の人との関わり合い」の場面から考察し

たい。 
 教師は，生徒が体験活動を通じ，様々な活動を行う際に多くの経験をするこ

とが考えられる。例えば，Ⅲの実践の場合，実際に藺草植え付けを田の中で植

え付けを行う場面があり，植え付けに失敗し，転倒しようとすることがあった。

こうした場合，担当教師はどのような支援をすべきなのであろうか。実際には，

失敗した直後の生徒に対し，担当教師は冷静な様子で対応し，倒れそうになる

生徒の手を静かに支えて立て直し，小声で「この足に力を入れて立てばよい」

と優しく声をかけているようだった。その後に，少しずつ藺草を植え始める生

徒を見て，「初めてなのに，これだけ植えることができるのは凄い。」と生徒の

行動を褒めていた。教師からの言葉を聞いたその生徒は，黙々と植え始め，植

え付けに自信をもち始めていたようであった。生徒は，その後の休憩時には，

生き生きとした様子で他の生徒と接し，「自信がついたし，もっと藺草植えを上

手になりたい」との自己肯定感が培われる様子がみられた。そして，幼児及び，

小学生，他の大学生，地域の一般参加の人たちと関わることで，藺草の植え方

を学び，また，幼児及び，小学生にも教える姿もあり，藺草植え付けの体験を

経て，多くの人々と関わることで，自信に繋がる様子が伺えた。こうした学び

の経験は，各々のキャリア形成に大きく影響し，さらなる未来に向けた，「生き

る力の実践的」構築へと繫がる第一歩となる。 
 こうした体験的学びおける教師の役割について，ヘルバルト(1776-1841)の理

論実践論をもとに考察したい。安部(2019)は，ヘルバルトのタクト論として，

このタクト(指揮棒)が必要であり，教育実践場面におけるすばやい判断と決定

12)と理論づけ，タクトの教育的意義について示唆している。また，同筆者は，

ヘルバルトによると，このタクトは，「人間の本性と陶冶性に関する明確な理念

と確信から出てくる」13)  と述べ，教師の教育的信念に根差すところにあると

考えられる。Ⅲの実践を考察すると，教師は生徒の課題解決に即した教育原理

を展開しているのだが，前述したように，まず初めに「何を課題とするのか」
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について，各々の身近な観点から未来社会にわたる課題発見を担うことが極め

て重要である。この課題発見が成されると共に，「何故，その課題を追求してい

こうとするのか」という，強い信念が抱かれるための独自性に富んだ教育的方

法論の展開が求められる。すなわち，ヘルバルトの言葉を借りて述べるならば，

その生徒に合った独自性の教育支援方法こそがタクトの意味するものと解され，

その教育的理念は，「未来社会を担っていく人間育成」を期することに他ならな

い。また，課題発見において，コミュニケーション的行為の充実による学びの

過程における「思考判断，分析」を経て，フィードバックを繰り返しながら，

課題解決に向かうことが重要な視点と言える。この点については，以下のサイ

クルが重要と考えられ，課題解決を経て，思考，コミュニケーション力を深め，

道徳性，倫理性に富んだキャリア形成を期した教育支援を担うことが求められ

る。 
図 3 「基本的課題解決原理」                  14) 
① 課題発見，確認(何が課題なのか。何故，その課題を取り上げるのか) 

    ⇓ 
② 解決に向けた話し合い(課題解決方法の話し合い) 

    ⇓ 
③ 解決方法の決定(合意形成) 

    ⇓ 
④ 実践(体験的学び及び，思考，探究) 
      ⇓  
⑤ 振り返り(リフレクション) 

 この学習過程について，杉原(2019)は，コルトハーヘン(1949-)の ALACT モ

デルから，RPDCA サイクルの必要性を示唆 15)  しており，課題解決による多

面的な思考に根差した深い学びを行っていくことが求められる。この過程のな

かにおいて，教師の役割とは何か，どういった教育支援が必要であるのだろう

か。Ⅲの実践において，教師は，藺草植え付けで転倒しそうになった場面があ

ったが，すぐに助けようとせず，自らの力で解決しようとする，言わば，見守

り的教育支援がみられた。しかし，その後の言葉がけとして，初めて行った植

え付け内容に際し，褒めるという教育的支援を行うことで，生徒は大きな自信

に繋がったものと思われる。つまり，教師と生徒との綿密な相互認知と意思疎

通による人間関係性の構築が成されることが大切であり，課題解決の根底には，

こうした教育的関わりが極めて重要である。すなわち，こうした人間愛に満ち

た体験的教育活動の学びを通じ，思考，探究を深めていくことで，自分たちの

力で計画(プログラミング)していくことのできる社会参画に根差した力量を構

築することができるのである。 
特に，上記の①⑤が重要であり，現在，各々のおかれている現状分析を明確

にし，理論と実践を通じながら，振り返りを経て，さらに次の課題へと繋げて

いくことが必要なのである。つまり，常に学び続ける姿がこれからの予測不可
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能な変化の時代を生き抜くために，極めて重要な視点と考えられ，教師にもま

た，求められるところである。教育職員養成審議会答申 第 3 次答申(1999)によ

れば，教員に「いつの時代にも求められる資質能力＜国家 100 年の計は教育に

あり＞」として，専門家としての教職の在り方を強く求めており，愛着をもっ

て未来の子どもを育成すること 16) を重視している。この教育の専門家として

の在り方には，前述したコルトハーヘン(1949-)も述べているように，理論と実

践をふまえた指導力を培うこと 17)  が大切である。また，このことが人間の成

長発達にも多大な影響を及ぼすこととなり，キャリア教育及び，人間形成とし

て重要な関係性を担っていくものと思われる。つまり，教師力として，これか

らの時代を担うために最も求められる力量としては，理論と実践をふまえた確

かな思考判断，心情などを培うためのキャリア形成としての力を培うことので

きることにある。例えば，高等学校における職場体験実習を取り上げると，生

徒たちが主体的に「将来，～したい」と考えて，その目標に向かって，未来を

切り開こうとすることが大切であり，決して教師の誘導であってはならない。

そして，各々の生徒たちが，自分の得意分野の良さを生かし，将来，自他の幸

福追求に向けた，人の役に立つ職業観をもつことが重要であると考える。また，

今日の教員養成の視点から考えると，必須である教育実習に挑む場合，単に教

育実習に臨むのではなく，キャリア形成として自己の人生に繋げていく観点か

ら教師をめざし，また，教育現場における活躍を担うことが求められる。すな

わち，教員は，進路指導の専門家でもあり，児童生徒たちがこれからの変化の

時代を生き抜くため，確実なキャリア形成を担っていくための専門家としての

教師力が求められるのである。 
 
２ 自己省察と真正な学び 
 学習過程において，１で述べた RPDCA サイクルに関する振り返りによる学

びは，さらに深い課題解決学習となり，思考判断，道徳性を深めるものと考え

られる。Ⅱ，Ⅲの実践において，課題解決を行ったが，こうした過程を経て，

自己省察することにより，「何をどのように学びを深めたのか」を自覚すること

となる。森川(1945-2016)は著書の中において，自己省察の教育学的意義の構築

から，真理と正義に繋がる点を述べており，18)   このことは自分自身と真に向

き合い，次のさらなるステップへ繋げるための大きなキャリア形成となる。こ

のキャリア形成を担うために，学びの方法は極めて重要であり，人格形成さら

には，未来社会を担う人間育成に大きな影響を及ぼす。 
 つまり，前述したコミュニケーション的行為については，ただ単なる対話で

あっては学びを習得できたとは言えず，課題解決により，思考，探究，表現（可

視化等）を経て，自己省察を行いながらキャリア形成を行っていくことが重要

なのである。その過程において，何がどのように大切なのか判断し，見極めて

いく力を培っていくことが，これからの未来社会を担う教育的学びの原理，「真

正の学び(authentic learning)」と言えよう。例えば，現代の教育的課題を考え

たとき，いじめに関して考えるとするならば，「子ども同士，保護者（家庭）と
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の関係，教師との関係」など，現代社会の情報では，何が原因なのか分からな

くなることがしばしば見受けられる。特に，変化の激しい時代では，何が問題

なのか分からなくなる傾向があるため，探究，分析し，本質をつかみながら課

題解決コミュニケーション的行為を行うことが必要である。教師もまた，この

点を視野に入れた教育方法を検討し，課題解決コミュニケーション的行為を実

践しなければならない。そして，教師も生徒と同様に，変化の激しい時代を生

き抜くための教育を担っていくためには，常に学び続ける必要があり，「どうい

う教育を行いたいのか」「何を目的とするのか」という強い教育的理念をもちな

がら望むことが求められよう。 
 さらには，こうした学びは，集団の中において，様々な人と交わることによ

り，自分自身の中で取捨選択，思考判断しながら，「何が正しいのか，どうする

ことが必要なのか」という真実を見極めるキャリア形成に繋げていくことが求

められる。それには，教師が児童生徒たちに課題意識をもたせ，キャリア形成

の構築から，生きる喜びと自己実現に向かうための教育カリキュラムと学びの

環境設定が重要となる。また，これまでの筆者(作田)の考察を総括すると，「真

正な学び」を目指すため，以下に示す教育原理が成されていることが考えられ

る。 
図 4 「集団における課題解決，自己省察と真正の学びによる教育原理サイクル」 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4 の反省的過程を繰り返しながら，真実を見極める学びを構築することと

なる。なお，本稿におけるⅢの実践の場合，「何故，備後畳表づくりを続けたい

のか」という課題設定と課題発見により，「どのような学びを行っていくのか」

という各々のプログラミングを行い，実践を経た分析比較を行うことが重要で

ある。そして，その結果と再課題を受け，さらに実践していくことにより，こ

れまでとは異なる，真実を見極める力が培われてくるのである。また，こうし

た過程においては，本実践の場合，多くの異年齢の関りによる体験から，相互

認知を経て，多くの道徳的価値の共有による深い学びを習得することとなる。

さらには，異年齢の関りによる「教え教えられる」関係性や「異年齢の多くの

人と人とが繋がる」ことを感性により培われることにより，「生かされている」

という「いのちの繫がり」に根差した学びを育むこととなる。  

＜集団における課題解決、自己省察と真正の学びによる教育原理サイクル＞ 
 
 
            ↓ 

 
 

            ↓ 
   
 

          ↓ 
 評価：これまでの実践の振り返り 
＜予想と結果との比較及び、分析＞ （Ｃ）

            ↓ 
今後の改善点の実践  （Ａ） 

            
 
 
 ※真実を見極める繫がりに根差した「真正な学び」の構築 
       

現状分析と課題発見 （Ｒ）

課題解決の計画作成(プログラミング及び、予想) （Ｐ）
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 前述したように，教師としての役割は，児童生徒たちの現状分析と課題発見

を明確に行うことができるように，情報の収集など，学びの環境設定を整えて

おくことが必要である。そして，児童生徒各々のこうした課題解決に向け，行

き詰まったときには，児童生徒一人ひとりに合った助言をすることにより，学

びを習得したという達成感と自己実現をつかむことが重要な役割と言える。ま

た，こうした教育的学びを習得するためには，異年齢の「タテ」「ヨコ」の繫が

りから，相互認知に向けた意思疎通による信頼関係の構築を行うことにより，

j.ハーバーマスの言う合意形成に繋がるものと思われる。なお，Ⅲの実践におい

ては，藺草植え活動を通じ，「祖父がずっとやっていた備後畳表を続けたい」と

いう「いのちの繫がり」に関する道徳性が強く抱かれることとなった。 
 
Ⅴ 21 世紀に求められる教員の資質能力の考察  
 これまでに，事例を取り上げながら，多面的な思考判断に根差した集団的学

びに関する教育原理について考察を担ってきた。その過程のなかで，21 世紀の

変化の激しい時代を生き抜くため，以下の視点が重要であると考える。 
「具体的に教育現場の教員に求められる力」 

① 「学習指導力」 
課題解決学習，アクティブラーニング，参画型授業等を積極的に取り入

れ，コミュニケーション力，思考力，判断力，表現力を培う。 
② 「児童生徒指導力」 

児童生徒の生活面及び，人格形成に関わり，より善い生き方を育むこと

ができるよう支援する。（カウンセリング（相談等），道徳教育・学級集団

との関係との綿密な連携） 
③ 「経営力」 

学年，学級，学校全体との連携力→児童生徒同士の連携，教員と児童生徒

との連携，教員と保護者との連携，教員と地域との連携，教員と他校との

連携（異校種，近隣校） 
 これらの教師力の構築については，本稿のテーマでもあるコミュニケーショ

ン的行為の合意形成が成されることが重要な課題であろう。また，これからの

時代を行き抜くための教育として，教育職員養成審議会答申(1999)では，得意

分野をもつ個性豊かな教員の育成として，得意分野のキャリア形成と各々の得

意分野の集団化の強化を提唱 19)   している。人口減少が続く教育社会において，

教師の連携力がさらに求められるところであり，上記，「具体的に教育現場の教

員に求められる力」で示した内容の構築を担うためには，「今後，どんな教師に

なりたいのか，どんな教育をしたいのか」「自分にはどんな得意分野があるのか」

「どう学校教育に貢献できるのか」について，課題解決コミュニケーション的

行為の充実から「真正な学び」を構築することが重要な視点と考えられる。そ

して，児童生徒同様，教師もまた，相互主体的なコミュニケーション的行為の

充実と人間関係づくりに構築に向け，「チーム学校」としての結束力と学校の信

頼構築が一層問われるものと思われる。なお，学ぶ意欲低下や生活習慣の未確
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立など，後を絶たない義務教育をめぐる課題状況には深刻なものがある。また，

こうした懸念から公立学校に対する不満も少なくない。我々の願いは，子ども

たちがよく学びよく遊び，心身ともに健やかに育つことである。そのためには，

質の高い教師が教える学校，生き生きと活気あふれる学校を実現する必要があ

る。つまり，学校の教育力，すなわち「学校力」「教師力」を強化し，それを通

じて，子どもたちの「人間力」を豊かに育てることが改革の目標であり，今日

の教育社会において早急に取り組む必要があろう。 
 
Ⅵ 終わりに（総括）  
 本稿では主として，備後畳表文化継承における実践をもとにし，多面的な側

面から，今日の変化の激しい時代を担うための教育原理について考察してきた。

また，これからの 21 世紀に向けて，特に求められる教員の資質として，多面的

な角度から変化の激しい時代に対応できる効果的なコミュニケーション的行為

について考察してきた。なかでも，課題解決に関するコミュニケーション的行

為の在り方は，多くの研究者，哲学者による示唆のもと，真実を見極めていく

力が特に求められることが明らかとなった。さらには，この過程を経て，社会

参画，多くの人々との体験的繫がりによって，言わば，「いのちの繫がり」から

「いのちのおもさ」を真に培うことのできる道徳性を育むことが重要である。

この点については，ただ単に取捨選択しながら，課題解決を行うだけでは，こ

うした力量は育たたない。また，この力量は，児童生徒も同様に培わなければ

ならない「生きる力」であり，教師，児童生徒たちにも同様に「いのちのおも

さ」を念頭においた「真正の学び」を目指すコミュニケーション的行為の展開

が求められる。 
特に，21 世紀の激動の時代を行き抜く，未来社会の構築に向けた児童生徒を

教育するにあたり，教師に対し，これまで以上に求められるものが大きくなり

つつある。そして，教師を取り巻く社会状況が急速に変化し，学校教育が抱え

る課題も複雑・多様化する現在，教師には，不断に最新の専門的知識や指導技

術等を身に付けていくことが重要であると考えられる。つまり，21 世紀を担う

教師には，これまで以上に「学びの精神」が強く求められており，日々の研修

は勿論のこと，変化の時代に柔軟に対応できる人間力と真実を見極めて実践す

る教育力の構築に向け，鍛錬することが求められる。そして，学力向上，生徒

指導など，変化の時代に有効な教育実践及び，倫理観，道徳観の構築に向けた，

社会における信頼回復を強く求める教師教育を目指す必要がある。そのために

は，児童生徒たちにとって，未来社会に向けたキャリア形成としての確かな学

びと「真正な学び」の構築を目指す教育方法を願う。 
 
付 記 

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。 
 なお，本稿における主たる実践に関する掲載及び，引用に際し，協力校につ

いて，承認を得ている。 
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Consideration of educational principles required in the era of rapid change in the 
future ―From collective learning of problem-solving communicative action― 
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In order to survive the rapidly changing times toward the challenges of teacher 

training in the 21st century, it is necessary to practice high-quality communicative 
action and build “learning the truth”. To this end, this paper considers the educational 
principles of communicative action centered on problem solving from a multifaceted 
perspective, based on the case of participatory education and learning for inheriting 
local traditional culture, and is a school for the future society. Clarified the educational 
principle of "genuine learning" in education and teacher training courses. 

In addition, based on the educational practice cases of inheriting local traditional 
culture and the contents of the report of the Education Staff Training Council (1999), 
the educational principles necessary for today's school education and teacher education 
are considered, and based on the theory of Colt Hachen et al. , Suggested an educational 
method for teacher training to cultivate human power today and collective learning of 
communication acts toward "genuine learning". 
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1 年次保育実習前後における実習生の子どもイメージ，
学習の継続意志の変容に関する探索的研究
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Exploratory Research on the Effects of Nursery Teacher Training for Freshman on
Practice Teachers’ Changes in the Image of Children and Sustainable Volition for Learning

MISHIMA Tomotaka, YAMADA Yohei



1 年次保育実習前後における実習生の子どもイメージ， 

学習の継続意志の変容に関する探索的研究 

 

三島 知剛※1  山田 洋平※2    

 

本研究の目的は，1 年次における保育実習前後の実習生の子どもイメージ並びに学習の継

続意志の変容について，進路希望に着目しつつ検討することであった。そのため保育実習

に参加した実習生を対象に調査を行い最終的に 31 名を分析対象とした。主な結果として，

（１）子どもイメージについて，進路希望に関わらず 8 因子のうち「批判性」の得点が実習

後に高くなること，（２）学習の継続意志について，4 カテゴリーのうち，「教育・保育を行

う」「学級担任としての仕事」について交互作用が見られ，「保育士または幼稚園教諭」を志

望する学生は実習後に得点を低下させること，（３）学習の継続意志の「園組織の一員とし

ての仕事」について交互作用が見られ，「保育士または幼稚園教諭」を志望する実習生は実

習後に得点を低め，その他の進路希望の実習生は実習後に得点を高めること，が示された。 

 

キーワード：1 年次保育実習，実習生，子どもイメージ，学習の継続意志，進路希望 

 

※1 岡山大学教師教育開発センター 

※2 島根県立大学 

 

Ⅰ 問題と目的 

本研究の目的は 1 年次における保育実習前後の実習生の子どもイメージ，学

習の継続意志の変容について，学生の進路希望に着目しつつ検討することであ

った。 

子どもを取り巻く環境や社会の大きな変化，また将来の見通しが持ちにくい

昨今において教育の重要性が一層高まっていると考えられる。我が国において

は義務教育としては小学校から開始されるが，義務教育以前の段階の教育も重

要であり，幼小の連携の必要性や小 1 プロブレムなどの問題に代表されるよう

に幼児教育についての重要性も一層増してきていると考えられる。例えば中室

（2015）は幼児教育の重要性について論じる中で，シカゴ大学のヘックマン教

授らの研究業績について紹介する中で就学前プログラムに参加した子どもたち

は小学校入学時点の IQ が高かっただけではなく，その後の人生において，学歴

が高く，雇用や経済的な環境が安定しており，反社会的な行為に及ぶ確率も低

かったことを紹介している。そして，幼児教育への財政支出は社会全体でみて

も，非常に割のよい投資であるといえると述べている。 

一方，幼児教育を実施する主要な場として幼稚園が挙げられると考えられる

が，近年は，幼稚園のみならず認定こども園，保育所も重要な幼児教育施設で

あると考えられ，幼稚園のみならず様々な幼児教育施設における幼児教育の重
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要性が増していると考えられる。すなわち，幼稚園教諭はもちろんのこと保育

士に求められる専門性も一層高くなってきていると考えられる。 

このように幼稚園教諭や保育士など幼児教育に携わる人への高い専門性や

力量が求められる一方で，それらを育てる養成段階の重要性も一層高まってい

ると考えられる。そして，幼児教育の担い手としての力量形成の主要な場の一

つとして幼稚園や保育所等の保育・教育施設を場として体験的に学ぶ実習の機

会が重要であると考えられる。保育所実習の目的は，2015 年の厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知によると，「保育実習は，その習得した教科全体の知識，

技能を基礎とし，これらを総合的に実践する応用能力を養うため，児童に対す

る理解を通じて保育の理論と実践の関係について習熟させることを目的とす

る。」とされている。保育実習によって実習生の保育者効力感が高まることが田

爪（2018）や神谷（2009）によって明らかにされている。また，保育実習では

ないが，教育実習によって実習生の授業などのイメージ変容や，教師効力感の

向上，教師としての力量が形成されるなど教育実習の効果がこれまで指摘され

ている（立石，2018；春原，2007；米沢，2010）。これらの知見を踏まえると，

教育実習や保育実習が実習生にとって重要な学びの場であると言えるだろう。 

一方，教育実習の効果や培うべき教師としての力量としては様々なものがあ

ると考えられるが，本研究では子どもイメージ並びに学習の継続意志に着目す

ることとした。イメージは，教師や教員志望学生の実践的知識において彼らの

実践を方向づけ，彼らが実践場面を解釈する中核的な役割を果たす（深見，2006）

とされている。さらに，Elbaz（1981）は，イメージは，教師の行動を直観的に

導くものと定義している。教育実習生を対象に子どもイメージの変容を検討し

た研究がなされていること（例えば，三島，2007）や，保育実習においても子

どもイメージに着目した研究が散見される（上長，2010；岡田，2007）ことか

らも保育実習において着目すべき重要な観点と考えた。 

また，三島・安立・森（2009）は浅野（2002）を参考に長期的に学習を継続

したいとする意志力を「継続意志」と定義し実習前後における実習生の学習の

継続意志の変容を検討している。「学び続ける教員」像（文部科学省，2015）に

照らせば，教師や保育士になる上で所定の学習内容をその場限りのものとする

のではなく，長期的に学び続けていこうとする意志力を高くもっておくことは

実習生にとって重要であると考え，保育実習の前後においても検討すべきであ

ると考えた。 

また，本研究では 1 年次保育実習に参加する実習生を対象としている。1 年

次の保育実習は一般的には具体的な実践というよりも観察がメインとなると考

えられる。実習生にとっては初めての実習になり，学校現場に行って実際の子

どもを将来教諭や保育士を目指す実習生として一定期間観察するのは初めての

経験と言える。初めての保育実習経験により学生の子どもイメージや学習の継

続意志がどのように変容するのかを検討することは保育実習の効果やその後の

大学での実習生の成長の可能性や養成のプログラムを検討する上で一つの資料

となると考えられる。さらに，本研究では実習生の進路希望にも着目すること
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とした。保育実習に参加する学生にとって実習先が自己の将来の進路希望先と

一致するかどうかということが子どもイメージや学習の継続意志の変容と関連

する可能性を検討するためである。 

                        

Ⅱ 方法 

１ 調査時期・協力者 

A 県内公立大学において 2019 年度の 1 年次保育実習を受講した学生を対象に

実習前（2020 年 2 月）と実習後（3 月）に調査を行った。このうち，実習前後

で 2 回とも回答が得られた 33 名を分析対象とした。 

本実習は，2020 年 2 月から 3 月に行う 10 日間の保育所実習である。実習は

0 歳から 6 歳まで保育所保育指針が示す 8 つの年齢区分の保育に参加できるよ

うに計画され，実習生は参与観察を行いながら，保育に必要な知識・技能を体

験的に学ぶ。本実習の中で，部分保育など指導案の作成を伴う保育活動は行わ

れていない。学生にとっては初めての実習である。 

なお，倫理的配慮として，調査用紙配布時に，研究の目的，調査協力は任意

であり協力しないことで授業評価などの不利益を被ることは一切ないこと，調

査結果は個人が特定されないように処理すること，調査で知り得た情報は研究

以外では使用しないこと，調査用紙への回答をもって調査協力への同意が確認

されることを調査協力者に口頭で伝えた。 

 

２ 調査内容 

（１）子どもイメージに関する項目 

三島（2009）において用いられている項目を用いた。「子どもは～のようであ

る」という文章からなり，～の比喩項目にどの程度そう思うかを問う尺度で，

全 36 項目からなる。先行研究によって，明るく汚れのない無垢なイメージ（項

目例：天使）である「純粋性」，不正に敏感であるというイメージ（項目例：裁

判官）である「批判性」，伸びていくなどこれから成長していくイメージ（項目

例：つくし）である「成長性」，自己中心的であり複数の側面をもつというイメ

ージ（項目例：一匹狼）である「自己中心性・二面性」，創造力をもっていると

いうイメージ（項目例：発明家）である「創造性」，かわいらしい，愛らしいと

いうイメージ（項目例：ネコ）である「愛らしさ」，考えていることが分からな

いといったイメージ（項目例：宇宙人）である「悲観的・不信」，繊細で変化し

やすいというイメージ（項目例：ガラス）である「繊細さ」，の全 8 因子である

ことが見出されている。本研究においても先行研究の尺度をそのまま用いるこ

ととした。なお，回答は全て「１．全くそう思わない」～「5．非常にそう思う」

の 5 件法で求めた。 

 

（２）学習の継続意志に関する項目 

保育士や幼稚園教諭を目指すうえで学習すべき内容として，保育教諭養成課

程研究会（2015）において幼稚園教諭・保育教諭の職務内容に対して必要な研
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修として示されているものを項目化し用いた。なお，保育教諭養成課程研究会

（2015）においては，職務内容として「教育・保育を行う」「学級担任としての

仕事」「園組織の一員としての仕事」「地域の子育て支援としての仕事」の 4 つ

に分類し，それぞれに必要な研修を示している。そこで，本研究においてもそ

の 4 つの分類にならい分析では 4 カテゴリーで検討することとした。項目化に

あたっては学生の回答のしやすさを考え，表現を一部修正（例：「5 領域の内容

及び総合的な指導」とされているものを，「保育内容（健康）」「保育内容（人間

関係）」「保育内容（環境」「保育内容（言葉）」「保育内容（表現）」「保育内容 5

領域の総合的な指導」と項目化）するなどを行い，31 項目とした。なお，回答

は全て「１．全くそう思わない」～「5．非常にそう思う」の 5 件法で求めた。 

 

（３）卒業後の進路希望について 

卒業後の進路希望について選択式で回答を求めた。選択項目としては（１．

保育士，２．幼稚園教諭，３．小学校教諭，４．公務員，５．民間企業，６．

大学院進学，７．その他）とした。 

 

Ⅲ 結果 

ここでは，進路希望と子どもイメージ，学習の継続意志の関連について検討

する。そのため，実習前の調査時の回答を基に卒業後の進路希望群として保育

士，もしくは幼稚園教諭を選択した学生とその他の項目を選択した学生の 2 群

に分類した。本研究の対象者が実施した実習は保育所の実習であるため，保育

士志望の学生にとっては将来の進路に関連の強い経験であると考えられる。ま

た，幼稚園教諭志望の学生にとっても保育士の資格は保育所や幼稚園からの認

定こども園への移行のことも見据えて取得が一般的になっていると考えられる

ことから保育士志望学生と同様に保育所での実習はより進路希望と関連が強い

経験であると考えられる。そこで，保育士と幼稚園教諭を一括りのグループに

した。一方，その他の回答を選択した学生にとっては，進路希望との関連は保

育士志望や幼稚園教諭志望学生と比べると弱いと考えられる。そこで，進路希

望について回答がなかった 2 名を除き，「保育士または幼稚園教諭群」19 名，

「その他群」12 名に分類された。なお，その他に分類された学生は全員小学校

教諭を選択していた。 

次に，子どもイメージ，学習の継続意志，に関する各因子及び各カテゴリー

の得点についてそれぞれ進路希望群×時期の 2 要因分散分析を行った。以下に

それぞれ結果を記述する。 

まず，子どもイメージの結果について記述する。分散分析の結果（表１），「批

判性」において時期の主効果が見られ（p<.05），実習後に得点が上昇するとい

う結果であった。なお，その他の因子に関しては主効果，交互作用共に見られ

なかった。 
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次に，学習の継続意志の結果について記述する。分散分析の結果（表２），全

カテゴリーにおいて有意もしくは有意傾向である交互作用が見られた。また，

「教育・保育を行う」については群の主効果が見られ（p<.01），「保育士または

幼稚園教諭群」の方が得点が高かった．交互作用が見られたため単純主効果の

検定を行った。その結果，「教育・保育を行う」において実習前後ともに「保育

士または幼稚園教諭群」の方が得点が高かった。また，「保育士または幼稚園教

諭群」における時期の主効果が見られ実習後に得点が下がっていた。また「学

級担任としての仕事」において実習前において「保育士または幼稚園教諭群」

 

教育・保育
を行う

4.83
（0.22）

4.34
（0.45）

4.68
（0.28）

4.39
（0.34）

13.42** 0.78

3.10†
前・後：保育⼠または幼稚園教諭群＞その

他群
保育⼠または幼稚園教諭群：前>後

学級担任と
しての仕事

4.78
（0.31）

4.43
（0.49）

4.58
（0.32）

4.60
（0.26）

2.17 0.05
6.20*

前：保育⼠または幼稚園教諭群＞その他群
保育⼠または幼稚園教諭群：前>後

園組織の一
員としての
仕事

4.56
（0.46）

4.19
（0.39）

4.38
（0.45）

4.38
（0.44）

1.44 0.01

6.24*
前：保育⼠または幼稚園教諭群＞その他群
保育⼠または幼稚園教諭群：前＞後，その

他：前＜後

地域の子育
て支援とし
ての仕事

4.74
（0.34）

4.56
（0.39）

4.56
（0.39）

4.67
（0.36）

0.11 0.15 2.95†

交互作⽤

     括弧内は標準偏差      　   †p＜.10　 * p＜.05　** p＜.01

保育⼠また
は幼稚園教

諭群
その他群

保育⼠また
は幼稚園教

諭群
その他群 群 時期

表2　進路希望群ごとの実習前後における学習の継続意志の各カテゴリ―の平均値と標準偏差，及び2要因分散分析結果

実習前 実習後 Ｆ値

　　純粋性 4.14
（0.80）

3.83
（0.78）

3.98
（0.94）

3.81
（1.35）

0.5 0.47 0.23

 　 批判性 2.12
（0.77）

2.21
（0.91）

2.43
（1.04）

2.58
（0.99）

0.14  5.24* 0.04

 　 成長性 2.97
（0.94）

2.71
（0.90）

3.01
（0.89）

3.01
（1.04）

0.16 1.16 0.65

 　自己中心性・二
面性

1.67
（0.70）

1.65
（0.75）

1.77
（0.69）

1.65
（0.63）

0.09 0.22 0.22

 　 創造性 3.37
（0.91）

3.29
（0.86）

3.16
（1.06）

3.31
（1.13）

0.01 0.26 0.39

 　 愛らしさ 2.42
（1.04）

2.39
（1.13）

2.32
（1.05）

2.53
（1.19）

0.05 0.02 0.98

 　 悲観的・不信 2.33
（0.80）

2.20
（0.97）

2.30
（1.03）

2.35
（0.91）

0.01 0.18 0.36

 　 繊細さ 2.76
（0.99）

2.71
（1.10）

2.80
（1.20）

2.94
（1.17）

0.01 0.98 0.49

交互作⽤

     括弧内は標準偏差      　   * p＜.05

表1　進路希望群ごとの実習前後における子どもイメージの各因子の平均値と標準偏差，及び2要因分散分析結果
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の方が得点が高かった。また，「保育士または幼稚園教諭群」における時期の主

効果が見られ実習後に得点が下がっていた。また，「園組織の一員としての仕事」

において実習前において「保育士または幼稚園教諭群」の方が得点が高かった。

また，両群における時期の主効果が見られ，「保育士または幼稚園教諭群」は実

習後に得点が下がり，「その他群」は実習後に得点が上がっていた。なお，「地

域の子育て支援としての仕事」については単純主効果の検定の結果，有意もし

くは有意傾向が見られなかった。 

 

Ⅳ 考察 

以上の結果より，以下では，本研究の知見を整理し，結果について考察を行

う。 

１ 子どもイメージの変容について 

子どもイメージについて，有意な変容が見られたのは，「批判性」のみであり

進路希望群による違いはなく，全体的に実習前後で得点が高まるという結果で

あった。教育実習前後における子どもイメージの変容については，三島（2007），

三島（2009）並びに三島・石川・森（2013）などで知見が蓄積されている。こ

れらの先行研究では，実習前後で複数の子どもイメージの因子の得点が変容す

ることが明らかにされている。また，本研究と同じく比喩項目によって実習生

の実習前後の子どもイメージの変容を検討している三島（2009）並びに三島他

（2013）において「批判性」が実習前後で変容し得点が高まることが指摘され

ている。両研究では，いわゆる主免実習の学生を対象にしていることや，小学

校における実習生が対象であることから単純に本研究の結果と比較することに

は注意が必要であろう。しかし，3 年次のいわゆる教壇実習を伴う数週間にわ

たる教育実習経験による結果と同様に 1 年次保育実習前後においても子どもイ

メージの「批判性」が上昇するというのは，学生が子ども理解を深めてきてい

る結果と考えられ，本調査で対象となった保育実習の一定の成果を示唆するも

のであろう。 

子どもイメージの変容に影響する要因についての知見として，三島（2009）

が見られる。三島（2009）は，子どもイメージの変容に影響する他者との関わ

りについて検討している。その中で，「批判性」が高まることに影響する児童と

の関わりとして，児童との批判的な関わりに対する有用度を見出している。児

童との批判的な関わりとしては，「児童に馬鹿にされたり生意気な態度をとら

れた」「自分の授業に対する失敗や欠点を児童から指摘された」などの項目が含

まれる。本研究で対象とした 1 年次保育実習では授業は行っておらず，観察が

メインであるものの，幼児と関わる経験はしていると考えられる。その中で幼

児から自分の失敗を指摘されたり，生意気な態度をとられるといったことも想

定される。また，幼児に対して指導教諭が行っている実践を部分的に補助する

中で，間違いや失敗を指摘されるといったことも生じ得ると考えられる。本研

究で批判性が実習後に高まるという結果であったが，三島（2009）の知見を踏

まえると，先述のような経験に実習生が意義を見出したということも影響して
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いることが可能性の一つとして考察できると考える。 

一方で，その他の因子については変容が見られず，ポジティブな側面につい

ての変容も見られなかった。ポジティブな側面においても教育実習後に上昇す

るという知見が三島（2007），三島他（2013）によって見られているが，本研究

では 1 年次であることや実習期間が先行研究に比べ短いことなど先行研究とは

異なる。そのため，ネガティブポジティブの両側面の子どもイメージの変容ま

では見られなかったのであろう。また，幼稚園教育実習における保育学生の子

どもイメージの変容を検討したものに古田（2014）がある。本研究のように比

喩項目を用いたものではないが，結果としては全体的な子どもイメージの変容

は見られなかったもののいくつかの項目においては有意な変容が見られたとし

ている。その中で，漠然とした幼児は「明るい」というイメージが直接的な関

わりにより，そうでない時や場合もあることに気づいたことが得点として反映

されたと推察されるとしている。本研究においても古田（2014）で述べられて

いるようなことが関係している可能性が考えられる。 

 

２ 学習の継続意志の変容について 

学習の継続意志について，「教育・保育を行う」「学級担任としての仕事」「園

組織の一員としての仕事」の 3 カテゴリーにおいて「保育士または幼稚園教諭

群」の学生の得点が実習後に低下していた。得点が低下しているということか

ら，実習生が学習への意欲を減退させたという解釈も可能性の一つとして考え

られるものの，可能性の高い解釈として，これらの内容については，実習で学

べたため学びへの必要性を低下させたことや他に学ぶべき内容があるため相対

的な優先度を低下させたという可能性を挙げたい。調査対象や調査項目は本研

究と異なるものの，実習生の実習前後の学習の継続意志について検討した三島

他（2009）において，「実践的内容」について実習前後で変容が見られた項目に

ついては，上昇する項目は見られず，低下する項目のみであったことが示され

ている。そして，実習である程度身についたため関心が薄まった可能性に言及

している。また，同じく三島他（2009）において，「理論的内容」についてはい

くつかの項目で得点が上昇したことから理論的学習内容の必要性を実習生が感

じるようになった可能性が言及されている。また，対象や時期は本研究とは異

なり学習の継続意志としての検討ではないものの，実習生が教師として必要と

考える資質・能力の内容は実習前半と後半で異なる傾向がみられることが渡邊・

麻生（2017）によって報告されている。これらの知見から実習前後において学

習の継続意志が変容することが明らかにされているが，1 年次の観察をメイン

とする保育実習前後においても変容するということなのであろう。 

また，本研究において得点が実習後に下がったという結果が得られたが，実

習前の時点で得点がかなり高かった。有意差は得られたものの実習後において

も相対的に見ると得点は 5 段階の 4 を上回っている。そのため，学び続けたい

と思う程度は実習前後で低下したものの，依然として実習後も学び続けること

の重要性を認識することは変わっていないという解釈も必要と考えられる。 
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保育士または幼稚園教諭を志望する学生にとって，本研究で変容が見られた

3 カテゴリーはいずれも将来の職業に直結した学習内容であると考えられる。

また，教育実習においてもこういった 3 カテゴリーについての教員の仕事の様

子を観察したり，補助的に関わる機会を持つことが予想される。そのため，あ

る程度学ぶことができたと考え，学習への必要性を実習前よりは低下させた可

能性が考えられる。 

また，「園組織の一員としての仕事」については，「保育士または幼稚園教諭

群」の学生の得点は実習後で低下するものの「その他群」学生の得点は実習後

で上昇していた。この結果について，「保育士または幼稚園教諭群」の学生の得

点が上昇した原因については，「保育士または幼稚園教諭群」においては変容の

あった 2 カテゴリーと同様に実習においてある程度学べたことよりその必要性

を低下させた可能性が考えられる。一方で，「その他群」においては事前の得点

が「保育士または幼稚園教諭群」より低かったこともあり，学習の必要性につ

いての認識を高めた可能性が考えられる。 

最後に変容の見られなかった「地域の子育て支援としての仕事」について考

察する。このカテゴリーについても保育士や幼稚園教諭を志望する学生にとっ

ては，必要性が高い学習内容であることは他の 3 カテゴリーと同様であろう。

しかしながら他の 3 カテゴリーと比べるとやや周辺的な内容であり優先度が低

くなる可能性が考えられ，教育実習中においても経験する機会が他の 3 カテゴ

リーに比べて少ないことが予想される。そのため，「地域の子育て支援としての

仕事」については他の 3 カテゴリーとは異なり得点が低下しなかった可能性が

考えられる。 

本研究において実習前後の変容について十分な解釈をすることは難しいも

のの先行研究の知見も踏まえると，「保育士または幼稚園教諭群」の得点が実習

前後で低下するという結果については保育実習による教育効果によるものであ

ると解釈できるのではないかと考える。一方で，学習の継続意志については，

固定的ではなく揺れ動く可能性も考えられる。姫野（2013）は，教師に求める

知識・能力・人間性に関して項目を列挙し，各々について教師に求めるかどう

かを尋ね、「とてもそう思う」と回答した割合に着目して変容過程を探索する中

で，学生が教師に求める知識・能力・人間性は，教育実習を始めとする様々な

経験により，ゆれ動いていることが分かったと述べている。姫野（2013）の知

見を踏まえると，本研究で変容が見られたカテゴリーや変容の見られなかった

カテゴリーの得点について今回の変容で今後の得点も維持されるとは限らず，

今後の様々な経験により上昇や低下をする可能性も考えられる。しかしながら，

得点が変容するということはそれだけの教育効果が保育実習にあったというこ

となのであろう。 

 

Ⅴ まとめと今後の課題 

本研究の目的は 1 年次における保育実習前後の実習生の子どもイメージ，学

習の継続意志の変容を学生の進路希望に着目しつつ検討することであった。進
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路希望に関わらず，実習生の子どもイメージのうち「批判性」が上昇すること

や，保育士または幼稚園教諭を志望する学生の方が実習後に学習の継続意志の

「教育・保育を行う」「学級担任としての仕事」「園組織の一員としての仕事」

の得点を低下させること，保育士もしくは幼稚園教諭を志望しない学生は「園

組織の一員としての仕事」の得点を実習後に高めること，が示唆された。1 年

次保育実習が実習生に与える影響の一端が明らかにできたと考えられる。 

最後に今後の課題について記述する。1 つはサンプル数の問題である。今後，

さらにサンプル数を増やし知見を蓄積していくことが必要と考えられる。また，

回帰効果の可能性についてである。結果について元々得点が高い人は得点が低

下し，得点が低かった人は得点が上昇してどちらも平均値に近づくという回帰

効果の可能性も解釈の一つとして考えられる。特に学習の継続意志については

実習前の時点で得点は高い傾向にあるため，天井効果の可能性も考えられ，回

帰効果が生じている可能性も考えられる。本研究からはその点については明ら

かにできないが，可能性の一つとして記述をしておきたい。 

就学前教育が重要であることはゆるぎない事実と考えられるが，求められる

ことや期待は一層増してきていると考えられる。引き続き知見を蓄積していく

ことが必要と考えられる。 
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MISHIMA Tomotaka*1, YAMADA Yohei*2 

 

The purpose of this study is to investigate the effects of nursery teacher 

training for freshman on practice teachers’ change in the image of children and 

sustainable volition for learning, focusing on the practice teacher’s career 

planning. In total, 31 practice teachers participated in a questionnaire. Major 

findings were as follows. (a)Practice teachers increased the score of “critic” 

image of children after nursery teacher training. (b)Practice teachers who want 

to be nursery/kindergarten teacher decreased the scores of “practice education 

and childcare” and “work as a classroom teacher” of sustainable volition for 

learning after nursery teacher training. (c) Practice teachers who want to be 

nursery/kindergarten teacher decreased the score of “work as a member of a school 

organization” of sustainable volition for learning after nursery teacher training. 

Practice teachers who want to be non nursery/kindergarten teacher increased the 

score of “work as a member of a school organization” of sustainable volition for 

learning after nursery teacher training. 

 

Keywords:  nursery teacher training for freshman, practice teacher, image of 

children, sustainable volition for learning, career planning 

 

*1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University 

*2  The University of Shimane 
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教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響
―職能成長への示唆―

三沢　良　鍋田　瑞希　森安　史彦

The Effects of Teachers’ Beliefs on their Autonomous Learning Attitudes:
Implications for Professional Growth.

MISAWA Ryo, NABETA Mizuki, MORIYASU Fumihiko



教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響 

 

―職能成長への示唆― 

 

三沢 良※1  鍋田 瑞希※2  森安 史彦※3 

 

本研究は，教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響について検討した。公立小

学校の現職教員へ質問紙調査を行い，77 名から回答を得た。教師の自律的な学習姿勢につ

いては，既存尺度に基づき「同僚の経験の取り入れ」，「児童・保護者の視点の考慮」，「前

向きな挑戦姿勢」，「自己省察」の 4 つの側面を測定した。教師のビリーフについては，因

子分析により「学校教育の理想像」，「規律重視」，「権威志向」の 3 つの側面を表す因子

を抽出した。相関分析の結果では，「学校教育の理想像」ビリーフが自律的な学習姿勢の各

側面と正の関連を示した。また交互作用項を含む重回帰分析の結果，「学校教育の理想像」

が学習姿勢に及ぼす効果は，「規律重視」ビリーフに調整されることが示された。すなわち，

「規律重視」が高い場合にのみ，「学校教育の理想像」は学習姿勢を促進していた。得られ

た知見を基に，教師の職能成長に関する示唆を考察した。 

 

キーワード：小学校教師，ビリーフ，自律的学習，職能成長 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

※2 伊予市立伊予小学校 

※3 岡山大学教育学部附属中学校 

 

Ⅰ 問題と目的 

１ 教師に求められる学び続ける姿勢 

社会情勢や学校を取り巻く環境の激しい変化に伴い，複雑化・困難化する教

育課題へ的確に対応するため，教師には専門職としての能力向上を目指して自

ら学ぶ姿勢が求められている。中央教育審議会（2012）の「教職生活の全体を

通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）」では，時代の変

化に応じて，教師自身が知識・技能を刷新し，自ら探求し学び続けていく「学

び続ける教員像」の確立が提言された。その後の中央教育審議会（2015）の「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（答申）」においても，

教師が自律的に学ぶ姿勢，時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求め

られる資質能力を生涯にわたって高めていくことの重要性が指摘されている。

さらに近年では，AI やロボティクス，ビッグデータ，IoT といった技術が発展

した Society 5.0 時代に対応するため，情報活用能力やデータリテラシーなど，

教師が新しい知識・技能を継続的に学ぶ必要性も議論されている（中央教育審

議会, 2020）。 
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教師の職能成長における自律的な学びに関して，これまで教師教育の領域で

の実践研究や理論的知見から，教育活動での実践の省察（reflection）が重要

な役割を果たすことが示唆されている（e.g., Rushton & Suter, 2012; 坂本, 

2007）。ただし，学校現場の中で，教師が自律的に学ぶ姿とはどのようなもの

なのか，その具体は必ずしも明確ではなく，実証的な検討は不足している。こ

の点を踏まえ，三沢・森安・樋口（2019）は既存の理論や知見を基に，教師が

普段の教育活動の中で取り組む多様な省察の観点を考慮した測定項目を作成し，

自律的な学習姿勢の定量的把握を試みた。この研究では，自律的な学習姿勢を

構成する 4 つの側面を表す因子（「同僚の経験の取り入れ」，「児童生徒・保

護者の視点の考慮」，「前向きな挑戦姿勢」，「自己省察」）を抽出し，それ

を支える学校組織の風土など環境要因との関連を見出している。 

教師の職能成長を支える学校組織づくりを検討する上では，上記の三沢他

（2019）の知見には一定の意義があると考えられる。しかしながら，教師の自

律的な学びの内実に迫るには，個人内の要因にも目を向けるべきであろう。省

察は教師の職能成長において重要であるが，それは単に経験を振り返れば学習

が進展するというものではない。 

例えば，成人学習論の Mezirow(1991)は，過去の経験の中で形成され，思考

や行動の拠り所となっている前提を疑うこと，批判的な省察によって，意識の

変容がもたらされると論じている。また，組織学習の代表的な論者である

Argyris & Schön(1974)によれば，省察を通じた学習には 2 つのレベルがある。

1 つはシングルループ学習（single-loop learning）であり，既有の考え方や

行為の枠組みに基づいて問題解決に取り組み，その結果の良し悪しを確認する

学習である。もう 1 つはダブルループ学習（double-loop learning）であり，

問題解決のための行為の枠組みとなっている価値観，信念，前提そのものを見

直す学習である。教師が教育活動で遭遇しうる多様な状況へ対応するには，シ

ングルループ学習では自ずと限界があり，そもそもの前提を批判的に問い直し，

新たな価値観や信念を再構成するダブルループ学習が重要となる（Rushton & 

Suter, 2012）。 

こうした批判的な省察による意識変容やダブルループ学習が成立していな

ければ，教師が真に自律的な学びに取り組めているとは言い難い。また，もし

行為の枠組みとなる価値観や前提があまりに強固であれば，状況の変化に適応

できず，実践を改善することは困難になる。結果として，従来の慣例や経験則

へ固執・依存し，教師の学びは停滞することになる。こうした問題を検討する

ために，本研究では教育活動を行う際の暗黙の前提となる個人内の要因として，

ビリーフ（belief）に着目する。 

 

２ 教師のビリーフへの着目 

教師のビリーフは，児童・生徒，学習，授業，教科等について，暗黙の前提

として抱かれている個人的知識と一般的に定義される（Kagan, 1992）。教師の

ビリーフは，教師を取り巻く職業文化の影響を受けて形成され，比較的安定し
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ており変化しづらいという性質がある（e.g., Brousseau, Book, & Byers, 

1988）。また，教師の一貫した指導スタイルとの関連が示されており（e.g., 

Evertson & Weade, 1989），教育実践を行う上での認知的枠組みとなることが

示唆されている。 

わが国では河村ら（e.g., 河村, 2000; 河村・國分, 1996）により，教師が

「～ねばならない」という絶対的で強迫的な内容のイラショナルビリーフ

（Ellis, 1973）を持ちやすい傾向にあることが指摘されている。河村・國分

（1996）はこのビリーフを「教師特有のビリーフ」と呼び，その測定尺度を作

成している。そして以降の研究では，教師特有のビリーフが児童のスクール・

モラールの低下（河村・田上, 1997），生徒指導場面での不快感の抱きやすさ

（河村・鈴木・岩井, 2004），教師のバーンアウト傾向（森田, 2008）等と関

連することが報告されている。 

概して，学校現場での悪影響が示唆されていることから，教師特有のビリー

フは，教師自身の学習姿勢にも負の影響を及ぼすと予想される。つまり，教師

が固定的で強迫性の高いビリーフを持っていれば，学校環境や教育課題の変化

に対応する柔軟性が乏しくなり，自律的な学習の妨げになるであろう。 

ただし，鈴木（2007）も指摘するように，教師が抱くビリーフには，合理的

で有益なビリーフと，不合理で有害なイラショナルビリーフの両方が存在する

はずである。河村・國分（1996）の尺度には，表現のニュアンスが必ずしも強

迫性を表すとはいえない項目も含まれている。また，尺度を構成する因子につ

いても，その後の研究で部分的な使用や変更がなされていることもあり，再現

性を確認できてはいない。分析においては，ビリーフは単一因子の得点として

扱われることが多く，ビリーフのどのような内容や側面が有害なのか，踏み込

んだ検討は行われていない。実際，鈴木（2007）では，使用尺度の項目数は異

なるものの，河村・國分（1996）とは異なる因子を見出している。その中でも

「教職への熱意」のビリーフは，教師の生徒および同僚との関係との正の関連

が示されている。 

加えて，河村・國分（1996）が教師特有のビリーフ尺度を作成してから，す

でに 20 年以上が経過している。この間，学習指導要領の 2 度の改訂が行われ，

学校教育の制度面・運営面での変更，教職員研修の充実も図られてきた。それ

に伴い，学校現場に存在する教師の文化とビリーフも変容している可能性があ

る。したがって，教師のビリーフについては，それが有害なイラショナルビリ

ーフであるという前提を置かず，その内容・側面が持つ効果を精査する必要が

ある。 

 

３ 本研究の目的 

本研究の目的は，教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響について

検討することである。まず，前節で議論した教師特有のビリーフの悪影響に関

する知見を踏まえ，基本的な予測として以下の仮説を設定する。 
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仮説 教師のビリーフと自律的な学習姿勢には負の関連があるであろう。 

 

他方で，前節で指摘した通り，本研究では教師のビリーフを単一概念として

とらえるのではなく，複数の内容・側面で構成された多次元概念として取り扱

う。そのため，因子分析により，教師のビリーフの内容や側面に相当する因子

を抽出した上で，教師の自律的な学習姿勢との関連を吟味する。また，ビリー

フの内容・側面が持つ効果を精査するため，それぞれの主効果に加えて，組み

合わせ効果（交互作用）についても探索的に検討する。 

 

Ⅱ 方法 

１ 調査対象者 

2019 年 10 月～11 月の時期に，A 県の公立小学校に勤務する教員に対して質

問紙調査を実施した。研究協力の承諾を得られた小規模校 2 校（児童数約 200

名），中規模校 1 校（児童数約 500 名），大規模校 1 校（児童数約 900 名）の

計 4 校を対象とした。質問紙の配布・回収は各校の学校長に委託した。回答は

匿名の自記式であるが，さらに匿名性を保護するため，回答者自身が回答済み

の質問紙を個別封筒に入れて回収する手続きをとった。なお，回答者には，担

任教諭のほか，授業を担当する指導教諭，主幹教諭，常勤講師が含まれる。 

質問紙を 91 名に配布し，78 名から回答が得られた（回収率 85.7％）。回答

不備の1名を除く，77名を有効回答とし，分析の対象とした（有効回答率84.6％）。

回答者の性別は男性が 32 名（41.6％），女性が 44 名（57.1％），無回答が 1

名（1.3%）であった。年代は 20 代が 21 名（27.3％），30 代が 13 名（16.9％），

40 代が 21 名（27.3％），50 代以降が 21 名（27.3％），無回答が 1 名（1.3%）

であった。教職歴は 3 年以下が 11 名（14.3％），10 年以下が 19 名（24.7％），

15 年以下が 13 名（16.9％），20 年以下が 4 名（5.2％），30 年以下が 15 名

（19.5％），40 年以下が 14 名（18.2％），無回答が 1 名（1.3%）であった。 

 

２ 調査項目 

（１）教師のビリーフ 

教育実践における態度や指導行動，児童への対応の背景に存在するビリーフ

を測定するために，河村他（2004）の「ビリーフ尺度」を小学校教員向けに表

現を修正した 20 項目を使用した。各項目について「あてはまらない(1)」～「あ

てはまる(5)」の 5 段階評定で回答を求めた。 

 

（２）教師の自律的な学習姿勢 

三沢他（2019）の教師の自律的な学習姿勢を測定する 21 項目の尺度を使用し

た。この尺度は，教師が普段の教育活動の中で取り組む省察の内容とその観点

を考慮した 4 つの下位尺度で構成されている。「同僚の経験の取り入れ」は「同

僚が児童とかかわる様子を見て，自分の指導に生かしている」等の 8 項目，「児

童・保護者の視点の考慮」は「児童に指導する際に，児童がどのように受け止
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めるかを考えて指導している」等の 4 項目，「前向きな挑戦姿勢」は「新しい

ことや自分が経験したことがないことに，進んで取り組んでいる」等の 4 項目，

「自己省察」は「児童に指導しているときの自分の感情はどうだったかを振り

返るようにしている」等の 5 項目である。各項目について「あてはまらない(1)」

～「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）教師のビリーフ 

データの分析にはすべて HAD 16.102（清水, 2016）を使用した。教師のビリ

ーフに関する 20 項目について，因子分析（最小二乗法，プロマックス回転）を

行った。固有値の減衰と解釈可能性を考慮し，4 因子を抽出した（累積説明率

49.70%）。因子分析の結果を表 1 に示す。 

第 1 因子は学校における教師および児童に関する望ましい姿に言及した項目

で構成されているため，「学校教育の理想像」と命名した。第 2 因子は規則や

規律に沿った指導を重視する信念を反映していると考えられたため，「規律重

視」と命名した。第 3 因子は児童に対する教師の権威やプライドの保持に関連

する信念を反映していると解釈し，「権威志向」と命名した。第 4 因子は 1 項

目のみで構成されたため，残余項目とみなし，以後の分析から除外した。 

各因子を構成する項目の尺度としての信頼性を検討するために，信頼性係数

（Cronbach のα）を算出したところ，α=.66―.75 の許容可能な水準の内的整

合性を示す値が得られた。因子ごとに，回答の単純合計を項目数で割った値を

尺度得点とし，以後の分析で用いた。 

 

（２）教師の自律的な学習姿勢 

三沢他（2019）の項目構成に準じて，4 つの下位尺度の信頼性係数（Cronbach

のα）を確認した。「同僚の経験の取り入れ」と「自己省察」は，信頼性係数

を低下させている項目が 1 つずつみられたため，それらを除外して尺度構成を

行うことにした。最終的に構成した各尺度の信頼性係数の値は，α=.76―.93 の

十分な内的整合性を示した。よって，各尺度について，回答の単純合計を項目

数で割った値を尺度得点とし，以後の分析で用いた。 

 

以上の手続きで構成した教師のビリーフ，および自律的な学習姿勢の各尺度

の項目数，信頼性係数，尺度得点の記述統計量を表 2 に示す。 

 

２ 相関分析 

分析に使用した各変数間の相関係数を表 3 に示す。教師のビリーフのうち，

「学校教育の理想像」は自律的な学習姿勢のいずれの変数とも有意な正の相関

を示した（r=.26～.33; 「自己省察」のみ p<.01, その他は p<.05）。また「規

律重視」は自律的な学習姿勢の「同僚の経験の取り入れ」とのみ，有意な正の
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相関を示した（r=.27, p<.05）。ビリーフの「権威志向」については，いずれ

の変数とも関連がみられず，ほぼ無相関であった。 

 

表 1 教師のビリーフの因子分析結果（N=77） 

 
 

 

 

 

項目 
因子 

1 2 3 4 

第 1 因子： 学校教育の理想像       

10. 学校教育に携わるものとして同僚との同一歩調を取ることが必要である .70 .01 -.20 -.04

18. 教師は，社会的に価値ある職業である .58 .09 -.10 -.42

12. 学級経営は学級集団全体の向上が基本である .57 .09 .11 -.06

15. 教師は担当するすべての児童から慕われるべきである .56 -.13 .12 .21 

19. 児童は学校で進んで授業や活動に参加する態度が望ましい .55 .31 .11 -.07

20. 学級崩壊や授業崩壊は，かなり教師の力量に関係する .49 -.14 .11 -.07

11. 児童は思っていること・考えていることは，しっかり発信し，行動で示すことが 

大事である 
.34 .15 -.01 .02 

第 2 因子： 規律重視        

14. 児童は学級の決まりを守り，他の児童と協調していかなければならない .09 .69 .03 .15 

6. 年間の授業の進め方の大枠は，指導書を参考にすべきである -.23 .69 .20 -.07

16. 教師と児童は親しい中にも，毅然とした一線を持つべきである .18 .58 -.25 .20 

9. 児童が学校・学級の規則を守る努力をすることは,社会性の育成につながる .13 .47 -.11 .09 

1. 教師はその指示によって，児童に規律ある行動をさせる必要がある -.10 .37 .06 .04 

5. 教師は学校で認められた模範的な授業は，日々の授業に生かすべきである .15 .27 -.07 .11 

第 3 因子： 権威志向        

7. 教育理論などを引用する教師は実践力の伴わない教師が多い .11 -.19 .62 -.06

8. 学習成績の不振な児童には,努力不足の児童が多い -.07 .22 .60 .06 

4. 学級の問題は,担任教師の力だけで解決するべきである -.14 -.03 .55 .09 

13. 教師は児童の学習・行事などの活動意欲を刺激するために,競争意識を持た 

せることは必要である 

.04 .17 .48 -.33

3. 教師は他の教師から非難や指摘をされないような学級経営をすべきである .27 -.16 .41 .39 

2. 教師は授業において，自分の知識が不確かなことを児童に知られることは， 

教育上好ましくない 

.19 .03 .35 .17 

残余項目        

17. 教師は児童に休み時間でも馴れ馴れしい態度や言葉遣いをさせるべきでは 

ない 

-.11 .29 .05 .74 

因子間相関 2 .52  

3 .40 .25  

4 -.03 -.12 -.11  
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表 2 教師のビリーフおよび自律的な学習姿勢の尺度構成（N=77） 

尺度 項目数 α係数 平均 SD 

教師のビリーフ：     

学校教育の理想像 7 .75 3.82 0.58 

規律重視 6 .66 4.18 0.43 

権威志向 6 .66 2.53 0.56 

教師の自律的な学習姿勢：     

同僚の経験の取り入れ 7 .93 4.50 0.56 

児童・保護者の視点の考慮 4 .83 4.46 0.55 

前向きな挑戦姿勢 4 .76 3.90 0.59 

自己省察 4 .81 4.24 0.60 

 

表 3 分析に使用した変数間の相関係数（N=77） 

尺度 
相関係数（r） 

1 2 3 4 5 6 

教師のビリーフ：       

1.学校教育の理想像       

2.規律重視 .44**      

3.権威志向 .43** .23*     

教師の自律的な学習姿勢：       

4.同僚の経験の取り入れ .28* .27* -.13    

5.児童・保護者の視点の考慮 .28* .17 .03 .38**   

6.前向きな挑戦姿勢 .26* .02 -.06 .23* .41**  

7.自己省察 .33** .09 .05 .35** .69** .52** 

注：表中の数値は Pearson の積率相関係数（r）を示す。 *p<.05, **p<.01 

 

３ 教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響 

教師のビリーフの 3 つの変数を説明変数，自律的な学習姿勢の 4 つの変数を

それぞれ目的変数とする重回帰分析を行った。また，教師のビリーフの「学校

教育の理想像」「規律重視」「権威志向」の組み合わせ効果も吟味するため，

これらの変数の積（交互作用項）を算出し，説明変数として投入した。なお，

交互作用項については，教師のビリーフのもとの変数から平均を減算する中心

化（mean centering）を施した上で，各変数の積を算出した。分析において交

互作用項が有意であった場合は，Aiken & West（1991）に準じて単純傾斜（simple 

slope）の検定（以下，下位検定と称する）を実施し，結果の解釈を行った。交

互作用項を説明変数に含む分析結果の一覧を表 4 に示す。各分析での目的変数

の説明率は R2＝は.18～.29 の値を示し，いずれも有意であった（「前向きな挑

戦姿勢」のみ p<.05，その他の目的変数については p<.01）。 

 

 

教師のビリーフが自律的な学習姿勢に及ぼす影響 ―職能成長への示唆―

─ 49 ─



表 4 教師の自律的な学習姿勢を目的変数とする重回帰分析（N=77） 

説明変数 

目的変数：自律的な学習姿勢 

同僚の経験

の取り入れ

児童・保護者

の視点の考慮

前向きな 

挑戦姿勢 
自己省察 

教師のビリーフ：     

学校教育の理想像 .37** .21 .37** .30* 

規律重視 .19 .33* .00 .18 

権威志向 -.25* -.19 -.25† -.18 

交互作用項：     

理想像 ✕ 規律重視 .27† .34* .28† .29† 

理想像 ✕ 権威志向 .15 -.04 .04 -.15 

規律重視 ✕ 権威志向 -.36* .15 -.02 .09 

説明率（R2） .29** .26** .18* .25** 

注：表中の数値は標準偏回帰係数（β）を示す。 †p<.10, *p<.05, **p<.01 

 

（１）同僚の経験の取り入れ 

「同僚の経験の取り入れ」に対しては，ビリーフの「学校教育の理想像」が

有意な正の効果（β=.37, p<.01），「権威志向」が有意な負の効果（β=-.25, 

p<.05）を示した。交互作用項の追加投入による説明率の増加は有意な傾向を示

した（ΔR2=.08, p<.10）。交互作用項のうち，「学校教育の理想像」×「規律

重視」が有意な傾向（β=.27, p<.10），「規律重視」×「権威志向」が有意で

あった（β=-.36, p<.05）。 

下位検定を行ったところ，「学校教育の理想像」×「規律重視」については，

「規律重視」が「学校教育の理想像」の効果を調整していた（図 1 左）。つま

り，「学校教育の理想像」が「同僚の経験の取り入れ」に及ぼす正の効果は，

「規律重視」が高い場合に顕著であり（β=.61, p<.01），低い場合は認められ

なかった（β=.13, ns）。 

また「規律重視」×「権威志向」の交互作用についても，「規律重視」の調

整効果が確認された（図 1 右）。「権威志向」が「同僚の経験の取り入れ」に

及ぼす負の効果は，「規律重視」が高い場合に顕著であり（β=-.63, p<.01），

低い場合には認められなかった（β=.13, ns）。 

 

（２）児童・保護者の視点の考慮 

「児童・保護者の視点の考慮」に対し，ビリーフの「規律重視」が有意な正

の効果を示した（（β=.33, p<.05）。交互作用項の追加投入による説明率の増

加は有意であった（ΔR2=.16, p<.01）。 

また「学校教育の理想像」×「規律重視」の交互作用項が有意であったため

（β=.34, p<.05），下位検定を行った。その結果，「規律重視」が「学校教育

の理想像」の効果を調整していた（図 2）。つまり，「学校教育の理想像」が

「児童・保護者の視点の考慮」に及ぼす正の効果は，「規律重視」が高い場
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合に顕著であり（β=.52, p<.01），低い場合には認められなかった（β=-.09, 

ns）。 

 

（３）前向きな挑戦姿勢 

「前向きな挑戦姿勢」に対しては，ビリーフの「学校教育の理想像」が有意

な正の効果（β=.37, p<.01），「権威志向」が有意な傾向の負の効果（β=-.25, 

p<.10）を示した。しかし，交互作用項の追加投入による説明率の増加は有意で

なかった（ΔR2=.06, ns）。そのため，「学校教育の理想像」×「規律重視」の

交互作用項が有意傾向（β=.28, p<.10）ではあるものの，その組み合わせ効果

は軽微であると判断した註 1)。 

図 1 「同僚の経験の取り入れ」へのビリーフの交互作用 

（左：理想像✕規律重視; 右：規律重視✕権威志向） 

図 2 「児童・保護者の視点の考慮」へ 

のビリーフの交互作用（理想像✕規律重視）

図 3 「自己省察」へのビリーフの

交互作用（理想像✕規律重視） 
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（４）自己省察 

「自己省察」に対しては，ビリーフの「学校教育の理想像」が有意な正の効

果を示した（（β=.30, p<.05）。交互作用項の追加投入による説明率の増加は

有意であり（ΔR2=.12, p<.05）。「学校教育の理想像」×「規律重視」の交互

作用項が有意な傾向にあった（β=.29, p<.10）。 

下位検定の結果は，「規律重視」が「学校教育の理想像」の効果を調整する

ことを示していた（図 3）。つまり，「学校教育の理想像」が「自己省察」に及

ぼす正の効果は，「規律重視」が高い場合に顕著であり（β=.57, p<.01），低

い場合は認められなかった（β=.04, ns）。 

 

Ⅳ 考察 

１ 教師のビリーフの特徴とその影響 

自律的な学習姿勢と予測通りの負の関連を示したのは，教師の権威やプライ

ドの保持に関わる「権威志向」のビリーフのみであった。重回帰分析の結果か

ら，「同僚の経験の取り入れ」と「前向きな挑戦姿勢」への負の効果が確認さ

れた。つまり，教師としての権威を重視しているほど，同僚の実践から学ぶ姿

勢，新しいことや未経験のことへ取り組む姿勢が乏しいことが示唆された。 

「権威志向」のビリーフの測定項目には，同僚に頼らず独力での問題解決を

重視したり，自身の問題を直視しようとしない自己防衛的な考え方に関する内

容が含まれている。こうしたビリーフを抱くことは，省察を通じた学びの忌避

につながると考えられる。特に，批判的な省察やダブルループ学習における前

提の問い直しを行うことは困難であろう。 

次に，「学校教育の理想像」のビリーフは，自律的な学習姿勢のいずれの変

数とも正の相関を示した。また重回帰分析の結果でも，「同僚の経験の取り入

れ」，「前向きな挑戦姿勢」，「自己省察」に対する正の効果が確認された。

これらの結果から，学校での教師や児童の望ましい姿を希求する信念は，教師

自身のさまざまな観点からの学びを全体的に促すことが示唆された。 

河村・國分（1996）以降の教師特有のビリーフに関する研究は，その測定内

容が不合理で有害なイラショナルビリーフであることを前提に進められてきた。

その中で鈴木（2007）は，一部のビリーフ（「教職への熱意」）が教師の生徒

および同僚との良好な関係づくりに寄与する可能性を示唆していた。同様に，

教師の自律的な学習姿勢に着目した本研究においても，有益な働きをもつビリ

ーフが見出されたといえる。 

そして「規律重視」のビリーフは，交互作用の分析から，他のビリーフの効

果を調整する役割を果たすことが示された。具体的には「学校教育の理想像」

のビリーフが「同僚の経験の取り入れ」，「児童・保護者の視点の考慮」，「自

己省察」に及ぼす正の効果，および「権威志向」のビリーフが「同僚の経験の

取り入れ」に及ぼす負の効果は，いずれも「規律重視」のビリーフが高い場合

にのみ顕著であった。つまり，規則や規律に価値を置く信念を抱くことが，他

のビリーフの正負両面の効果の必要条件になることが示唆された。 
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「規律重視」のビリーフは，学校・学級内での規律や授業の模範例などを重

視する内容の項目で構成されている。これは学校での集団生活や授業の質を向

上するための原則として，規律を重視する信念と解釈できる。一方で，見方を

変えれば，児童を一律に統制したり，前例踏襲の慣例やマニュアル主義的な考

え方ともいえる。従来の教師特有のビリーフ研究では，後者の捉え方が主流で

ある（e.g., 河村, 2000）。 

こうした「規律重視」のビリーフの両義的な意味合いが，他の 2 つのビリー

フとの組み合せの効果として表れていると解釈できる。つまり「学校教育の理

想像」の正の効果は，いわば「理想」を追求しようとしつつも，「模範として

の規律」を重視することで，具体的な方向性をもって自律的な学びが促される

ことを表している。また，「権威志向」の負の効果は，教師としての「権威」

を防衛するために，「統制手段としての規律」を重視することで，自らを省み

ることを避ける傾向が強くなると解釈できる。 

 

２ 教師の職能成長への示唆 

教師のビリーフの各側面は，自律的な学習姿勢に対して三者三様の効果を持

つことが示された。教師の職能成長を理解する上で，省察を通じた学習の前提

となるビリーフに着目する重要性が示唆されたといえる。端的に解釈すれば，

教育や教師としての理想を追求しつつ，権威とプライドへの執着から脱却する

ことを指向したビリーフが，学び続ける教師には求められるといえる。 

ビリーフは，職業文化を背景に過去の経験と知識に基づいて形成されており，

比較的安定した個人の特性である。しかしビリーフは，その内容の合理性や適

切さを吟味して，問題点や変化の必要性を認識することにより，変容させるこ

とも可能である。そのためには，日々の授業実践や教育活動における前提の問

い直し，つまり批判的な省察（Mezirow, 1991）やダブルループ学習（Argyris 

& Schön, 1974）が必要である。 

もちろん，本人が自明視し，強固に抱かれているビリーフについては，その

前提自体に疑問を抱くことが難しく，問題点が気づかれにくい。したがって，

授業研究や校内研究などの場で，他の教師との対話を通じた協同的な省察を行

うことが重要な意味を持つであろう（秋田, 2006; 坂本, 2007）。また，河村・

田上(1998)は教師のイラショナルビリーフに関して，論理療法の考え方を援用

した変容介入のプログラムを開発し，その効果を報告している。教師が独力で

の批判的な省察によるビリーフ変容が困難な場合には，こうした他者との対話

や介入研修プログラムが有効な手立てとなる。 

また，本研究の結果において「規律重視」のビリーフは，他の 2 つのビリー

フの正と負の効果が発現する鍵となっていた。理想の追求は，規律が重視され

てこそ，自律的な学習姿勢の醸成につながる。学校が児童の社会性を育む機能

を担うことを考慮すれば，理想と規律の双方をバランスよく重視することが，

現場に身を置く教師の学びに求められるといえる。他方，教師の権威への執着
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は，規律が重視されていると，学習姿勢を抑制する。これは前例主義と自己防

衛に陥ることが，教師の職能成長の妨げになることを示唆している。 

ただし，こうした「規律重視」のビリーフの両義的な意味は，あくまで推測

の域を出ず，本研究のデータから議論するには限界がある。次節でも取り上げ

るが，ビリーフの内容をより明確に弁別した測定を試み，学習姿勢との関連を

精査する必要がある。 

 

３ 今後の検討課題 

本研究にはいくつかの制限があり，それらはいずれも今後の重要な検討課題

として位置づけられる。まず第 1 に，ビリーフの測定内容の明確化である。本

研究では，当初設定していた仮説，つまり教師のビリーフと自律的な学習姿勢

の負の関連は，ほぼ支持されなかった。本研究における「学校教育の理想像」

や鈴木（2007）の「教職の熱意」が表すような「理想を描き，その実現を願う

こと」は，自身のさらなる成長や職場環境の改善に向けた原動力になりうる。

こうした信念それ自体を，不合理なイラショナルビリーフとはみなせないであ

ろう。問題となるのは，それが過剰な強迫性を伴って抱かれた場合である。こ

のビリーフの「強迫性」までも，質問紙尺度でとらえることができているのか

どうか，疑問が残る。 

また，本研究では教師特有のビリーフの研究で取り上げられてきた児童のス

クール・モラール（河村・田上, 1997）や教師のバーンアウト傾向（森田, 2008）

との関連は吟味していない。自律的な学習姿勢と正の関連をもつビリーフであ

っても，他の変数とは負の関連をもつ可能性がある。仮に，「学校教育の理想

像」が強迫性を伴うビリーフとして測定できていたなら，それに呼応して教師

は熱心に学ぼうと日々取り組んでいるが，一方で児童や教師自身のメンタルヘ

ルスには有害な影響が生じているという状態も想定できる。 

加えて，前節でも言及したように，「規律重視」のビリーフは興味深い作用

を示したが，その意味を明確に解釈することは困難である。本研究で使用した

河村他（2004）のビリーフ尺度は，教師特有のビリーフ尺度（河村・國分, 1996）

を抜粋したものである。当該尺度の全項目を使用して，ビリーフの側面の明確

な弁別が可能か吟味する必要がある。 

また河村・國分（1996）の尺度作成以後の学校教育や現場の変化を考慮し，

ビリーフの測定項目の内容を修正・拡充する必要もある。特に，学校の働き方

改革の実施，GIGA スクール構想の進展と ICT を活用した教育の充実，新型コロ

ナ感染症対策等により，現在の学校現場は大きな変革期を迎えている。こうし

た状況を踏まえ，教育観，指導観，学習観など，教師のビリーフの具体的な内

容を改めて吟味すべきである。 

したがって，教師のビリーフについては，その内容と測定方法を再検討する

余地がある。あわせて，学校現場での教師の自律的な学びをより現実に即して

とらえるために，児童や教師自身の状態を把握する指標を併用することも重要

であろう。 
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第 2 に，省察を通じたビリーフの変容についての検討である。三沢他（2019）

の自律的な学習姿勢の測定項目は，普段の教育活動における多様な観点からの

省察を考慮して作成されている。この学習姿勢が批判的な省察を伴い，ダブル

ループ学習につながるのであれば，後続してビリーフの変容が生じると理論的

に想定できる。本研究は一時点での調査であるため，こうした経時的変化を吟

味できていない。同一回答者の変化を追跡するパネル調査等のデザインを実施

することにより，教師のビリーフと自律的な学習姿勢，そして職能成長の過程

をより明確に検討できる。 

第 3 に，本研究では教師個人の要因に焦点をあてたが，学校組織の要因の影

響を考慮する必要がある。従来から指摘されているように，教師の省察を通じ

た学びにおいて，同僚との対話や協同的な省察は重要な役割を果たす（e.g., 秋

田, 2006; Rushton & Suter, 2012; 坂本, 2007）。またビリーフが職業文化

に根差したものであるなら，学校の組織文化・風土（e.g., 淵上, 2005; 三沢

他, 2019）にその内容が左右されることは想像に難くない。こうした学校組織

の要因と教師個人の要因の双方を考慮することで，現場での教師の学びをより

明確に検討することが可能になるであろう。 
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This study examined the effects of teachers’ beliefs on their autonomous 

learning attitudes. A questionnaire survey administered to in-service teachers in 

Japanese public elementary schools received 77 responses. The following four 

aspects of teachers’ autonomous learning attitudes were measured using scales 

based on previous findings: “incorporating colleagues’ experiences,” 

“considering children’s and parents’ perspectives,” “challenging attitude,” 

and “self-reflection.” Concerning teachers’ beliefs, three factors were 

extracted through a factor analysis: “ideal vision of school education,” 

“emphasis on discipline,” and “authority orientation.” The correlation 

analyses showed that the belief concerning the “ideal vision of school education” 

was positively related to each aspect of an autonomous learning attitude. 

Additionally, multiple regression analyses using interaction terms revealed that 

the positive effect of the “ideal vision of school education” belief on an 

autonomous learning attitude was moderated by the “emphasis on discipline” belief. 

That is, the “ideal vision of school education” only promoted autonomous learning 

attitudes when the “emphasis on discipline” belief was strong. Implications 

regarding the professional growth of teachers were discussed. 

 

Keywords: elementary school teacher, belief, autonomous learning, professional 

growth 
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小学校プログラミング教育の光と影 

 ―実践的な検討課題の導出― 

 

西川 義孝※1  三沢 良※2  髙橋 典久※2      

 

2020 年度から全面実施された新学習指導要領において，小学校プログラミング教育が必

修化された。しかしプログラミング教育が児童のどのような資質・能力の向上に資するの

か，授業を適切に設計・実施するために考慮すべきことは何か，といった点は必ずしも明確

ではない。そこで本研究では，既往知見に基づき，小学校プログラミング教育の光と影，す

なわち期待される効果と実施に伴う懸念や不安を整理した。それらを踏まえ，今後の小学

校プログラミング教育を充実させていくための実践的な検討課題として，授業設計，評価

規準・評価方法の立案，ICT 環境整備，教員への働きかけを導出し，議論した。 

 

キーワード：小学校プログラミング教育，プログラミング的思考，ICT 環境 

 

※1 矢掛町立矢掛小学校/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 はじめに 

１ 小学校プログラミング教育の実施に関する動向 

近年の情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）の発展はめざましく，今後，情

報化社会はより急速に進展していくと予想される。未来の社会を生き抜くため

には，将来どのような職業に就くにせよ，子どもたちにはコンピュータの働き

を理解し，それを活用する力を身に付けておくことが必要となる。こうした背

景から，2020 年度から全面実施された新学習指導要領において，小学校でのプ

ログラミング教育が必修化された。それに先駆けて，文部科学省（以下「文科

省」）は，小学校の現場でプログラミング教育の円滑な推進を支援するために，

教員対象の研修教材や手引きを公開した。 

2019 年 3 月には，「小学校プログラミング教育に関する研修教材」が作成さ

れた。プログラミング教育を担当する教員がプログラミング教育のねらいや育

む資質・能力，ビジュアル型プログラミング言語の基本的な操作や指導事例等

を学ぶために活用されている。これよりも早く 2018 年 3 月には教員がプログ

ラミング教育に対して抱く不安を解消することをねらいとして，「小学校プロ

グラミング教育の手引」（以下「手引」）が作成されている（2 度の改訂が行わ

れ，現在は 2020 年 2 月作成の第三版）（文科省，2020a）。 

また，各地方自治体の教育委員会も，公開授業を伴う研修会を開催するなど

の支援を講じている。岡山県では，岡山県総合教育センターが主催するプログ

ラミング教育研修講座が開かれ，プログラミング教育必修化の背景の説明や，

算数科（5 年）におけるプログラミング教育の授業実践例が紹介された。そし
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て各小学校の現場では，校内研修や授業実践の公開・相互参観等を行い，どの

教員でもプログラミング教育の授業ができるように準備を進めてきた。 

さらに，プログラミング教育を普及・促進するために，国と企業，NPO 法人

が連携した取組みも行われている。2017 年 3 月に文科省・総務省・経済産業省

の 3 省が連携し，教育・IT 関連の企業・ベンチャーなどとともに，「未来の学

びコンソーシアム」を立ち上げた。このコンソーシアムは，web サイト「小学

校を中心としたプログラミング教育ポータル」を運営し，授業の指導案やワー

クシート，実際の授業で活用できるプログラムを含む実践事例など，有用な情

報を提供している註 1）。また，2019 年度には大都市を中心に大規模なプログラ

ミングフェアが開催され，文科省情報教育振興室長や教育委員会指導主事らに

よる討論会，現職教員による授業実践の紹介，企業による教材紹介など，官民

一体となった取組みが展開されている。 

こうした中で，プログラミング教育の意義や効果に関する議論も盛んに行わ

れてきた。例えば山本・本郷・本村・永井（2016）は，プログラミング教育に

より「新たなものを生み出したり，難しいものに挑戦しようとする探求力が身

につく」と論じている。また中植（2016）は，教育的な効果として「コンピュ

ータサイエンスの力が身につくこと」，「問題解決のプロセスをコントロールす

る力が身につくこと」などを挙げている。しかし，その解釈と主張は様々であ

り，プログラミング教育の意義や効果に関する合意は得られていない。 

一方，プログラミング教育を実践する上での課題も指摘されている。尾崎・

伊藤（2017）は，「教科においてプログラミング教育を展開した場合，教科の内

容の理解とプログラミング的思考の両者が混在し，学習内容に的を絞れない」

と論じている。また齊藤・倉澤（2018）は，「教員のプログラミングに対する知

見や経験の少ない現状で，各学校任せにしてしまうことは，ICT 環境の整備の

遅れを招き，学習環境の格差につながる恐れがある」と指摘している。こうし

た課題については，学校現場の実状に即した解決手段が模索されている。 

また様々な学術雑誌や教育情報誌において，プログラミング教育の授業の実

践事例が報告されており，その数は着実に増えている。こうした先行実践事例

は，プログラミング教育を導入した授業のイメージを具体化し，授業時の子ど

もたちの取組みの様子を把握する上で示唆に富む。しかし，多くの事例は，あ

くまでも単発の授業として行われており，学習内容の系統性や各教科の学びと

の関連性には疑問が残る。 

 

２ 本研究の目的 

上記の通り，小学校プログラミング教育は，近年，その普及と円滑な実施に

向けた取組みが精力的に進められてきた。しかし，児童のどのような資質・能

力を育めるのか，授業を適切に設計・実施するために考慮すべきことは何か，

といった点は模索の段階にあり，十分整理されていないのが現状である。今後，

小学校プログラミング教育の充実を図っていくには，こうした点を検討課題と

して明確にした上で，その解決を指向した実践を積み重ねていく必要がある。 

西川　義孝・三沢　良・髙橋　典久

─ 60 ─



そこで本研究では既往知見を基に，小学校プログラミング教育の光―期待さ

れる効果と，影―実施に伴う懸念や不安を整理する。この光と影の 2 つの側面

を明らかにすることを通じて，小学校プログラミング教育を充実させていくた

めの実践的な課題を導出する。 

 

Ⅱ プログラミング教育の考え方と基本的な諸特徴 

１ プログラミング教育の考え方とねらい 

2020 年度から実施の小学校新学習指導要領では，「プログラミング教育」と

いう語は記されておらず，「プログラミングを体験する」や「プログラミングに

取り組む」という表現が用いられている。つまり，プログラミングの言語を覚

えたり，技能を習得したりするのではなく，児童がプログラミングを体験し，

学習課題の解決のために試行錯誤することが重視されている。 

また，まつもと（2018）は，プログラミング教育を推進する立場によって，

それに期待する内容には違いがみられることを指摘している。その指摘によれ

ば，企業経営者は自社で活躍する IT 人材の雇用確保に将来的に資すると考え

ている。また大学の研究者の中には，社会にイノベーションを起こせる傑出し

た人材の育成を期待する声もある。文科省など行政の立場では，国民の IT リテ

ラシーが向上することへの期待も大きい。 

様々な立場からのプログラミング教育のとらえ方があるが，一般的には文科

省（2016）による以下の考え方が用いられることが多い。 

プログラミング教育とは，「子供たちに，コンピュータに意図した処理を行う

よう指示することができるということを体験させながら，将来どのような職業

に就くとしても，時代を超えて普遍的に求められる力としての『プログラミン

グ的思考』などを育むことであり，コーディングを覚えることが目的ではない。」 

加えて，文科省（2020a）は，プログラミング教育の 3 つのねらいを挙げてい

る。第 1 に，プログラミング的思考を育むことである。この点は特に小学校プ

ログラミング教育で重要視されている。第 2 に，プログラムの働きやよさ，情

報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることな

どに気づくことである。身近な問題の解決に主体的に取り組む態度や，コンピ

ュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育む

ことが目指されている。第 3 に，各教科等の内容を指導する中で実施する場合

には，各教科等での学びをより確実なものとすることである。 

 

２ プログラミング的思考のとらえ方 

プログラミング的思考とは，「自分が意図する一連の活動を実現するために，

どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，ど

のように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，

より意図した活動に近づくのか，といったことを論理的に考えていく力」（文科

省, 2020a）と定義されている。 

この定義にみられるように，プログラミング的思考は論理的思考力の一部と
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してとらえられている。従前から算数科での除法の筆算にみられるアルゴリズ

ム，家庭科での調理実習にみられる調理手順などでも扱われており，内容自体

は目新しいものではない。しかし，そのとらえ方や評価の観点を多様に解釈で

きるため，実際に授業の設計や評価を検討する際に，現場の教員は頭を悩ませ

ることになる（北澤，2019）。そのため，学校や子どもたちの実態にあわせ，プ

ログラミング的思考のとらえ方や評価の方法を明確にする必要がある。 

 

３ プログラミング教育の授業実践の諸特徴  

プログラミング教育の数々の授業実践が報告されている。主に新学習指導要

領に例示されている第 5 学年算数科（e.g.,齊藤・慶徳，2019；山守，2017），

第 6 学年理科（e.g.,松田，2019；福山・佐藤・藤沢・上野，2019），総合的な

学習の時間（e.g.,中村，2018）の実践例が多い。また教科の知識・技能の習得

（学びをより確実なものとする）だけでなく，プログラミングの体験自体を目

的とする例もある（e.g., 森・杉澤・張・前迫，2011；坂巻・福島，2017）。 

プログラミングに関する学習活動は 6 つに分類される（文科省，2020a）（表

1）。分類 A は学習指導要領に例示されているもの，分類 B は例示されていない 

ものであるが，いずれも各教科等での学びをより確実なものとするという目的

は共通している。分類 C は教科等とは別にプログラミングに関する学習を行う

もの，分類 D は教育課程内でクラブ活動など特定の児童を対象として実施され 

 

表 1 小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類と指導例 

（文科省, 2020a より作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの  

・プログラミングを通して，正多角形の意味を基に正多角形をかく場面（算数 第 5学年） 

・身の回りには電気の性質や働きを利用した道具があること等をプログラミングを通して学習す

る場面（理科 第 6学年） 

・「情報化の進展と生活や社会の変化」を探求課題として学習する場面（総合的な学習の時間） 

B 学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で 

実施するもの 

・様々なリズム・パターンを組み合わせて音楽をつくることをプログラミングを通して学習する 

場面（音楽 第 3学年～第 6学年） 

・都道府県の特徴を組み合わせて 47 都道府県を見付けるプログラミングの活用を通して，その名

称と位置を学習する場面（社会 第 4 学年） 

C 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの 

・プログラミングの楽しさや面白さ，達成感などを味わえる題材などでプログラミングを体験す

る取組み 

・各教科等におけるプログラミングに関する学習活動の実施に先立って，プログラミング言語や 

プログラミングの技能の基礎についての学習を実施する取組み 

D クラブ活動など，特定の児童を対象として，教育課程内で実施するもの 

E 学校を会場とするが，教育課程外のもの 

F 学校外でのプログラミングの学習機会 
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るものである。分類 E と分類 F は，教育課程には位置付けられないが，地域や

企業・団体等において児童の興味・関心に応じて提供されるものである。 

また，授業の使用教材は 3 つに分類できる（表 2）。文字が記された命令ブロ

ックを組み合わせる「ビジュアル型プログラミング言語」，ものや LED 等をプロ

グラミングで動かす「ロボット教材」，コンピュータを使わない「アンプラグド」

である。プログラミング教育を実施すべき学年・教科について，特に定めは設

けられていない。表 1 の学習活動と表 2 の教材を組み合わせて，実際の授業内

容が検討されることになる。ただし，その効果的な組み合わせは未知数である

ため，当面は学習指導要領に例示された学年・教科の内容を扱う学校が多いと

考えられる。各学年で比較的多く行われている授業の実践例を表 3 に示す。 

パソコンやタブレットでビジュアル型プログラミング言語を使用する実践

例は，算数科（e.g.,齊藤他，2019；山守，2017）・理科（e.g.,松田，2019；福

山他，2019）・総合的な学習の時間（e.g.,中村，2018）で多く見受けられる。

これらは，いずれも新学習指導要領で扱われている教科（内容）である。教材

のビジュアル型プログラミング言語としては，Scratch（スクラッチ）を使った

実践が多い（e.g.,齊藤他，2019；山守，2017）。これはオフラインでも使用可

能であり，また教科学習やプログラミング体験などの幅広い用途に活用でき，

児童が比較的操作しやすいことが理由と考えられる。 

その他にもプログル（e.g.,福留・小林，2020）,Viscuit（ビスケット）（e.g., 

竹林,2019），Hour of code（アワーオブコード）（e.g.,渡邉・利根川・辰巳，

2016）を用いた実践例が報告されている。特に Viscuit や Hour of Code は，絵 

やキャラクターを数値入力をせずに動かせるため，低学年での授業やクラブ活

動でのプログラミング体験に活用されている。なお，学習指導要領では特定の

言語やソフトの使用を推奨してはいない。児童と教員が操作を体験してみての

実感に基づき，各学校の裁量で使用する教材が選ばれている状況である。 

コンピュータを使用しない「アンプラグド」と呼ばれる授業も多く考案され，

実践例が報告されている（e.g.,兼宗・小林・白井・清水・片岡，2017）。しか

し，新学習指導要領の趣旨はコンピュータを活用した授業の充実と考えられる。

アンプラグドはプログラミングの基本的な考え方を学ぶ低学年の導入時には有 

 

表 2 プログラミング教材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 主な教材 

ビジュアル型プログラミング言語 

 

Scratch（スクラッチ） 

プログル 

Viscuit（ビスケット） 

Hour of Code（アワーオブコード） 

ロボット教材 コード・A（エー）・ピラー 

レゴⓇ WeDo（レゴウィードゥ）2.0 

Micro:bit（マイクロビット） 

MESH™（メッシュ） 

アンプラグド ルビィのぼうけん 
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表 3 プログラミング教育の授業実践例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用だとしても，GIGA スクール構想の進展もあり，今後のプログラミング教育の

授業では，コンピュータを使用することが前提として要請されるであろう。 

 

Ⅲ プログラミング教育の光と影 

１ プログラミング教育の「光」―期待される成果 

プログラミング教育にはこれからの社会を生き抜くために必要な児童の資

質・能力を育むという期待が寄せられている。しかし，その効果については，

様々な立場からの解釈とそれに基づく主張が展開されており，未だ合意は得ら

れていない。実践例においても，授業中の児童の活動や授業後の感想の分析な

どから，効果に関する示唆は得られつつあるが，その内容は必ずしも明確では

ない。このプログラミング教育の「光」の側面―期待される成果について，従

来からの議論と主張を精査し，表 4 のように整理した。 

 

（１）コンピュータのよさへの気づき 

 プログラミングの仕組みを学ぶことで，児童は身近な生活の中でコンピュー

タが活用されていること，またプログラムの働きやよさにも気づくことができ

る（文科省，2020a）。例えば理科の授業ではプログラムの働きにより，日常生

活の中で電気が効率的に使われていることを学ぶ（e.g.,松田，2019；福山他，

2019）。算数科の授業では，作図の場面において手書きで書き直すことに苦痛を

感じる児童もすぐに修正し，さらに短い時間で何度も作図することができる。

また，手書きでは困難な幾何学図形を容易にかくことができる（e.g.,齊藤他，

2019；山守，2017）。 

 

（２）主体的に取り組む力 

コンピュータを使った身近な問題の解決を通して，主体的に取り組む力を身

に付けることができる（文科省，2020a；岡野，2019）。例えば社会科では，自

動ブレーキの仕組みをプログラミングで再現し，安全な車づくりを学習する実

践例がある（e.g.,岡山県総合教育センター，2020）。児童たちは，話し合いな 

学年 教科・単元名・分類 教材 

1 年 図工「絵を動かそう」（B） 

体育「ロボットになろう」（B） 

Viscuit 

ルビィのぼうけん 

2 年 音楽「せんりつづくり」（B） 

学活「キャラクターを動かそう」（C） 

Scratch 

Hour of Code 

3 年 総合「地域をつなぐ情報と私たち」（A） 

総合「キャラクターを動かそう」（C） 

Scratch 

Hour of Code 

4 年 算数「四角形の特ちょうを調べよう」（B） 

総合「自動点灯する防犯灯を作ろう！」（A） 

Scratch 

Micro:bit 

5 年 算数「多角形と円をくわしく調べよう」（A） 

社会「自動ブレーキの仕組みを再現！」（B） 

Scratch 

レゴⓇ WeDo 2.0 

6 年 算数「形が同じで大きさがちがう図形を調べよう」（B）

理科「電気と私たちのくらし」（A） 

Scratch 

Scratch 
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表 4 プログラミング教育で育まれる資質・能力の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がら，障害物にぶつからないように，自動ブレーキのプログラムの修正点と命

令の組み合わせを主体的に考える活動に取り組む。 

 

（３）プログラミング的思考 

プログラミング的思考の育成は，プログラミング教育のねらいの一つである 

（文科省，2020a）。シーケンス（順序），ループ（繰り返し），条件分岐（もし

～なら）など，プログラミングの考え方を取り入れることは，教科の学びを深

め，順序立てて考える力（竹内，2018）や自己の考えの筋道を客観的に捉える

力（黒上，2017）を身につけることにつながる。例えば，算数科では作図の方

法を順序立てて説明したり，理科では明暗に応じたライトの点灯・消灯でプロ

グラミングを活用し，筋道を立てて説明したりすることで思考力が育まれる。 

 

（４）問題解決能力 

プログラミングは，もともと「複雑な計算が面倒なので，コンピュータに計

算をさせたい」など，問題を解決するために行われる（岡嶋，2019）。プログラ

ミング教育により，身近な問題の発見，解決にコンピュータの働きを生かしな

がら，問題を解決する力が育まれる。特に新学習指導要領において例示されて

育まれる資質・能力 内       容 
コンピュータのよさへの気づき ・プログラムの働きやよさに気付く（文科省，2020a） 

・身近な生活でコンピュータが活用されていることに気付く 
（文科省，2020a）

主体的に取り組む力 
        

・身近な問題の解決に主体的に取り組む態度（文科省，2020a） 
・主体的に学ぶ力を身に付けるために必修化（岡野，2019） 

プログラミング的思考 
（論理的思考力の一部） 
 
 
 
 

・プログラミング的思考を育む（文科省，2020a） 
・物事を整理して簡潔に考えられる（兼宗，2019） 
・「シーケンス（順序）」「ループ（繰り返し）」「条件分岐（もし～なら）」

を学ぶ（兼宗，2019） 
・物事を順序立てて考える力（竹内，2018） 
・自己の考えの筋道を客観的に捉える力（黒上，2017） 

問題解決能力 
 
 
 

・身近な問題の発見・解決に，コンピュータの働きを生かす 
（文科省，2020a）

・プログラミングはもともと問題を解決するために行う（岡嶋，2019） 
・問題設定と問題解決ができる（岡嶋，2019） 
・論理的に物事を考える力や，問題を独りで解決する力（小野，2018） 

教科の知識・技能の習得 
 （学びをより確実なものとする） 

・教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせる 
（文科省，2020a）

・教科等で学ぶ内容を確実に理解する（文科省，2020a） 
創造力 
 
 

・ゼロから一つの作品を創造していく（小野，2018） 
・創造力が育つ（竹内，2018） 
・創造的な学びが（教科学習であっても）自然に起こりやすい 

（阿部・豊福・芳賀，2018）
協調性 ・一緒に取り組んだり，教え合ったりするようなチームでの活動力の向上

（山本・本郷・本村・永井，2016）
・他者と関わりながら，共有する力が身に付く（中植，2016） 
・ペアプログラミング（協調的プログラミングの一方法）が一人 1 台より

も協力度や計画性への意識が高い（山本・堀田，2019） 
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いる総合的な学習の時間の授業では，探求的な学習として課題をプログラミン

グの考え方を使って解決していく場面が設定されている（e.g.,中村，2018）。 

 

（５）教科の知識・技能の習得 

 教科等での学びをより確実にすることは，プログラミング教育のねらいの一

つである（文科省，2020a）。つまり，プログラミングを通して，教科の知識・

技能の習得を促すことが期待されている。例えば，算数科ではプログラミング

による作図を通して図形の性質に関する理解を深め（e.g.,齊藤他，2019），理

科ではプログラミングを通して，ライトが自動で点灯・消灯する仕組みについ

て理解を深める（e.g.,松田，2019）。こうした活動の中で教科の知識・技能の

確実な定着を図ることが期待されている。 

 

（６）創造力 

プログラミングはゼロから一つの作品を創造していくことに近い（小野，

2018）。プログラミング教育の授業では，児童が教員も考えつかないようなプロ

グラムを作り，幾何学図形をかいたり（e.g.,山守，2017），ゲームを考案した

りすることがある（e.g.,尾崎他，2017）。探求型の学習において，何もない状

態からプログラムを組み立て新しいものを生み出すことが，児童の創造力の育

成に資すると考えられる（e.g.,藤原・阪東・曽根・長野・山田・伊藤，2019）。 

 

（７）協調性 

 プログラミング教育の授業では，通常の授業よりも，児童たちが一緒に課題

に取り組み，分からない点を教え合う協調的な学習形態を取りやすい。また，

パソコンの画面上で解決の過程や試行錯誤が見える化しやすく，他者と関わり

ながら，アイデアを整理・共有できる。例えばプログラムを一緒に作り，それ

を皆に発表するような場面である。こうした学習活動を通して協調性が育まれ

ていくと考えられる（e.g.,山本・堀田，2019）。  

 

２ プログラミング教育の「影」―懸念と不安 

プログラミング教育の普及・推進の取組みや，授業の実践が行われる一方で，

各小学校の現場では基本的な理解がまだ進んでいないのが現状である。NTT ラ

ーニングシステムズ株式会社（2019）の「平成 30 年度教育委員会等における小

学校プログラミング教育に関する取組状況等について」の調査では，小学校の

プログラミング教育の実施に関する教育委員会・管内小学校・教員が抱える課

題を把握している（表 5）。最も多く挙げられたのは「人材不足」であり，以下

順に「情報不足」「予算不足」「プログラミング教育の取り組み方がわからない」

と続いている。クロス集計の結果では，プログラミング教育を実施するために

必要な情報が不足しており，「プログラミング教育がわからない」と回答した自

治体等が全体のおよそ半数となっている。 

課題が山積する中で，プログラミング教育は各学校に任されている部分が多 
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表 5 教育委員会・学校現場がプログラミング教育の実施に関して抱えている

課題（NTT ラーニングシステムズ株式会社，2019） 

 

 

 

 

 

 

く，実践のよりどころになるのは学習指導要領と手引となる。その内容を基に

研究者や現場の教員は，プログラミング教育をそれぞれに解釈し，研究・実践 

を行っている。こうした現状を顧みると，プログラミング教育の影―実施に伴 

う懸念や不安が散見される。それらの課題は以下のように整理できる。 

 

（１）授業実践の模索 

 手引（文科省，2020a）では，プログラミング教育はコンピュータを活用した 

実践が望ましいとされている。しかし現状ではパソコン操作に慣れていない児 

童も多く，プログラミングのソフトの操作はさらに困難である。指導する側の 

教員の状況も同様で，コンピュータを取り入れた授業づくり，プログラミング 

のソフトや教材の使用に不慣れである。また，教員は実施する教科等や単元の 

選び方，授業の進め方などに懸念を抱いている（黒田・森山，2017）。 

 

（２）評価の困難さ 

プログラミング教育を導入した授業において，児童の学びを評価する方法も

模索されている。手引（文科省，2020a）では，「プログラミングを学習活動と

して実施した教科等において，それぞれの教科等の評価規準により評価するの

が基本」と記されている。しかし教科の評価規準に従うだけでは，前述のコン

ピュータのよさへの気づき，プログラミング的思考，教科の知識・技能の習得

などプログラミング教育に固有の特徴を考慮した評価を行うことは難しい。そ

のため教科とは別に，プログラミング教育の評価規準を設定する必要性も指摘

され，その具体化が検討されている。（小林，2018；齋藤，2018；ベネッセ，2018）。 

例えば小林・宇都宮・宮澤・福島（2018）は小学校プログラミング教育にお

ける評価の領域を「知識・技能（順序や手順を考えて取り組む力）」，「思考力・

判断力・表現力等（課題を明確に設定する力など）」，「学びに向かう力・人間性

等（分かった考え方や方法を生活の他の場面に活かす力）」の 3 つに分類し，さ

らに低・中・高の学年ごとに細分化し，児童の達成度を評価する規準を提案し

ている。ただし，こうした評価を考慮した実践例は少ない。教科の評価とプロ

グラミング教育の評価の両立を実践の中で具体的に試みていく必要がある。 

 

（３）環境整備の立ち遅れ 

新学習指導要領に例示された教科等以外に，各学校は教育課程を考えながら，

課 題 内 容 割 合 

人材不足 90.3 ％ 

情報不足 82.6 ％ 

予算不足 80.3 ％ 

プログラミング教育の取り組み方がわからない 51.7 ％ 

情報不足でありわからない 49.3 ％ 
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プログラミング教育を扱う教科や単元を決めることができる。これは自由度が

高い反面，その学校にプログラミング教育を理解している教員がいない場合や，

実施に必要な情報を十分に把握していない場合には，立ち行かなくなる。 

また，自校で実施可能な実践例を探しても，教育環境の整備の格差が妨げと

なる場合もある。現在報告されている実践例の多くは，教室内で無線 LAN の使

用が可能，インターネットの回線速度がある程度速い，児童１人にタブレット

が 1 台ずつ支給されている，プログラミング教育に詳しい教員がいるなど，充

実した環境で行われている。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，国の

GIGA スクール構想の加速による環境整備は急速に進展している。しかし，環境

整備が立ち遅れており，こうした水準に達していない学校も数多く存在する。 

表 6 は，文科省（2019，2020b）による学校現場の情報化の実態についての調

査結果の抜粋である。小学校プログラミング教育が 2020 年度から必修化され

るにも関わらず，無線 LAN 整備率は 50％に満たない状況である。それでもプロ

グラミング教育は全ての学校で行わねばならない。 

使用する教材のライセンス取得やインストール申請など，授業実施前に必要

な手続きがある。また，授業場所がパソコン室に限定されると，普通教室のよ

うにグループ学習を取り入れづらくなるため，授業構成にも工夫が必要となる。

インターネットの回線速度やパソコンの性能の問題により，授業中に動作が止

まるような環境では，プログラミング教育の授業を円滑に進めることは難しい。

さらに授業を担任一人で行う場合，パソコン操作に困った児童への対応に時間

がとられ，当初の授業の目標が達成できずに終わってしまう可能性もある。 

 

Ⅳ 小学校プログラミング教育の充実化に向けた実践的な検討課題  

 前節までの議論に基づき，今後の小学校プログラミング教育の充実化に向け

て，特に重要と考えられる実践的な検討課題を以下に論じる。 

 

１ 授業設計 

プログラミング教育に期待される成果として，児童の資質・能力―主体的に

取り組む力，プログラミング的思考，教科の知識・技能，他者と協力して物事

を進める力など―を育むことが，多くの既往知見で想定されている。一方で，

児童と教員の双方とも，授業でのコンピュータやプログラミングソフト等の教

材の使用に不慣れであることが懸念される。かつ，教員はプログラミング教育

を実施する教科等や単元の選び方，授業の進め方に不安を抱いている。 

各教科でプログラミング教育の授業を実施する場合，当然ながら，まずは各 

 

表 6 学校現場における情報化の実態（全国平均） 

（文科省，2019，2020 より作成） 

 

 

 

 2018 年度 2019 年度 

普通教室の無線 LAN 整備率 40.7％ 48.9％ 

インターネット接続率（30Mbps 以上） 93.4％ 96.6％ 
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教科での目標の達成が重視される。これを目指しつつ，プログラミング教育に 

期待される児童の資質・能力を育成する授業づくりに取り組む必要がある。特 

にプログラミング的思考については，様々な立場・解釈があるため，児童のど

のような思考や学習活動に着目するのか，その具体を明確にする必要がある。 

例えば，算数科でのプログラミング教育の位置づけについて，文科省（2018）

は数学的な思考力・判断力・表現力等を身に付ける活動の中で取り扱うことが 

重要であると指摘している。そして問題解決には，必要な手順があることを児

童に気づかせる指導が求められるとしている。 

これらを踏まえた授業構想の一例として，次のようなものが考えられる。算

数科の作図の学習において，「プログラミング的思考が働いていること」，「教科

の知識・技能を習得すること」を目標にする。プログラミング的思考について

は，特に児童が作図を正しい手順でできているかどうかに着目する。授業展開

としては自力解決でプログラミング的思考を働かせる時間を確保する。その後，

全体の学び合いの中で作成したプログラムと実際に作図した図形を照らし合わ

せる。作図に必要な手順の確認を通して，既習事項である図形の性質が使われ

ていることを理解し，教科の知識・技能の確実な習得につなげる。 

なお，授業が円滑に進むように，プログラミングソフトの操作習熟を図る 1

～2 時間のプログラミング体験をセットにして計画することも重要である。こ

うした点を含め，授業設計を実践的に検討することが求められる。 

 

２ 評価規準・評価方法の立案 

授業設計に関連して，各教科等で身に付ける資質・能力の評価と，プログラ

ミング教育で育む資質・能力の評価を両立させることが重要である。そのため

には，まず既往知見（小林，2018；齋藤，2018；ベネッセ，2018）を参考に，

授業を行う教科等や単元，児童の実態に即した評価規準を作成する必要がある。

その評価規準に基づき，児童の資質・能力の向上を吟味することが求められる。 

具体的な評価方法としては，学習活動や学習成果に関するルーブリック評価，

児童自身の学習活動の振り返り，その他ワークシートやミニテストなどが考え

られる。こうした評価方法を組み合わせて活用しつつ，児童の学びを的確に把

握する方法を確立していく必要がある。 

 

３ 環境整備 

プログラミング教育の円滑な実施のために，最低限必要な環境条件を整え，

準備の手順等を明確にしておく必要がある。例えば，インターネットへの接続

がスムーズであること，授業に必要な教材が揃っていること，授業実施に向け

て留意事項が分かるマニュアルなどである。必要な環境整備の内容や留意事項

は各学校へ周知する必要があり，学校ごとに差が付かないことが大切になる。

一例として，校内の環境や授業を準備する際の必要事項を教員が確認するため

のチェックリストを作成することも有効な手立てとなる。 
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４ 教員への働きかけ 

現場の教員の多くは，プログラミング教育の授業を行うことに不安を感じて

いる。また，それが児童のどのような資質・能力の向上に資するのか，未知数

だと感じている。こうした教員の懸念や不安を払拭していく必要がある。 

プログラミング教育への理解を深めるために，校内外の研修に多くの教員が

参加すること，そして多くの教員が実際に授業を実践することが急務である。

現状では，校内から 1 名が代表して研修に参加し，授業を行うことが多い。ま

たは ICT の使用に慣れた教員や，学習指導要領に例示された教科を指導する高

学年の教員が授業を行うに留まっている。コンピュータ操作自体が学習の妨げ

とならぬように，すべての学年でプログラミング体験を繰り返す必要がある。

それは情報教育に長けた特定の教員ではなく，すべての教員が担う必要がある。

そのためには，まずは学年を問わず，児童とともに教員もプログラミングを体

験することから着手し，プログラミングに慣れ親しむことが必要であろう。 

 

Ⅴ おわりに 

本研究では既往知見に基づき，小学校プログラミングの光と影，つまり期待

される効果と実施に伴う懸念・不安を整理した。また，それらを踏まえ，小学

校プログラミング教育を充実させていくための実践的な検討課題を導出した。 

2020 年度，予期せぬ新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令により，

多くの小学校では休校が続き，学校現場は授業時数確保や授業の遅れを取り戻

すなどの対応で手一杯になっている。その結果，プログラミング教育の授業は

後回しになっているように見受けられる。 

しかし，GIGA スクール構想が急速に進み，無線 LAN 整備率の向上や 1 人 1 台

の情報端末の配付が実現し，学習環境の整備が整いつつある。プログラミング

教育の授業の停滞が一気に解消する可能性も出てきている。さらには整備され

た環境をより活用した個別最適化した学びの推進も強く求められてくる。この

ような背景の下，今後，プログラミング教育をはじめ，ICT を活用した授業は

増えていくと予想される。本研究で導出した実践的な検討課題，特に授業設計

や評価規準・評価方法の立案については，より一層重要になると考えられる。 

プログラミング教育の授業も学校現場が抱える懸念や不安は様々であり，今

回導出した検討課題の払拭には，各学校，教育委員会，文科省個々の対応が必

要になる。学校現場では，授業を準備する際の必要事項を教員が確認するため

のチェックリストや，授業設計，児童に育まれる資質・能力の評価方法など，

実践に必要なものを提案できるような取組みが今後益々重要になる。 
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註 

1） 2020 年 12 月に「未来の学びコンソーシアム」はその業務を終了し，現在

は文科省が「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」の運営を引

き継いでいる。 

                                            

The Bright and Dark Sides of Programming Education in Japanese Elementary Schools: 

Clarification of Practical Issues 
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 In the new Courses of Study that were enacted in the 2020 school year, programming 

education became a compulsory elementary school subject in Japan. However, 

questions remain regarding how programming education can contribute to improving 

children's qualities and abilities, and what should be considered to appropriately 

design and implement classes. Therefore, based on the existing findings, this 

study summarized the bright and dark sides of elementary school programming 

education, that is, the expected effects and concerns associated with its 

implementation. Consequently, the following practical issues were derived and 

discussed to further enhance elementary school programming education: designing 

lessons, planning evaluation criteria and methods, preparing an information and 

communications technology (ICT) environment, and encouraging teachers. 
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性的マイノリティに関する授業が性的マイノリティへの
知識や受容感に及ぼす影響

性的マイノリティに関する授業の前後で
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The Effects of Taking a Class on Knowledge about Sexual and Gender Minorities and Homophobia

NODA Yukina, YAMADA Tsuyoshi, OHMORI Iori



 

 

性的マイノリティに関する授業が性的マイノリティへの知

識や受容感に及ぼす影響 

 

性的マイノリティに関する授業の前後で 

 

野田 夕月奈※1  山田 剛史※2  大守 伊織※3 

 

本研究の目的は，性的マイノリティへの関心やレディネスが備わっていない場合であっ

ても授業を受けることにより性的マイノリティへの受容感や知識及び自身の知識に対する

自信が変化するかどうかを明らかにすることである。方法は，教員志望の学生を対象に 100

分の授業を実施した。調査項目は，性的マイノリティに関する知識量および正答確信度と

同性愛者受容感尺度であった。結果は，授業を受けることで，有意に性的マイノリティに関

する知識量が増え，同性愛者への受容感が高まることが分かった。しかし，受容感に対する

授業の効果量は僅かであった。正答確信度に関しては，授業前は，誤った知識をもっている

人ほど自分の知識に自信をもっていたが，授業後は，正しい知識を持っている人ほど自分

の知識に自信を持っているという正の相関へ転じた。以上の結果から，性的マイノリティ

に対する受容感を高める効果的な授業の方法を模索していく必要があると考えられた。 

 

キーワード：性的マイノリティ，性の多様性，教育 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

※2 横浜市立大学都市社会文化研究科 

※3 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題と目的 

 近年，学校現場における性的マイノリティ当事者の児童生徒への対応につい

て関心が高まっている。性的マイノリティとは「性自認が生物学的性と一致し

ており，かつ性的指向が異性である」という多数派の性のあり方（セクシュア

リティ）にあてあまらない人たちの総称である(戸塚，2018)。また，性的マイ

ノリティを表す用語として，「LGBT」が用いられることもある。L は女性同性愛

者(レズビアン)，G は男性同性愛者(ゲイ)，B は両性愛者(バイセクシャル)，そ

して T は生物学的性と性自認が一致していない性別越境者(トランスジェンダ

ー)を意味する（戸塚，2018）。現在，制服の選択制や呼称の統一など様々な対

応が行われているが，学校現場における性的マイノリティ当事者児童・生徒へ

の対応は問題が多い。問題点の 1 つとして，教員の性的マイノリティに関する

知識不足と対応力への自信のなさが挙げられる。日高(2015)は教員 5979 人を

対象に行った調査において，教員の 3 割は「同性愛は病気である」や「性的指

向は自分で選べるものである」という誤った知識をもっていることを明らかに

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.75 − 88
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した。井出・松尾・鎌塚・山元・玉井・細川(2018)は，静岡県の公立高校の養

護教諭に対して性的マイノリティ当事者児童・生徒が相談に来た際，適切に対

応する自信があるかについて調査を行ったところ，半数近くの教員が「どちら

かといえば自信がない」「自信がない」と回答したことを明らかにしている。こ

の問題に対応するため吉岡・坂谷(2017)は，「教員になる前の教員養成課程段階

において，LGBT に関する正しい知識を身に着けておく必要があるだろう」と述

べている。 

性的マイノリティに関する授業実践の効果については，いくつかの報告があ

る。佐々木(2016)は，ゲイ当事者男性による講演会の前後でゲイに対するイメ

ージの変化について調査を実施し，講演会を受けることによって，ゲイに対す

るネガティブなイメージが払拭され，より身近に感じられるようになることを

指摘している。しかし，講演会への参加は参加者の自由意思であるため，参加

者はもともと性的マイノリティへ関心があり，受容しようとするレディネスが

備わっていた可能性がある。性的マイノリティに関心がない場合や，性的マイ

ノリティに対してネガティブなイメージをもっている場合であっても，講演会

を受けることで受容的な態度へと変化するかは明らかになっていない。また橋

弥・平井・梶村(2016)は，セックスとセクシュアリティ，性的マイノリティに

ついての授業を行い，授業前後で性的マイノリティに対する知識がどのように

変化するのかを検討しているものの，感想文の分析であったため定量化されて

おらず，真に知識量が増加したのかについては検討の余地がある。 

また，Taylor, Condry, & Cahi(2017)は，医療系の大学生に対し 60 分の講

義と 90 分のロールプレイからなる授業(計 150 分)を実施し，授業効果を検討

した。講義では性的マイノリティの法律や健康に関する不平等や差別と健康の

関連性を取り上げ，ロールプレイでは性同一性障害のクライアントとの性転換

手術に関する相談場面を設定した。実践の結果、授業を受講することにより，

LGBT のクライエントへ対応する自信が高まることを明らかにした。ロールプレ

イを取り入れた授業を行うことで，学校現場における性的マイノリティ当事者

への対応の問題点として挙げられている「教員の対応力のなさ」を解決するた

めの糸口をつかむことができると考えられる。しかし，Taylor et al.(2017)が

実践した授業は 150 分間，先述した橋弥他(2016)が行った授業は 180 分間にわ

たるものである。教員養成課程での時間・単位数には限りがあり，取り上げる

べき問題が山積している(白石，2016)現在において,性的マイノリティに関す

る授業実践に長時間を割り当てることはカリキュラム上困難である場合が多い。

教員養成の時間が不足していることを鑑み、短時間かつ効果的な授業実践を行

う必要がある。 

そこで本研究では，教員養成課程と養護教諭養成課程の学生を対象に，性的

マイノリティに関する 100 分間(1 回)の授業を実施することで，受講者の知識

量や受容感がどのように変化するのか明らかにすることを目的とする。本研究

における仮説は次の 2 つである。(1)性的マイノリティに関する授業を受ける

ことで，受講者の性的マイノリティに関する知識量は増える。(2) 性的マイノ
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リティに関する授業を受けることで，受講者の性的マイノリティに対する受容

感は高まる。 

                        

Ⅱ 方法 

１ 調査対象者 

A 大学教育学部で 1 学期 1.2 限に開講されている「教育心理学概説」を履修

している A 大学教育学部学校教育教員養成課程の学生 116 名，養護教諭養成課

程の学生 40 名の合計 156 名であった。 

 

２ 調査方法 

(1)授業実践 

A 大学教育学部で 1 学期 1.2 限に開講されている「教育心理学概説」におい

て 2019 年に性的マイノリティに関する授業を行った。授業の内容は表 1.1 の

通りである。 

 

表 1.1 授業の内容 

1.前回の授業の振り返り(10 分) 

2.導入：グループワーク「ワードウルフ」(15 分) 

3.講義：セクション 1「人間の性とは何か」(25 分) 

セクション 2「LGBT とは何か」(30 分) 

セクション 3「偏見・差別とどう向き合うか」(25 分) 

4.まとめ(5 分) 

5.授業後アンケート(10 分) 

 

導入以降の具体的な活動内容とその教育目的を表 1.2 から表 1.5 に示した。

なお，性的マイノリティに関する授業内容は著者と養護教育を専攻する大学院

生が協同して作成した。 
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表 1.2 グループワーク「ワードウルフ」の教育目的と活動内容 

教育目的：性的マイノリティの不可視性を体験する。 

具体的な活動内容 

(1)６人で１つのグループをつくる。 

(2)1 人 1 枚紙を配る。紙の内容は以下の図 1 の通りである。 

(3)「野菜」に関する話題でトークをする(約３分)。この時以下のルール

に従う。 

・自分の紙に書いてある野菜そのものの名前は決して口に出さない。 

・紙に書いてある指示には従う。 

・配られた紙を他人と交換しない。 

・他人の紙を覗かない，他人に自分の紙を見せない。 

(4)トークが終わったら，グループの中に他の人とは違う野菜が書かれ

た紙を持っている人がいたことを告げる。他の人とは違う紙を持っ

ている人の存在に気付いたか，それは誰なのかを問いかけ，自分や

他の人とは違う存在に気付けるようにする。 
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図 1 グループワーク「ワードウルフ」で配られた紙の内容 
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表 1.3 講義「人間の性とは何か」の教育目的と活動内容  

教育目的：人間の 4 つの性とセクシュアリティを理解する。 

具体的な活動内容 

(1)人間の性には，からだの性，こころの性，好きになる性，そして社

会的な性(ジェンダー)の 4 つの性があることを学ぶ。それぞれ以下

の要点に沿って講義をした。 

からだの性：からだの性は生殖器や遺伝子，ホルモンによって決まる。 

また，男性と女性に二分化できるものではなく，インタ

ーセックスと呼ばれる人たちがいる。 

こころの性：こころの性とは自分が認識している性別のことである。 

         男性か女性に二分化できるものではない。どちらでもあ

るまたはどちらでもないと認識している人もいる。 

性的指向：性的指向は自分のこころの性と好きになる性の組み合わ

せによって決まる。 

         異性が好き，同性が好き，異性と同姓のどちらも好き，

好きにならないなど様々なあり方がある。 

ジェンダー：人間は自分の性別を行動や言動などのいたるところに反

映させている。つまり自分の性別を無意識のうちに表現

している。 

具体例として，髪型や口調，持ち物や服装などがあげら

れる。 

(2)4 つの性の組み合わせをセクシュアリティといい，セクシュアリティ

は人それぞれであることを理解する。 

 

表 1.4 講義「LGBT とは何か」の教育目的と活動内容 

教育目的：LGBT をはじめとした性的マイノリティについて理解する。 

具体的な活動内容 

(1)LGBTQ の説明を通して，それぞれどのようなセクシュアリティの人た

ちか理解する。 

(2)性的指向について取り上げ，「こころの性(性自認)と好きになる性の

組み合わせによって決まること」を学ぶ。また性的指向の不確かさ

について，「一度同性を好きになったからといって同性愛者である

とは限らない」ことを理解する。 

(3)性別違和について取り上げ，「性別違和を感じている人が必ずしも性

別適合手術を望んでいるわけではない」ことを理解する。 
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表 1.5 講義「偏見・差別とどう向き合うか」の教育目的と活動内容  

教育目的：差別や偏見のメカニズムについて学び，これからの自分の行動や

学びを考える。 

具体的な活動内容 

(1)読売テレビの関西ローカルニュース番組「かんさい情報ネット ten.」

の 2019 年 5 月 10 日放送回を視聴し，気になったことを周りの人と話

し合う。放送内容は，男性か女性か見た目で判断しにくい一般の方に

対し，執拗に男性か女性か問い続けた後，胸を触ったり，保険証を見

せるよう強要したりするものであった。 

(2)そのことについてよく知らない状態で，偏見に満ちた言動を見聞き

したりすると，自分の中に偏見が生まれ根付いてしまうという偏見形

成のメカニズムを学ぶ。 

(3)(2)に基づいて性的マイノリティに対する偏見がどのように形成さ

れるのかについて学ぶ。異性愛のみが普通だと学び，性別で悩む人の

存在を知らない状態で，見慣れない同性愛を変な目で見たり避けたり

する周囲の行動や，「おねぇ・おかま」とおもしろおかしく揶揄する言

動を読み取ることで，偏見が形成されてしまうことを理解する。 

(4)差別や偏見をしないためには，そのことについて信頼できる情報を

もとにまず自分なりに調べ，知ること，差別や偏見にさらされている

人たちの状況を想像することが重要であることを学ぶ。 

(5)(1)で見た放送の続きを視聴する。内容は(1)の VTR に対して，コメン

テーターが「個人のセクシャリティに関してそういうアプローチをす

る(執拗に開示を強要する)こと自体が人権感覚，人権意識にもとる」

と強く批判するものであった。 

(6)(5)を視聴し，誰かが不当な扱いを受ける場面に遭遇した時，自分は

どのような行動をとればよいのか，と問いかけこれからの自分の行動

を考えられるようにする。  

 

（２）質問紙調査 

授業参加による教育学部の学生の性的マイノリティに対する受容感，知識量

の変化を捉えるため，授業前後で質問紙調査を実施した。事前調査は 5 月 29 日

に実施し，事後調査は 6 月 5 日の性的マイノリティに関する授業終了後に実施

した。質問紙調査は Google フォーム上で行った。事前調査の質問紙内容は，

(1)フェイスシート(イニシャルと誕生日からなるニックネーム)，(2)性的マイ

ノリティに関する知識を問う問題 19 問(L，G，B，T，Q それぞれが表す単語と

その意味(計 10 問)，性的マイノリティに関する正誤問題(計 9 問))，(3)それぞ

れの問題に対する正答確信度(「自信がある」～「自信がない」の 4 件法)，(4)

同性愛者受容感尺度 21 項目 (「そう思う」～「そう思わない」の 4 件法)。

(1)のイニシャルと誕生日からなるニックネームは事前調査と事後調査のデー
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タを紐付け，授業前後の変化を検討するため自由意思に基づき記載を求めた。  

性的マイノリティに関する知識量の測定は，藥師・笹原・古堂・小川（2014)

の 6 項目と著者が独自に作成した 3 項目の計 9 項目からなる正誤問題で行っ

た。性的マイノリティに関する知識を問う項目を以下の表 2.1 に示した。著者

が自作した問題は「同性愛は治療することが可能である」「一度でも同性を好き

になれば同性愛者である」「A さんはからだの性は男性で，こころの性は女性で

ある。また A さんは男性が好きである。このとき A さんはゲイである」の 3 問

である。また，事後調査の質問紙内容は事前調査と同一のものであり，(2)性的

マイノリティに関する知識を問う問題 19 問のうち，性的マイノリティに関す

る正誤問題(計 9 問)の順番を入れ替えた。 

 

表 2.1 性的マイノリティに関する正誤問題 

問題 正答 

同性愛やからだとこころの性の不一致は思春期に起こる一過性のも

のなので時間が経てば治る 
× 

からだの性とこころの性が一致しない人は全員，性別適合手術を希

望している 
× 

性的マイノリティの人はそうでない人より自殺未遂のリスクが高い 〇 

同性愛者は死刑とする国がある 〇 

ゲイとはテレビに出演しているような「オネエ」のことである × 

MtF とはからだの性が男性でこころの性が女性のひとのことを示す 〇 

同性愛は治療することが可能である × 

一度でも同性を好きになれば同性愛者である × 

A さんはからだの性は男性で，こころの性は女性である。また A さん

は男性が好きである。このとき A さんはゲイである 
× 

 

同性愛者受容感尺度については，三上・井谷(2018)の性的マイノリティに対

する意識項目，和田(1996)の同性の友人からカミング ･アウトされたときの態

度項目，宮澤・福富(2008)のゲイ(レズビアン)に対する意識尺度を一部引用し，

21 項目からなる質問紙を作成した。同性愛受容感尺度項目を以下の表 2.2 に

示した。 
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表 2.2 同性愛者受容感尺度項目 

問題 

1．同性の人から言い寄られたら，いやな気がする 

2．同性から「同性愛者である」とカミングアウトされたとき，「気持ち悪い」

と感じる 

3．同性から「同性愛者である」とカミングアウトされたとき，「理解できな

い」と感じる 

4．同性から「同性愛者である」とカミングアウトされたとき，襲われるので

はないかと不安だ 

5．同性から「同性愛者である」とカミングアウトされたとき，「信頼してく

れてうれしい」と感じる 

6．同性から「同性愛者である」とカミングアウトされたとき，「より親密に

なりたい」と思う 

7．同性の友人が同性愛者であるといやな気がする 

8．異性の友人が同性愛者であるといやな気がする 

9．家族に同性愛者がいるといやな気がする 

10．将来，教師になったとして受け持つ児童が同性愛者であるといやな気が

する 

11．同性愛者の社会的な立場がもっと認められるべきだ 

12．同性愛者を社会から隔離した方が当人のためだと思う 

13．同性愛者は社会に悪影響を与える存在だ 

14．ゲイと友達になれる 

15．ゲイは気持ち悪い 

16．男性同士の結婚も認められるべきだ 

17．ゲイをつい特別視してしまう 

18．レズビアンと友達になれる 

19．レズビアンは気持ち悪い 

20．女性同士の結婚も認められるべきだ 

21．レズビアンをつい特別視してしまう 

 

なお，性的マイノリティに関する正誤問題及び同性愛者受容感尺度項目は著

者と養護教育を専攻する大学院生が協同して作成した。 

 

（３）分析方法 

 本研究における統計解析には，HAD version16.101(清水，2016)を用いた。性

的マイノリティに関する知識量及び受容感の変化を検討するため，事前知識得

点(事前同性愛者受容感尺度得点)と事後知識得点(事後同性愛者受容感尺度得
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点)について対応のある t 検定を行った。また性的マイノリティに関する知識

と知識に対する自信の関連を検討するため，各問の正誤と正答確信度について

ポリコリック相関係数の算出を行った。 

 

（４）倫理的配慮 

アンケートへの協力は自由意思であること，回答は統計的に処理されるため

個人が特定されることはないこと，そして本調査への回答が授業の成績に影響

を与えることはないことを口頭で説明した上で，同意を得たものについて分析

対象とした。 

 

Ⅲ 結果 

１ 分析対象者 

事前調査への回答者は 132 名であった。そのうち欠損値を含む 1 名の回答を

除き，分析に使用したのは 131 名である。事後調査への回答者は 139 名であっ

た。また，事前調査，事後調査において変化の比較が可能であったのは 97 名で

あった。 

 

２ 性的マイノリティに関する知識の変化 

授業の効果を検討するため，事前調査と事後調査で対応が取れた 97 人を対

象に事前調査での知識得点と事後調査での知識得点について対応のある t 検定

を行った結果，有意な差がみられた(t(96)=-8.717, p=.000, d=-0.911)。効果

量の大きさから，知識得点の変化について，授業の効果は大きいと解釈した。 

 

３ 性的マイノリティに関する知識と知識に対する自信の関連とその変化 

 問題の正誤と知識への自信の関連を見るため，事前調査に回答し欠損値を含

まなかった 131 名のデータを対象に各問題の正誤と正答確信度についてポリコ

リック相関係数の算出を行った。算出の結果，「同性愛者は死刑とする国がある」

(rpo=-.409, p=.000)，「ゲイとはテレビに出演しているような「オネエ」のこと

である」(rpo=-.339, p <.01)，「MtF とはからだの性が男性でこころの性が女性

のひとのことを示す」(rpo=-.432, p <.01)，「同性愛は治療することが可能で

ある」(rpo=-.284, p <.05)の正誤と正答確信度の間に弱い負の相関がみられた。 

 

また事後調査に回答した 139 人を対象に各問題の正誤と正答確信度について

ポリコリック相関係数の算出を行った。算出の結果，「からだの性とこころの性

が一致しない人は全員，性別適合手術を希望している」という問題以外に負の

相関を示す問題はなかった。また「同性愛やからだとこころの性の不一致は思

春期に起こる一過性のものなので時間が経てば治る」(rpo=.569, p <.01)，「ゲ

イとはテレビに出演しているような「オネエ」のことである」(rpo=.257, p <.05)，

「MtF とはからだの性が男性でこころの性が女性のひとのことを示す」

(rpo=.759, p=.000)，「同性愛は治療することが可能である」(rpo=.754, p=.000)，
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「一度でも同性を好きになれば同性愛者である」(rpo=.493, p=.000) の正誤と

正答確信度の間に正の相関がみられた。 

 

４ 性的マイノリティに対する受容感の変化  

授業の効果を検討するため，事前調査と事後調査で対応が取れた 97 人を対

象に事前調査での同性愛者受容感尺度得点と事後調査での同性愛者受容感尺度

得点について対応のある t 検定を行った結果，有意な差がみられた(t(95)=-

3.205, p <.01, d=-0.199)。効果量の大きさから，同性愛者受容感尺度得点の

変化について，授業の効果はあまり大きくないと解釈した。 

 

表 3.1 に事前知識得点と事後知識得点，事前同性愛者受容感尺度と事後同性

愛者受容感尺度得点の平均と標準偏差及び対応のある t 検定の結果を示す。 

 

表 3.1 対応のある t 検定の結果及び知識得点と受容感得点の変化量について 

変数 
事前 

(SD) 

事後 

(SD) 
対応のある t 検定の結果 

知識得点 
10.289 

(3.902) 

13.876 

(3.988) 
t(96)= -8.717, p=.000, d=-0.911 

受容感得点 
70.031 

(8.263) 

71.635 

(7.898) 
t(95)= -3.205, p <.01, d=-0.199 

 

Ⅳ 考察 

１ 性的マイノリティに関する知識の変化 

本研究では，性的マイノリティに関する授業を受けることで，受講者の性的

マイノリティに関する知識量は増えるという仮説を立てた。事前知識得点と事

後知識得点の間に有意な差がみられ，その効果量の大きさから授業の効果は大

きいと考えられる。この結果から，性の多様性に関する授業を受けることで，

教員養成課程の学生の性的マイノリティに関する知識量は増えるという仮説は

指示された。授業実践による性的マイノリティに関する知識量の増加は，橋弥

ら(2016)でも報告されていたが，本研究では性的マイノリティに関する正誤問

題の正答率や問題への正誤をもとにして算出した知識得点の変化から，より客

観的に授業を行うことによる知識量の増加を示すことができたと考えられる。 

 

２ 性的マイノリティに関する知識と知識に対する自信の関連とその変化 

事前調査において性的マイノリティに関する正誤問題の解答と正答確信度

の間に負の相関がみられたことから，誤った知識を持っている人ほど自分の知

識に自信があることが示唆された。誤った知識であるにも関わらず，その知識

が正しいと自信をもっていることは様々な危険性がある。当事者との関わりや

対応が適切にできず当事者を傷つけてしまったり，誤った知識を周りに広めて
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しまったりすることもあるだろう。このようなありがちな誤解を正すためにも，

授業や講演会を通して正しい知識を伝えていく必要性がある。 

事後調査において性的マイノリティに関する正誤問題の正誤と正答確信度

の関連について「からだの性とこころの性が一致しない人は全員，性別適合手

術を希望している」という問題以外に負の相関を示す問題はなかったことから，

性的マイノリティに関する授業を受けることによって，誤った知識をもってい

るにも関わらず自分の知識に自信もっている人は減少したと考えられる。しか

し，からだの性とこころの性が一致しない人たち(トランスジェンダー)と性同

一性障害を混同したままの学生が多いことが考えられ，誤った知識に自信をも

っていることが示唆された。 

 

３ 性的マイノリティに対する受容感の変化 

 本研究では性的マイノリティに関する授業を受けることで，受講生の性的マ

イノリティに対する受容感は高まるという仮説を立てた。事前同性愛者受容感

尺度得点と事後同性愛者受容感尺度得点の間に有意な差がみられたが，効果量

が小さかったことから授業による効果は小さいと考えられる。この結果から，

性の多様性に関する授業を受けることで，教員養成課程の学生の性的マイノリ

ティに対する受容感は高まるという仮説は指示されたが，その効果については

検討の余地がある。佐々木・大守(2020)は，「知識を教える講義の効果は限定的

であると推測される。大勢で「講義」として聞く「一般的事実」は，「理解でき

るが自分からは遠い話」として捉えられがちである」と知識伝達型講義の限界

について述べている。このことから一方的な知識伝達型の講義ではなく当事者

による語りを聴いたり，当事者と交流をするなど授業の内容や構成の仕方に工

夫を行い，受容的な態度を形成するための適切なアプローチを考えていく必要

がある。 

 

４ 総合的な考察と本研究の限界 

本研究の結果，100 分という比較的短時間の授業実践であっても，教員を目

指す学生の性的マイノリティに関する知識量が増加し，自身の知識に対する自

信が正しく向上することを明らかにすることができた。また，本研究ではとく

に性的マイノリティに対して関心をもっている学生を対象としているわけでは

ない。このことから，もともと性的マイノリティに対する関心がとくに高い場

合でなくても，授業を受けることにより，性的マイノリティに関する知識量が

増加し，自身の知識に対する自信が向上すると考えられる。今後は，短時間で

あっても性的マイノリティ当事者への受容感を高めるような授業開発について

検討を行っていく必要がある。 

本研究の限界として，対照群をおいていなかったことがあげられる。授業前

後の変化は検討することができたが，授業を行っていない対照群との比較を行

うことはできなかった。対照群との比較ができれば授業の効果をより明確にす

ることができると考える。 
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The Effects of Taking a Class on Knowledge about Sexual and Gender Minorities and 

Homophobia 

 

NODA Yukina*1, YAMADA Tsuyoshi*2, OHMORI Iori*3 

 

The purpose of this study is to clarify the effects of taking a class on knowledge 

about sexual and gender minorities, confidence in one's own knowledge, and levels 

of homophobia. We measured the amount of knowledge students had about sexual and 

gender minorities, students’ confidence in answering the questionnaires correctly, 

and their levels of homophobia. The results showed that taking a class about sexual 

and gender minorities significantly increased the amount of knowledge students had 

about sexual and gender minorities and decreased their homophobia. However, the 

effect size in the level of homophobia was very small. As for the students’ 

confidence of their correct answers, before the class, those who had incorrect 

knowledge about sexual and gender minorities were more confident in their knowledge, 

but after the class, those who had correct knowledge were more confident in their 

knowledge, a positive correlation. Based on these results, it is necessary to find 

an effective way to decrease homophobia. 

 

Keywords: sexual and gender minority, diversity of sexuality, education 

 

*1  Student at the Graduate School of Education, Okayama University 

*2  Graduate School of Urban Social and Cultural Studies, Yokohama City University 

*3 Graduate School of Education, Okayama University 
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特別支援学校における
自立活動を重視した遠隔授業のあり方

－病弱児へのコロナ禍での実践を通して－

近藤　翔太　熊谷　愼之輔

The State of Distance Learning that Put Emphasis on Self-reliance Activities at Special Needs School
Through a Practice for Children with Health Impairments in the Midst of Pandemic of COVID-19

KONDOU Shouta, KUMAGAI Shinnosuke



特別支援学校における 

自立活動を重視した遠隔授業のあり方 

 

―病弱児へのコロナ禍での実践を通して― 

 

近藤 翔太※1  熊谷 愼之輔※2 

 

病弱児に対して取り組んできた本遠隔授業実践を振り返ると，コロナ禍による課題の変

化がうかがえた。すなわち，遠隔授業における課題は，「普及」から「授業内容の充実」へ

と変化し，さらに病弱児が継続した学習ができるような「自立した学びを支援する」ことが

新たな課題となっていることがわかった。遠隔学習において学習者に対する自立した学び

の支援は，特別支援教育における自立活動を促すことにつながることも示唆された。その

ため，病弱児の遠隔授業においては，自立活動を重視した支援を行うことが重要といえる。

具体的には，子どもと教師が一緒に遠隔学習の計画を立てたり，子ども自身が学習進度の

自己評価を行ったりするなど，子どもが主体的に自身の学習をマネジメントすることが肝

要である。また，病弱児の学びの環境を整備するためにも，特別支援教育コーディネーター

と協働しながら関係機関と連携をとっていく必要がある。 

 

キーワード：病弱児，遠隔授業，特別支援教育，自立活動 

 

※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 

 病院に入院したり，退院後も様々な理由により小・中学校等に通学したりす

ることが難しい児童生徒は，学習が遅れることのないように，病院に併設した

特別支援学校やその分校，または病院内にある学級に通って学ぶことになる。

しかし，そこには療養中の彼・彼女らに対する学習機会が十分に保障されにく

いという大きな問題が存在している。この問題を乗りこえる有効な方法として，

病弱児への遠隔授業が注目され，実践されるようになってきた。 

これに呼応して，平成 30 年 9 月 20 日に「小・中学校等における病気療養児

に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等に

ついて（通知）」が文部科学省から出された。この通知により，病気により長期

間欠席している小・中学校段階の児童生徒に対して同時双方向型により授業配

信を行った場合，指導要録上出席扱いとすることができるようになった。また，

「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策 （最終まとめ）」では，入院し

ている子どもと教室をつなぎ，学びにおける時間・距離などの制約を取り払う，

「公正に個別最適化された学び」を進めていくことが重要である（文部科学省

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.89 − 99
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2019）とするなど，積極的に遠隔授業に関する法整備や政策も進められており，

今後の活用が期待されている。 

こうした病弱児への遠隔授業の普及とともに，実践的な研究も行われるよう

になった。研究の主流をなすのは，入院中や自宅療養中の児童生徒に対して，

学習機会の確保や教育の充実を図るとともに復学に向けた支援を実施するため，

関係病院との調整を進め，web 会議システムや必要な ICT 機器等の基礎的な環

境を整備し，教室を病棟やベッドサイド等とつないだ遠隔授業を実践研究した

ものである。その成果として，学習面については学習内容の充実，学習意欲の

向上，間接的・疑似的な体験学習を通した学習理解の深化，当該児童生徒の関

係機関との情報共有を図ることで復学支援に対する理解を前籍校に広げること

ができたことなどが報告されている。一方，遠隔授業には学校現場に定着しづ

らいという問題も指摘されている。具体的には，ICT に関する専門的な知識を

もった教師に遠隔授業の実践を頼らざるをえず，どうしても個人に負担が集中

してしまう。しかも，その教師が異動することになれば，授業の実践蓄積も他

の学校に移ってしまい，遠隔授業の継続が困難になりかねない。こうした問題

が，特別支援学校における遠隔授業のさらなる進展を拒んでいるようだ。 

ところで，特別支援教育では自立活動が重要な位置づけをされている。特別

支援教育（病弱教育）において自立活動は，児童生徒が自立を目指し，障害に

よる種々の困難を改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養

い，もって心身の調和的発達の基盤を培うことが目標である。文部科学省「特

別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学

部）平成 30 年 3 月」には，「自立活動は，特別支援学校の教育課程において特

別に設けられた指導領域である。この自立活動は，授業時間を特設して行う自

立活動の時間における指導を中心とし，各教科等の指導においても，自立活動

の指導と密接な関連を図って行われなければならない」とされている。もちろ

んコロナ禍であっても，児童生徒の自立を促すために自立活動に取り組んでい

かなければならない。 

とすれば，特別支援学校における遠隔授業の中で，児童生徒の自立活動をど

のように組み込んでいけばよいのであろうか。本研究では，コロナ禍を通した

病弱児への遠隔授業の実践や課題を振り返ることで，遠隔授業における自立し

た学びの重要性を明らかにするとともに，自立活動を重視した遠隔授業のあり

方，とりわけ具体的な支援について考察していきたい。なお，本研究は，A 特

別支援学校病弱部門において遠隔授業を推進していく役割を担う第一筆者が，

同校小・中学部に所属する教師 7 名（男性 3 名，女性 4 名）を対象に，2019 年

4 月から 2020 年 10 月までに実施した遠隔授業に関する校内研修や遠隔授業実

践をもとに分析，考察したものである。 

 

Ⅱ 遠隔授業における自立した学びと病弱児の自立活動 

1 A 特別支援学校の遠隔授業の取組 

(1)コロナ禍による課題の変化～「普及」から「内容の充実」へ～ 
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文部科学省によると，病弱教育とは病気等により，継続して医療や生活上の

管理が必要な子どもに対して，必要な配慮を行いながらの教育と位置づけられ

ている。特に病院に入院したり，退院後も様々な理由により小・中学校等に通

学したりすることが難しい場合は，学習が遅れることのないように，病院に併

設した特別支援学校やその分校，又は病院内にある学級に通学することになる。

したがって，通常の学校等では難しい環境設定をできる限り改善して，対象児

童生徒の学習が遅れることがないように学びの保障をしていくことが病弱特別

支援学校の意義であり，遠隔授業は学習困難な環境を改善しくために有効な方

法の一つであると考えられる。 

A 特別支援学校では，2019 年度より，病弱児の学びの保障を学校全体の重要

な課題と位置づけ，遠隔授業に取り組んできた。小・中学部の遠隔学習の取組

については，感染症等への配慮により，他の児童生徒と同じ教室で授業を受け

ることができない場合，別室で遠隔授業を行っていた。実践を繰り返すごとに，

機械の操作をはじめ，教材の提示の仕方，言葉かけ，画面内の教師の立ち位置

など，担任や教科担任と協議しながら改善していった。病弱児の遠隔授業の取

組が進む一方で，専門的な知識を要することから，遠隔授業の活用は一部の教

師に留まっていたこともあり，学部全体への遠隔授業に関する知識や手法を，

どのように広げていくか，つまり遠隔授業の普及が課題となっていた。 

そうしたなか，2020 年 2 月末，コロナ禍による全国一斉休校要請により，遠

隔授業に注目が集まり，全国の学校でも行われはじめた。GIGA スクール構想の

前倒しもあり，急速に学校現場の ICT が進み，遠隔授業の普及が急速に進んだ。

そのため，A 特別支援学校でも，各教師への遠隔授業に関する機器の扱い方だ

けでなく，児童生徒にどのような学習内容を動画配信や遠隔授業で届けるのか，

そしてその内容をいかに充実させるかが次なる課題となっていった。つまり，

遠隔授業の課題が，「普及」から「充実」へと変化していったのである。 

 

(2)病弱部門小学部での実践 

次に，病弱部門での具体的な実践を振り返ってみたい。小学部でも，これま

でセキュリティの観点から難しかった学校と児童自宅をつなぐ遠隔授業の取組

が保護者の協力のもと，開始された。小学生 3 名を対象（児童 A,B,C）として

遠隔授業起動テストを行うところからはじまった。実施計画や機器については

第一筆者が設定して，授業は担任教師が行った。また，他の小学部の教師は，

その様子を観察した。児童 A の家と Zoom の起動テストを行った。児童 A は初

めての遠隔授業で少し照れ臭そうではあったが，笑顔も見られ，嬉しそうに担

任教師とやりとりをすることができた。教師は，あらかじめホワイトボードに

大きさの違う 2 種類の単語を書いていた。その文字の見え具合を，児童 A に聞

いたり，朝の会の内容を書いた紙をカメラ近くに寄せて見えるか確認したり，

音声が聞こえるか等確認をした。次に，児童 B の家と Zoom の起動テストを行っ

た。担任教師は，児童 B がタブレット端末を使って Zoom をしていることを知

り，タブレット端末を持って様々なものを写せることを伝えるため，家にある
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児童 B の好きなものを見せてほしいと伝えて，家での児童の様子をうかがおう

としていた。最後に，児童 C の家と Zoom のテスト起動を行った。児童 C は，画

面を嬉しそうにのぞき込み，休校中に取り組んだ宿題を見せて，担任教師がそ

れにコメントをすると喜んでいた。担任教師も，会話のタイミングや見せ方が

分かってきたようで，スムーズに児童 C とやりとりすることができていた。別

の日は，児童 A，C2 名と同時に接続して，朝の会を行った。児童たちは，久し

ぶりに会話ができることに喜び，興奮した様子で担任教師の問いかけに答えて

いた。「今日の予定」のときは，児童がその日過ごす計画や考えを伝え，それに

対して他の児童や担任教師が質問するやりとりがあった。 

そうしたやりとりをふまえて，遠隔授業の中でも，朝の会や帰りの会とい

った定時に，その日の予定や振り返りを意識させることで，児童の学習への動

機づけにつなげていくことも重要ではないかという意見が教師の中からあがっ

てきた。最初はもの珍しさから遠隔授業に積極的に取り組んでいた児童も，慣

れてしまうと意欲を維持することが難しく，学習プリントや動画のデータを送

付しただけでは継続した学習にはつながりにくいと教師自身が疑問に思ったか

らである。 

 

(3)「自立した学びへの支援」という遠隔授業の新たな課題 

そのことをきっかけに，小学部教師で遠隔授業実施に関する意見交換を重ね

協議した結果，教師（送信者）が児童（受信者）に対して応答するまで着信音

が鳴る機能，いわゆる呼び出し（コール）機能がある Web 会議システムを導入

してはどうかという意見がでてきた。児童が着信音を学校のチャイムのような

役目として，自宅であっても生活習慣や時間を意識できるようにするねらいで

ある。 

ここまでの実践を振り返ると，まずコロナ禍以前は，遠隔授業の課題は「普

及」であった。しかし，コロナ禍という危機によって，図らずも遠隔授業は学

校現場に普及した。そして，Zoom 等の情報通信機器の進展は，必ずしも ICT に

関する専門的な知識をもたない者にも，遠隔授業への参入を促すことになった。

その意味では，ICT に関する専門的な知識をもった教師個人に負担が集中する

という問題は，ある程度クリアできたのかもしれない。そして，個人ではなく

学校というチームで遠隔授業の推進が図られることによって，次なる課題とな

った遠隔授業における学習内容の「充実」についても取組が進んでいった。 

だが，今度は学習内容を提供し，その充実を図るだけでなく，遠隔授業への

動機づけを高め，児童生徒の自立した学びを支援することが，次なる検討課題

としてクローズアップされてきたのである。そのことに関連して，佐藤（2020）

によると，「『〈GIGA スクール構想〉について』(文部科学省 2020)の『1 人 1 台

端末・高速通信環境』がもたらす学びの変容イメージにおいては『学び』の主

体であるはずの子どもの姿が見えてこず，むしろ，子どもはあらかじめ提示さ

れた『学習内容』というよりは『情報』と呼ぶべき課題を効率よく処理し，ほ

かの子どもとその『できばえ』を競い合うというイメージしか喚起されない」
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と指摘している。佐藤の警鐘をふまえるなら，子どもが学習の主体となれるよ

うに，いかに自立的な学びを支援するかが，これからの遠隔授業の進展の鍵を

握る本質的な課題と位置づけることができるだろう。 

ただし，繰り返しになるが，コロナ禍という危機を通して，急速に遠隔授業

の環境整備が進んだことは，病弱児に対する学びの保障の観点から有効であっ

たに違いない。しかし，ただ学習内容を届けるだけでは，いかに質の高い内容

を提供したとしても，遠隔授業における自立的で継続的な学びにはつながりに

くいことが，本実践研究から示唆されたのである。 

 

２ 遠隔学習における自立した学びとその支援  

 そもそも遠隔教育とは，教育を求める学習者とそれを提供する側との間に介

在する時空間的な障害を克服するための方法に他ならない。したがって，遠隔

学習を提供する側にとっては，学習者にいかに学習を届けるのかが重要な観点

となり，届けるための技術の開発には力が注がれてきた。一方，教育を求める

学習者には，提供される教育を遂行していくだけの意欲（強い動機づけ）や力

が求められることになる。だからこそ，学習者が自分自身で学習を計画し，コ

ントロールしていく「自立した学び」が遠隔学習の要諦と位置づけられるので

ある。 

 だが，必ずしもすべての学習者が，自立した学びを進めていくだけの力を備

えているとはかぎらない。そこで，遠隔学習には，自立した学びが展開できる

ように，むしろ彼・彼女らの学習を支援するための方策を積極的に講じていく

ことこそ求められるべきである（熊谷 2003）。その際，まず遠隔学習において，

学習者自身が自立的な学びを展開していくための，「学び方の学び」が重要な問

題となる。たとえば，遠隔学習，とくに学習の入り口段階において自立的な学

びを進める手引きや教材の開発が求められる。 

次に，学習支援者のいっそうの充実が望まれる。遠隔学習においては，「チュ

ーター（Tutor）」や「メンター（Mentor）」などの学習支援者の役割の存在が重

要視され，学習者の自立した学びが定着するまで，またその後も学習プロセス

の全般にわたって定期的に支援することが望ましいと捉えられている。鄭・久

保田（2006）も，遠隔学習における提供者は，学習者の不安を理解し，個々の

学習者に対して学習が継続できるように意欲づけ，心理的に安定するように支

援することが大切であると指摘している。特別支援学校における遠隔授業に引

きつけて考えると，学習者に対する心理的なサポートが一段と重要であること

は容易に想像がつく。そこで，特別支援教育（病弱教育）において遠隔授業を

進めるうえでの支援についてもう少し整理しておこう。 

 

３ 自立活動を意識した遠隔授業の重要性 

 病弱教育における ICT 活用においては，療養中でも，可能な限り児童生徒の

自主的，主体的な学習を促進し，基礎的・基本的な内容を児童生徒が確実に身

につけることが目指されている（滝川 2019）。ここには，児童生徒の自主的，
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主体的な学習，すなわち遠隔授業における自立的な学びを促すことの重要性が

指摘されている。このようにみると，遠隔授業で一方的に授業やクラスの様子

を配信しても，病弱児である学習者に自立的な学びの定着ができていなかった

り，自身の病状理解や管理をしたりしていなければ，遠隔授業による学びの効

果が低下する恐れもあるだろう。やはり，病弱児の遠隔授業を実施するにあた

っても，授業の配信や内容だけでなく，体調や心理面のサポートを意識して学

習が積み重ねられるように，彼・彼女らの自立的な学びを支援していくことが

望ましいのである。 

 特別支援教育（病弱教育）において，児童生徒が自立を目指し，病気による

困難を克服するために必要な力や生活習慣を養っていくことは「自立活動」に

該当する。とすれば，遠隔授業における自立的な学びを重視し，支援すること

は，特別支援教育における自立活動を促すことにつながると考えられる。この

ように捉えると，特別支援学校における遠隔授業においては，教科学習だけで

なく，自立的な学びを促す，つまり特別支援教育でいうところの自立活動を重

視した支援を行うことが肝要になってくる。それでは，病弱児の遠隔授業を実

施する際に，具体的にはどのような支援が考えられるのだろうか。 

 

Ⅲ 病弱児の遠隔授業のあり方 

１ 病弱教育における自立活動と遠隔授業のつながり 

（１）病弱児の自立活動をつなぐ遠隔授業 

特別支援教育の視点で，病弱児の自立活動と遠隔授業との関係について考え

てみる。まず，自立活動の指導の流れについてだが，幼児児童生徒の実態把握

から学習上又は生活上の課題を抽出する。次に，抽出した課題と自立活動の内

容・項目と関連付けて，指導場面や内容が決まり，特設する時間や学校教育全

体で指導がなされる。自立活動の内容は，6 つの区分の下に，それぞれ 3～5 の

項目を示している（表１）。 

病弱教育における自立活動については，「特別支援学校教育要領・学習指導要

領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）平成 30 年 3 月）」に具体的に

示されている。例えば，「1 健康の保持（2）病気の状態の理解と生活管理に関

すること」では，幼児児童生徒が自分の病気を理解し，病気の状態を維持・改

善していくために，自分の生活を自ら管理することのできる力を養っていくこ

とは極めて重要であると示している。特に，「2 心理的な安定（1）情緒の安定

に関すること」の中では，白血病の幼児児童生徒の場合，治療の副作用が長期

になることから情緒が不安定になることに対して，テレビ会議システム等を活

用して学習に対する不安を軽減するような指導を工夫することが大切であると

示しており，遠隔授業を活用する内容が明確に記されている。 

これまで，対面指導を前提としてきた自立活動は，長期入院や自宅療養のた

め，病弱児は継続して指導を受けることは難しかった。しかし，遠隔授業を活

用することで，学習する機会をこれまで以上に増やすことができるのである。

それは自立活動の指導場面が増えることを意味する。自立活動の指導が増えて 
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いくことは，病弱児の体調管理や情緒の安定につながっていく。そして，遠隔

授業の回数が増えていくという好循環を生み出すことができる。遠隔授業にお

いて，自立した学びにつながるような自立活動の仕掛けを組み込むことが重要

ではないだろうか。では，具体的にどのような支援が考えられるだろうか。武

田（2006）によると，疾患別に自立活動の時間における指導の内容を調べたと

ころ，主な特徴として慢性疾患では指導内容の多様化，健康の保持，心理的な

安定の区分が主であることが明らかにされた。そこで，自立活動の内容「健康

の保持」，「心理的な安定」について，病弱教育における自立活動や学習に関す

る先行研究をもとに，遠隔授業における自立活動の具体的支援について考えて

みよう。 

 

（２）病弱児の遠隔授業実施における自立活動の具体例 

①「1 健康の保持」に関する支援 

武田（2019）は，慢性疾患の子どもの自立活動の内容の例示として，「1 病気

の理解，生活様式や生活リズムの理解，生活習慣の形成等に関する内容」の「オ.

主体的な移行準備」の中で「小児科から内科に移行する準備として自分で必要

な情報収集ができること，例えば，（中略）日ごろから体調や病気の状態を記録

したり，（中略）どの程度できるかを的確に判断する力を身につけること」と述

べている。全国病弱教育研究会（2013）は，調子が悪い場合は，負担にならな

いように内容や時間配分に配慮しながら，子どもの興味や関心にそった活動内
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容について，一緒に話し合いながら設定して，1 回ごとに達成感をもてる内容・

量にすることも大切であるとしている。 

したがって，自分の病状と学習時間を記録することで，学習時間と体調の関

係性を可視化して自己管理に役立てたり，医療関係者と情報を共有して意見や

相談をしやすくなったりすることができる。児童生徒自身で管理が難しい場合

は，教師と一緒に記録をとったり，前回の学習後の体調を振り返る等をしたり

して学習内容や時間を決めることが大切である。 

 

②「2 心理的な安定」に関する支援 

泉（2019）は，学習の具体的な支援として，入院後，なるべく早い時期より

学習空白の有無や学力の状態等をアセスメントし，退院・復学を意識した学習

計画が組まれることが望まれるとしており，可能であれば，子どもと教師が一

緒に学習の計画を立てたり，子ども自身が学習進度の自己評価を行ったりする

など，子どもが主体的に自身の学習をマネジメントすることで，学習への見通

しをもち不安を軽減することも考えられるとしている。 

よって，病弱児に対して遠隔授業を実施する際は，児童生徒の実態を踏まえ

て学習計画を作成することが重要であるといえる。治療や病状によって中止や

延期した計画については，その都度計画を見直し修正することが大切であると

いえる。これは，励ましや賞賛をしながら，成功経験を積み重ねていくことを

ねらった「2 心理的な安定 (3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克

服する意欲に関すること。」にもつながる。 

 

（３）機器を活用した自立活動の指導 

遠隔授業に使用する機器の機能を使って，意欲を持続させる方法もある。機

器のカメラをオフにしたり，音声のみのやり取りにしたりすることである。治

療や療養生活の中で，運動不足や薬の副作用によって容姿が変化することがあ

る。遠隔授業をしたいが，容姿は見られたくないという葛藤の中で，やむを得

ず授業を受けないことを選んでしまうことも考えられる。文部科学省（2018）

の「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った

場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」によれば，配慮事項の中

に「（1）教師と病気療養児が，互いにやりとりを行うこと。なお，病気療養児

の状態等を踏まえ，音声や文字のみによるやりとりも可能であること。」と記さ

れている。武田（2017）は，自立活動の指導において，主体的で意欲的に活動

できる環境づくりの留意点として自己選択・自己決定を重視した教育活動が重

要であるとし，子どもの気持ちに寄り添いながら，問題解決に向けたいくつか

の方法を「提案」し，子どもと「交渉」する中で子どもが自主的・主体的に解

決に向けた行動を「自己選択」できるように指導・支援することが重要になる

としている。 

容姿が変化したことによる児童生徒から不安や葛藤が主張されることがな

くても，ある程度存在することを想定して音声のみや文字のみのやりとりとい
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う選択肢を提案することが重要である。 

 

２ 遠隔授業における組織的な取組の重要性 

例に挙げた様々な病弱児の自立した学びに向けた支援は，従来の遠隔学習に

おける学習者への支援に加えて，学習者自身の健康状態を把握したり，情緒の

安定を図るようにしたりするなど，病弱児への特有のサポートが不可欠である。

しかし，これらは病弱児と教師が相談して決めて取り組んでいくこと，さらに

関係機関との連携が前提であることを忘れてはならない。安定しない病状にお

いて，継続的に学習をする場合，医療関係者との連携なき学習計画は，実現性

に乏しい。教師間だけでなく当該児童生徒に関わる関係機関に周知されていな

ければ効果は発揮されない。副島(2015)は，大人たちが一方的に子どもの治療

を決めることを避けるため，発達や理解に応じて IC（インフォームドコンセン

ト）を行うようになっており，治療の当事者である病弱児もチームの一員とし

て一緒に課題や困難に取り組むことが重要であると述べている。 

また，遠隔教育の実施に必要な実施体制について，関わる内外の関係者全員

で， 遠隔教育の意義や目的を共有することの重要性が示されている（文部科学

省 2020）。これらの考えを踏まえ，自立活動が障害による学習上または生活上

の困難や課題を克服・改善することであるならば，病弱児の遠隔授業実施にお

いて，子どももチームの一員として自立した学びに向けた課題について考える

べきではないだろうか。前項の中に「教師と児童生徒が一緒に…」という内容

を提案したように，教師や医師が一方的に学習計画を決めず，組織的に取り組

んでいくことが重要である。しかし，多忙な院内学級担任や教師だけでは校外

関係機関との連携の構築は難しい。その時に，特別支援教育に関して，校外の

関係機関との連携を司るのは特別支援教育コーディネーターである。遠隔授業

に関する様々な先行研究とその指導の効果が報告されている中で，共通して活

躍していたのは特別支援教育コーディネーターの存在であった。特に，特別支

援学校の特別支援教育コーディネーターは専門性が高く，遠隔授業の実施につ

いては，特別支援教育の自立活動と遠隔授業の両側面を考慮した支援が期待で

きる。特別支援学校のセンター的機能を活用して，遠隔授業の実施体制を整備

することも重要であろう。 

 

３ 病弱教育における遠隔授業の可能性 

 病弱児の遠隔授業は，コロナ禍を通して急速に普及していった。遠隔授業の

課題も変化し，自立した学びを支援するためには自立活動という特別支援教育

の視点を意識した取組が不可欠であることがわかった。たとえば，遠隔授業に

おける自立活動として，「1 健康の保持」としての体調の記録に反映した学習時

間の設定や，「2 心理的な安定」として病弱児自身が学習計画をマネジメントし

ていくことが挙げられる。そして，これらは病弱児もチームの一員として組織

的に関わっていくことが重要である。遠隔授業における自立活動は，病弱児の

体調や心理面のサポートとなり，学習の積み重ねを可能にしていくのである。 

特別支援学校における自立活動を重視した遠隔授業のあり方 ―病弱児へのコロナ禍での実践を通して―

─ 97 ─



しかし，本研究においては，自立活動の内容「1 健康の保持」や「2 心理的な

安定」以外の具体例，および評価について明らかにすることができなかった。

障害は多様化し，個別最適化された学習が進められる中，より多くの実践の蓄

積が求められる。他の自立活動の内容について重視した遠隔授業のあり方につ

いても，今後の実践において研究を重ね明らかにしていきたい。 
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５歳児の振り返りの時間における話し合い活動の発話分析 

 

片山 美香※1  星川 知美※2 

 

本研究では，５歳児の１，２学期を通じた振り返りの時間の話し合い活動を観察し，テー

マの内容，子どもと保育者の発話の量や内容を分析した。その結果，１学期当初は新たな担

任と子どもとで話し合い活動をどのように創り上げていくか，その方途を探る時期である

ことが分かった。保育者は子どもの発言を促しては受容して聞く姿勢の範となりながら，

発話ルールの習得に繋がる経験を重ねさせた。その際，保育者は子どもの代弁をせず，子ど

もが発言できるよう「確認」や「質問」を挟みながら発言を先導することの重要性が見出さ

れた。子どもは次第に発話ルールを身に付け，日々の活動の中で直面している問題を述べ，

聞き手からの応答を得ながら，協同的な問題解決の機会として活かせるようになることが

明らかになった。 

 

キーワード：５歳児，発話分析，振り返りの時間，話し合い活動，保育者 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科発達支援学専攻 

※2 高松市立国分寺北部保育所 

 

Ⅰ 問題と目的 

１ 幼児期に「言葉による伝え合い」の力を育むことの重要性 

 乳幼児期に飛躍的な発達を遂げる言葉は，その多くが大人の支えを得て発達

する。３歳頃に日常生活で必要とされる基本的な言葉の力が獲得されると，次

第に同世代の仲間との言葉のやりとりが活発になってくる。 

 2017 年に改訂（定）された幼稚園教育要領には，幼児教育と小学校以上の教

育を一貫して育みたい力としての「資質・能力」が示され，幼児の園修了時の

具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明示した．その

１つに「言葉による伝え合い」が挙げられており，「豊かな言葉や表現を身に付

け，経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注意して聞

いたりし，言葉による伝え合いを楽しむようになる（幼稚園教育要領，2017）」

育ちを目指した保育が行われることとなった． 

 清水・内田（2001）は，小学校への移行により，一対一から一対多へとコミ

ュニケーション様式の変化を経験するのに伴い，生活言語（一次的ことば）に

加えて時間空間を隔てた不特定多数に伝える言語（二次的ことば）（岡本，1984）

を習得し，明示的・暗示的に定められた教室に特有の決まりに従った発話形式

を身に付ける必要性を指摘している。しかし，岡本（1984）は二次的ことばを

習得し，授業での発話ルールに従ったやり取りを行うことは児童にとって「苦

しく困難な仕事」と述べる。幼児期に「言葉による伝え合い」を経験しておく

ことは，小学校での生活をより円滑にすることに繋がると考えられる。幼稚園

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.101 − 115
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教育要領（2017）の領域「言葉」，「内容の取り扱い（２）幼児が自分の思いを

言葉で伝えるとともに，教師や他の幼児などの話を興味をもって注意して聞く

ことを通して次第に話を理解するようになっていき，言葉による伝え合いがで

きるようにすること」と記述されているように．幼児期に安心して自己発揮で

きる人間関係の中で，「言葉による伝え合い」の姿を育むことが重要である。  

 

２ 保育を通じて「言葉による伝え合い」の力をどのように育むか 

３年間の幼稚園生活の中で「言葉による伝え合い」は遊びや係活動等，園生

活のあらゆる場面に存在する（片山・西村，2020）．多くは身近な人と相互交渉

するための生活言語（一次的ことば）を介した伝え合いであるが，４，５歳頃

から次第に時間空間を隔てた不特定多数に伝える言語としての「二次的ことば

（岡本，1984）」を用いる経験をするようになる．昼食前や降園前の集まりの際

にその日に園で遊んだことや園での生活に必要なこと，家庭や園外で経験した

こと等を友だちと伝え合ったり，共感し合ったり，情報を共有したりする「話

し合い活動」が二次的ことばを経験する場となる。 

杉山ら(1997)は，「話し合い活動」を「一定のテーマに基づいて意見を出し合

い，合意形成や確認を行う活動」と定義している。保育者が意図的に設定して，

行事などクラスで取り組む活動について相談したり，気持ちよく生活を送るた

めのきまりを確認し合ったりする話し合い活動を挙げ，一対一の会話と異なり，

一人の発言者に対して複数の聞き手が居るコミュニケーション形態である（杉

山，2009）としている。これらを踏まえて本研究では，話し合い活動を「一定

のテーマに基づいて意見を出し合い，合意形成や確認を行う，保育者が意図的

に設定するクラス全体での話し合い活動」と定義して論を進める。 

杉山・野呂（1998）は仙台市内の全幼稚園・保育所を対象に調査を行い，３

歳以上児のクラスのほとんどがクラス全体での話し合い活動を行っていること

を明らかにしている。３歳児は集団の中で話したり，聞いたりすること，挙手

をし，指名されて発言すること等，話し合いに参加するための基礎的能力を身

に付けていく（杉山，2011a）。続く４歳児では，他児との意見交換が見られる

ようになるが子ども同士だけでの意見交換は難しく，保育者の働きかけに大き

く依存する（杉山，2011b）。５歳児になると，保育者の問いかけが集団に向け

られた際には子どもが挙手し，指名を受けて発言する等，集団での話し合い活

動における発話ルールが定着してくる（杉山，2008）。話し合いの進展をもたら

す子どもの発言には活動の展開をイメージする力や他者の視点から物を見る力，

一人ひとりを大切にする仲間意識，目標に向けて仲間と共同する力などが育っ

てきていることも報告されている（杉山・野呂，2003）。５歳児では，自分なり

に考えて判断する力，意義も含めて自分の意見を表明する力，友達の意見を聞

いて意見を交換したり，調整したりしながら合意形成する力を培う時期である

とも言われる（杉山，2011c，2016）。杉山らの一連の研究は，毎月の誕生会の

前後に行われるおやつ作りのメニューを決める特定の話し合い活動を対象とし

ているため，子どもは同じテーマで見通しが持ちやすく，比較的話し合いの力
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を向上させやすいのではないかと推察された。 

そこで，本研究では５歳児の「話す力」及び「聞く力」を備えた「言葉によ

る伝え合い」の育ちの過程を明らかにするため，先行研究であまり取り上げら

れなかった昼食前や降園前の集まりの際にその日に園で遊んだことや園での生

活に必要なこと等を話し合う活動に焦点を当てる。この話し合い活動には，朝

の会（大野・寺島，2012）や帰りのあいさつ場面（鈴木・岩立 2010）のように，

時間，空間，活動内容が既定されたルーティン注１）を獲得したり，ある結論を

導くための合意形成を図ったりするような特定の話し合い活動（杉山，

2011a,2011b,2011c）に特化されていない自由さがある。その反面，毎回，異な

る内容が取り上げられるため，臨機応変に話し合いに取り組む必要がある。そ

こで本研究では，５歳児クラスの生活の中でその時々の必要感に基づいて設け

られるテーマでの話し合い活動を観察し，テーマの内容，子どもと保育者の発

話の量や内容を分析して日常的な話し合い活動の特徴を明らかにし，５歳児期

に有用な話し合い活動のあり方について考察することを目的とする。 

 

Ⅱ 方法 

１ 調査対象 

 国立大学の附属幼稚園５歳児の１クラス 24 名（男児 12 名，女児 12 名），及

び担任保育者（保育経験年数６年目，女性）１名を観察対象とした。 

 

２ 調査方法 

（１） 調査期間 

20XX 年 5 月上旬から 11 月下旬までの夏休みを挟む１学期から２学期の期間． 

 

（２） 手続き 

 第二著者が観察対象クラスに保育補助として参加し，月２回，各４時間程度，

降園前や昼食前等の活動の区切りにクラス全員が参加して行われる話し合い活

動の参加観察を行った。観察者は，子ども及び担任保育者の発話をＩＣレコー

ダーで録音しながら，表情や行動に関する情報を紙面に記録した。得られた音

声，記録メモから全発話と関連情報を書き起こし，プロトコルの形に示した。 

 

（３） インタビュー調査 

長期休暇時の 20XX 年 8 月 20 日及び 12 月 6 日に，担任保育者に援助の意図

や話し合い活動のねらい，クラスの実態等を聴取した。 

 

（４） 倫理的配慮 

本研究の主旨，及び具体的な内容と得られた情報の守秘，記録の取扱い，調

査の中断の自由等の倫理的な事項を記載した書面を提出し，園長，副園長，担

任より研究実施の承諾を得た。収集した記録から研究のためのデータを作成す

るにあたっては，個人が特定されないようアルファベット表記とした。 
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Ⅲ 結果及び考察 

１ 観察期間中に見られた話し合い活動のテーマ 

クラス全体が集まり，保育者から話し合いのための話題が提示されたところ

から，話し合いの終わりまでを１回の話し合い活動とした．観察期間中に出現

した話し合い活動は全９回であった．各観察日に話し合われたテーマを表１に

示した． 

各回共に，保育

者がテーマに関

する話題を投げ

かけて子どもの

誰かが応じる発

話をして話し合

いが始まった．

その日の園生活

を振り返る内容

としては，５/24，

６/21，10/25，11/８の遊びに関する振り返りが挙げられ，これらは翌日以降の

さらなる遊びの発展へと話し合いが展開した．翌日以降の園生活に見通しや期

待感を持ったりすることを意図した内容としては，園外散歩で訪問する予定の

路面電車の営業所を訪問して質問したいことについて話し合った 5/10，近く開

催予定の夏祭りやバザーに関する事柄について話し合った７/５，11/15 が挙げ

られる．７/18 は，園で子どもたちが水やり等をしながら育てた夏野菜をどの

ように分配し，持ち帰るかについて話し合った．９/５は，各自が過ごした夏休

みの思い出を発表し合った．保育所５歳児クラスの朝の集まりでの話し合い活

動を観察した杉山・野呂（1997）は，取り上げられるテーマとして「これから

の活動への心構え」「行事の相談」「きまりやクラス運営に関わること」の３つ

に大別していたが，ここでは，「各自の経験の振り返りと紹介」が見出された。

藤崎（1982）は，自分が発言していない時にも間接発話としてやりとりに参加

することによってクラス全体でテーマが共有されると述べている。個人的な内

容をテーマとする場合，聞き手の関心度や持っている関連情報の質や量に違い

が出やすいため，聞き手に配慮した話し方が求められるテーマと言えよう。 

２ 観察期間に見られた子どもと保育者の発話量の特徴 

 観察期間に見られた各回の話し合い活動の発話記録から，話し合い活動にお

ける発話を全て書き起こし，書き起こした発話の読点までの 1 文を 1 発話とし

て発話数の検討を行った．各回の話し合いの時間は概ね 10 分から 15 分程であ

ったが一定ではなく，その日の保育の状況や発言の出方等によって柔軟に設定

されていた．観察日ごとの子どもと保育者の発話数及び発話率を表２に示し

た。 

実施日 話し合い活動で取り上げられたテーマ

5/10 電車の運転手さんに聞きたいことについて

5/24 お兄さんお姉さん（実習生）と一緒に遊んで楽しかったこと

6/21 水遊びについて

7/5 夏祭りについて

7/18 園で収穫した野菜の分け方について

9/5 夏休みの思い出について

10/25 自分がした遊びの紹介

11/8 全員で製作中の巨大プラネタリウムについて

11/15 開催されるバザーでの出し物について

表１　振り返りの時間における話し合い活動のテーマ
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表中の「全発話数」

には子どもと保育

者の発話数の合計

値を示した。各回の

話し合い活動の所

要時間が異なるた

め発話数を直接比

較することが出来

ないため，観察日ご

とに子どもの発話数を全発

話数で除した値を子どもの

発話率，保育者の発話数を

全発話数で除した値を保育

者の発話率として算出し，

各回の発話率を比較検討す

ることとした。続いて，新し

いクラスや人に馴染む必要のある１学期（５/10 から７/18）と園生活が充実し

てくる２学期（９/５から 11/15）に分けて子どもと保育者の発話の量を比較検

討するため，学期別に子どもと保育者の発話率の平均値を算出した（表３）。子

どもと保育者とで発話率に違いがあるかを確認するため t 検定を行った結果，

観察期間の全体を通じて，子どもよりも保育者の方が有意に発話率が高いこと

が明らかになった（t(16)=2.7,p<.05）。続いて，子どもと保育者の学期間の発

話率を比較検討するため，学期間の平均発話率に関する t 検定を行った。その

結 果 ， １ 学 期 は 子 ど も よ り も 保 育 者 の 方 が 有 意 に 発 話 率 が 高 く

（t(8)=6.2,p<.001），２学期は子どもと保育者の間に有意な発話率の違いは認

められなかった（t(6)=-0.3,n.s）。これらの結果から，話し合い活動において

は子どもよりも保育者の発話の方が多い傾向にあるが，学期による違いがある

ことが分かった。１学期は担任保育者や友達と慣れていく過程であり，子ども

の言葉の力や話し合い活動の進め方が未熟であるため，保育者の発言が多くな

ると推察される。子どもが二次的ことばを獲得する前段階として，不特定多数

者の一員として話を聞けるようになることが不可欠であるとの岡本（1984）の

見解に照らすと，子どもにとって１学期は保育者の言葉を聞くことに注力する

時期であると言えよう。一方，２学期になるとクラスでの人間関係も安定して

きて，子どもがより主体的に話し合い活動に取り組めるようになると考えられ

る。クラスで取り組むおやつ作りのメニューを決定する合意形成過程を捉えた

杉山（2011b，2011c）は，４歳児クラスよりも５歳児クラスで，１年の内で後

半になるほど保育者が自らの意見を控え，子どもから意見を募るはたらきかけ

を増加させることを明らかにしている。本研究においても，１学期から２学期

へと日常生活や話し合い活動を共に積み重ねる中で，子どもが当該クラスの担

任保育者や友達との関係を基盤に話し合い活動を主体的に創り上げていくよう

観察日
子ども
発話数

保育者
発話数

全発話数
子ども

発話率（％）
保育者

発話率（％）

5/10 29 48 77 37.7 62.3

5/24 9 35 44 20.5 79.5

6/21 30 60 90 33.3 66.7

7/5 15 27 42 35.7 64.3

7/18 31 42 73 42.5 57.5

9/5 61 92 153 39.9 60.1

10/25 79 81 160 49.4 50.6

11/8 92 103 195 47.2 52.8

11/15 117 54 171 68.4 31.6

表２　各観察日の子どもと保育者の発話数及び発話率

子ども発話率
の平均値（％）

保育者発話率
の平均値（％）

観察期間全体 41.6（13.1） 58.4（13.1）

１学期 33.9（8.3） 66.1（8.3）

２学期 51.2（12.2） 48.8（12.2）

表３　観察期ごとの子どもと保育者の発話率の平均と標準偏差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　（　　　）内は標準偏差　
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になることが示唆された。 

３ １学期に見られた発話内容の特徴 

子どもがどのような発

話をしているか質的に検

討するため，子どもの発

話を選出し，類似した内

容をまとめて分類項目を

作成した。まず，子どもが

自分の経験や考えを話し

ているのか，その根拠ま

で話しているのかという

視点で「経験」「考え」「説

明」に分類した。次に，保育者や友だちの発話に対する反応を選出し，同意も

しくは反論，問い掛けに応答しているのか，分からないことを問うているのか

という観点から，「同意」「反論」「応答」「質問」に分類した。それ以外の発話

を「確認」と「その他」に分類し，９種から成る発話カテゴリーを作成した（表

４）。 

同様に担任保育者がどのような発話をしているかについて，まず子どもの発

言に対する保育者の発話を選出し，復唱して確認するのか，言葉を付け加えな

がらより詳

しく説明す

るのか，相

槌を打つの

か，受け止

めるのか，

子どもの発

言に言葉を

付け加える

のか，質問

するのかと

いう観点か

ら「確認」

「説明」「相槌」「受容」「補充」「質問」に分類した。次に，保育者自身の意見

を述べる発話を選出し，話の内容を分析をするのか，具体的な提案をするのか

という観点から「分析」「提案」に分類した。続いて，話し合いを進行する発話

を選出し，子どもを指名するのか，注意するのか，問題を提示するのか，まと

めるのか，話し合いの方向性を示すのか，子どもの発言を促すのかという観点

から「指名」「指摘」「問題提起」「結論」「方向付け」「誘発」に分類し，保育者

については 14 から成る発話カテゴリーを作成した（表５）。 

発話カテゴリー 定　義

経験 経験したことや事実を話す

考え 自分の考えや意見を話す

説明 根拠や理由を説明する

同意 保育者や友達の意見に同意する

反論 保育者や友達の意見に反論する

応答 保育者や友だちの問いかけに応える

質問 疑問に思ったことを尋ねる

確認 話し合いの内容を確かめたり，復唱したりする

その他 話し合いを進めるための言葉かけをする

表４　子どもの発話内容のカテゴリーとその定義

発話カテゴリー 定　義

確認 子どもの発言を復唱したり，理解出来たか確かめたりする

説明 子どもの言動を保育者の言葉でより詳しく説明する

相槌 子どもの発言に対して相槌を打つ

受容 子どもの意見や考えを受け止める

補充 子どもの発言に言葉を付け加える

質問 子どもの発言に対して質問する

分析 子どもの発言に対し，保育者の意見を交えながら論理的に分析する

提案 話し合いの話題に対し，保育者の意見を提案する

指名 子どもに発言権を与える

指摘 子どもに話し合い活動にふさわしくない態度や行動であることを伝える

問題提起 話し合いで取り上げる問題や話題を提示する

結論 話し合いのまとめをする

方向付け 話し合いの方向を示し，進行する

誘発 子どもの発言を促す

表５　保育者の発話内容のカテゴリーとその定義
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作成したカテゴリーに沿って子どもと保育者の発話を分類した。なお，１文

の中に複数のカテゴリーに該当する内容が含まれている場合は，１文につき複

数の分類を付した。各回の全発話を分類後，観察日ごとに各カテゴリーの発話

数を全発話数で除した発話率を算出し，グラフ化した（図１，図２）。 

図１より，１学期の子ども

の発話は「経験」や「考え」

のように主張する発話の割

合が比較的高いことが見て

取れる。挙手する子どもが多

く，自分の考えを発表したい

気持ちを多くの子どもが持

っていた。４，５月のクラス

目標は「自分の思いを出した

り，友達に伝えたりできるよ

うになること」とのことであ

ったが，保育者に伝えようとする姿はあるが，友達に伝えようとする姿はあま

り見られないと保育者は捉えていた。このような子ども理解に応じて保育者は，

子どもの主張に呼応するよう「確認」や「受容」「補充」「質問」によって，子

どもの主張をクラス全体で確実に理解出来るよう，言葉を補ったり，不明なこ

とを問うて明確にしたりする役割を担いながら，子ども同士の言葉による伝え

合いを育てる援助を行っていた。 

1 学期の第１回目の観察日であった５/10 は，園外散歩で訪問予定の路面電

車の営業所で質問したいことを出し合う活動であった。【事例１】は，電車の中

の椅子の並び方に関する話題で，同じ方向に２列並んだ４脚の椅子に対し，I 児

が違うと反論している場面である。I 児は友達の意見に反論することに抵抗を

感じていたのか小さい声で控えめに発言していた。保育者は声が小さいために

皆に聞こえないことを指摘し，大きな声で話すよう促している。このように，

保育者は適宜，集団の場で発言する際のルールに関わる援助を行っていた。 
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図１ １学期の子どものカテゴリーごとの発話率
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図２ １学期の保育者のカテゴリーごとの発話率
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 図２から，保育者は子どもの発話に応じることが多いことに加えて，「方向付

け」をすることが比較的多いことが見て取れる。【事例２】は先述した段ボール

紙で電車を製作し，園内で走らせる遊びをしている C の２つあると言う話題の

１つ目に区切りを付け，２つ目の話題を引き出そうとする保育者の発話である。 

 このように，子どもはある話題に集中してしまうと話の全体をモニタリング

することが出来なくなることから，保育者が話し合いの流れを作るための進行

役として先導することが必要な時期であることが分かる。 

 1 学期の第２回目の５/24 は，この日のみ来訪した教育実習生と一緒に遊ん

で楽しかったことを教育実習生，子どもの双方が発表し合った。まず教育実習

生が発表し，次に保育者が挙手した子どもを指名して発表となった。発表する

子どもの中に他の話し合い活動には無い「です・ます」の語尾が聞かれた。相

手が園外の年上の人（客人）であることを意識してか，実習生が使った型式を

真似てか，理由は定かではないものの文末表現を選択しながら，自分の経験や

考えを述べていた。５歳児になると，表現に先立って語・文法・内容の各レベ

ルにおいて構成の順序や方法をよく考えるという計画的構成が徐々に成立する

発達の兆しが指摘されている（藤崎，1982）。主体的に丁寧語を用いていること

から，発話における特定の技能を習得しつつあることが示唆された。 

 この頃から，聞き手側の子どもは発言者の顔を見たり，体を向けたりして多

数の聞き手の内の一人として話を聞く姿が多く認められるようになった。他方，

固定化しつつあった発言を聞かず，話し合いから逸脱する子どもに対しては，

集中して話し合いに参加できるよう，子どもの人間関係を考慮した着席を促し

たり，聞くことを促す声かけをしたり等の援助をしていた。 

 1 学期の第３回目の６/21 は，全員で取り組んだ水遊びの話題であった。子ど

も同士で自由に発言できるよう保育者は子どもの後方に退き，子どもたちは車

座になった。その結果，これまでのように自分の「経験」を一方的に伝える発

話から，お互い顔を見ながら「応答」する発話が比較的多くなった。保育者は，

【事例１】　　５/10の事例
I ：「（小さい声で）本当はさ…。（考え）」
保：「ごめん，皆に聞こえるように言ってあげて。（指摘）」
I ：「本当はさ，こんなんじゃない。（反論）」
２，３人の幼児：「合ってるよ！（反論）」
保：「本当はこんなんじゃない？（確認）列が２つあるね。（確認）でも，I ちゃんが思うのは？（質問）」
（I ：２列になった椅子を向かい合わせにする。）
２，３人の幼児：「あ～！」「それもあるね！」（同意）

【事例２】　　５/10の事例
C：「はい！あの，２個話があるんだけど。（その他）」
保：「２個話があるって。（確認）1個目。（指名）」
C：「もっと，このチャギントンを，もっとこれくらいに広くしたらいい。（考え）」
H：「でもそしたらさ！ここがはみでちゃう（廊下にある）パンジーで。（反論）」
保：「あ～～。（相槌）こっちに線路行こうとした時にぱんぱんになっちゃうかもってこと？（補充・確
認）はみでちゃうのね，なるほど。（受容）C君分かる，ほんとの電車もっと太いもんね，太かったら２
列になりそうだもんね。（受容）でも２個話があるって言ってたね。（方向付け）」
C：「次の駅で降りますってあるじゃん，あの，赤いやつがあるじゃん。（確認）赤いやつをどんどんつ
けてって･･･（考え）」
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複数の子どもが同時に発言すると，順番に発言するよう話し合いの仕方を伝え

る援助を行っていた。 

 1 学期の第４回目の７/５は，子ども達が企画して実施する夏祭りでのお店や

お化け屋敷の場所が狭くて準備が進まないという不満が子どもから出た．お互

いにアイディアを出し，「反論」「同意」をしながら，解決に向けて意見を交わ

した．発言する子どもが固定化してくるという問題が生じていたが，保育者は

ホワイトボードに図示する等，全員が内容を共有できるような手立てを工夫し

て，全員が話しの内容を理解して話し合いに参加出来るよう支えていた。 

 1 学期の第５回目の７/18 は，クラス単位で栽培した夏野菜を収穫し，どのよ

うに持ち帰るかが話題であった。いつもは話し合いに消極的な子どもも，自分

はどの野菜を持ち帰ることが出来るのかと主体的に参加して成り行きを伺って

いた。保育者は，「提案」や「結論」は出さず，子ども達が結論を見出せるよう

「受容」しつつ「方向付け」たり，「確認」「質問」を重ね，実現可能かを「分

析」し，発言を理解しやすいよう「補充」しながら，数に限りのある収穫物を

お互いに納得して持ち帰る方法を見出せるよう援助した。子ども達にも自分た

ちで決めようという意思が認められ，子ども間のやりとりが出現した。 

 【事例３】は，赤いミニトマトが多いが他の野菜は数が多くないため，どの

ように持ち帰れば良いか考えを巡らしているところである。C の発言を皆で共

有しようとはたらきかけたところからである。C の考えを皆に理解しやすいよ

う「補充」「確認」したところ，T が「いいね」と C の「考え」に「同意」を示

した。このような子ども同士のやりとりを保育者はすかさず「受容」し，他の

子ども達も自分の意思表明をするよう「方向付け」をした。その結果，数名の

子どもが保育者のはたらきかけに「応答」した場面である。この日，初めてこ

のような他児の意見に対して賛同を示すような「応答」が見受けられた。保育

者は，子ども達が話し合いに主体的に参加している機を逃さず，自分たちで合

意形成をする経験になるよう配慮していると推察された。 

４ ２学期に見られた発話内容の特徴 

１学期同様，子どもと保育者の発話のプロトコルに沿って，各発話内容の分

類を行い，観察日ごとに各カテゴリーの発話率を学期別に示した（図３，図４）。 

【事例３】　　７/18の事例
保：「今Cちゃんが言ったのは、黄色のミニトマト２個セットじゃなくって？黄色と？（誘発・指名）」
C：「赤。（考え）」
保：「黄色と赤の２つセットにしたらいいんじゃないって。（補充・確認）」
T：「いいね！（同意）」
保：「それでも良いと思うよ。（受容）じゃあお当番さん帰ってきたからもう一回聞いてみるよ。一回だ
け手を挙げるんだよ。（方向付け）」
保：「ミニトマトはいっぱいあるから、さっき言ってたみたいに黄色と赤とか、赤と赤とか２個ずつとか
でもできそうだよね。（分析）」
（数名）：「うん。（応答）」
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２学期の第１回

目の観察日であっ

た９/５は，各自が

友達の問いに答え

る形式で夏休みの

思い出を発表した。

日頃はあまり発言

しない子どもは緊

張して声が小さか

ったり，問われたこ

とに単語のみで応じたりしていた．保育者は具体的にどんなことをしたのか，

どんな気持ちだったのか「質問」を重ね，内容を「確認」したり，不足してい

る言葉を「補充」したりしながら代弁でなく，発言の手助けをしていた。 

２学期の第２回目の 10/25 はこの日にした遊びの紹介として，多くの子ども

達が取り組んだ巨大プラネタリウムに関する内容が中心であった。教室全体を

使って製作しているプラネタリウムに囲まれた状態での話し合いであった。プ

ラネタリウムに招いたお客さんが途中から激減してしまい，楽しくなかったと

の意見が出た。どうすれば多くのお客さんに来続けてもらうことが出来るか「考

え」を出し合った．これまでにはなかった，自分の「考え」に根拠や理由を付

して「説明」する発言が現れた。保育者による「質問」や「方向付け」はあま

り多くなく，子どもの発言はこれまでになく全てのカテゴリーに亘っており，

子ども間の話し合いが活発化してきていることが分かる。このことは先述した

子どもと保育者の発話量の平均値の比較結果にも見られたように，１学期は保

育者の発話の方が明らかに多く，話し合いの成立へと先導していたが，２学期

になると保育者と変わらない程に子どもの発話が増え，発話内容も多岐に亘る

ようになってきていることから，子ども達の力で話し合いが出来るようになっ

てきている育ちがうかがわれる。 
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図３ ２学期の子どものカテゴリーごとの発話率
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図４ ２学期の保育者のカテゴリーごとの発話率
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２学期の第３回目の 11/８は，子どもと保育者の発話数の合計が最多となっ

た，全員で製作している巨大プラネタリウムに関する話し合いであった。子ど

も達は見学に行った本物のプラネタリウムをイメージしながら製作していたが，

なかなか思うように出来ず，どうすれば本物のようになるか話し合いになった。 

 

【事例４】には，１学期のように保育者が話し合いを先導するのではなく，下

線部 G の「ちょっと聞いて，聞いて」のように子ども自身が他児の注意を引い

て発言したり，数名の女児から「D 君見えない」と言われると製作中の作品を

持ち上げて「これで見える？」と応じたり等，保育者を介さなくても聞き手の

子どもとの対話が成立し，子どもが主体となって話し合いを進められるように

なってきていることが見て取れる。これまで保育者は，子どもの発言の不足部

分を補って「確認」や「補充」をしたり，１学期の第４回の話し合いで用いた

ホワイトボードのように発話の内容を理解しやすいように視覚情報を付加した

りして，聞き手の理解を促す援助をしていた．今回，こうした保育者の介在が

少なくても聞き手の理解を可能にした理由として，【事例４】の太字で示した部

分のように，「あの丸」「あそこ」「こうしたほうが」「これを」「こうなってる」

等，説明のための言葉の未熟さを製作中の具体物を示すことによって補完し，

聞き手の理解を得ることが出来ているからではないかと考える．聞き手の子ど

もが「見えない」と発言していることからも，発言している子どもの「考え」

【事例４】　　11/８の事例
H：「あの丸をさ，一番上の段ボールの真ん中らへんは段ボールカッターで開けて…（考え）」
保：「じゃああそこに届くくらいこういう丸にするってこと？（質問・補充）」
G：「ちょっと聞いて，聞いて。（その他）」
保：「はいどうぞ。（指名）」
G：「話の続きなんだけどさ，（その他）」
保：「話の続きなんだけど。（確認）」
G：「こうしたほうがいいかな。（確認）」
保：「あ，椅子の話？（質問）」
O：「あのさ，じゃあさ，ここにガムテープ貼ったら？（考え）」
A：「じゃあさもたれたい人はどうするの。（質問）」
D：「段ボールを，ちょっと聞いて。（その他）俺いいこと考えたんだけど，こうなってるでしょ？（確認）」
保：「見える？（確認）」
数人の幼児：「見えなーい。（応答）」
D：「こうなってるでしょ？（確認）これを段ボールで折って，（考え）」
女の子：「D君見えなーい。（その他）」
（D：段ボールの椅子を上に持ち上げる。）
保：「持ち上げて見えるようにしたかったのね。（確認・補充）」
D：「これで，見える？（確認）これに，箱をこうやってつけて，こうやってつけるでしょ？（考え）これで，これを
ぐいって引っ張って，パタンって倒れたら？（考え）それと，これ長くしたら？（考え）頭打つじゃん。（考え）」
保：「背もたれが短いの？（確認）K君なあに？（指名）」
D：「こうするでしょ？（考え）」
（S：Dが椅子を使おうとしているのを止めようとする。）
D：「ちょっと！（その他）」
保：「え，いいじゃんSちゃん。（指摘）やって見せてあげたいんじゃろ？（確認）いいよ。（受容）じゃあそれを最
後まで聞いてからK君の言いたいこと聞こう。（方向付け）」
D：「これを，こうやったら，こうなるじゃん。（確認）打つじゃん。（確認）」
保：「打つね頭打つねそれじゃ。（確認）」
D：「だから，長くしようと思って。（考え）」
保：「それはどう？（質問）」
数人の幼児：「いいよ。（同意）」
保：「じゃあ，K君なあに？（指名）」
K：「もっと上が見られないとき，こうやったらいいんじゃない？（考え）」
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を理解する手立てとして指し示す具体物を利用していることが分かる．また，

聞き手側の子どもの中には話し合いに集中出来ていない子どもも居たが，聞き

手が理解しやすいよう工夫して話せば，下線部に示した「見えない」と「応答」

した複数の幼児のように，話し手が保育者でなくとも不特定多数者の一員とし

て話を聞くことが出来ることが示された．岡本（1984）は，「皆」に向けて話す

ことができる以前に，「皆」の中の一人として話を聞くことができるようになっ

ていくと述べる．「皆」という多数の中の無名の一人として友達の話を聞けるよ

うになっていることは，逆に「皆」に向けて話すことができる力が備わってき

ていることの証左であると言えよう。 

 ２学期の第４回目の 11/15 は，年長児クラス２組合同での話し合いであった。

全観察日の中で初めて子どもの発話率が保育者の発話率を大きく上回った。約

1 週間後に年長児が主催者となって開催するバザーの内容と運営の仕方に関す

る話し合いであった。子どもは「考え」や「説明」を積極的に発言し，その内

容をお互いに「確認」し合った。分からないことは「質問」し，それに「応答」

した。他児の主張に「同意」や「反論」も見られた。保育者は子どもの発言内

容が聞き手に伝わっていない場合にのみ，発言内容を明確化するよう援助して

いた。４歳児の合意形成のための話し合いを５月から２月まで縦断的に観察し

た杉山の指摘（2011ｂ）と同様に，話し合いの経験の積み重ねによって保育者

の働きかけがより間接的になり，次第に自分たちで主体的に話し合いを成立さ

せ，言葉による伝え合いが具現化される過程が明らかになった。 

 

Ⅳ 総合考察 

１ 話し合い活動に必要な環境作り 

 １学期は新たなクラスとなり，相互の人間関係も信頼関係も確立されていな

い。新たな担任と子どもとで話し合い活動をどのように創り上げていくのか，

その方途を探る時期と言える。保育者は子どもが自分の思いを自由に表現する

ことが出来る活動であると理解出来るよう積極的に発言を促しては受容した．

全体での話し合いであるため，「皆」に向けた発言が求められるのだが，保育者

に向けた発言になりがちであった．保育者は安易に代弁して先導するのではな

く，「確認」「質問」「補充」を挟みながら，子どもが主体となる発言になるよう

援助した．子どもは皆に聞こえる大きな声での発言，自分の主張したいことを

分かりやすく伝える話し方等，一対他のコミュニケーションにおける話し方の

ルールに沿いながら繰り返し話し合い活動を経験した。保育者は二次的ことば

（岡本，1984）の習得を支え，一対他のコミュニケーションとしての「言葉に

よる伝え合い」の基盤となる環境作りを担っていることが分かった。 

 

２ 一対他のコミュニケーションとしての教室談話経験 

 １学期の第３回目の話し合いでは，子ども達はぎゅっと集まり，全員が前を

向いて話し合い、保育者は子どもの後方に位置取った。子どもが相互に主体と

なって話し合いを進める環境となったせいか，保育者ではなく，他児を聞き手
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として意識した発言へと変化が見られた。主張したいことがある子どもは，発

言することにのみ意識が向きがちとなり，複数人が一斉に発言する場面が度々

生起した．その都度，保育者は順番に発話する等の集団での話し合いの基本ル

ールを伝え，不特定多数の「皆」に向けて発言することや，皆の中の一人とし

て聞き手になる一対他のコミュニケーション形式の習得を図っていた． 

 子どもは２学期以降，友達の発言に対して疑問があれば「質問」したり，根

拠をもって「説明」したり等，筋の通った話をすることが出来るようになって

きた。また，多くの子どもが他児の発言に興味をもって聞く姿勢がとれるよう

になってきた。保育者が介入して話し合いを整理する場面は相対的に減少した。

清水・内田（2001）は，小学校への移行に伴い，新しい社会的文脈の中である

一定の方法で進める学習形態としての社会的なやりとりである「教室談話」へ

の適応の重要性を指摘している。磯村ら（2005）は，教室での学習を知識の共

同構築の営みと捉える時，個々の学習者にとって学びの共同体の中でどう振る

舞うべきか，授業に独特のやりとりへの参加の仕方を身に付けることが重要な

課題になると述べている。保育者が小学校以降での学びの形式を念頭に置きな

がら５歳児に話し合い活動を取り入れることは，子どもが自然に学びの型を修

得する経験に繋がる可能性が示唆された。 

 

３ 協同的な活動としての話し合いの実現 

 ２学期の第３回目の話し合いは，子どもと保育者の発話数の総和が最多とな

った。クラス全体で取り組んでいたプラネタリウムの製作活動で思うように作

れないという発言に対して，解決策を一緒に考える姿が見られるようになった。

続く第４回は子ども達が主催するバザーの運営について，年長児クラスが２ク

ラス合同で話し合う活動で多人数となったが，年長児として会を取り仕切る重

要な役割を担っていることを意識しているためか，活発なやりとりであった。

出された意見に「同意」や「反論」をしながら，徐々に結論に収束していく過

程が見られた。４，５歳児クラスでの協同活動のための話し合いを実践した保

育者は，５歳児になると様々なアイディアが出てくるようになり，自分の経験

と結びつけながら話し合いが出来るようになることや，自分たちで決めて出来

たことへの達成感が大きいことを指摘する（杉山，2017）。本研究においても，

５歳児の後半期には大切な行事を成功させるべく，協同的な課題解決に繋がる

話し合いを実現する育ちが認められた。 

 

Ⅴ まとめと今後の課題 

 本研究では，５歳児の１，２学期を通じた振り返りの時間の話し合い活動の

観察から，子どもが主体的に話し合いを進め，協同的に課題解決を図る話し合

いに発展する過程を描出した．その過程を導く保育者は話し合い独自の基本ル

ールを自然に習得することができるよう，話し合いの流れに沿った子どもの発

話を引き出すよう援助した．具体的には，直接的に「説明」や「提案」，「結論」

を提示するのではなく，「相槌」をうったり「受容」したりしながら話しやすい
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環境作りをし，子どもの言葉の未熟さは意図を汲み取って「確認」や「質問」

をしながら子どもの発言を促した．また，話しが逸れないよう「方向付け」し

ながら，子どもの発言を明確化したり，思考を促したりしながら話し合い活動

としての環境作りを援助の核としていた． 

 今後は，３学期の話し合い活動から小学校への入学後の授業形式への適応の

過程を継続して観察し，小学校への接続期を含めた子どもの姿と保育者，小学

校の教師の援助の様相から就学前の話し合い活動から小学校入学後の教室での

コミュニケーションへの適応過程について解明することが課題である。 

 

注 

１）ルーティンとは，「生起順序に規則性のある複数のスロット（構成変数）か

らなる定型的なやりとり」を指す（外山，2000）。 
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グローバル・リーダー育成のためのシティズンシップ教育

の方法に関する研究 

 

―日本の SGH の実践に着目して― 

 

高 雨※1  桑原 敏典※2 

 

本研究は，グローバル・リーダー育成のためのシティズンシップ教育の方法を，具体的な

教育実践の分析を通して明らかにしようとするものである。参考にするのは，日本におい

てスーパーグローバルハイスクール（以下，SGH と表す）の指定を受けて教育改革に取り組

んでいる高等学校である。近年，日本の高等学校では教育改革が急速に進み，各学校が独自

の教育課程を作り，新しい教育方法にチャレンジしている。一方，教育においても，リーダ

ーシップ育成論が注目されており，それは一部の人を対象とするものではなく，社会で活

動する市民に必要な資質として認知されるようになりつつある。本研究では，SGH に取り組

む学校が，国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成にいかに取り組んでいるかを

分析し，シティズンシップ教育の新たな原理を解明したい。 

 

キーワード：リーダーシップ，グローバル・リーダー，シティズンシップ教育，グローバル

教育，SGH 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科院生 

※2 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 問題の所在 

本稿の目的は，グローバル社会で活躍することができるリーダーシップを身

に付けた市民を育成することを目指して，シティズンシップ教育の新たな方法

を解明しようとするものである。 

日本の文部科学省は，グローバル・リーダーの育成を目指して，2014 年に SGH

を創設した。SGH が目指すグローバル・リーダーとは，国際社会において活躍

できる人材であり，語学力だけではなく，社会問題に対する関心と深い教養，

コミュニケーション能力，問題解決力等の国際的素養を身に付けていることが

期待されている１）。このようにグローバル・リーダーの育成が，国の政策とし

て強力に推進されるようになった背景には，教育研究におけるリーダーシップ

育成論への注目が高まっていることが考えられる。その教育論に基づいて，い

くつかの大学や高等学校が，リーダーシップ育成を教育目標として掲げるカリ

キュラムを作り始めている。リーダーシップ育成は，教育政策の目標としてだ

けではなく，学術研究や教育実践でも注目されているのである。 
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リーダーシップ育成論の中でも，本研究は日向野幹也の論に注目した。早稲

田大学にてリーダーシップ教育の研究と実践に取り組んでいる日向野は，リー

ダーシップを，特定の人に求められる資質とは考えていない。日向野は，この

点について以下のように述べている。 

  （日向野の主張するリーダーシップは，）あるグループにおいて，一握り

の人がその他大勢を引っ張っていく形でのリーダーシップではありませ

ん。そこに参加する全員がそれぞれの役割においてまわりに働きかけ，そ

れが人を動かし，その積み重ねの中で結果的にグループとして何らかの成

果を得る，という意味でのリーダーシップです２）。 

日向野の論をふまえるならば，リーダーシップは，特定の役職や地位について

いる一部の人にだけ期待される資質ではなく，誰もが，社会を構成する全ての

人が他者とともに何らかの共同作業を行う際に必要とする資質である。このよ

うに考えると，リーダーシップは，現代社会においてシティズンシップを構成

する重要な要素の一つであると言えるだろう。しかしながら，管見の限りでは

あるが，リーダーシップに注目してシティズンシップ教育のあり方を検討した

研究は未だ見られない。SGH が継続的に実施され，グローバル・リーダーの育

成が高等学校の教育目標として広く認知されるようになってきている現状を踏

まえると，シティズンシップ教育研究をリーダーシップ育成に注目して進める

ことが必要ではなかろうか。 

また，SGH 等のグローバル・リーダーの育成を，これまでのシティズンシッ

プ教育研究の成果を踏まえて検討することも必要である。SGH の実践は積み重

ねられてきているものの，実践が先行し，学術的な研究が十分に追いついてい

ないのが現状ではないか。特にグローバル・リーダーの育成ということに関し

て言えば，多人種・多民族が共生する国際社会において活躍するリーダーには，

グローバル社会でその力を発揮するために，異なる考え方や価値観に基づく意

見を調整したり，それらをふまえて集団や組織をまとめたりするための資質が

必要である。このような資質の育成については，これまでのシティズンシップ

教育研究（市民性教育研究）から，有益な示唆を得ることができよう。本研究

は，グローバル・リーダー育成を目指した SGH の実践を，シティズンシップ教

育の視点から捉え直し，社会の構成員育成として意義付けることも視野に入れ

たものである。 

本研究は，以上のような問題意識に基づいて，まずはシティズンシップ教育

とグローバル・リーダー育成論の接点を見出し，そのうえで，リーダーシップ

育成論の検討を行う。それらの検討をふまえて実践の分析枠組みを設定し，SGH

の実践分析を行う。 

 

Ⅱ グローバル社会におけるシティズンシップ教育研究 

社会のグローバル化を背景に，シティズンシップ教育を捉得た研究の代表的

なものとしては，池野範男が『教育学研究』に発表した論文を挙げることがで

きる３）。池野は，シティズンシップ教育を構成員教育と捉えている。そのうえ
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で，現代に求められているシティズンシップ教育は，公共空間を形成する人を

作り出すことを目標にしていると主張している。公共空間を形成するうえで重

要なことは，他者への寛容であると池野は述べている。グローバル社会におい

ては，常に同じような考えや価値観を持つ人と一緒にいるとは限らない。池野

は，ハーバーマスの論に基づいて，「異質な他者を尊重し共存を受け入れ，他者

との利害対立，拮抗をも覚悟し，他者との差異を受容し寛容になることが必要」
４）と述べている。そして，そのためには，「社会の中において，自己と他者を感

じ意識する，とくにアイデンティティを形成するとともに，自己の中において

他者を意識し，自己のアイデンティティが複合的であることを理解し，複アイ

デンティティを形成していること，また再形成すること」５）が必要と述べてい

る。池野が主張するグローバル社会におけるシティズンシップのあり方は，異

質な他者との共生のあり方の考察をふまえたもので，グローバル・リーダー育

成について考察するうえで大いに示唆を与えてくれるものである。 

 また，国際理解教育の観点から，SGH の実践を検討した論文として，石森広

美のものを挙げることができる６）。石森は，SGH を中等教育段階におけるグロ

ーバル人材養成の具体的な事例として分析をした。石森は，SGH 分析の成果に

ついて次のように述べている。 

国際理解教育の目標群を構成する共感的理解，異文化尊重や協調の精神，

多様な他者への配慮や共生の姿勢，また問題解決に挑戦しようとする志や

行動への積極性が，諸活動によって徐々に涵養され，グローバル・シティ

ズンが啓培されていく態様を示すことができた７）。 

石森は，国際理解教育の目標に通じるグローバル人材に求められる資質として

共感的理解，異文化尊重や協調の精神，多様な他者への配慮や共生の姿勢は，

池野がシティズンシップ育成に必要としている「自己と他者を感じ意識する」

ことに通じるものである。石森の SGH に対する評価は，SGH の実践がグローバ

ル社会のシティズンシップ教育と同じものを目指していることを示している。 

 鎌田公寿，藤井大亮，菊地かおり，羽田野真帆による論文「高校教育におけ

る「グローバル人材」育成の特質─スーパーグローバルハイスクール（SGH）構

想調書の分析を通して─」も，SGH の実践を対象とし，その特質や意義を解明

しようとした論文として注目される８）。鎌田らは，SGH 事業のグローバル人材

を政策文書から明らかにするとともに，そこから明らかになったグローバル人

材の定義に基づいて SGH 構想調書を分析し，考察をしている。鎌田らは，構想

調書を分析する枠組みとして，公募の際に設定された課題から３つの類型を設

定した。それは，「普遍的価値志向型」，「問題解決志向型」，「ビジネス発信型」

である。３つの類型の意味を整理すると下記のようになる９）。 

「普遍的価値志向型」：国家という単位を前提としつつも，人類全体が共有すべ

き普遍的な価値の実現に向けて，異なる考え方や価値観を持つ人々と共に生き

るための態度を持つ 

「問題解決志向型」：複数の国家にまたがって生じる課題の解決を目指す 

「ビジネス発信型」：地域（および日本国内）を拠点に，グローバルに展開する
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企業に学びながら，現状と課題を認識し，その発展をグローバルな規模で実現

するための戦略を考案することをめざす 

鎌田らは，構想調書を分析し，SGH の取り組みを３つに類型したうえで，想定

される社会課題の範囲と，想定される活躍の場についてローカルとグローバル

のいずれを念頭においているかを明らかにしている。分析の結果，類型ごとに

パターンが明確に固定されているわけではないが，数には違いがあり，例えば，

普遍的価値志向型では，範囲と場の両方についてグローバルを目指す学校が最

も多かった。また，問題解決志向型では，範囲がグローバルで，場がローカル

というパターンが，ビジネス発信型では，範囲がローカルで，場がグローバル

というものが多かったということである 10）。以上の分析をふまえて，鎌田らは，

次の三点を考察の結果として述べている。第一は，学校現場はビジネス発信よ

りも，問題解決を志向していたということである。第二は，学校が地域の文脈

を期待以上に大切にしているということ，そして，第三は，学校が，日本人と

してのアイデンティティを重視していたということである。鎌田らの分析は調

構想調書の分析によるものであり，実践を分析したものではないが，SGH を教

育現場がどのように受け止めているかを理解するうえで，貴重な示唆を与えて

くれる。構想段階ではあるが，グローバル人材の育成という理念の下でも，教

育現場は地域や日本の文脈を重視していたと考えられる。本研究では，SGH の

実践すべてについて資料を収集し分析したわけではないので，全体的な傾向を

断定的に述べることはできないが，分析対象として取り上げた実践校は，グロ

ーバルな文脈を重視しながら，ローカルとそれをつなげようとしており，SGH の

中でも注目すべき学校の一つであると言えるかもしれない。また，SGH につい

ては，取り組むべき課題が実践の多様性を促す鍵となっていること，多様な実

践に共通する目的はシティズンシップ教育に通じているということも言える。 

 池野の研究からは，シティズンシップ教育はグローバル社会を背景に捉える

必要があることが明らかになった。その点から考えると，SGH の取り組みは，

グローバルに展開するシティズンシップ教育を志向したものと言えるだろう。

石森，そして，鎌田らの SGH の研究からもそのことは裏付けられた。 

 

Ⅲ リーダーシップ育成論の展開 

１ リーダーシップの定義 

 リーダーシップの定義は，研究者によって多様である。Yukl によると，

Hemphill と Coorts は 1967 年にリーダーシップを，「グループの活動を共有さ

れた目標に向ける行動」と定義した 11）。さらに，House は 1999 年にリーダーシ

ップを，「他者が，組織の有効性や成功に貢献するように影響を及ぼし，動機付

ける能力」と 12）。また，Northhouse は，リーダーシップの定義の変遷をレビュ

ーしている 13）。1990 年頃の「リーダーシップ」の定義は，「支配するためにコ

ントロールや権力の集中化が強調される」というものであった。それに対して，

21 世紀になると，「リーダーシップ」の定義について，「共通の目標達成に向け，

リーダーがメンバーに影響を及ぼすプロセスに焦点が当てられるようになる」
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と述べられている 14）。 

 このように，リーダーシップの定義は研究者によって異なり，それは時代や

社会の状況を反映していると言えるだろう。しかし，Northhouse によると，「影

響」「グループ内」「共通の目標」「プロセス」の 4 つの要素は，時代や社会を越

えて共通しているということである 15）。 

 本論文では，早稲田大学教授であり，リーダーシップ育成研究の第一人者で

ある日向野幹也が指摘しているリーダーシップの定義に基づいて，考察を進め

ていきたい。具体的には，日向野の論をふまえて，リーダーシップを「何らか

の成果を生み出すために，他者に影響を与えることである」16）と定義する。こ

の定義は，従来型の組織や集団の中で特定の地位に与えられる権限に基づくリ

ーダーシップにも，新しく主張されているそのような権限に基づかないリーダ

ーシップにも通用するものである。いずれにしても，リーダーシップの意味に

おいて不可欠であるのは，組織や集団の中で共通の目標を達成するために自ら

他者を鼓舞し導いていく能力であると言える。以上をふまえると，リーダーシ

ップには，「成果」と「他者への影響」の二つの要素が不可欠であると言える。 

 

２ リーダーシップと権限 

 従来，組織や集団内のリーダーが，その中で唯一リーダーシップを発揮でき

る人と考えられてきた。そのため，一般に若者が持っているリーダーシップに

対するイメージは，「権限や役職にあるリーダーが，カリスマ性を生かし，責任

感を持って，周りを引っ張ったり，まとめたりする」というものであった 17）。

組織や集団の中の権限に基づくリーダーシップでは，リーダーだけに支配力・

権威・権限が高まるように考えられている。今，このような権限を与えられた

人のみが発揮できる資質・能力を中心としたリーダーシップ論から，誰もがリ

ーダーがなることができる，学習可能な資質・能力を基本としたリーダーシッ

プ論へ移行している。例えば，ビジネス書などにおいても，「一人の権威的なリ

ーダーだけが組織を引っ張るのではなく，多様なリーダーが生まれ，これまで

にないリーダーシップの形が出現した」18）と述べられている。「権限」とは，

「ある範囲のことを正当に行うことができるものとして与えられている能力」

である。重要なのは，「正当」と「与えられている」ということである。実際に，

「何らかの成果を生み出すために，他者に影響を与える」ということは簡単で

はない。人は簡単に他人のために行動するものではない。そのため，「何らかの

成果」が必要になる。そして，その成果を達成するために，メンバーが指示や

命令に従うことを正当化する根拠が必要である。そこで，権限が必要になる。

権限があれば，周りに命令を出し，リーダーの意思に沿った行動をさせ，成果

を生み出すことが可能となる。これが従来のリーダーシップ論であった。 

 しかし，世界中で社会の変化のスピードは，以前にもまして速くなっている。

このような時代において，組織や集団が目標を達成するためには，そのような

変化に素早く対応することが不可欠である。このような状況では，従来のよう

に一人のリーダーがグループや集団を統率するシステムでは対応できない。効
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率が重視される競争社会となった今日，リーダーシップを取り巻く環境は大き

く変わっているのである。今の社会が求めているリーダーシップは，「権限のあ

る人」のみが発揮できるものではなく，「権限の有無にかかわらず，参加する全

員」19）が発揮できるものでなければならないのである。 

 

３ リーダーシップ教育が求められる背景 

 ２節で述べたように，リーダーシップの定義は，現在，大きく変わってきて

おり，それは多様化し，「オーセンティック・リーダーシップ」，「サーバンド・

リーダーシップ」，「シェアド・リーダーシップ」等新たなリーダーシップ論が

登場している。そして，組織や集団の中で特定の人に与えられる権限に基づく

ものではなく，グループ全員が状況に応じて発揮するべきスキルと捉えられる

ようになった。そのため，リーダーシップ教育は，ビジネスリーダーを輩出す

るためのエリート育成教育ではなく，市民性を育成する教育の一部になってい

ると筆者は考えている。平成 29，30 年改訂の学習指導要領は，現代を「社会構

造や雇用環境が大きく，また急速に変化しており，予測が困難な時代となって

いる」とし，その変化の一つして「進化した人工知能（AI）」の登場を挙げてい

る。Society5.0 とも呼ばれる新たな時代の到来は，私たちの社会や生活を大き

く変えていくと言われている。そのような中で，人々は様々な判断を全て人工

知能（AI）に委ねるようになるのであろうか。そうではない。学習指導要領で

は，学校教育の役割について，下記のように述べている。 

このような時代にあって，学校教育には，子供たちが様々な変化に積極

的に向き合い，他者と協働して課題を解決していくことや，様々な情報を

見極め，知識の概念的な理解を実現し，情報を再構成するなどして新たな

価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再構築することが

できるようにすることが求められている 20）。 

 この主張をふまえるならば，社会を構成する市民には，それが人であれ，人

工知能（AI）であれ，誰かの指示を待ち，それに素直に従うのではなく，組織

や集団全体のことを考えて自ら判断し，他者を導いていくことが求められるの

ではないか。現代において再定義されたリーダーシップの育成は，この意味に

おいて，今，求められている市民性教育，シティズンシップ教育のねらいに合

致していると言えるだろう。 

 

４ グローバル・リーダーが求められる背景 

 近年，学習指導要領が改訂の度に重視していることが，グローバル化が進展

する社会への対応である。そのため，例えば，今回の学習指導要領の改訂に先

立って示された中央教育審議会の答申では，社会科系の教科の課題について，

「知識や思考力等を基盤として社会の在り方や人間としての生き方について選

択・判断する力，自国の動向とグローバルな動向を横断的・相互的に捉えて現

代的な諸課題を歴史的に考察する力，持続可能な社会づくりの観点から地球規

模の諸課題や地域課題を解決しようとする態度」の育成などがあると述べてい

高　雨・桑原　敏典

─ 122 ─



る。このようにグローバルな社会における課題解決は，未来の社会を担う子供

たちに期待されている重要な資質と位置付けられている。リーダーシップ育成

とともに，グローバル人材の育成は，一部のエリートを育てるためのものでは

なく，全ての子供に期待されているものなのである。もちろん，経済界からの

エリート育成への期待が込められていることも否定はできないが，グローバル

化は，国際社会だけではなく，地域社会においても進展しており，グローバル

人材としての資質はあらゆる市民に期待されていると考えられる。 

 本研究では，グローバル・リーダー育成を全ての子供に必要な教育と捉え，

特に，中等教育においてそれをいかに実現するかという点から検討を進める。 

 

５ グローバル・リーダー育成の枠組み 

 まず，上記のような社会的かつ教育的な背景のもとに，日向野が主張するリ

ーダーシップの定義を参考しながら，グローバル・リーダーシップの定義を究

明したい。そこで，グローバル・リーダーシップは「異なる社会的歴史的背景

を持つために異なる言語や価値観を持つメンバー全員が，何らかの成果を生み

出すために，他者に影響を与える」というように定義する。その上で，舘野の

主張をふまえて，グローバル・リーダーシップ教育を「効果的なグローバル・

リーダーシップを発揮するために，個人の能力・資質・行動の向上を目指すこ

と」のように定義する。さらに，舘野のリーダーシップ教育の枠組みを参考し

ながら，日向野の「リーダーシップの３要素」を再検討し，グローバル・リー

ダーシップ教育の枠組みを図１のように構想した。 

グローバル・リーダーシップ教育の枠組みでは，国際的な視点を持つととも

に，異なる言語や文化や価値観を持ってグローバル・リーダーシップを発揮す

ることになる。そのため，リーダーシップ教育とは異なる効果が期待できる。

まず，「リーダーシップの基礎理解」については，自分とグローバル・リーダー

シップは関係があり，グローバル・リーダーシップは全ての人が持つべき資質・

能力であることを捉えさせる。「倫理性・市民性」は，手段を選ばず自分自身の

利益だけを追求する姿勢ではなく，世界の進展に貢献できる姿勢を意味する。

このような姿勢が，効果的なグローバル・リーダーシップを発揮するために重

要である。「自己理解」は，自分の性格や能力に適しているものを判断・選択す

ることである。自分がどのような生き方をしたいのかを考えさせる。「専門知

識・スキル」については，グローバル・リーダーシップを発揮する領域におけ

る専門知識や，論理思考力等のことを指す。実践の中で学ぶことで，知識の重

要性を理解し，使える「知識・スキル」を身につける可能性が高まる。また，

集団活動の中で，必要とする協調性や国際的なコミュニケーション能力等の資

質・能力をも高めることが期待される。 

 次に，グローバル・リーダーシップ行動を促進するための，「目標共有」，「率

先垂範」，「同僚支援」，「振り返り」という 4 つのステップを具体的に説明して

いきたい。 

 まず，「目標共有」とは「異なる社会的歴史的背景を持つために異なる考え方 
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図 1 グローバル・リーダーシップ教育の枠組み 21） 

や価値観を持つメンバー全員が，共有できる目標を設定する」ことである。そ

こで，効果的にグローバル・リーダーシップを発揮する環境を作る。つまり，

グローバル・リーダーシップの発揮が必要となる場面を構築するということで

ある。具体的には，「挑戦を伴う課題困難課題」や「新たな課題」のことを指す。

それらの課題は，一人で乗り越えることが難しく，必ず周りの人たちの協力す

る必要がある。しかし，「難しい課題」だけを設定すればよいわけではない。グ

ローバル・リーダーシップを発揮する環境づくりをするうえでは「目標」と「実

力」のバランスを取ることが重要である。その理由は，難しすぎる課題は挑戦

を諦めさせてしまい，簡単な課題は退屈させてしまう可能性が高いからである。

一方，グループの目標と個人の目標の間のへだたりも考えるべきである。この

段階で，グループメンバー内でよくコミュニケーションをとる必要がある。 

 次に，グローバル・リーダーシップを発揮する環境を作り出したうえで，ど

のようにグローバル・リーダーシップを向上させるべきかを考えなければなら

ない。具体的には，「率先垂範」とは，メンバー全員の考え方や価値観の違いを

受け入れて，その違いを越えて，自分から動き，他者の模範となり，合意を作

ることである。グループ内で，グローバル・リーダーシップ行動の中でもわか

りやすく，まず自分から一歩踏み出すという点で，最初に意識したい行動であ

る。しかし，主体的に先に何かをする態度を身につけさせる際には，自分に適

さないグローバル・リーダーシップに基づく行動を，無理に起こさないように

注意させるべきである。グローバル・リーダーシップを発揮するうえでは「自

分らしさ」を生かす必要がある。自分らしいグローバル・リーダーシップを探

究していくことが，必要である。 

 「同僚支援」とは，合意されたものに向けて，全てのメンバーそれぞれの違

いに応じた支援をすることである。そこで，他者の視点から，自分がどのよう
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にみられているかを知ることができる。自分のグローバル・リーダーシップの

ポジティブな面と，ネガティブな面の両方を理解することができればよい。そ

の行動によって，個人やチーム全体が動きやすくなるような環境を作ることが

できる。自分だけの力だけではなく，周りの力を最大限に発揮できるような環

境を作る行動とも言える。 

 最後は，「振り返り」である。グループ内で共有した目標と実際の結果を照ら

し合わせて考えてみることが必要とされる。そして，グループメンバーの違い

を考えながら，グループ及び個人の強みと弱さを認識しなければならない。さ

らに，結果をふまえて，改善点を見つけ，次の行動目標を見直すことが重要に

なってくる。 

 グローバル・リーダーには，異なる社会的歴史的背景を持つメンバーによっ

て構成される集団を取りまとめ，方向付けることが要求される。従来論じられ

てきたリーダーシップでは，考え方や価値観をある程度共有できるメンバーか

らなる集団の中で力を発揮することが前提とされていた。しかし，グローバル・

リーダーには，そのような考え方や価値観の共有がなされていない集団の中で

の活躍が期待されているのである。このようなグローバル・リーダーとしての

資質を身に付けた市民を育てることが，グローバル・シティズンシップ教育で

ある。 

 

Ⅳ 高等学校におけるグローバル・リーダー育成事例―SGH の取り組み― 

 本章では，グローバル・リーダー育成の事例として，SGH に指定され，教育

改革に取り組んだ岡山学芸館高校の実践を紹介する。以下は，同校の報告書に

基づいて，整理した 22）。 

 

１ SGH 指定の背景と目標 

 岡山学芸館高等学校は，平成 26 年度に SGH アソシエイト校に認定された後，

平成 27 年度には研究指定校として認定を受けた。平成９年よりタイ・カンボジ

ア両国への継続的かつ直接的な貢献事業として，両国で活躍されている NGO や

学校と提携し，長期留学生の受け入れなどの教育支援を続けるとともに，毎年

12 月には当地の団体や学校を訪問し，交流を進めてきていた。岡山学芸館高等

学校は「清明・正直・誠実」という教育理念のもと，国際的な人に必要なマナ

ーと教養，そして同校の教育理念の中心には「世界で活躍できる立派な日本人

を育成すること」を目指している。世界で活躍するには，まず，日本人として

の自分を知ることが大切であり，正しい歴史観，世界観を身に付け，世界にお

ける日本の立ち位置や世界の人々から期待されていることなどをしっかりと認

識する必要がある。そのうえで，日本人として何をなすべきか正しく判断し，

実行することが大切だ，ということを教育している 23）。 

 

２ SGH プログラムの概要 

 岡山学芸館高等学校では，大学など組織から支援を受け，生徒のグローバル・
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リーダーシップを育んでいる。同校のテーマは，「開発途上国における貧困の悪

循環是正に高校生ができること」であり，岡山と東南アジアの開発途上国など

をフィールドとした課題発見・解決型の探求学習を基盤にしている。グローバ

ル化がさらに加速するこれからの多様な世界の中で，豊かな人間性・価値観と

学習や活動に基づいて主体的な実践者であることがグローバル・リーダーに求

められる。グローバル・リーダーシップの発揮することや新しい価値の創造だ

けではなく，世界や社会の現状・実情を捉え課題の解決・是正が必要であり，

その解決・是正を実現するために必要となる資質・能力が必要である。 

そのような資質・能力を育てるために取り組ませる課題の 1 つが，世界に広

がる「格差」の問題であり，貧困や不平等などの形をとって現れている「格差」

の解決，是正こそグローバル・リーダーの責務の中でも重要ものの 1 つである

と考えた。SGH 指定に伴うカリキュラムの変更により，学校設定科目「SGH 課題

研究」を設置し，その時間に開発途上国における貧困の悪循環に関する研究を

行っている。カンボジアの貧困悪循環是正のため，具体的な問題に着目させ，

実践のための計画をたてさせ研究を進め，その課題研究の成果の振り返りと目

標の再策定を行ったうえで，フォーラム開催などの方法を通して成果を広く社

会に普及させようとしている。 

 

３ グローバル・リーダー像 

 岡山学芸館高等学校の目指すグローバル・リーダー像は，グローバル社会に

貢献できる人物である。この「グローバル社会に貢献できるリーダー」が必要

とする 5 つの資質・能力は，「グローバル・マインド」，「問題解決能力」，「交渉

型コミュニケーション能力」，「協調力」，「実践力」である。これらは，岡山学

芸館高等学校の生徒の現状から導き出されたものであるとされている。この現

状については，以下のように整理されている 24）。 

・生徒の国際的な事象に関する知識は表面的なものにとどまっており，グロー

バルな諸問題に対する理解度が十分ではなく，グローバル・マインドが必要

である 

・問題探知のための批判力や問題解決に必要となる論理力が十分でなく，問題

に対して自ら解決策を効果的に提示することができないため，問題解決能力

が必要である。 

・利害の異なる者との英語を介した発信型コミュニケーション能力が十分でな

く，英語などの多言語を必要とする場面で効果的に交渉を効果的に行うこと

が困難である。そのため，交渉型コミュニケーション能力が必要である 

・他者と目的を共有し，協力し目標を達成した経験が十分でなく，積極的に協

働して課題に取り組むことができないので，協調力が必要である 

・世界を導き出すことや失敗を恐れたりすることで，答えのない課題や問題を

目前にし，目標達成のための計画を実行に移した経験が十分でなく，自発的・

主体的な行動を積極的に起こすことができないので，実践力が必要である。 

このような現状認識は，同校が行ったグローバル・リーダーに関する意識調
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査に基づいており，同校ではエビデンスに基づいたグローバル・リーダー育成

がなされているということがわかる。 

 

４ 実践の展開 

 高校１年生では，カンボジアとの連携活動を通して，お互いに文化や言語や

価値観の違いを越えて，一致する目標を持つことが可能であることを捉えさせ

ている。そこで，「開発途上国における貧困の悪循環是正するために高校生が貢

献できること」というテーマを設定した。「貧困を解決するために必要なこと」

というテーマでグループ・プレゼンテーションをし，目標を立てさせている。

それを達成するために，グループ学習を通して，「貧困とその要因」をテーマに

してカンボジアと日本における貧困問題の違いを勉強させている。その間に，

ポートフォリオシートを使って，「学んだこと」，「反省点」，「今後の目標」，「そ

の他（感想など）」の 4 つの面から，生徒の授業達成度を把握しようとしてい

る。授業を受けた後，報告書に示された生徒の感想には「カンボジアの貧困は

私が想像していた以上に真剣な問題でした」，「私はカンボジアの貧困なんて日

本の国には関係ないかなっと考えていましたが，貧困はとても身近な問題であ

ることを知りました」といったものがあり，共有するテーマに対して新たな認

識を得ることができていることが分かる。 

高校２年生では，生徒自身が計画，立案，実践を行い，それらの活動を自己

評価していく。カンボジアをフィールドとし，フィールドワークでは，教育と

環境の両面から各種の現地調査を行って，ガンボジアの実際の状況を捉えたう

えで，その問題解決に貢献する活動を計画する。平成 28 年度の 2 年次の報告書

に掲載されているフィールドワークレポートからは，現地調査を通して，生徒

が現地のリアルな現状を理解し，問題をより深く認識することができたことが

分かる。相手を支援する際には，相手のニーズをよく理解したうえで，相手の

ニーズに合った支援を行うことが必要ということを理解している生徒の姿も見

られた。例えば，それは次のような感想に表れている。 

「支援する側として，一方的に押し付けるような支援することはしてはならな

いと思う。相手のニーズをよく考え，持続的にできる支援をすべきだと考える。

私たちがカンボジアを後にして日本に帰った時にもゴミ拾いをつつけてもらえ

るように現地の人たちの意識改善を一番の目標に行った。…ゴミ拾いには，小

学生も村の大人の方々も積極的に参加してもらえた。ゴミを拾うことに抵抗が

あるのではないかと考えていたので安心した。」 

 学芸館高等学校の実践では，振り返りを多様な方法で行っている。授業ポー

トフォリオでは，アクティブラーニングの学習成果や習熟度の定性的評価・ア

セスメントに必要となるエビデンスを重視している。その中では，「学んだこ

と」，「反省点」，「今後の目標」，「その他」という 4 つの項目で，生徒が自由に

回答し，主体的にかつ能動的に学習内容の整理を行っている。 

 

５ 実践についての考察 
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 学芸館高等学校のプログラムは、開発途上国の問題解決に取り組む活動を通

して、１年生での共通の知識やスキルを身に付ける段階から、徐々に生徒一人

ひとりの興味・関心に沿った課題探究活動に移行し、それに伴って専門性を高

め、より効果的で実質的な問題解決を行うための資質・能力を身に付けさせる

構造になっている。その中で、外部機関と連携することによって、教員だけで

は対応が難しい海外の研修をはじめとする活動の質を効果的に高めていた。ま

た、具体的な指導の中では、生徒一人ひとりの個人的な活動と協働作業を効果

的に連動させながら、全体で問題を共有しながら一人ひとりの生徒の学習意欲

と自発性を高める工夫を行っていた。 

 学芸館高校におけるグローバル・リーダーシップ育成プログラムの特質を整

理すると，以下の４点にまとめられる。 

①全員参加のプログラムと，生徒の興味・関心に沿って枝分かれしていくプロ

グラムをうまく組み合わせて，全体の質を徐々に高めている。しかし，その

一方で，生徒一人ひとりの能力や興味・関心に応じて学習の深まり具合が異

なっている 

②３年間を見通した連続的・体系的なプログラムが展開しており，プログラム

に設定された活動や体験が密接にかかわり合っている。 

③開発途上国の具体地と連携し，文化や言語や価値観の違いを越えて目標を設

定し，解決のための活動を考えさせていた。 

④授業のポートフォリオなどを活用して，効果的に振り返りを行い，学習に対

して生徒自身が能動的に取り組み，自らの成長を実感できるように工夫をし

ていた。 

 これらの特質は，Ⅲ章で示したグローバル・リーダーシップ教育の枠組みに

完全に一致しているわけではないが，かなりの部分で一致していると言えるだ

ろう。しかしながら，本研究の分析は，同校の報告書に掲載されている事実の

みに基づくものであり，データの制約上十分な分析になっているとは言い難い

という点は否定できない。 

  

Ⅴ おわりに 

 本研究の成果として，下記の４点を挙げることができる。 

①近年のリーダーシップ育成論を踏まえて，グローバル・リーダーシップの定

義を示したこと。 

②同様に，グローバル・リーダーシップ育成の定義を示したこと。 

③グローバル・リーダーシップ育成の枠組みを構築し，図式化したこと。 

④上記の定義や枠組みにそって，SGH の実践について考察したこと。 

 今回の調査は，SGH の報告書の記載内容に基づいて事実を取り出し，分析を

行った。しかし，報告書に掲載される事実はある程度選択されたものであるこ

とを踏まえると，実践の全体像を明らかにしたとは言い難い。また，分析も構

想した枠組みを十分に活用したものにはなっていない。今後は，分析の対象校

を増やすとともに，分析手法を見直し，取り上げた事例の本質を明らかにでき
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るようにしたい。 

（本研究は，高雨と桑原が共同で企画し，実施した。そのうえで，論文全体を

高雨が執筆し，桑原が調整・修正を行った。） 
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A Study on Methods of Citizenship Education for Developing Global Leaders 

-Focusing on the Practices of SGH in Japan- 

 

GAO Yu*1, KUWABARA Toshinori*2 

 

This study aims to clarify the methods of citizenship education for the 

development of global leaders through the analysis of specific educational 

practices. The reference will be the high school in Japan that has been designated 

as a Super Global High School (hereinafter referred to as SGH) and is working on 

educational reform. In recent years, Japan's high schools have made rapid progress 

in educational reform, with each school creating its own curriculum and taking on 

the challenge of new educational methods. At the same time, the theory of 

leadership development has been attracting attention in education as well, and it 

is becoming recognized as a necessary quality for active citizens in society, not 
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just for a select few. In this study, I would like to analyze how schools engaged 

in SGH are working to develop global leaders who can play an active role 

internationally, and to elucidate new principles of citizenship education. 

 

Keywords: Leadership, Global leader, Citizenship education, Global education, SGH 
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多文化共生の視点から見た中国の中等社会科系教科の特質 

―中学校地理及び歴史教科書の記述分析を通して― 

 

赫連 茹玉※１ 桑原 敏典※２ 

 

中国は人口の多数を占める漢民族と 55 の少数民族によって構成された多民族・多文化国

家である。このような状況を踏まえて，中国では民族意識の形成を中心に，国内の複数の文

化の共生を重視した教育が行われている。そこでは，ナショナル・アイデンティティの形成

を保証するため，大多数を占める漢民族と 55 の少数民族，そして華僑に対して「中華民族」

という総称を設けた。本研究では，多文化共生を目指す中国の教育において，漢民族と少数

民族がどのように描かれているかを明らかにする。それによって，中国が目指す多文化共生

教育の特質を明らかにする。そのために，先行研究として米国の教育学者バンクスの多文化

教育論を検討した。バンクスの多文化教育論を踏まえた時，中国の中学校地理と歴史の教科

書記述における民族の取り扱いにはどのような特質があるか，多文化共生の視点からどの

ように評価されるかを明らかにする。 

 

キーワード：多文化教育，教科書分析，中国，社会科 

 

※１ 岡山大学大学院教育学研究科院生 

※２ 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ はじめに 

現代社会においては，国の内外での人口移動が激しくなり，人々が複数の文

化に接触する機会がかつてよりも増えている。グローバル化の進展にともない，

国際交流や国際理解に関する研究も増加している。そのように研究が進む一方

で，国家間の多文化的状況を考えるだけではなく，一国内の多文化化について

も考える必要が生じている。中国は多民族・多文化国家として，国内に多様な

文化を抱えている。中国は，人口の多数を占める漢民族と 55 の少数民族によっ

て構成されている。このような状況を踏まえて，中国では民族意識を形成する

とともに，国内の複数の文化の共生を重視した教育が行われている。本研究で

は，そのような中国の社会科系教科において，多文化共生を目指した教育がど

のように行われているかを，中等社会科系教科の教科書記述の分析を通して明

らかにしようとするものである。中国の社会科系教科を，多文化教育を一つの

視点として分析し，その特質を解明することは，欧米とは異なる原理で多文化

共生を目指す中国の教育の方向性を解明することにもつながるであろう。分析

においては，特に民族の中でもマイノリティに注目し，マイノリティに関する

記述がどうなっているかを明らかにする。 
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Ⅱ 多文化教育に関する理論 

１ 中国の民族構成と多文化教育 

中国は人口の多数を占める漢民族と 55 の少数民族によって構成された多民

族・多文化国家である。各民族の文化，言語，宗教は異なっており，経済発展

の程度にも大きいな違いがある。1949 年に中華人民共和国が建国した後，各民

族の文化を尊重するために，民族平等という考え方を基盤として民族区域自治

制度など，様々な民族政策が推進されている。 

また，中国はナショナル・アイデンティティの形成を保証するため，大多数

を占める漢民族と 55 の少数民族，そして華僑に対して，「中華民族」という概

念を設けた。中国の中学校地理教科書では，「中華民族の長い歴史と輝かしい文

明は，すべての民族集団の協働により作られた。中華民族大家庭では，様々な

民族文化が融合し，多元的に発展している」と述べられている。また，多文化

教育に相当する概念として，中国には「多元文化教育」という言葉がある。中

国の「多元文化教育」は，多様性を保証するためにすべての民族が平等に扱わ

れ共生しているという考えを基盤としている。 

 

２ 多文化教育とは何か 

多文化社会が共生を目指すための教育理論として，米国の教育学者であるジ

ェームズ・バンクスの論を取り上げる。バンクスは多文化教育を次のように定

義している。 

あらゆる社会階級，人種，文化，ジェンダー集団出身の生徒たちが，平

等な学習機会をもてるように学校や他の教育機関をつくり変えるための教

育改革運動である。多文化教育のもう一つの目的は，すべての生徒がより

民主的な価値観，信念，また文化を超えて機能するために必要な知識，ス

キル，態度を育てられるように支援することにある。１） 

 これはバンクスが 20 世紀末のアメリカの多人種，多民族の文化と移民問題

が併存する背景を踏まえて考えた定義である。当時のアメリカ社会や学校教育

がこの社会問題を解決しなければ，社会階級，人種，ジェンダーなどの集団の

分裂は大きくなり，社会の安定と発展の妨げになったかもしれない。このよう

な状況のともで，アメリカの学校を改革し，多文化教育を実施する必要が生じ

たのである。学校でどのように多文化教育を実施するかということについて，

バンクスは以下のように四つのアプローチを提案した２）。 

①貢献アプローチ：エスニック文化集団に関する内容が，基本的に各集団の祝

日や祝典に限定されているものである。 

②付加アプローチ：各集団の文化的な内容，概念，テーマがカリキュラムに付

け加えられる。しかし，カリキュラムの構造や目的，特徴は変わらない。 

③変換アプローチ：カリキュラムの原理やパラダイム，および基本的な前提を

変え，生徒が異なった視点から概念や論点，テーマ，問題を考察することを

可能にする。 
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④意思決定・社会的行動アプローチ：変換カリキュラムをさらに発展させて，

学習した概念や問題，論点に関連した個人的，社会的，市民的な行動プロジ

ェクトや活動に取り組む能力を生徒に身につけさせる。 

これは，生徒が多文化教育に関する知識や関心を持っているだけでは不十分

であり，多様な視点から批判的に考え，実際の社会活動に取り組む能力を身に

付けることが重要であることを意味している。従って，生徒にとって理論を学

ぶことにとどまらず，実際に社会の中でそれを活用できることが重要である。 

バンクスの論からも明らかであるようにアメリカ合衆国の多文化教育の中

心的な関心は人種問題である。それに対して，日本の多文化教育の中心的な関

心は何か。日本の多文化教育について，森茂岳雄は以下のように述べている。 

   多文化共生に向けた教育の取り組みは，マイノリティである在日外国人

児童生徒，特に近年はニューカマーの児童生徒のための教育支援の問題と

して実践され，語られてきた。…（中略）… 

 多文化共生に向けた教育の取り組みは，マイノリティの児童生徒のため

の教育支援と同時に，マジョリティである日本人児童生徒を含むすべての

児童生徒に多文化共生にむけての資質をいかに育成するかという視点で考

えることが重要である。３） 

日本の多文化教育は，在日外国人児童生徒の問題を中心に取り組まれており，

多様な文化的背景を持つ人々の共生が課題となっている。そのうえで，森茂は，

多文化教育の対象はマイノリティだけではなく，全ての人であると述べている。 

多文化教育の定義や目的は，一つではない。それを実施する国の歴史的な背

景や現実社会の状況によって目的，対象，方法が異なっている。本研究では，

以上のような多文化教育の考え方をふまえて，中国の多文化教育にどのような

特質があるかを，教科書記述から明らかにしていきたい。 

 

Ⅲ 多文化教育に基づく教科書分析研究 

本章では，ジョセフ・セルニアック（Joseph Czerniak）の「アメリカにおけ

る黒人奴隷の反乱の記述とマイノリティの表現―1950 年から 2005 年までの歴

史教科書を例に」を手掛かりに，多文化教育の視点からの教科書分析の方法を

検討する。この論文では，量的研究と定性的研究を通して，アメリカの歴史教

科書における黒人奴隷の反乱の記述とマイノリティの表現を分析している４）。

論文では，アメリカの 1950 年から 2005 年までの歴史教科書について，10 年に

一冊の教科書を取り上げて考察している。ジョセフ・セルニアックは各教科書

の中で黒人奴隷の反乱に関する記述のページ，単元，章，言葉，図，グラフな

ど構成要素の頻出の度合いから，教科書の著者の意図などを分析している。例

えば，以下のように述べている。 

著者はナット・ターナーの反乱を説明するために 37 の言葉を使用して

いる。教科書はターナーが導いたバージニアの説教者であり，「55 人また

は 60 人の白人が殺され，ターナーを含む少なくとも 100 人の黒人が殺さ

れた」と述べている。著者は，黒人も命を落としたことを認めるが，文章
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の中では詳細が記載されておらず，その反乱が南部の他の反乱が発生する

きっかけになったと述べているだけである。５） 

このような結論は，言葉の頻出度と記述の分析に基づいている。これ以外に

ジョセフ・セルニアックは黒人奴隷の反乱に関する教科書の記述について，記

載されている人物の記述に，人種の違いによってどのような違いが見られるか，

記述の重点に違いがあるか，筆者に人種的偏見があるか，筆者の表現はどのよ

うなメッセージを含んでいるかを明らかにしている。 

このような分析は，教科書執筆者の意図に注目したものである。教科書執筆

者の意図が学習者に何らかの影響を与えることは容易に予想できることである。

このような研究の成果は，教科書を使っていかに歴史を教えるかということを

考えるうえで大いに示唆を与えてくれる。また，今後の教科書内容の改善にも

役立つであろう。また，教科書を使った授業から，子どもがどのような歴史認

識を形成するかということを考えるうえでも参考になる。 

 

Ⅳ 中国の中学校社会科系教科書の民族に関する記述の分析 

１ 教科書の選択と分析視点 

研究対象とするものは，中国の統編版の中学校地理と歴史教科書である。統

編版は「中華人民共和国教育部中小学統編教材」の略語で，中国の教育部（文

部科学省にあたる国の機関）に属する人民教育出版社が作った教科書である。

2016 年には，いくつかの省と市で試行的に使用された。2017 年から中国すべて

の小学校１年生と中学校二年生で使われ始めた。2019 年からは，中国すべての

小中学校は統編版を使っている。以上のように，統編版の中学校地理と歴史教

科書は中国を代表する教科書であり，本研究の分析対象として取り上げること

は妥当であると考えられる。 

分析の手順としては，まず，中学校地理と歴史教科書の民族に関する記述を

取り出して整理する。次に，それぞれの民族の頻出度を確認する。そして，そ

れぞれの民族に関する教科書記述の特徴を明らかにし，最後にその記述の背後

にある共生の原理を明らかにする。 

本論文では中国国内で公式に認められている 56 民族を対象として，人口の

多数を占める漢民族をマジョリティとし，55 の少数民族をマイノリティとした。 

 

２．各民族の頻出度合 

 ここでは，中学校地理と歴史の教科書における民族に関する記述の中での，

各民族の頻出度合について検討する。地理と歴史の教科書では，21 の民族が直

接的に取り上げられている。古代の内容の中で記述した民族は 14 の民族であ

る。教科書に登場する頻度が多い順に列挙すると，モンゴル民族，漢民族，鮮

卑，契丹，満洲民族，女真，ウイグル，匈奴，党項，羌，羯，吐蕃，氐，回鶻

の順となる。現代史の中で直接的に取り上げられている民族は満洲民族，回族，

ミャオ族，ウイグル族，イ族，トゥチャ族，モンゴル族，チベット族という８

民族である。また，カザフ族，朝鮮族，チワン族は直接的には記述されていな

赫連　茹玉・桑原　敏典

─ 136 ─



多文化共生の視点から見た中国の中等社会科系教科の特質 

―中学校地理及び歴史教科書の記述分析を通して― 

いが，教科書の挿し絵の中で，これら三つの民族の文字が取り上げられている。

教科書掲載の中国の民族分布図では，すべての民族を取り上げられている。そ

の中で，古代でも現代でも取り上げられ，登場回数が多い民族は漢民族，モン

ゴル民族，満洲民族，ウイグル族の 4 つである。古代史で登場する民族の中に

は後の時代に，滅亡したり，他の民族に吸収されたりして，現代の 56 の民族の

中に入っていないものもある。例えば，鮮卑族や匈奴族は現代史の中では登場

しない。 

取り上げた民族の中で，モンゴル族は少数民族の中で記述が最も多い民族で

ある。中学校一年の歴史教科書下巻の第 10 課「モンゴル族の奮起と元の成立」

と第 11 課は「元の統治」はすべてモンゴル族に関する記述である。少数民族の

中で記述が二番目に多い民族は，鮮卑族である。漢民族という言葉は 21 回登場

する。登場回数は最多ではないが，その記述は特定の単元に限定されず様々な

単元で言及されている。漢民族自体の紹介や生活様式についての説明はほとん

どなく，他の民族との関わりについての説明が多い。 

 中学校一年の歴史教科書の内容は中国の古代史で，43 課の中で 7 課は民族に

関する記述であり，古代史内容の約 16％を占めている。二年の歴史教科書の内

容は中国の近代史と現代史で，47 課の中で民族に関する記述は１課しかない，

内容の約２％を占めているに過ぎない。中学校二年の地理教科書の内容は中国

の地理で，24 節のうち一つの節に民族に関する記述があり，内容の４％を占め

ているに過ぎない。以上のことから，古代史において民族に関する記述が多く，

現代史において民族に関する記述が少ないということが言える。その理由につ

いては，推測の域をでないが，現代中国が「中華民族」を強調し，56 の民族が

同じ共同体として共同して社会を作ることを重視しているため，現代に近づく

ほど個別の民族の記述が少なくなっているのではないか。 

 

３ 各民族に関する記述の特徴 

 学習者にとって主要な教材である教科書は，その考え方や認識に大きな影響

を与える。本節では各民族の記述の特徴を明らかにしていくが，分析にあたっ

ては，まず，近代以前について，民族の外見的特徴についての記述を取り上げ

る。次に，漢民族が作った政権と少数民族が作った政権の関係についての記述

を取り上げる。その後，現代史における民族の記述を検討する。 

 次に挙げているのは，匈奴族等の生活についての記述である。 

馬に乗るのが得意な匈奴族の生活は，遊牧から農業へと徐々に移転し，

鉄や陶芸などの手工芸品産業を発展させた。山西省南部の羯人のほとんど

は，農業に従事し，織物が得意で，蒼い服を好んで着る。（資料下線４） 

民族集団を紹介する際に，よく取り上げられるのは食べ物，服装，祭りや祝

日という三つの要素である。これらは全て，外見的な特徴である。このような

記述は他の民族についても共通しており，少数民族について記述する際には，

外見的な特徴を重視していると言える。一方でそれぞれの民族が持っている特

有の考え方や価値観などへの言及はほとんど見られない。もちろん外見的な特
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徴は重要であるが，民族の内面についての理解が深まらなければ相互理解を促

進することは難しいのではなかろうか。 

次に取り上げるのは，マジョリティの漢民族とマイノリティの吐蕃族の交流

に関する教科書記述である。 

唐太宗の際に，吐蕃族の普松賛乾布はチベット高原の各部落を統一し，

ラシェに首都を定め，生産・制度など一連の改革を実施した。彼は中原の

文化を慕い，何度も唐に使者を送って，姫様と結婚したいという気持ちを

伝えた。太宗は文成姫を嫁がせ，使者として文成公主を派遣した。文成公

主はチベットに行く時，穀物の種，薬種，お茶，芸術品及び暦法，科学技

術の書籍などを持参した。それに加えて，多くの職人が随行した。職人た

ちは寺を建て，大昭寺の建立に参画した。松賛乾布は中原の文化をより良

く学ぶために，貴族の若者を長安に派遣して勉強させた。また，唐朝に蚕

と各種の専門技能を身につけた職人が欲しいという希望を伝えた。唐と吐

蕃族の政略結婚は，吐蕃の経済と社会の発展を促した。両民族の友好関係

は芝居，壁画，民間歌謡など様々な形で中原とチベットに広まった。（資料

下線８） 

中原は， 黄河中下流域にある平原のことである。歴史上，中原はほとんど漢

民族の勢力下にあった。吐蕃族については，「中原の文化を慕い」，「中原の文化

をより良く学ぶため」，「専門技能を身につけた職人が欲しい」と記述されてい

る。マイノリティの民族のもつマジョリティの文化へのあこがれ，尊敬の気持

ちが強調されている。それに対して，マジョリティについては，「文成姫はチベ

ットに行く時，穀物の種，薬種，お茶，芸術品及び暦法，科学技術の書籍など

を持って行った」と「多くの職人を随行した」と記述されている。このように

漢民族の政権が吐蕃族を支援する姿が描かれる一方で，逆に漢民族が他の少数

民族から支援される姿が描かれることはない。このように，マジョリティとし

ての漢民族の優位な立場が強調されているように思われる。実際に吐蕃族が漢

民族に及ぼした影響がどのようなものであったかについては，別途検証されな

ければならないだろう。 

先の唐の時代の記述は，政権をマジョリティの漢民族が持っている時のこと

であるが，逆にマイノリティが政権の時の記述はどのようになっているだろう

か。次に，鮮卑族による改革に関する記述を取り上げてみよう。 

北魏孝文帝が即位すると，改革を決めた。494 年，洛陽に遷都し，鮮卑族

を含む北方各族の百万人ぐらいを中原に移住させた。彼は更に漢化の政策

を推し進めて，官吏に朝廷の中で必ず漢語を使用させ，鮮卑語は使用禁止

とした。鮮卑服を漢服に代えた。鮮卑の苗字を漢民族の苗字に改めた。鮮

卑の貴族と漢人の貴族の婚姻を奨励した。両漢，魏の官制，法律などを採

用した。これらの政策は，民族の融合を促進し，北魏の国力を強化した。

（資料下線５） 

このような記述は，マイノリティの鮮卑族が，多くの漢民族が住んでいる中

原に移住した際，鮮卑族の孝文帝は国の統治を速やかに行うために，積極的に

赫連　茹玉・桑原　敏典

─ 138 ─



多文化共生の視点から見た中国の中等社会科系教科の特質 

―中学校地理及び歴史教科書の記述分析を通して― 

漢民族の文化を吸収し，漢化を進めたということを意味している。また，以下

は当時の漢民族の生活の変化に関する記述である。 

漢民族の人々は北方各民族の人々に牧畜の経験を学び，また彼らの食事，

服装，用具などを学び，生活の融合が進んだ。（資料下線６） 

孝文帝の改革後，中国語は北方の重要な共通語となった。漢民族の人々

も西北民族の楽器や歌舞などを好んだ。（資料下線７） 

これらの記述からは，民族融合の過程における漢民族の少数民族への影響は

文化，制度，法律など文化・社会面であり，少数民族の漢民族への影響は食事，

服装，用具など生活・生産面であることが分かる。このように影響を与える領

域が限定されていることには，意味があると思われる。漢民族の少数民族への

影響は文化・社会など世の中全体に関わるものであるのに対して，少数民族の

漢民族への影響は個人の生活に関わるものに限定されていると言えるのではな

いか。近代以前の記述からは，漢民族の少数民族に対する優位な立場が強調さ

れているように感じられる。 

次に，現代社会における記述を地理の教科書から見ていきたい。 

私たちの祖国の広い土地では，56 の民族集団が一緒に暮らし，統一と調

和の中華民族大家庭を構成している。漢民族は，中国の人口の約 92％を占

め，中国の民族の中で最も人口が多い。他の 55 の民族の人口は少なく，少

数民族と呼ばれている。 各少数民族の人口は様々で，その中で満洲民族の

人口は最も多く，1600 万人を超えている。 満洲民族，回族，ミャオ族，ウ

イグル族，イ族，トゥチャ族，モンゴル族，チベット族の人口は 500 万人

を超えている。 人口が少なく１万人未満の少数民族もいる。我が国の憲法

は，民族の大小を問わず，すべて平等であると定めている。（資料下線１） 

漢民族は全国各地に分布しており，少数民族は主に南西部，北西部，北

東部に分布している。ある特定の民族が居住する地域にも，他の民族が居

住している。 国勢調査データによると，いずれの県や市も単一の民族集団

で構成されているということはない。我が国の民族分布は「多くの民族が

分散して居住し，一部分が一か所に集まって居住し，雑居している」とい

う特徴がある。（資料下線３） 

56 の民族の中で，人口が多い民族が取り上げられている。民族の記述につい

て，社会の状況，各民族分布の特徴，民族制度，政策など外見的な特徴が記さ

れ，ここでも歴史同様に民族間の価値観や考え方の違いについては説明がない。

また，民族の持つ風習や生活様式などの説明もなく，マジョリティでもマイノ

リティでも，皆同じ共同体であるということが強調されている。 

 

４ 多民族共生の原理 

マジョリティと多数のマイノリティが一緒になって一つの社会を作る時，統

合のための原理が必要である。多民族国家である中国は 56 の民族を統合する

ための原理を持っている。その一つが「すべての民族は平等である」であり，

もう一つが「すべては中華民族として一つの民族である」である。中国の多文
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化教育は民族平等という考えを基盤としており，地理教科書の中でも「我が国

の憲法は，民族の大小を問わず，すべて平等であると定めている」（資料下線１）

と述べられている。しかし，現実には民族や地域によって経済状況や生活のレ

ベルに違いがあり，それぞれが完全に同じように扱われているとしたらその差

は広がるばかりである。この点について，川﨑誠司は，次のように述べている。 

多様な集団が共存するには，すべての構成員を同じに扱っても満足度は

高まらない。むしろ差別は強まり格差は拡大する。共存の在り方について

考えることは，人間のもつ不平等をどう調整するかということである６） 

その不平等をどのように調整するかということについて，中国は以下の対策を

実施している。 

国家は多くの優遇政策を実施し，大量の人を派遣し，また技術，資金，

物資などの様々な支援を通じて，少数民族区域の経済を強化し，各民族の

共栄と発展を促進した。各民族も自分の地域の実情に合わせて，自らの力

を発揮し，経済を発展させ，大きな成果を上げた。少数民族の地域の経済

は発展を遂げ，すでに中国国民経済の重要な構成部分となり，少数民族の

人の生活水準が高まっている。（資料下線 10） 

 つまり，平等は基礎であるが，経済的社会的に弱い立場にあるマイノリティ

に必要な支援を提供することが重要だとされている。不平等を放置すればどう

なるかについて，教科書では元の四等人制を紹介して説明している。 

元の統治者は漢民族とほかの少数民族に対する統治を維持するため，全

国民をモンゴル人，色目人，漢人，南人という４つの等級に分けた。モン

ゴル人は第一等として，各種の特権がある。色目人は党項人，畏兀人など

西北の諸族出身の人々を指す。漢人は淮河の北方，元金の領内の各民族の

人と，四川・雲南両省の人を指す。漢民族以外に女貞人，契丹人がいた。

南人は，おおむね南宋を統治した漢族人を指す。各等級の人は政治，経済，

法律上平等ではなかった。このような民族差別政策は，社会の不安を引き

起こし，元朝の滅亡の重要な原因の一つとなった。（資料下線９） 

 モンゴル族が行なった民族差別政策は，悪い結果しかもたらさなかったとい

うことである。教科書では，学習者に対して直接的に民族平等の重要性を強調

してはいないが，好ましくない事例を示すことで各民族が平等に共存すること

が大切であるというメッセージを伝えているのである。 

共生の原理としては，もう一つ「すべては中華民族として一つの民族である」

という考え方がある。中国には 56 の民族があるが，ナショナル・アイデンティ

ティの形成を保証するため，大多数を占める漢民族と 55 の少数民族だけでは

なく，「中華民族」という総称を設けたのである。地理教科書の中で，「中華民

族の長い歴史と輝かしい文明は，すべての民族集団によって共同で作られた。 

中華民族大家庭では，様々な民族文化が混ざり合い，多元的に発展している」

（資料下線２）という記述がある。マジョリティの漢民族であっても，マイノ

リティの少数民族であっても，皆同じの「中華民族」の一人であるというアイ

デンティティを学習者に育成使用としているのである。また，「統一の多民族国
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家」という言葉も何度も登場する。各民族の多様性を尊重し，すべての民族が

同じ共同体に属していることを強調しているのである。                   

 

Ⅴ おわりに 

 今回分析の対象として中国中学校地理及び歴史教科書の民族記述に関しては，

次の三つの特質を明らかになった。 

第一は，各民族の外見的特徴を重視していることである。教科書には，各民

族の風習，服装，用具，生活様式などが多く記述されている。第二は，歴史に

おいては，各民族は漢民族との関わりの深さや，構成の歴史に与えた影響の大

きさに比例して記述の量が増え詳細になるということである。歴史的には，教

科書に取り上げられた 14 の民族以外にも多くの民族が存在している。しかし，

全てが取り上げられているわけではなく，特に南方の民族についての記述は極

めて少ない。取り上げられる民族は，自分たちの王朝を作ったか，あるいは漢

民族との関わりが非常に深いものに限られている。第三は，民族の多様性を重

視する一方で，すべての民族が同じ共同体に属していることを強調しているこ

とである。現代においては，民族の多様性を尊重したうえでナショナル・アイ

デンティティを育成するために，「中華民族」という総称が設けられた。そのた

め，「統一の多民族国家」という言葉が，教科書に何度も登場している。個別の

民族を強調するのではなく，どの民族も同じ共同体に属しているということを

重視しているのである。漢民族中心の記述がなされるのはなぜか。この点につ

いては，推測の域を出ないが，中原地域が常に中国の中心であり，中原文化が

主流文化として位置づけられてきたことと，中原文化が漢民族を代表する文化

であることが関係しているのではなかろうか。また，歴史を記述する歴史家の

多くが漢民族出身であることも，漢民族を中心に歴史が描かれることと無縁で

はないように思われる。 

最後に，中国の中等社会科系教科の教科書記述を，多文化教育という視点か

ら捉えた際の課題について述べる。第一の課題は，記述が民族というカテゴリ

ーを中心に描かれているということである。民族という枠で多様な民族的アイ

デンティティを重視しようとしているが，民族という視点からは捉えられない，

中国の人々が持っている多様性については説明がなされていない。民族の違い

に基づかなくても，人々は多様な違いを持っている。そのような点からの記述

も必要ではなかろうか。第二は，外見的な特徴の違いが強調される一方で，民

族間の考え方や価値観の相違についての言及が極めて少ないことである。第三

は，公式に認められた民族以外の民族への言及がないことである。中国には 56

の民族以外に，「未識別民族」と呼ばれる人々が存在している。「未識別民族」

は，ある個別の民族ではなく，多くの民族の総称である。これらは，人口が極

めて少ないため民族として認められなかったり，民族として区分することに異

議が示されていたりするなどの理由で，公式に認められなかったものである。

2000 年の第六次人口普査（中国の国勢調査）により，中国の「未識別民族」は

約 73 万人であり，現在の少数民族人口の 0.697%である。その民族集団の存在
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は教科書では全く触れられていない。これらの人々をどのように扱うかという

問題は，多文化教育を展開する上での重要な課題となろう。 

 本研究では，中等教育段階の社会科系の教科書のうち地理と歴史を取り上げ

て，民族に関する記述を検討しただけであるが，多民族国家である中国で展開

されている多文化教育には，民族の多様性の尊重と平等を理念として掲げなが

らも，アメリカ合衆国や日本とは異なる特質が見られた。今後は，教科書に基

づく多文化教育の実践や，実践を行っている教師や学習している子供たちの多

文化教育に対する認識を調査が課題となろう。（本稿は，赫連と桑原が共同で企

画・遂行し本稿全体を赫連が執筆したうえで，桑原が調整・修正を行った。） 

 [注] 

１）ジェームズ・A・バンクス署/平沢安政訳『多文化教育―新しい時代の学校

づくり』明石書店，1999 年，p.21． 

２）同上，pp.49－53. 

３）森茂岳雄「第二章 多文化共生をめざすカリキュラムの開発と実践」松尾

知明『多文化教育をデザインする: 移民時代のモデル構築』勁草書房，2013

年，pp.22-42. 
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[資料 1]『地理』（義務教育教科書）人民教育出版社，2017 年の翻訳 

中
学
校
二
年
生
の
地
理
教
科
書 

第二章第三節 民族 
１．中華民族大家庭 
 私たちの祖国の広い土地では，56 の民族集団が一緒に暮らし，統一と調和の中華民族大
家庭を構成している。漢民族は，中国の人口の約 92％を占め，中国の民族の中で最も人口
が多い。他の 55 の民族の人口は少なく，少数民族と呼ばれている。 各少数民族の人口は
様々で，その中で満洲民族の人口は最も多く，1600 万人を超えている。 満洲民族，回族，
ミャオ族，ウイグル族，イ族，トゥチャ族，モンゴル族，チベット族の人口は 500 万人を超
えている。 人口が少なく１万人未満の少数民族もいる。我が国の憲法は，民族の大小を問
わず，すべて平等であると定めている。（下線１） 

中華民族の長い歴史と輝かしい文明は，すべての民族集団の協力により作られた。 中華
民族大家庭では，様々な民族文化が混ざり合い，多元的に発展している。（下線 2）ほとん
どの民族集団は自民族の言語を持ち，一部は自民族の文字を持っている。各民族の建築，食
事，服，風習，祝日，芸術，スポーツ，宗教などの文化は，中国の優れた伝統文化を構成し
ており，世界中の人々から尊敬と関心を集めている。 
図 1．各民族の言語による「私は中国人」の書き方（省略） 
２．民族分布の特徴 

漢民族は全国各地に分布しており，少数民族は主に南西部，北西部，北東部に分布してい
る。ある特定の民族が居住する地域にも，他の民族が居住している。 国勢調査データによ
ると，いずれの県や市も単一の民族集団で構成されているということはない。我が国の民族
分布は「多くの民族が分散して居住し，一部分が一か所に集まって居住し，雑居している」
という特徴がある。（下線 3） 

中国は，少数民族が集まり住んでいる地域において民族自治制度を採用し，自治区・自治
州・自治県・民族郷などの自治機関を設立している。各少数民族は，民族自治地域で自治権
を行使することができる。 建国以来，わが国の民族自治地域では，国家の民族政策を徹底
的に実行し，政治，経済，社会，文化において大きな進歩を遂げてきた。すべての民族集団
は，国家の経済建設，社会発展，国境地域の安定，国家の統一に重要な貢献をしてきた。 
図２．中国の民族の分布（省略） 

 

[資料２]『中国歴史』（義務教育教科書），人民教育出版社，2017 年の翻訳 
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前書き：…（前略）…わが国は 2000 年前の秦朝から統一の多民族国家である。 

第 17 課 西晋の短い統一と北方遊牧民族の移動 
（前略）我が国の北方の草原には，北方遊牧民族が住んでいる。彼らは水と草の豊かな美し
い草原に馬，牛，羊などを放牧し，水草を追って移牧する遊牧生活を過ごしている。「天蒼
蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」は彼らの生活の描写である。 

東漢，魏，晋の時期，わが国の北方遊牧民族は内陸部をずっと移動しながら暮らしてい
た。もともと北西に住んでいた氐族や羌族は，西から東へ陝西に移住した。モンゴル草原に
住んでいる匈奴族と羯族は，北から南へ山西に移住した。また，鮮卑族の一部は遼寧省に移
住し，一部は陝西や河套平原に移住した。西晋の時，山西と陝西で移住した民族集団の人口
は，すでに山西と陝西の全人口の半分を占めている。 
図３（西晋時代の少数民族移動の分布図） 

（中略） 
十六国時代，各国は互いに攻め合い，経済活動はひどく破壊され，人民の生活が苦しかっ

た。4 世紀後半，符氏が建てた前秦が盛んになり，黄河流域を統一した。貴族は漢民族文明
の影響を深く受けており，皇帝符堅は漢民族の文化をよく熟知していた。符堅は漢人の王猛
を丞相として任用して，鋭意改革を行った。彼らは制度を整備し，法律を励行し，集権を強
化し，難民を支援し，税金を減少し，新たな学校を作り，儒学を提唱した。この時，前秦内
の少数民族と漢民族間の対立や矛盾も緩和された。 
「関連がある歴史的出来事」 

馬に乗るのが得意な匈奴族の生活は，遊牧から農業へと徐々に移転し，鉄や陶芸などの手
工芸品産業を発展させた。山西省南部の羯人のほとんどは，農業に従事し，織物が得意で，
蒼い服を着るのが好きである。（下線 4）内陸に移動した各民族のリーダーは，だいたい中
原文化に敬意を表していた。移動した各民族集団の文化は，漢民族にも影響を与えた。西晋
では，洛陽の貴族や官僚は，床机，四角い腰掛けなど北西の各民族の家具を使うのが習慣で
あった。 また，雑居地に住んでいる漢民族も畜産を経営することを学んだ。 
「事後課題」 
１．西晋のいくつかの史料によると，内陸に移動した少数民族は進んで中原地区の歴史と文
化を受け入れ，鮮卑族は自らを黄帝の子の後裔と称し，匈奴族の鉄弗部は大禹の後裔と自称
した。なぜこれらの少数民族は自分たちのことを漢民族と同族だと考えるようになったか。 
第 19 課 北魏政治と北方民族の融合 
（前略） 
北魏孝文帝の改革 

4 世紀後半，陰山地区の遊牧民族の鮮卑拓跋部は急速に発展し，北魏を建国した。439 年，
北魏は北方を統一し，十六国以来の群雄割拠の状況を終わらせた。 

当時，北方各民族の人民は長期にわたって雑居しており，同じ民族集団が同じ地域に居住
することはあまりなかった。内陸に移動した各族は生産，生活と習慣について，漢民族とあ
まり違いがない。鮮卑拓跋部は内陸への移動が遅かったため，鮮卑族の習慣を維持し，北方
地区を統治することが困難であった。 
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 北魏孝文帝が即位すると，改革を決めた。494 年，洛陽に遷都し，鮮卑族を含む北方各族の
百万人ぐらいを中原に移住させた。彼は更に漢化の政策を推し進めて，官吏に朝廷の中で必
ず漢語を使用させ，鮮卑語は使用禁止とした。鮮卑服を漢服に代えた。鮮卑の苗字を漢民族
の苗字に改めた。鮮卑の貴族と漢人の貴族の婚姻を奨励した。両漢，魏の官制，法律などを
採用した。これらの政策は，民族の融合を促進し，北魏の国力を強化した。（下線５） 
北方地区の民族の融合 

魏晋以来，内陸に移転した各民族の人々と漢人とは雑居し，定住している。彼らは漢民族
の人々に農業技術を学び，それまでの牧畜から農業中心に転換した。漢民族の人々は北方各
民族の人々に牧畜の経験を学び，また彼らの食事，服装，用具などを学び，生活の融合が進
んだ。（下線６）十六国の北朝の統治者は，漢民族の貴族と連携して中原地域特有の統治方式
を踏襲し，絶対君主制で国を治めた。この時期の民族関係は，時には対立が激しさを増し，
戦争に至ることもあったが，全体的には民族の疎遠な関係が改善される傾向にあった。北朝
の末期，わが国の北方では各民族が融合していた。 

各民族間では経済的な交流だけではなく，文化的な交流もさかんになった。西晋の時代，
内陸に移動した各民族の大部分はすでに中国語を使用していた。孝文帝の改革後，中国語は
北方の重要な共通語となった。漢民族の人々も西北民族の楽器や歌舞などを好んだ。（下線７）
各民族は，経済，文化の交流が進み融合するにつれて，精神的にも相互理解がすすんだ。以
前の「胡」「漢」の観念は次第に薄くなり，民族間の隔たりと偏見が減少した。 

北方地区の民族間の交流と融合により，中華民族の発展に新しい原動力が加わり，中華民
族の物質文化と精神文化がさらに豊かなものになり，また，隋唐時代の多民族国家の繁栄と
発展の基礎が築かれた。 
「事後課題」 
１．右の３枚の絵（略）は敦煌莫高窟の壁画から模写したものである。これらはもともと北
方少数民族の座具であり，魏晋南北朝時代に内陸に導入された。絵を踏まえると，民族の交
流と融合は漢民族の発展にどのような影響を及ぼしているか。 
図３ 敦煌莫高窟の壁画からの模写 
２．北魏孝文帝はなぜ鮮卑の苗字を漢民族の苗字に改めたのか。 
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第三課 唐の景気 

（前略） 

民族間の交流と融合 

唐太宗の際に，吐蕃族の普松賛乾布はチベット高原の各部落を統一し，ラシェに首都を定

め，生産・制度など一連の改革を実施した。彼は中原の文化を慕い，何度も唐に使者を送っ

て，姫様と結婚したいという気持ちを伝えた。太宗は文成姫を嫁がせ，使者として文成公主

を派遣した。文成公主はチベットに行く時，穀物の種，薬種，お茶，芸術品及び暦法，科学

技術の書籍などを持参した。それに加えて，多くの職人が随行した。職人たちは寺を建て，

大昭寺の建立に参画した。松賛乾布は中原の文化をより良く学ぶために，貴族の若者を長安

に派遣して勉強させた。また，唐朝に蚕と各種の専門技能を身につけた職人が欲しいという

希望を伝えた。唐と吐蕃族の政略結婚は，吐蕃の経済と社会の発展を促した。両民族の友好

関係は芝居，壁画，民間歌謡など様々な形で中原とチベットに広まった。（下線８） 

唐の時代，漢民族と北方の少数民族が雑居し，結婚し，民族間の交流が進んだ。朝廷で

は，少数民族の人が重要な官職を任用することが多かった。唐太宗は開放的な民族政策を行

い，周辺の各族の尊敬を受けた。当時の北方と西北地区の各族の王様は唐太宗を各族の「天

可汗」と尊び，これは各族の共同君主を意味した。 

「事後課題」 
２．詩の鑑賞と分析 
蕃人旧日不耕犁，相学如今種禾黍。……城頭山鶏鳴角角，洛陽家家学胡楽。 

――王建『涼州行』 
女為胡婦学胡粧，伎進胡音務胡楽。……胡楽胡騎与胡粧，五十年来競紛泊。 

――元稹『法曲』 
課題：（１）詩の中で「蕃」と「胡」は何か。   
（２）前文の詩はどのような社会状況を反映しているか。 
第７課 遼，西夏と北宋の並立 

隋唐時代，北方の遊牧民族の契丹族と漢民族の間に経済的，文化的な交流が増えてきた。
唐の末期，北方の漢人が長城の北方へ避難し，中原の先進的な生産技術と生活様式を伝え
た。９世紀後半になると，契丹族では農業，製鉄，紡織などの生産が行われ，家や城の建築
が始まった。10 世紀初め，契丹族の王様であった耶律阿保機が契丹諸部を統一し，上京臨
演府に首都を定めた。阿保機は建国後，生産を発展させ，文字を作り，国力を高めた。 

中国の西北地区に住んでいる党項族は，元々は羌族の一派であった。唐の時代，党項族は
甘粛東部，陝西北部の辺に集中し，中原文化との接触が多くなり，社会生産が発展した。11
世紀前期，党項族の王様元昊が大夏皇帝を称し，興慶府に首都を定めた。歴史上で西夏と呼
ばれる。元昊は唐に真似て官制，軍制と法律を立て，農牧や経済を発展させ，西夏の文字を
作った。 

（中略） 
西夏と北宋の関係 

元昊が皇帝に即位すると，何度も軍隊を率いて，北宋に攻めた。北宋は攻められ，次々と
敗退し，大きな損害を被った。西夏は戦争にはたびたび勝利したが，建国の時間が短く，人
的・物的資源に限界があり，長年の戦争によって大きな損害を被って，人民の生活が困窮し
ていた。従って，北宋と西夏が和平交渉を行い，宋夏の契約を結んだ。元昊は宋の臣とな
り，宋が西夏に貨幣を送った。その後，宋夏の境界の貿易は盛んになった。 
「関連がある歴史的出来事」 

 

赫連　茹玉・桑原　敏典

─ 144 ─



多文化共生の視点から見た中国の中等社会科系教科の特質 

―中学校地理及び歴史教科書の記述分析を通して― 

 契丹族は我が国の古い民族の一つである。契丹族は 389 年に歴史文献の中で初めて記載さ
れた。契丹人は馬，牛，羊などを放牧し，水草を追って移牧する遊牧の生活をしている。
「行営到所即家，一卓穹廬数乗車，千里山川無土著，四時畋獲是生涯」約 500 年間の発展を
経て，唐の時代に，契丹族はより強力になった。 
「発展的な内容」 

北宋と遼と西夏が対峙していたが，お互いに商取引が行われていた。当時，宋と遼，宋と
西夏の国境に貿易の場を設け，「榷場」と称した。榷場で，政府と商人は各種の商品を交換
していた。榷場の貿易は盛んであった。例えば宋と遼の間で，北宋は毎年榷場から約１万頭
の羊を購入していた。ある年に遼で干害が起こり，北宋政府の穀倉から２万石の粟を購入し
た。辺境の商取引は経済・文化を促し，各民族の相互理解を深めた。 
第 10 課 モンゴル族の奮起と元の建立 
チンギス・カンはモンゴルを統一する 

モンゴル族は中国北方の古い民族である。モンゴル族は騎射が上手で，草を追って移牧す
る遊牧の生活を過ごしている。12 世紀には，モンゴルの草原に多くの部族が分布し，お互い
に人口，草原，水源，家畜などを奪い合い頻繁に争いが発生した。人々は草原が統一され，
争いが終わることを待ち望んでいた。 

モンゴル族の統一はテムジンによって達成された。幼い頃のテムジンは，父が部族の紛争
で亡くなったため，苦難を経験し，草原の各部族を統一してこそ，草原に平和をもたらし，
人々が安定した生活を送ることができると悟った。テムジンは何回も軍隊を率いて，草原の
各部落を打ち負かし，1206 年にモンゴルの草原の統一を果たし，モンゴル政権を樹立した。
彼はカガンとして擁立され，チンギス・カンと尊敬の意を込めて称された。 
モンゴルが西夏と金を滅ぼす 

チンギス・カンがモンゴル軍を率いて最初に西夏を攻撃し，西夏は金王朝に助けを求めた。
西夏と金はかつて対立していたため，金の皇帝は西夏への支援を拒否した。モンゴル軍の攻
撃により，西夏は 1227 年に滅ぼされた。 

チンギス・カンは，彼が軍隊を率いて西夏を攻撃する時，六盤山で亡くなった。彼は死ぬ
前に遺言を残し，宋王朝を通じて西夏王朝への攻撃を望んだ。その後，モンゴルと南宋が同
盟を結び，北方と南方が一緒に金と戦った。1234 年に，モンゴルは金を滅亡させた。 

金が滅亡した後，南宋とモンゴルの直接の対立が起きた。モンゴル軍は宋王朝を攻撃する
ために南へ行き，双方の間の戦争は 40 年以上続いた。 
元王朝の成立と統一 

クビライはチンギス・カンの孫で，1260 年にカガンを継承した。クビライは，漢民族の儒
臣が提唱した「漢民族の法律の実行」，「仁慈の政策の実行」，「勝手に殺さない」という提案
を受け入れ，「国を統治し，国民の安全を守る」という政策を実行し，広く言論の機会を設け，
官吏の行為を是正し，農業を重視した。彼は中原王朝の統治の方法に従って，様々な行政機
関を設立し，元号を決めた。1271 年，クビライは国の名前を元に変更し，翌年，その首都は
大都に設定された。 

元王朝の建立後，南宋を攻撃し続けた。1276 年，元軍は南宋の首都である臨安を侵略し，
南宋が滅亡した。南宋大臣の陸秀夫，文天祥などの人は，南に逃げた宋の貴族を支持し，元
との戦いを続けた。1279 年に，元軍は南宋の残党を破った。元は南宋を破り，国の統一を完
成し，歴史の中での中国の長期的な分裂を終わらせ，統一された多民族国家のさらなる発展
の基礎を築いた。 
「関連する歴史的出来事」 

チンギス・カンはモンゴルの草原を統一した後，軍事，行政，生産を組み合わせた制度を
確立し，モンゴル人を組織し，平時には生産に従事させ，戦時に出征させた。さらに 1 万人
の護衛部隊を設立させ，司法機関を設置してモンゴル文字を作成した。これらの措置はモン
ゴル族の発展を促した。 
「問題思考」 

クビライは漢民族の儒臣の意見を受け入れて，中原地区の各制度と文化を推進した。これ
は彼の統一の大事業にどのような作用と影響を与えたでしょう。 
「事後課題」 

モンゴルの文献資料『元朝秘史』には，12 世紀のモンゴルの草原についてこのような記述
がある。 
星の空が反転し，人々が反逆した。 
自分の部屋に入らず，お互い略奪する。 
芝生のある地が反転し，すべての人々が反逆した。 
自分の布団に入らず，お互いを攻撃する。 

この記述は，モンゴル草原のどのような状況を反映しているか？ その後，この状況はどの
ように変化したか。 
第 11 課 元の統治 
（前略） 
「発展的な内容」 

元の統治者は漢民族とほかの少数民族に対する統治を維持するため，全国民をモンゴル人，
色目人，漢人，南人という４つの等級に分けた。モンゴル人は第一等として，各種の特権が
ある。色目人は党項人，畏兀人など西北の諸族出身の人々を指す。漢人は淮河の北方，元金
の領内の各民族の人と，四川・雲南両省の人を指す。漢民族以外に女貞人，契丹人がいた。
南人は，おおむね南宋を統治した漢族人を指す。各等級の人は政治，経済，法律上平等では
なかった。このような民族差別政策は，社会の不安を引き起こし，元朝の滅亡の重要な原因
の一つとなった。（下線９） 
「放課後課題」 
1.統一多民族国家発展の視点から，元の統一の歴史的意味は何か説明しなさい。 
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 第 17 課 明の滅亡 
満洲の興隆と清軍の入関 

明代末期には，中国の北東部に住む女真族はだんだん発展し続けた。1616 年，ヌルハチ
は女真族の各部を統合し，政治権力を確立した。この国は大金と呼ばれ，歴史上は後金と呼
ばれていた。 ヌルハチは明朝との戦いに勝って，明朝の北部に重大な脅威となった。 ヌル
ハチの死後，皇太極が王位継承し，明代を攻撃し続けた。1635 年，皇太極は女真族を満州
民族に変更した。 翌年，国名を清に変更した。 
（省略） 
「発展的な内容」 
八旗制度 

ヌルハチは女真族の各部を統一する過程で，八旗制度を確立した。所属人員を８つの旗に
編成し，生産，行政，軍事の３つの機能を結合し，「兵民合一」，「軍政一体」を実行した。
旗人は「出れば軍隊になり，帰れば民になる」ので，戦闘力を高め，満洲民族の社会の経済
の発展を促した。清が全国の統治を確立した後，旗人は政治，軍事と経済上の多くの特権を
享受した。清の後期まで，旗人は官位と俸給を享受していたが，彼らはすでにその時，戦う
意欲をなくし，贅沢に安逸に暮らし，能力を失っていった。後の時代，人々は特権を享受し
ているが正規の仕事をしない人を「八旗の子弟」と呼んだ。 
第 18 課 統一多民族国家の強固と発展 

（前略） 
清政府のチベットへの関与 

清が建国した後，チベットの宗教のリーダーであるダライ五世が首都に行き，お祝いをし
た。順治皇帝はダライ五世に接見し，「ダライラマ」という称号を授けた。補助金を与え，
ポタラ宮を立て直した。康熙の時，清の軍隊はチベットに入り，チベットの分裂の状態を解
決した。そして，もう一人の宗教のリーダーに「パンチェン・ラマ」という称号を授けた。
その後，すべての「ダライラマ」と「パンチェン・ラマ」は中央政府の許可を受けなければ
ならなくなった。 

1727 年，清政府はチベットに駐チベット大臣を設置してチベット地方の政務を監督し
た。1793 年，清政府は『欽定蔵内善後章程』29 条を発布し，チベットの地方行政体制と法
規が規範化された。清朝は駐チベット大臣が朝廷の代表で，ダライラマとパンチェン・ラマ
と共にチベットの事務を管理することを明確にした。パンチェン・ラマの継承については，
清政府の許可を得なければならなかった。清政府はこれらの政策を通して，チベットに対す
る監督を効果的に強化した。 
西北の辺境の守りを固める 

中国の西北天山以南の広大な地区に居住するウイグル族などの民族の人々は，大多数がイ
スラム教を信仰しているため，清の時代にこの地域が回部と呼ばれた。康熙時，天山北路の
モンゴル族のジュンガル部の首領ガルダンはロシアにそそのかされて，反乱を起こし，天山
を越えて回部を攻撃し，東に進攻して青海，モンゴルの多くの地域を占領した。国家の統一
を守るために，康熙帝は三度みずから軍を率いて征伐に出て，何度もの戦役の中でガルダン
を破り，反乱を平らげ，西北部辺境を安定させた。 

乾隆の時には回部の貴族の大，小和卓が反乱を起こし，割拠した。彼らは各民族の人々を
残酷に襲撃し，人々が強い不満を抱いた。乾隆帝は軍隊を派遣し，大，少和卓だけが捕らえ
られ，各民族は無罪であり，関与していなかったと宣言した。ウイグル人の支援を得て，清
軍は２年間の戦いの後，国を分割した反乱を鎮圧した。清王朝は，バルカーシュ湖を含む新
疆地域全体を統治するためにイリー将軍を設立した。清の軍隊は北西部の管轄権を強化する
ために，新疆の至る所に駐留し，前哨歩哨所を設置した。 
清政府の領域 

清の前期，中国の領域は西がパミール高原まで，西北がレカシュガルまで，北がシベリア
と隣り合わせ，西南がヒマラヤまで，東北が黒竜江の北のスタノヴォイ山脈と樺太まで，東
が太平洋と隣り合わせ，東南が台湾とその付属の島（釣魚島と赤尾嶼を含み）まで，南が南
海諸島までであった。これにより，土地が広く，人口が多く，国力が強い統一多民族国家を
構成した。 
「事後課題」 
２．清政府のチベットと新疆の管理は，統一多民族国家を強化し発展させるためにどのよう
なメリットがあるのか。 

中
学
校
二
年
の
歴
史
教
科
書
下

第 12 課 民族の団結 
民族区域自治制度 

中国の民族問題の歴史と現状をふまえて，中国共産党は民族区域自治制度が我が国の民族
問題を解決するための基本政策と考え，それを確立した。民族区域自治は国家の支配で，少
数民族が居住する地方で地域の自治を実施し，民族が居住する人口と面積の大きさによって，
異なる等級の民族自治区域と自治機関を設立した。自治区域内では，現地民族が主となり，
民族内の事務を管理し，自治権を行使する。民族区域自治制度は中国の基本的な政治制度の
１つである。1949 年に採用された「中国人民政治協商会議共同綱領」は，民族区域自治を基
本的な政治制度として定めた。その後，民族区域自治制度は憲法に入った。1984 年に「中華
人民共和国民族区域自治法」が発布・施行された。 

民族は自治区，自治州，自治県に分かれている。1947 年，党の中央民族区域自治の基本
方針によりモンゴル自治区が成立した。これは中国初の省級少数民族自治区であり，新中国
建国後の民族区域自治制度の推進に貴重な実践経験を蓄積した。モンゴル自治区，新疆自治
区，広西自治区，寧夏自治区，チベット自治区の５つの民族自治区，30 の民族自治州，100
余りの民族自治県(旗)は 70%以上の少数民族の人が生活している。民族区域の自治を実行す
ることは，国家が各少数民族の内部事務を管理する権利を十分に尊重し保障する精神を表し
ている。さらに，民族の団結を維持し，祖国の統一を強固にし，少数民族の地区の発展を促 
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 進することについて重要な意義を持ち，各民族が協力して発展するための基礎を築いた。国
家は多くの優遇政策を実施し，大量の人を派遣し，また技術，資金，物資などの様々な支援
を通じて，少数民族区域の経済を強化し，各民族の共栄と発展を促進した。各民族も自分の
地域の実情に合わせて，自らの力を発揮し，経済を発展させ，大きな成果を上げた。少数民
族の地域の経済は発展を遂げ，すでに中国国民経済の重要な構成部分となり，少数民族の人
の生活水準が高まっている。（下線 10） 

20 世紀末，中央政府は西部地域の開発戦略を決定した。西部地域開発戦略は，５つの民
族自治区，27 の民族自治州，83 の民族自治県を含めた。西部地域開発戦略は，少数民族地
域の発展を加速させ，重要なチャンスを作り出した。 西部地域開発戦略を実施して以来，
少数民族地域の経済・社会の発展を促進するために，インフラストラクチャー，科学，教
育，文化などの面で多くのプロジェクトを行った。2006 年，青海・チベット鉄道が開通し
内陸と国境地域との結び付きが強化され，青海・チベット地域の経済・社会が発展した。 
「問題思考」 

中国の様々な民族集団の交流と融合に関する歴史的出来事を関連付け，ナショナル・アイ
デンティティを育成することについて，あなたはどう考えるか。 
「事後課題」 
１.我が国の５つの民族自治区を列挙しましょう。 
２．すべての民族集団の共栄と発展を促進するために，中央政府は少数民族地域に多数の幹
部を派遣し，地域づくりを促進した。孔繁森は代表の一人である。彼の地域の発展への貢献
に関する情報を収集しなさい。 

 

                                            

Characteristics of social science in Chinese middle school under multicultural 

perspective -Through the analysis of Chinese geography and history textbooks- 

 

HELIAN Ruyu*1, KUWABARA Toshinori*2 

 

China is a multi-ethnic and multicultural country. Han Chinese makes up the 

majority of Chinese population, while there are 55 ethnic minorities. Given this 

situation, Chinese education focuses on the formation of national consciousness, 

and emphasizes the coexistence of multiple cultures. In order to ensure the 

formation of national identity, the term "Chinese nationality" was settled for Han 

Chinese, other 55 ethnic minorities and Chinese overseas. In this research, we 

will clarify how Han Chinese and ethnic minorities are portrayed in Chinese 

education system, which aims for multicultural symbiosis in education. Thus, we 

will get a clear sense of the characteristics of Chinese multicultural symbiosis 

education. Therefore，I took up American educator James Bank’s multicultural 

education theory as a previous research and examined it. And I illustrated the 

characteristics of how the concept of ethnic groups are depicted in a geography 

and history textbooks of a secondary school in China from multicultural perspective. 

 

Keywords: Multicultural education, Analysis of textbooks, Social studies, China, 

Ethnographic group 
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気象学と植物学との連携による 

自然環境系の ESD 的理解への学際的アプローチ 

―大学における授業実践の試み― 

 

 原田 太郎※1  加藤 内藏進※1 

 

理科の学問分野である気象学と植物学との連携により，持続可能な開発のための教育

（ESD）を志向した自然環境系の理解を目指し，大学の教科・分野横断的な科目における授

業実践を行った。最初の試みとして，気象・季節・気候および植物との関連が重要となる理

科の教科内容をベースに，学際的な側面を持ついくつかのテーマが見出された。とりわけ，

生物季節（フェノロジー）は，ESD に関連した気象・気候の季節サイクルと植物の成長およ

び環境応答との関わりに関する学生の理解を促進するうえで有用であることが，授業分析

から示唆された。これらの授業実践から，気象学と植物学との連携が，自然環境系の ESD 的

理解の促進のみならず，教科内容構成の分野横断的な検討にも役立ち，教師教育のための

アプローチとして有望である可能性が示された。 

 

キーワード：ESD，教科内容構成，東アジアの気候系，生物季節，園芸学 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ はじめに 

気象学および植物学は，食料生産の維持，気候変動や災害，生物多様性の喪

失への対処等の地球規模の課題解決のための基幹とも言える学問分野であり，

環境教育や持続可能な開発のための教育（ Education for Sustainable 

Development (ESD)）と密接な関わりを持っている（佐藤・田代・蟹江 2017）。

学校現場や教師教育における ESD の推進は，持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals (SDGs)）の達成のためにも必要である（UNESCO 2017）。SDGs

において，気象学は目標 13「気候変動に具体的な対策を」と，植物学は目標 15

「陸の豊かさも守ろう」と最も直接的に関係しているが，これらの目標はいず

れも，「5 つの P」のカテゴリー中の地球（Planet）に分類されている。我が国

では，これらの 2 目標の達成に関しては維持または改善の傾向が示されている

ものの，目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」，目標 14「海の豊かさを守ろう」

および目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」とともに，最も改善が

求められる「Major challenges」の評価が下されている（Sachs et al. 2020）。 

二宮（1999），加藤（2006）等でも述べられているように，我々を取り巻く地

球環境システムは，様々な物理的，化学的，生物学的過程が固体地球圏・大気

水圏・生物圏の間で複雑に絡み合って成り立っており，ある因子が僅かに変化
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するだけで全体に大きな影響が及ぶ大変微妙なバランスの上に立つ。それらの

中で，気象・気候系と植物学で対象とする分野に限っても，両者の関わりは大

きい。気象学・気候学および植物学は，それぞれ地学・地理学および生物学の

1 つの分野であり，現行の理科の学習指導要領において，前者は地球領域の，

後者は生命領域の柱となっている。しかし，上述の学問特性を反映して，学習

指導要領に準拠した教科書においても，両分野が密接に関わる単元が見出され

る。例えば，小学校第 4 学年の「季節と生物」の単元では，1 年間を通して気

温と動植物の定点観測を行い，季節と生物の活動との関連を学習する（毛利・

大島他 2020）。高等学校「生物基礎」では，「植生の多様性と分布」の単元にお

いて，気温および降水量が植生を決定する主要因となっていることを通じて，

気候がバイオームと密接に関わっていることを学習する（本川・谷本他 2013）。

また，高等学校での地学未履修者も多い中での教員養成の一環として，ESD で

気象・気候と植物とが関連した分野の背景に関する理解自体を深めることも必

要である。更に，理科における地球領域も踏まえた生命領域の教科内容構成を

再検討する観点からも，気象学・気候学と植物学との学際的協働は，ESD での

具体的分野に関連した科学的リテラシーの醸成に有用であることが考えられる。 

 なお，ESD で取り組む種々の分野間の繋がりは大きい。従って，ESD では，単

に各分野の個別的な取り組みだけでなく，異なる背景の社会・自然や人間への

思慮（「異質な他者への理解」）も含めて多面的・総合的に思考できる力（「ESD

的視点」と呼ぶことにする）の育成も強く求められている（異質な他者への理

解は，地球市民教育（Global Citizenship Education, GCED）との関わりも深

い（小林 2016；UNESCO 2015，等））。加藤他（2017a, b），加藤他（2019a, b）

等による「季節感」を接点とした気候と芸術との連携は，気候変動・文化理解

教育の直接的融合に留まらず，上述の ESD 的視点の育成も狙った例である。 

 そこで，気象・気候学と植物学都の連携によるこのようなアプローチを教師

教育の一環として試行する狙いもあり，2018 年度から岡山大学で新設された 3

年次生以上を対象とする高年次教養科目の 1 つとして，加藤（気象学）と原田

（植物学）が担当する「気象・気候と植物からみる自然環境系」を開設した。

また，加藤，赤木（美術），宇野（地質学・古地磁気学）が担当し，ゲストとし

て加藤（晴）（音楽）とも連携した教育学部の専門科目「くらしと環境」（理科

の専門科目ではなく，教科横断的思考力の育成を狙う位置付けの科目）におい

て，2019 年度からは，原田による植物学の視点からの講義（1 時間分）を加え

た。本論文では，上述の気象学・気候学と植物学との学際的協働による ESD に

関連した自然環境系の理解を促進するための方策開発のために，まず，岡山大

学における「気象・気候と植物からみる自然環境系」および「くらしと環境」

の授業で扱うべき内容に関する専門的知見の学際的統合・検討を行う。更に，

主に「くらしと環境」における授業実践について，生物季節（フェノロジー）

を中心とした結果の若干の分析も行い，学際的連携を通した教師教育プログラ

ムの深化へ向けた論考を行う。今後は，単元構成の再構築へ向けた内容構成の

検討と授業の詳細な分析との往還を更に進める必要があるが，本稿では連携の
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最初のステップとして，専門科学における内容の視点からの考察を中心に行う。 

 

Ⅱ 授業で取り上げた事項に関する論点の整理 

１ 高年次教養科目「気象・気候と植物からみる自然環境系」について 

「気象・気候と植物からみる自然環境系」（1 単位）では，全体として気象・

気候学分野と植物学分野間の内容のフィードバックを意識した内容が構成され，

気象・気候と植物の話題とが絡みながら授業が進行する（第 1 表）。 

 

第 1 表 高年次教養科目「気象・気候と植物からみる自然環境系」の概要および内容。 

概

要 

持続可能な社会の担い手を育てる ESD で取り組むべき種々の問題は，相互に密接な関わり

を持つ。従って，将来の理科教育を担う学生は，直接関連する専門性を更に深めるとともに，

それを軸とする異分野との学際的『知の統合』を通して，例えば ESD 的な視点や思考力とい

ったリテラシーをも培う必要がある。そこで本授業では，ESD において重要なベースの 1 つで

ある気候環境や変動を軸に，自然科学の中での異分野との関わりや（本講義では植物学，数

学等との内容的関わりを例に），社会・文化等との関わりの視点も強く意識しながら，最新の

話題も含めた解説やそれに基づく考察を行う。 

内

容 

(1) 「気象・気候学と植物学との連携による ESD への貢献」（全体の導入） 

(2) 「自然の理解と数学（指数関数や，その三角関数との繋がり等を軸に）」 

(3) 「気象と植物（微気象と植物，環境ストレス）」 

(4) 「東アジアの気候環境と季節サイクル」（植物の環境因子，植物のフェノロジー，多彩な

季節感と文化理解教育，等との関連も意識。ヨーロッパの季節サイクルとの比較も含む） 

(5) 「季節と植物（植物のフェノロジー，作物生産と環境制御）」 

(6) 「気候と植物（バイオーム，気候変動と植物進化）」 

(7) 「地球温暖化予測と地域規模気候変動」（IPCC 関連の国際協力の現状，異常気象を見る視

点，等も含む）， 

(8) 「本授業内容をベースとした ESD 授業構築へ向けた考案」 

  

一方，2020 年度の「くらしと環境」では，日本付近の気象・気候と詳細な季

節サイクルに関する講義（ドイツや北欧付近との比較も含む。第 1～3 日目の途

中まで）の後，植物分野に関する講義を 60 分行った。但し，「くらしと環境」

では，第 4 日目の「季節感」を接点とした美術や音楽等との連携を目玉に，毎

年新たなテーマを扱っている（例えば，「初冬の時雨」（加藤他 2011），「暖候期

の降水の多様性」（加藤他 2012），「日本列島付近の冬を挟む季節進行の非対称

性（初冬と早春との違い）」（加藤他 2014 等），「日本とドイツの比較」（加藤他

2017b 等），「日本と北欧の比較」（加藤他 2019a）等）。一方，「くらしと環境」

での植物分野の内容は，高年次教養科目のダイジェスト版にも近い。そこで，

両者の連携の論点に関しては，高年次教養科目の内容を中心に考察する。但し，

いずれの年度でも「くらしと環境」の履修者数が高年次教養科目よりもかなり

多かったため，授業結果の分析に関しては，「くらしと環境」を中心に行った。 

 

２ 気象・気候学分野からの視点 

（１）日本付近を中心とする気候と季節の大枠 

 日本付近の季節は，東アジア特有な雨季である梅雨と秋雨を加えた「六季」

で特徴付けられる（Maejima 1967）。しかも，それら六季の間の中間的なステー

ジも含めた 1 ヶ月程度の細かい期間毎の特徴の変化という多彩な季節サイクル

を示す（加藤・加藤，2014，2019，等）。なお，季節サイクルの多彩さは，単に
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平均気温や降水量だけでなく，卓越天気パターン（卓越気圧配置型）の違いを

も大きく反映しているという。それは，中緯度に位置する東アジアが，地球規

模でのアジアモンスーンの影響も大きく受けるためである。更にそのモンスー

ンシステムは，大枠として，①南アジア域，②ユーラシア大陸の中高緯度域，

③熱帯西太平洋域，④北西太平洋域北部，の各サブシステムから構成され，そ

れらの季節サイクルのタイミングのずれが大きい。日本付近の多彩な季節サイ

クルは，日本付近がそれらの接点に位置することを強く反映する（Murakami and 

Matsumoto (1994)，加藤他（2009a）等も参照）。つまり，それらに伴う季節平

均場の多彩さや，それらを基本場とする日々や年々の変動性の季節毎の大きな

変化が，日本付近の季節サイクルを更に多彩なものにしている。 

 従って，このような季節サイクルの多彩さの中で植物のフェノロジーを捉え

ることは（単に，春夏秋冬で季節を捉えるのではく），「自然環境系の仕掛けの

巧妙さ」に気づく強いきっかけをも与え得るのではと考えられる。また，中高

緯度域の中でも，例えば東アジアとユーラシア大陸西岸のヨーロッパとの季節

サイクルを比較すると，日々の変動性も含めて違いが大きい。従って，このよ

うな，自分たちにとって必ずしも身近でない自然環境を比較する活動は，前述

の「異質な他者への理解」も含めた「ESD 的視点」の育成の一助になり得よう。

一方，「②ユーラシア大陸の中高緯度域」における季節サイクルは，植物の水環

境との絡みからも興味深い。つまり，夏の短い期間のみ針葉樹林としての植生

が広がるシベリア北東部では，内陸域でも夏の降水量は大変少ないわけではな

い。以下の項では，授業で取り上げたこれらの例について簡単に述べる。 

 

（２）東シベリア南部における暖候期の水環境を通して 

 シベリアでも，夏の短い期間に限っては針葉樹の植生が広く分布する。例え

ば，第 1 図（左上）によれば（Asian Association on Remote Sensing 1991），

バイカル湖付近からその東方にかけて（図中の「東シベリア南部」付近），7 月

頃に急速に植生域が拡大する。しかし，9 月頃には高緯度側から縮小し 11 月に

は消失する。そこで，関連する広域水環境の季節変化との対応を考察するため

に，気象庁 HP 掲載の月毎のグローバルな気候図を参照した（第 1 図の右上や下

段）。授業では月毎の分布図を並べて印刷・配布したが，本稿では，筆者らが切

り出して編集したものを示す。東シベリア南部付近では，4 月頃から降水量が

季節的に増加し，6 月には 4mm/day（120mm/月）を超える領域も出現する。しか

し，10 月の当該地域では，ほぼ 2mm/day（60mm/月）を下回るようになる。 

 一般に高緯度地域でも，夏至を挟む数ヶ月間に限っては（高緯度側ほど，こ

の期間は短いが），晴天時の日平均日射量が低緯度地域と同程度になる。従っ

て,5 月頃には積雪域もほぼ消失する東シベリア南部では（図は略），日射の影

響で陸面温度も上昇し，陸面から大気への熱輸送（顕熱）が増大するとともに，

（もし土壌が湿っていれば）陸面からの蒸発量の増加に繋がりうる。実際に，

東シベリア南部では，5 月から７月にかけて（潜熱は 8 月頃まで），陸面から大
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気への顕熱輸送も潜熱輸送（蒸発）も，大きな値となる（第 1 図の下段）。 

第 1 図 （左上）月平均 NVI (Normalized Vegetation Index， 標準化された植生指数)

の分布の季節変化（1987 年）。極軌道衛星 NOAA の AVHRR による可視（Ch. 1）と近赤外（Ch.2）

の観測値を用いて，NVI= (Ch.2 – Ch.1)/(Ch.2 + Ch.1)として計算。0.25 程度以上（緑色

で表示）の値は，緑の葉や草が茂っている領域にほぼ対応）。Asian Association on Remote 

Sensing (1991) による図を筆者らが編集。（右上）JRA-55 プロダクトによる 1981-2010 年

で平均した月平均降水量分布(mm/day)（気象庁 HP に掲載された図を筆者らが編集）。

10mm/day が約 300mm/月に対応。（左下）右上と同様（但し，地球表面での顕熱輸送）。負値

（暖色系）が上向きを示す。冬の日本海で平均した上向きの顕熱輸送は 100W/m2 程度。（右

下）左下と同様（但し，潜熱輸送）。30W/m2 の上向きの値が，ほぼ 1mm/day の蒸発量に対応。 

ところで，4～5 月頃にはユーラシア寒帯前線帯に対応した前線や低気圧の活

動が当該地域では比較的活発であり，また，それが季節的に高緯度側へ北上し

た 6 月以降も寒冷渦（中心に寒気を持ち，上空ほど顕著な低気圧）等の影響を

受けやすい（吉村 1967；加藤他 2009b；Kato 1987；Ninomiya 1989）。そこで，

一旦，何らかの降水や融雪等で陸面が湿っていれば陸面からの蒸発も促進され

るので，上昇気流があればそれなりの降水も期待される。従って，東シベリア

南部では，季節進行により気温が上昇するだけでなく，「降水・蒸発」の水のリ
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サイクルも生じやすくなり，それなりの降水量の維持の可能性が示唆される。 

このような降水・蒸発のリサイクルが広域水循環で重要となる地域は少なく

ない。例えば，熱帯雨林が覆うアマゾン川流域では，夏のモンスーンによる正

味の水蒸気流入の寄与で年間を通して多量の降水があるが，乾季でも降水量は

少なくない（月 100mm 少々）。これは，雨季の降雨の一部が流域に貯留されて流

域での蒸発を乾季でも維持し，それが乾季の降水を賄うためである（Matsuyama 

1992）。以上のように，「内陸域での植物の水環境に関連した降水・蒸発のリサ

イクル」にも目を向けることは，同時に，「その地域の季節サイクルの琴線に触

れる発見」を学生に促す絶好の機会を提供する可能性を示唆している。 

 

（３）日本列島付近の「夏」に関する留意点より 

 日本列島付近の暖候期の降水量や降水特性は，4 月頃の温帯低気圧・移動性

高気圧の周期的通過，5 月～6 月前半頃の南西諸島付近での梅雨，6 月後半～7

月前半頃の日本列島での梅雨最盛期，その後の盛夏，という比較的短い時間ス

テップでの大気循環場の遷移に伴って大きく変化する（加藤・加藤（2014），加

藤他（2009a）等のレビュー参照）。これらは，天気による日射量の違いも加味

することで，日本列島でのイネの栽培の背景となる気候理解にも繋がり得る。 

 ところで，梅雨明け後とは言っても，盛夏期の平均降水量は 4 月頃と同程度

にのぼり，また，その年々変動も大きい（殆ど降水のない年もある一方，梅雨

最盛期と同程度もの降水がある年も少なくない）（詳細は加藤他（2019b）等を

参照）。一方，詳細は割愛するが，総降水量が等しくても，それが日々のどのよ

うな降水形態を反映するかにより，季節感や植物への影響は異なり得る。また，

東北日本における盛夏期の気温は，オホーツク海気団の侵入の影響の年々の違

いにより，西日本に比べると変動性が大変大きい（加藤他（2019b）等）。 

 以上のように，日本列島の「盛夏期」における種々の変動性も見出せるよう

な教材から，学生に考察を促すことにより，「よく知っていたつもりの自然環境

でも，実は重要なエッセンスを見逃していた！」ことへの気づきを通して ESD

的視点を深化させる一助になりうるのではと考える。 

 

（４）日々の気温変動に注目したドイツや北欧と日本列島付近の気候の比較 

 加藤他（2017b, 2019b），加藤・加藤（2019）等でも取り上げたように，ドイ

ツ付近では，「『夏』が『厳しい冬』と戦って『冬』を追い出す」という季節感

による伝統行事「ファスナハト」が行われる（武田 1980）。このような「冬の厳

しさ」は，単に平均気温が九州～関東よりも低いだけでなく，日々の気温のよ

り大きな変動の中での極端な低温日の頻出で特徴付けられる（第 2 図）。なお，

北欧でも冬の日々の気温の変動が大きく，より極端な低温日も出現する。ドイ

ツ付近では，極端な低温日が出現しなくなる 4 月頃以降が「春」といえよう。

一方，ドイツの夏には，平均気温が九州～関東に比べて低いだけでなく，九州

～関東の 4 月並の気温の日もしばしば出現する。ドイツ付近では，「春・5 月」

（「冬」が完全に追い出され「夏」に入った時期）の感動や，過ぎ去る「5 月」
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の儚さ等が種々の文学や音楽等に表現されている（加藤・加藤 2014，2019）。 

 

第 2 図 日平均地上気温(℃)の時系列を，2000/01～2010/11 年について重ねた（太い実

線は 0℃，太い破線は 20℃）。35°N/135°E（日本列島），50°N/10°E（ドイツ中南部），60°

N/30°E（フィンランドのヘルシンキの約 500km 東方）について示す。横軸は，各月の初日

の位置に月の名称を略記した。加藤他（2019b）より引用。 

 

以上は，「異質な他者への理解」も含めた「ESD 的視点」の育成のため身近で

ない地域を取り上げる際に，気象要素の日々の変動等にも目を向ける重要性を

示唆している。また，日々の変動性への視点は，植物の生活環に関連した環境

因子の理解の際にも必要な場合があろう。例えば，植物の生育等にも関連した

指標の 1 つである「積算温度」（ある基準の値を超えた分について，それらの値

を積算した温度）は，季節平均気温が等しくても，日々の気温の変動幅が大き

い方が大きな値になり得る。今後は，気象・気候の日々の変動性と植物活動と

の関連も含めた大学での授業の構成についても，更なる検討が必要と考える。 

 

３ 植物学分野からの視点 

高年次教養科目「気象・気候と植物からみる自然環境系」において，原田は

「気象と植物」，「季節と植物」および「気候と植物」の 3 つのテーマを設定し，

植物学の視点から気象学との境界領域に関する事項を取り上げた。その論点を

以下に述べる。なお，Ⅱの１の冒頭で述べたように，以下は，「くらしと環境」

における内容の論点の紹介も兼ねたものになる。 

「気象と植物」では，微気象すなわち植物にとっての非生物的環境要因とし

ての気象と，そのひずみが植物の成長や生存に悪影響を及ぼすという概念，す

なわち環境ストレスを取り上げた。非生物的環境要因には様々なものがあるが，

その一例として水分が挙げられる。蒸散は水の物理化学的性質に基づいて起こ

るが，それは光合成とも密接な関係にあり，例えば，水利用効率（蒸散量に対

する光合成量の比）は植物の資源利用効率を示す指標となっている（Jones 

2017）。植物の環境応答については，サボテンが乾燥条件に適した形質を獲得し

てきたように遺伝的変化を伴うものを適応，植物が気象条件に応じて気孔を閉

じて水分喪失を防ぐように遺伝的変化を伴わない応答を馴化と呼ぶ。作物生産

との関わりでは，干ばつに代表される水不足が農業被害をもたらすことは想像
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に難くないが，近年その発生頻度が増加している洪水も植物にとっての環境ス

トレスの 1 つである。イネをはじめとした主要作物において，冠水ストレス応

答機構に関する研究が進められており，その成果は洪水に耐性を示す系統の育

種へも応用されている（坂上他 2010）。 

「季節と植物」では，フェノロジーと作物生産における環境制御を取り上げ

た。フェノロジーは，季節的に起こる自然界の動植物が示す諸現象の時間的変

化およびその気候あるいは気象との関連を研究する学問である。植物が示すフ

ェノロジカルな現象の代表例として開花が挙げられる。その前提となる花芽形

成には光周性すなわち日長を感知して花成シグナルを伝達する機構が備わって

いるが，この機構は，光受容体を介した光情報入力に基づく生物時計（概日時

計）の駆動に依存している。概日時計は，太陽光の情報を生命活動に利用する

生物の計時機構に関する概念であり，原核生物からヒトに至る多くの生物分類

群で認識されているが，もともと植物が昼夜の間でその姿勢を変化させる就眠

運動（第 3 図（左））の観察から提案されたものである（田澤 2009）。一方，紅

葉もなじみ深い生物季節現象であり，葉へのアントシアニンの蓄積がその至近

要因であることはよく知られている（第 3 図（右））。しかし，紅葉が植物の生

存にとってどのように役立っているのかという究極要因については未だ解明さ

れておらず，これは身近な生物季節現象に大きな謎が秘められている場合もあ

ることを物語っていると言えよう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図 （左）オジギソウの就眠運動（2018 年 7 月 5 日に岡山大学津島キャンパス教育

学部温室にて撮影）。（右）季節を問わず紅葉を示すカエデ（2015 年 4 月 16 日に岡山大学津

島キャンパスにて撮影）。矢印は花を示す。 

 

フェノロジーが日常生活に密接に関連している例として，生物季節観測や二

十四節気・七十二候が挙げられる。生物季節観測では，50 年以上にわたる統一

的観測により，サクラ開花日の早期化等地球温暖化と関連した変化も見出され

ている（山川他 2017）。二十四節気・七十二候は，気象現象や動植物の様子そ

のものを暦の基準として活用するものであり，自然現象の精緻さや人間の自然

観察の視点が表れていると言える（日本生態系協会 2016，第 4 図）。また，作

物生産における環境制御に関して，作物の栽培は地域の気候条件の季節変化を

15:00

23:00
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踏まえた作型の決定から始まり，種々の環境制御技術を駆使して営まれる。温

室等を利用した施設栽培やより高度な環境制御が行われる植物工場は，気象条

件に抗った作物生産を可能とする技術であるが，高いコストを上回るベネフィ

ットが得られなければ成り立たない（日本施設園芸協会 2015）。 

第 4 図 二十四節気と七十二候。日本生態系協会（2016）をもとに作成した（暦は 2020 

年のもの）。七十二候のうち，青色は気象現象を，橙色は動物の活動を，緑色は植物の成長・

開花・結実を示す。 

 

「気候と植物」では，バイオームおよび気候変動と植物進化を取り上げた。

バイオームは，生物群集の最大の単位であり，主に気候条件によって区分され

た特定の相観をもつ極相群集によって特徴付けられる。近年の気候変動は，動

植物の生活史戦略や植生分布に影響を及ぼし，バイオームに変化をもたらし得

る（山川他 2017）。バイオームの変化は，その地域で暮らす人間の活動とも密

接な関わりがある。一方，植物を含む光合成生物は，生物進化の過程で，光合

成を通じて気候の一部としての大気組成，特に酸素および二酸化炭素の濃度に

影響を及ぼしてきたと言える（Beerling 2015）。また，低二酸化炭素環境に適

応した光合成経路をもつ C4 植物が，新生代の二酸化炭素濃度の低下を背景に誕

生したと考えられているように，気候が植物を進化させてきたという面もある。

現在，大気中の二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化の主要因として問題視され

ているが，これは C4 植物の優位性を相対的に低下させる一方，作物の生育や収

量，品質にも様々な影響を及ぼし得る（山川他 2017）。 

 

Ⅲ 授業の分析 

１ 「季節と植物」に関する意識調査 

教養教育科目「くらしと環境」（2020 年 8 月 27 日）において，上記のうち，

日常生活との関連が比較的付けやすいと考えられる「季節と植物」に関する内

季節 二十四節気
七十二候

旧暦 新暦
初侯 次候 末候

春

立春 東風凍を解く 黄鶯睍睆 魚氷を上る 睦月十一日～睦月二十五日 2月4日～2月18日

雨水 土の脉潤起こる 霞始めて靆く 草木萌え動る 睦月二十六日～如月十日 2月19日～3月4日
啓蟄 蟄虫戸を啓く 桃始めて笑く 菜虫蝶と化る 如月十一日～如月二十五日 3月5日～3月19日

春分 雀始めて巣う 桜始めて開く 雷乃ち声を発す 如月二十六日～弥生十一日 3月20日～4月3日

清明 玄鳥至る 鴻雁北る 虹始めて見る 弥生十二日～弥生二十六日 4月4日～4月18日

穀雨 葭始めて生ず 霜止みて苗出る 牡丹華く 弥生二十七日～卯月十二日 4月19日～5月4日

夏

立夏 蛙始めて鳴く 蚯蚓出る 竹笋生ず 卯月十三日～卯月二十七日 5月5日～5月19日

小満 蚕起きて桑を食む 紅花栄う 麦秋至る 卯月二十八日～閏卯月十三日 5月20日～6月4日

芒種 蟷螂生ず 腐れたる草蛍と為る 梅の子黄ばむ 閏卯月十四日～閏卯月二十九日 6月5日～6月20日

夏至 乃東枯る 菖蒲華く 半夏生ず 皐月一日～皐月十六日 6月21日～7月6日

小暑 温風至る 蓮始めて開く 鷹乃ち学を習う 皐月十七日～水無月一日 7月7日～7月21日

大暑 桐始めて花を結ぶ 土潤うて溽暑し 大雨時行る 水無月二日～水無月十七日 7月22日～8月6日

秋

立秋 涼風至る 寒蝉鳴く 蒙き霧升降 水無月十八日～文月四日 8月7日～8月22日
処暑 綿の柎開く 天地始めて粛し 禾乃ち登る 文月五日～文月十九日 8月23日～9月6日
白露 草露白し 鶺鴒鳴く 玄鳥去る 文月二十日～葉月五日 9月7日～9月21日

秋分 雷乃ち声を収む 虫蟄れて戸を坏ぐ 水始めて涸る 葉月六日～葉月二十一日 9月22日～10月7日

寒露 鴻雁来る 菊の花開く 蟋蟀戸に在り 葉月二十二日～長月六日 10月8日～10月22日

霜降 霜始めて降る 霎時施る 楓蔦黄む 長月七日～長月二十一日 10月23日～11月6日

冬

立冬 山茶始めて開く 地始めて凍る 金盞香 長月二十二日～神無月七日 11月7日～11月21日

小雪 虹蔵れて見ず 朔風葉を払う 橘始めて黄ばむ 神無月八日～神無月二十二日 11月22日～12月6日

大雪 閉塞冬と成る 熊穴に蟄る 鱖の魚群る 神無月二十三日～霜月六日 12月7日～12月20日

冬至 乃東生ず 麋角解る 雪わたりて麦出る 霜月七日～霜月二十一日 12月21日～1月4日

小寒 芹乃ち栄う 水泉あたたかを含む 雉始めて雊く 霜月二十二日～師走七日 1月5日～1月19日
大寒 款冬華く 水沢腹堅 鶏始めて乳 師走八日～師走二十一日 1月20日～2月2日

第4図
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容の一部を取り上げて 1 時間講義した。その時間の最後に，講義テーマに関す

る学生の意識を把握するため，アンケートを実施した。「植物の様子から季節を

感じるのはどんなときですか，思い浮かぶだけ挙げてください。講義で扱った

ものでも構いません。」の問いに対し，72 名から回答が得られた。その結果を

第 2 表に示す。生物季節別では，春はサクラを筆頭として開花を，冬は樹木の

落葉や枯木を連想した者が多かった。一方，夏（梅雨を含む）および秋は，ヒ

マワリ等の開花に加え，成長・繁茂や紅葉・黄葉，結実，キンモクセイの香り

等，多様な項目が挙がった。中には，サクラが開花し，花を散らした後，葉を

展開することや，イネ苗が成長し，やがて出穂した後，結実して収穫期を迎え

ること等，ある植物の季節ごとの変化を記述した回答も散見された。事象別で

は，開花や紅葉・黄葉が最も多く，その他にも植物の発生・成長に関連した様々

な現象が挙がったが，香りや花粉の飛散，野菜の旬等，視覚以外の感覚で捉え

られるものもあった。植物名別では 51 種が挙がり，サクラが 52 名と圧倒的に

多く，次いでヒマワリ（26 名），イネ（23 名）が多かった。1 名当たりの項目

数の平均値は 6.9 であった。 

 

第 2 表 学生の「季節と植物」に関する意識（数字は回答人数）。生物季節別は 10 名以

上，事象別および植物名別は 5 名以上が回答したものを列挙した。 
生物季節別 事象別 植物名別 

春 開花（66） サクラ（52） 

サクラ開花（48） 紅葉・黄葉（53） ヒマワリ（26） 

ウメ開花（13） 成長・繁茂（41） イネ（23） 

タンポポ開花（11） 落葉・枯葉（40） イチョウ（18） 

夏 結実・落果（31） ウメ（17） 

ヒマワリ開花（26） 枯木・枯枝（18） タンポポ（15） 

草木繁茂（20） 香り（16） アジサイ（15） 

アジサイ開花（15） 萌芽（14） モミジ（15） 

イネ成長（14） 花の終わり（14） ヒガンバナ（13） 

アサガオ開花（12） 花芽形成・出蕾（6） アサガオ（12） 

秋  キンモクセイ（11） 

（モミジ）紅葉（45）  ツクシ（スギナ）（7） 

（イチョウ）黄葉（20）  コスモス（6） 

ヒガンバナ開花（13）   

イネ結実（13）   

キンモクセイ香り（10）   

冬   

落葉・枯葉（40）   

枯木・枯枝（18）   

 

以上の結果から，学生は総じて様々な事象および身近な植物種から，五感を

通して季節やその変化を感じていること，また挙げられた主要な事象および植

物種は，小学校理科生命領域を中心として学校教育で取り上げられ得るもので

あることが伺えた。 

 

２ 「季節と植物」と ESD との関連付けに関する分析 

上記１と同じ授業において，植物のフェノロジーと ESD との関連についての

理解の達成度を確認する目的で，「「季節と植物」の講義内容を踏まえ，植物の

生物季節的現象を 1 つ挙げ，それを ESD にどのように活かすことができると考
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えるか，気象・気候の季節サイクルとの関連を明確にしながら述べてください。」

との課題を課した。72 名の記述を分析した結果，生物季節的現象として，イネ

の生育の季節サイクルについて取り上げた者が最も多く（19 名），次いでサク

ラの開花（18 名），紅葉（11 名）が多く取り上げられていた（第 3 表）。ESD 的

視点について，イネでは，食料生産の基盤としての農業という視点からの関心

の高さが伺えたが，地球温暖化による登熟や品質への影響についての記述や，

周期的に洪水が発生する南・東南アジアモンスーン地域で冠水耐性イネや深水

イネが見出されることに触れ，遺伝的多様性や国際文化理解に関連させた記述

が多く見られた。サクラの開花および紅葉では，地球温暖化による時期の変化

に関する記述が多くを占めたが，紅葉の種による違い（種多様性）や進化的意

義の謎に言及した記述もあった。また，「くらしと環境」の授業全体を通しての

受講者の関心事を尋ねた別の設問において，季節や植物の知識を踏まえた和歌

の鑑賞等，気象学に加え植物学の視点を自身の専門性から意味付けようとする

意識の高さを評価できるものも少なからず見られた。なお，本授業は，新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）対策として，対面方式とオンライン方式（解

説資料による学習）の併用による開講としたが，受講方式による記述内容の大

きな違いは見出されなかった。 

 

 第 3 表 学生による「季節と植物」と ESD との関連に関する記述例。 
生物季節的現象 ESD 的視点 

イネの生育の季節サイクル 
農業，地球温暖化による登熟や品質への影響，南・東南アジアモン

スーン地域との品種比較（遺伝的多様性），国際文化理解 

サクラの開花 地球温暖化やヒートアイランドによる早期化，社会的価値 

紅葉 
地球温暖化による晩期化，種による違い（種多様性），進化的意義，

文化理解 

 

以上の結果から，多くの受講生が授業のポイントを正しく捉え，生物季節的

現象を ESD に結び付ける視点を獲得している可能性が示唆された。 

 

Ⅳ 今後の展望 

3 年間にわたる気象学と植物学との連携による大学の教科・分野横断的な科

目での授業構成・実践の試みから，内陸域での水環境，気候系の季節サイクル

とフェノロジー，種々の変動性も併せて理解した季節等を切り口に，自然環境

系の中の植物と気象・気候との繋がりを授業で考察させる視点を提示した。更

に，それらを教材に組み込んだ ESD 的理解の促進に向けた学際的アプローチの

有用性について，受講者のレポートから一定の手応えが得られたと考える。加

えて，そこには理科教科内容構成の分野横断的な検討の可能性も見出されたが，

これは高年次教養科目の趣旨にも沿うものと言える。しかし，授業で取り上げ

た事例や，自身が過去に見聞きしたことのある馴染み深い事例を超えて自らテ

ーマを見出し，気象・気候と植物の両面から科学的な考察ができた受講生は少

数であった。幅広い時間的・空間的スケールの視野を持ち，過去に起こったこ

とや将来起こり得ること，他所で起こっていることに科学的根拠を持って想像
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を巡らせることは，あらゆる物事をグローバルに捉えるための基本姿勢と言え

よう。教員志望の学生は当然のこと，持続可能な社会の一員となるべきすべて

の受講生がその姿勢を獲得できるよう，教授する側としても更なる事例研究に

努めていく必要がある。 

植物学からのアプローチでは，気象・季節・気候と植物との関わりを扱うに

あたり巨視的な視点を重視し，テーマによってはそれらを微視的な現象と結び

付け，人間活動や産業との関わりについても数多く話題提供した。しかし，多

くの学生が授業内容を追うことはできていても，本科目における最重要概念と

もいうべき生物多様性が各テーマに貫徹していることを，その原理や具体例を

示しながら指摘できるまでには至っていないことが伺えた。このことを達成す

るうえで，例えば，生物多様性を生み出す生物進化についていかに意識させる

かは重要なポイントとなると考えられる。生物進化については，現行の理科学

習指導要領では中学校第 2 学年および高等学校生物で扱われるが，我が国の生

物教育においては進化の視点が乏しいとの指摘がある（北林他 2019）。平成 29・

30 年告示の学習指導要領では，生物進化の単元は中学校では第 3 学年に移行し

た一方で，高等学校「生物」では「この科目の導入として位置付け，以後の学

習においても，進化の視点を意識させるよう展開すること。」と重点化が図られ

ている（文部科学省 2019）。生物進化は，数億年に及ぶ地質学的時間スケール

の中での生物の変遷そのもののみを指すものではなく，様々な環境下での植生

の変化や，作物の人為選択等にも通底するものでもあり，これらのことは本科

目でも意識してきたつもりである。以上を踏まえ，今後，植物の進化・適応に

ついての説明を更に充実させることは授業改善のための 1 つの方策であろう。 

他方，理科の二分野としての融合にとどまらず，文科系・芸術系を含めた異

分野の視点も取り込んだ多層的な学際的協働へと昇華させることで，更なる発

展が期待できるのではなかろうか。前述の通り，気象学と芸術との協働につい

ては多くの実践例があるが，例えば，文学・芸術作品の鑑賞において，気象学

のみならず，植物学からの考証が有用な場合も少なくない。そのための鍵とな

る学問分野の 1 つとして，野菜，果樹および花きの栽培，利用を対象とする学

問である園芸学を挙げたい。理科で用いられる植物教材の多くが園芸作物であ

ることに加え，園芸学が地理学や経済学とも関連し，地域の産業や文化との結

び付きも強いことがその理由である（腰岡 2015）。これらのことは，2019 年 11

月 22～25 日に岡山大学で開催された 2019 ESD 教師教育世界大会において提案

した（Ichikawa et al. 2019）。世界が持続可能な社会の実現に対する新たな脅

威である COVID-19 パンデミックの渦中にある今日，教員養成課程の学生や現

職教員に対し，理科の教科内容としての科学的知識を学校教育や SDGs 達成に

向けた活用方法も含めて伝授し，科学の目を通して自然と「対話」しながらた

ゆまず ESD を推進できる教員を養成することも急務である。 
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An Interdisciplinary Approach for ESD-oriented Understanding of Natural 

Environmental Systems through Collaboration between Meteorology and Botany: 

Practical Trials in University Classes 

 

HARADA Taro*1, KATO Kuranoshin*1 

 

Practical lessons for liberal arts in university aimed at education for sustainable 

development (ESD)-oriented understanding of the natural environmental systems were 

conducted through collaboration between meteorological and botanical scientific 

studies. As the first trial, some interdisciplinary themes were identified, based 

on subject contents in science education in which the relationship between 

weather/seasons/climate and plants is important. In particular, an analysis of the 

lesson, “Seasons and plants”, revealed that phenology was helpful in enhancing 

students’ understanding of the relationship between the seasonal cycle of 

weather/climate and plant growth and responses to the environment associated with 

ESD. These practical lessons proved that collaboration between meteorology and 

botany is valuable for both the promotion of ESD-oriented understanding of the 

natural environmental systems and cross-cutting consideration of the subject 

content in science education, providing a promising approach for teacher education. 

 

Keywords: ESD, subject contents organization, climate system in East Asia, 

phenology, horticulture 

 

*1 Graduate School of Education, Okayama University 
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人間関係力を育む保育者養成教育の実践
－心理教育“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の作成，

実施と評価－

加藤　由美　安藤　美華代

Childcare Worker Training to Foster Capacity for Interpersonal Relationships: 
Development, Implementation, and Evaluation of the “Successful Self”: Childcare Worker Version 

for Psychoeducation

KATO Yumi, ANDO Mikayo



 
 

人間関係力を育む保育者養成教育の実践 

－心理教育“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の作成， 

実施と評価－  

 

加藤 由美※1  安藤 美華代※2 

 

保育者養成大学の学生が保育現場の実情を知り，職務上の人間関係のあり方について実

践的に学ぶことができるようにするため，心理教育プログラム“サクセスフル・セルフ”

保育者養成版を作成後，四年制の保育者養成課程 1 年生 47 名を対象として前半のレッス

ンを実施し，その内容や実施方法，効果について検討した。学生の記述内容から，本プロ

グラムは分かりやすく役立つ内容になっていることが示唆され，学生の自己・他者理解に

繫がり，人との関わり方について考える機会となったことが窺えた。プログラム実施前後

の質問紙調査の結果，｢対応のスキル｣｢自己コントロールに関する自己効力感｣等の心理社

会的要因の数値に変化は見られたものの，プログラムの効果については，今後さらに詳細

な検討が必要だと考えられる。           

 

キーワード：保育者養成，人間関係力，心理教育，大学生 

 

※1 新見公立大学健康科学部健康保育学科 

※2 岡山大学大学院社会文化科学研究科  
 

Ⅰ 問題の背景と目的 

幼稚園教諭及び保育士（以下，「保育者」）の離職率の高さや人材不足の深刻

化等が指摘されている。保育職の離職理由の特徴として，「職場の人間関係」

「心身の不調」等が挙げられている 1)。海外においても，職員とのコミュニケ

ーション,ソーシャルサポートの低さがバーンアウトにつながる要因となって

おり 2)3)，職員との人間関係が保育者のストレッサーとの報告がある 4）。国内

では，保育者のストレスに関して既に多数の調査が実施されており，職場の人

間関係の問題は，保育者の代表的なストレッサーであり，特に若手保育者にと

っては離職につながりやすい要因であると懸念される 5)。 

保育現場では，複数担任制をとったり，新卒者とベテラン保育者が一緒に仕

事をしたりする場合が多く，同僚間での連携が重要となる。しかし，保育者一

人ひとりの保育に対する考え方や保育の方法は異なるため，保育者間でのくい

違いが起こり易く，互いに共通理解を図ることは容易ではないため，特に若手

保育者は職場の人間関係に困難感を抱え易いと考えられる。 

現職保育者への面接調査では，保育者の人間関係が形成される背景に「階層

的な人間関係」「対話の閉鎖性」「流動的に保育者が職務を行う」の 3 点があり，

保育者同士が職位等を超えて広義に園の職務に携わっているが，対話における

発言力には差が生じており，園内では言いたいことがいえない現状にあること

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.165 − 178
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が報告されている 6)。 

保育者の抱える対人ストレスと保育者として必要な資質の理解に関する調

査結果では，保育者が保護者や子どものみならず上司や同僚についても協同関

係を結ぶべき重要な相手と認識することや，お互いの保育観や教育観を理解し

合うことができるような関係形成・維持が必要で，そのためにソーシャルスキ

ルが位置づけられると指摘している 7)。 

保育者養成課程の学生のコミュニケーション能力に関する苦手意識を明ら

かにした調査では，学生自身の対人関係を自ら構築する力を育成することが第

一の課題であると報告されている 8)。保育者養成短大生のコミュニケーション

能力の特徴として，困難な状況への対処，積極性・自己主張性，問題発見，目

標設定等に対するスキルの弱さがあり，困難な人間関係から逃げずに改善しよ

うとする意欲と具体的な対処方法を身につけることの必要性が指摘されてい

る 9)。 

保育者の早期離職の理由として，職場の人間関係や管理職との関係，職場へ

の適応におけるつまずきが多く見られることから，養成教育においては「社会

人基礎力」にあたる力の養成を重視すべきであり 10)，そのような現状を踏まえ

ると，保育者養成大学・短大（以下，「養成校」）においては人間関係力を育む

ことを主眼に置いた教育実践が求められていると考える。保育職につく前段階

の大学生を対象とした保育者養成教育において人間関係力を育成することに

より，就職後の職場適応における困難感が軽減されるのではないかと期待でき

る。 

 安藤（2011）は，大学生を対象として人間関係力を育む心理教育“サクセス

フル・セルフ”の実践を報告している。心理教育“サクセスフル・セルフ”は，

大学生の発達課題に関連する諸課題について心理行動社会的観点から理解し,

自分自身の感情，認知，行動を調整する力を身につけることで,こころの健康

を保持増進し,「社会の中で自分らしく生きる」基礎力を身につけることをめ

ざしている。個別活動やグループ活動等を通して，自己理解，他者理解，自己

コントロール，社会適応，ほどよい人間関係構築・継続，自己効力感の肯定的

変容をねらいとしている 11)。“サクセスフル・セルフ大学生版 2008”を用いた

介入研究では，プログラムを実施した群は，対人関係に対する自己効力感が有

意に増加したこと，女性においては不安が有意に減少し抑うつの有意な変化は

見られなかったことが報告されている 12)。“サクセスフル・セルフ大学生版 2010”

を用いた介入研究においても，特に女性において不安の減少や社会性の増加等

が報告されていることから，プログラムの実施による自己理解，他者との意見

交換や共有，対人関係にまつわる取り組みが，不安予防やもめごとへの対処と

解決につながる可能性があると考えられる。また，実践の感想は，全般に肯定

的で，対応に苦慮したり悩んだりしていたことに対処し解決する体験になった

こと，授業で行ったレッスンは日常生活の中で応用できることが示唆されたと

報告している 11)。 

養成校での教育を考える上では，就職後の職場適応を見通した人間関係力育
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成のための取り組みも参考となる。加藤・安藤（2015a）は，心理教育プログラ

ム“サクセスフル・セルフ”新任保育者版を作成し，現場の保育者を対象とし

て研修会で実施した。その結果，プログラム内容への肯定的な評価が得られ 13)，

心理社会的要因に肯定的な変化が見られる可能性が示唆されたことを報告し

ている 14)。 

 “サクセスフル・セルフ”新任保育者版においては，実際の保育現場での困

難場面を想定し，対処方法について考えるレッスンを設けている。保育者養成

教育においては，職場内の人間関係といったコミュニケーションの問題等に関

して，実際の保育者の職場の在りようを理解することが求められていることか

ら 15)，加藤（2018）は，同様の実践を，養成校の学生に対して実施している。

その報告によると，保育者の困難事例を用いた授業は，学生にとって，保育者

として働く中で起こりうる人間関係の困難場面をイメージしながら対処方法

について考えたり，保育者としてのあり方や心構えについて考えたりする機会

となったことが窺えた 16)。 

以上のような実践報告を基盤として，養成校における学生が保育現場の実情

を知り，職務上の人間関係のあり方について考えたり，保育者としての心構え

をもったりできるようにするため，保育者養成に特化した人間関係力の育成を

目指した心理教育プログラム“サクセスフル・セルフ”保育者養成版を新たに

作成し，実施した。本稿では，その内容や実施方法が適切であるかどうかを検

討し，改善点や課題等を明らかにすることを目的とした。 

 

Ⅱ 方法 

プログラムの作成にあたっては，安藤（2012）の大学生用ワークブック「自

己理解を深め人間関係力を育む心理教育“サクセスフル・セルフ”」17)を基盤と

しながら，“サクセスフル・セルフ”新任保育者版による実践 13)及び学生を対

象とした実践 16)等を踏まえて，保育者養成に携わる立場から人間関係力の育

成に向けた心理教育プログラム“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の内容

を検討した。保育者養成版プログラムにおいては，「大学生版プログラム」の

「主テーマ」を踏襲しながら「レッスン内容」は保育者養成に特化した内容に

変更した。作成された“サクセスフル・セルフ”保育者養成版は，表 1 の通り

である。大学における一般的な授業時間数を考慮し，安藤（2012）17)と同様に

14 レッスンとした。プログラム（表 1）の L2・L5・L14 については，“サクセ

スフル・セルフ”新任保育者版による実践 13)，L7～L9・L11・L13 については，

保育者の保護者や職員との人間関係における困難事例 18)19)20)とそれを用いた

保育者養成短大の学生に対する授業実践 16)を参考とした。 

図 1 は，安藤（2012）をもとに作成したプログラムのモデル図である。学生

に提示するレッスンにあたってのポイントは，「自分を知る方法」「コミュニケ

ーションの方法」「問題への対処解決法」「ストレス対処法」の 4 点であり（表

2），これらの学習を通して，学生の心理的要因・行動の変容を促すことにより，

「望ましい人間関係を築きながら，自分らしく仕事ができる保育者」の養成を
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目指す。 

表 1 心理教育プログラム“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の 

レッスン内容 

L 番号 レッスン内容 

1 人間関係ビンゴ（保育者養成版）の実践 

2 「なりたい保育者像」をイメージする（目標設定）・セルフチェックシートの記入 

3 自分を好きになろうカード（得意分野）の記入・保育者としての自己イメージを描く 

4 親しい人や保育者・教師との関係を振り返る（内観） 

5 
困難への対処・解決スキル（適切な自己主張・共感・ゆずりあい）セルフチェックシートの記入と

採点・困難な状況に関わる人の気持ちを考える 

6 適切な自己主張シートの記入・保育現場のやっかいな人間関係の対処・解決 

7 保育現場における「私は」で始めるコミュニケーションの実践 

8 保育現場における保護者との対話（語り手・聴き手・観察）の実践 

9 保育者間での困った出来事への対処を考える 

10 保育の困難場面での問題解決技法・ロールプレイの実践 

11 保育現場での先輩・上司との対話における困った出来事と対処 

12 保育の困難場面での問題解決技法・ロールプレイの実践 

13 保育現場で起こりうるジレンマをバランスシートで解決 

14 自分のストレスの原因・心身の反応・ストレスマネジメントを考える 

注 安藤（2012）をもとに作成。「L」はレッスンの略。Ｌ1～14 は、いずれも実践後に振り返りシートを記入。 

 

  
 

レッスンにおいては，保育現場での困難事例を取り上げたワークシートを使

用し，個別活動，グループ活動，ロールプレイ等を適宜実施した。保育者養成

課程の学生が対象であることを考慮し，各ワークシートに取り上げたシナリオ

は，対処における困難度の高い事例や複雑な事例は避け，若手保育者が困難を

抱え易い事例をもとに作成した。“サクセスフル・セルフ”11)17)では各レッスン

の終了時に学生がレッスン内容への理解や感想，今後に向けて心掛けたいこと

等について記述する振り返りシートを使用しており，本プログラムにおいても

同様のシートを作成した。 

作成したプログラムの前半 7 レッスンは，四年制の保育者養成課程 1 年次前

注　安藤（2012）をもとに作成。

図1　“サクセスフル・セルフ”保育者養成版プログラムのモデル

目標とする姿

望ましい人間関係を築きながら、自分らしく仕事ができる保育者

心理的要因・行動の変容

自己理解・他者理解・自己コントロール・学校生活
への適応・望ましい人間関係・自己効力感

心理的・行動的問題の
減少

自分を知る方法・問題への対処解決法・ストレス対処法・コミュニケーションの
方法・他者に対する適切な自己主張・共感・ゆずりあいの方法・葛藤の解決法

【進め方】個別活動・グループ活動
ロールプレイ・全体共有

【方法】自己洞察・ソーシャルスキル

困難への対処解決 ①
「自分を大切」にして、自分と向き合い、自分のよい
面を伸ばし、自分の課題を少しずつ修正しながら、

自分らしい保育者になる。

②
「適切な自己主張」「共感」「ゆずりあい」をして、望

ましい人間関係を築いていく。

③
落ち着いて、自分や他者の気持ちを考え、様々な
対処方法や行動の結果を考えて、困難なことや解

決が難しい状況に対処し、それらを解決する。

④
自分の心や体に関心を向けて、ストレスの原因に
気づき、ストレスマネジメントをすることで、自分をコ

ントロールする。

注　安藤（2012）をもとに作成。

表2　レッスンにあたってのポイント

注　安藤（2012）をもとに作成。

図1　“サクセスフル・セルフ”保育者養成版プログラムのモデル

目標とする姿

望ましい人間関係を築きながら、自分らしく仕事ができる保育者

心理的要因・行動の変容

自己理解・他者理解・自己コントロール・学校生活へ
の適応・望ましい人間関係・自己効力感

心理的・行動的問題の
減少

自分を知る方法・問題への対処解決法・ストレス対処法・コミュニケーションの
方法・他者に対する適切な自己主張・共感・ゆずりあいの方法・葛藤の解決法

【進め方】個別活動・グループ活動
ロールプレイ・全体共有

【方法】自己洞察・ソーシャルスキル

困難への対処解決
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期「保育者論」（教職に関する科目）において，47 名を対象として実施した。

本稿ではこの結果について報告する。なお後半のレッスンは，４年次後期「教

職・保育実践演習」（教育実践に関する科目）において実施予定である。各授業

の到達目標と本プログラムとの関連を，表 3 に示した。「保育者論」について

は，全 15 回の授業の内，第 1 回と後半 7 回を筆者が担当し，「教職・保育実践

演習」は全 15 回の授業を筆者が担当する予定である。 

 

プログラムの評価については，参加学生に対して各レッスンについての振り

返りシートにおいて内容の評価と自由記述による感想等の記入を求め，その結

果について KJ 法により内容分析を行った。また，本プログラムのねらいに関

連し，かつプログラムによって変容可能と推測された対処スキル，社会的コン

ピテンス及び社会性に関する自己効力感を測定する尺度により構成された質

問紙調査を用いて評価を行った。プログラム実施前後の結果について，其々心

理社会的要因に差があるかどうかを比較検討した。 

倫理的配慮として，研究参加者には，口頭および説明書にて研究の主旨，目

的，方法を伝えるとともに，研究協力は自由意志によるものとし，協力しない

場合でも不利益を受けることはないこと，成績評価には一切影響しないこと，

授業の成果を研究として公表すること等について十分に説明を行い，アンケー

ト用紙等の提出をもって同意を得たものとした。この研究における個人情報の

取り扱いにおいては守秘義務を遵守し，アンケート調査等で知り得た情報につ

いては，研究目的以外には一切使用しない，提出された調査紙等の記述内容に

ついては,個人が特定できる箇所や内容を除き,慎重に結果を扱うこととした。

また，個人情報が外部に漏洩しないように，知り得た情報・データの厳重な管

理，十分な保護を行った。本研究は，新見公立大学の倫理審査を受けた上で実

施した（承認番号：174）。 

 

Ⅲ 結果    

 振り返りシートにおける学生のレッスン内容の評価を，表 4 に示した。これ

によると，各評価内容について，「そう思う」「ややそう思う」との回答が 8 割

を超えていた。  
 

科目名 到達目標

保育者に求められる基礎的な資質能力について理解する。

保護者や園の職員との良好な人間関係のあり方について、具体的な事例を

通して理解する。

保育者同士が良好な同僚関係を築きながら学び合ったり、様々な研修等を

受けたりすることにより、専門性の向上を図ることの必要性を理解する。

保育者を目指すにあたっての自己の課題を認識し、挑戦する意欲をもつ。

教職・保育職に求められる課題解決力や実践力を養う。

卒業後の教育・保育職生活をより円滑にスタートできるようにする。

表3　授業の到達目標と本プログラムとの関連

保

育
者

論

教
職

・

保
育

実

践
演

習
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次に各レッスン後の学生の振り返り内容を，表 5-1～表 5-5 に示した。記述

内容は，主として人との関わりや自身の態度等について「今後心掛けたいこと」，

良かったことや難しさ等の「感想」，「気付き」に分類された。具体的な内容と

しては，「自分から積極的に人に関わってみたい」「あまり話したことがない人

と話せるきっかけになった」（L1），「自分自身を知り，自分の良いところ探し

をしたい」「自分と向き合うことで自分自身の理解が深まった」（L3），「人との

程よい距離感を保ちたい」「親しき仲にも礼儀が大事」（L4），「相手の意見をし

っかり聞き，共感した上で自分の意見を分かりやすいように伝え，良い解決法

を探したい」「他の人に意見を聞くことで，思考が広がった」（L5），「とりあえ

ず相手の話を聞き，相手を怒らせないように接したい」「将来の様々な場面を

想定して話ができたのが良かった」（L6）等の記述がみられた。L2 については，

「自分らしく仕事ができるための保育者（社会人）になるための目標」として

学生が記述した内容を，表 6 に示した。回答数の多かった順に挙げると，まず

「仕事の姿勢」に関する内容（周りに合わせてばかりでなく自分の考えも主張

できる，周りの職員との連携・協力ができる等），次に「保育の技術・専門性」

に関する内容（専門性を高める，子どもの成長，発達しやすい環境を提供する

等），「子どもの尊重」に関する内容（子どもの気持ちにしっかりと寄り添うこ

とができる，子ども目線,子ども主体で物事を考えられる等）であった。また，

学生が自分の目標に近づくために「いつもできている行動」「続けたい行動」

「やめたい行動」として挙げた主な内容を，図２に示した。「いつもできてい

る行動」で回答数が多かったのは，「人を傷つけることを言わない」「人の意見 

評価内容
「そう思う」

「ややそう

思う」

「どちらとも

言えない」

「そう思わな

い」「ややそ

う思わない」

【L1　人間関係構築1（N＝47）】

ビンゴゲームで他者紹介をすることができた 47 0 0

自分と他者の似ている特徴，自分らしい特徴を発見することができた 46 1 0

人間関係作りのヒントを得た 46 1 0

【L3　自分を好きになろう（N＝45）】

「自分を好きになろう」カードを完成することができた 41 0 4

「自分を好きになろう」台紙に，「自分」を表現することができた 44 0 1

自己理解が広がった，深まった 40 2 3

【L4　人間関係構築2（N＝45）】

過去・現在の親しい人について，振り返ることができた 43 1 1

親しい人との関係でよかったことについて，振り返ることができた 43 1 1

「ほどよい人間関係」をイメージすることができた 40 4 1

困難に対処し解決するための重要なスキル（適切な自己主張・共感・譲り合い）を理解できた 42 2 0

「困難派の対処・解決スキル」セルフチェックで，自分のパターンを理解できた 42 1 0

人間関係の困難な状況に，対処せず回避したときの自分や周囲の気持ちを考えることができた 43 0 0

自己主張測定器を使って，適切な自己主張を理解できた 38 0 0

「やっかいな人間関係」の事例から，具体的な場面を想定し，会話の内容を考えることができた 38 0 0

「やっかいな人間関係」の事例について対処解決することができた 38 0 0

【L6　人間関係を磨こう1(N =38)】

注　L2については，授業進行の都合上，評価を実施していない。

表4　“サクセスフル・セルフ”保育者養成版　学生によるレッスン評価

【L5　問題への対処と解決1(N =43)】

評価内容
「そう思う」
「ややそう
思う」

「どちらとも
言えない」

「そう思わな
い」「ややそ
う思わない」

【L1　人間関係構築1（N＝47）】

ビンゴゲームで他者紹介をすることができた 47 0 0

自分と他者の似ている特徴，自分らしい特徴を発見することができた 46 1 0

人間関係作りのヒントを得た 46 1 0

【L3　自分を好きになろう（N＝45）】

「自分を好きになろう」カードを完成することができた 41 0 4

「自分を好きになろう」台紙に，「自分」を表現することができた 44 0 1

自己理解が広がった，深まった 40 2 3

【L4　人間関係構築2（N＝45）】

過去・現在の親しい人について，振り返ることができた 43 1 1

親しい人との関係でよかったことについて，振り返ることができた 43 1 1

「ほどよい人間関係」をイメージすることができた 40 4 1

困難に対処し解決するための重要なスキル（適切な自己主張・共感・譲り合い）を理解できた 42 2 0

「困難の対処・解決スキル」セルフチェックで，自分のパターンを理解できた 42 1 0

人間関係の困難な状況に，対処せず回避したときの自分や周囲の気持ちを考えることができた 43 0 0

自己主張測定器を使って，適切な自己主張を理解できた 38 0 0

「やっかいな人間関係」の事例から，具体的な場面を想定し，会話の内容を考えることができた 38 0 0

「やっかいな人間関係」の事例について対処解決することができた 38 0 0

【L6　人間関係を磨こう1(N =38)】

注　L2については，授業進行の都合上，評価を実施していない。

表4　“サクセスフル・セルフ”保育者養成版　学生によるレッスン評価

【L5　問題への対処と解決1(N =43)】

加藤　由美・安藤　美華代

─ 170 ─



 
 

  

  

記述内容（一部） 回答数

自分から積極的に人に関わってみたい 45

相手の気持ちを考えて行動する 5

笑顔で人間関係がよりよくなっていくようにしたい 5

一人一人の色んな部分を知りたいと思った 4

楽しいことが好きなので、人見知りをせずに色んな人に話しか
けてみようと思った

3

相手の目を見て会話することを心掛けていきたい 3

できるだけ早く名前を覚えるようにする 2

お互いの良いテンポでコミュニケーションをとる　他 2

無表情でなく常に笑顔でいる。笑顔が大切 8

ポジティブに考えれるようにネガティブな所をプラスに考える 8

自分のことを認めてあげてほめてあげる 6

楽しいと思うことをする 6

自分を知ってもらおうとする自発性を大切にする 5

自分の良いところを見つけていきたい 3

自分の興味があることを増やして話題の幅を広げたい 2

人のことも自分のこともよく見ていく　他 2

趣味や特技など共感しあえるような話題を見つけて話しかける 11

相手の話を聞いて相手を理解していきたい 8

相手に共感すること 3

相手と意見が異なっても相手の意見を受け入れる 3

相手の良いところを見つけて尊重していきたい　他 2

あまり話したことがない人と話せるきっかけになった 12

みんなの様々な一面をみれたり、聞けたりして嬉しかった 10

多くの人がいる分だけ多くの回答があって聞くのが楽しかった 6

自分を好きになる良い機会になった 4

自分のことも知ってもらい、相手のことを少しでも知ることができ
て良かった　他

4

自分の得意な所や良いところが全然思い浮かばず難しかった 2

全員の顔を覚えるのは難しい 1

自分との共通点を見つけたり人の意外なところを見つけるに
は、たくさん話すことが一番だと思った

16

笑顔で話しかけると相手も自然と笑顔で話してくれた 8

自分のダメな所が改めて知ることができた 4

相手の知らないことだらけということにあらためて気づいた 3

見た目や雰囲気で決めつけないで、実際に話してみることがす
ごく大切だと思った　他

3

注　（　　）内は回答数

良かっ
た(45)

難しかっ
た (3)

気付き (44)

感想
（48）

表5-1　　L1に関する学生の振り返り（N＝47，複数回答）

態度
(43)

今後
心掛け
たい
こと

（147）

人との
関わり
（72）

共感
(32)

カテゴリー 記述内容（一部） 回答数

自分自身を知り、自分の良いところ探しをしたい 13

自分が失敗しても次頑張ろうとポジティブに考える 8

自分が好きなように楽しいようにやりたいことをしていきたい 7

自分のことを認めてほめてあげる 6

自分の長所・短所も否定せず，自分自身だと受け入れる 5

新しいことにチャレンジする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

一度やろうと決めたことは達成するまで貫き通す 4

自分が何に興味があって，何に楽しんでいるかを考える 3

自分のダメだと思っている部分でもプラス面で考えてみる 3

長所は続けて今以上に伸ばし，短所は直すようにしたい 2

他人の目を気にせずに自分らしく生きる 2

エコグラムから見れるプラス面とマイナス面を意識して生活する 2

自分の尺度を見つめる，何に興味があって何を楽しんでいるか 2

ネガティブな考えを止めようと思った　他 2

自分から積極的に人に関わってみる 4

人に優しくなる 2

笑顔を絶やさないようにする 2

嫌いな物や人に関わらないなど壁を作らないようにしたい 2

聞き上手になる　他 1

自分の良いところを探して自分を好きになる良い機会になった　 6

自分を好きになることは簡単なことではないが，それに一歩近
づいた

3

自分の良いところ，悪いところが知れて良かった 4

自分と向き合うことで自分自身の理解が深まった 3

自分と思ったこと，経験したことが一緒で共感できて楽しかった 2

自分の中には普段から言葉にできない感情が色々あるのか，
それとも言いたいことがありすぎてきりがないのか紙に書くの
が難しいと思った

1

自分のイメージが全く分からない，ぼんやりとしたイメージすら
思いつかない

1

自分自身のことについて考えるきっかけにもなった　　 3

自分の直すべきところ，良くないと思うところが分かった 3

自己主張ができる人になり，驚いた 3

自分は表現することで自分はどういう人なのかわかった 2

質問に答えるだけで自分がどういう人間なのか分かった 2

自分のことを意外と理解していないと思った　他 2

注　（　　）内は回答数

良かっ
た(24)

表5-2　　L３に関する学生の振り返り（N=45，複数回答）

カテゴリー

人との
関わり
(13)

今後
心掛け
たいこ
と（88）

態度
(75)

難し
かった

(2)

感想
（26）

気付き (22)

記述内容（一部） 回答数

人との程よい距離感を保ちたい 14

相手に求めすぎない 9

踏み込まず，踏み込ませず他人に干渉し過ぎず，相手の全て
を信じずほどよく付き合う

9

干渉しすぎない 8

相手の気持ちを考えて，何を話すべきか考える 8

他人のことに首を突っ込み過ぎず，自分のことにもあまり首を
突っ込ませない

7

ある程度気を遣う 5

ある程度自分を主張しつつ相手の事を受け止めるようにする 3

相手に必死にならない，余裕を持つ　他 3

必要な嘘をついて人をあまり傷つけないように生きていきたい 8

親しき中にも礼儀が大事 7

いつも笑顔でいる 4

常に相手の立場にっなって物事を捉える 3

しっかりと　ありがとう，ごめんなさい，挨拶をする 3

悪口を言わない，平和主義でいる 2

親しくない人でも気を使ってばかりいるのではなくダメなことは
注意するなどは必要だなと思った　他

2

子ども達が大人になっても覚えてもらっているような保育者に
なりたいと思った

2

担任をしてくれた保育士になりたいと思って保育士を目指すよ
うになったので理想に近づきたいと思った　他

2

昔や今の親しい人について振り返ることができて良かった 4

現在の友達の良いところを改めて考えることができて良かった 2

それぞれに感じた幼少期のエピソードが聞けて良かった　他 2

何十年も関わっているのに，いざ思い出を言葉に書き表そうと
するとなかなか思い浮かばなかった

2

あまり親しい人がいないので考えるのが難しかった 1

親しい友達とただの友達の境目が難しいと思った　他 1

今まで自分が出会ってきた人はどの人も大切で，きちんと記
憶に残っているんだなぁと思った

4

自分の好きな友達や先生を思い出して会いたくなった　他 3

相手に依存や執着し過ぎてはだめなので，程よい距離感で相
手に干渉し過ぎないことが大切だと思う

3

振り返ってみると，いろんな感情を持ち様々な経験を人とのか
かわりで得てきた事に気が付いた

2

相手に返せているものが少なく，もっと返せればよかった 2

子どものころの記憶は，よく覚えていることが分かった　他 2

気付き (20)

注　（　　）内は回答数

今後
心掛け
たいこ

と
（126）

将来
(6）

その他
(10)

表5-3　　L４に関する学生の振り返り（N=45，複数回答）

カテゴリー

人との
関わり
(77)

態度
(43)

良かっ
た(12)

感想
（27）

難し
かった

（5)

記述例 回答数

相手の意見をしっかり聞き，共感した上で自分の意見を分か
りやすいように伝え，良い解決法を探したい

14

自分の意見を相手にちゃんと伝えられるようにしたい 7

お互いが快く解決できるように本音をぶつける 4

相手の話をしっかり聞く 4

見て見ぬふりをせず，困ったことがあったら声をかけていく 3

相手に譲りすぎるところがあって我慢をするときもあるので自
分の意見も大切にしていこうと思う

3

困っている人，気になる人を見かけたら話しかけ，話を聞く 3

自己主張もしっかりして，お互いに納得できる解決法を見つ
けられるよう心掛けたい

2

相手の意見を受け入れ，納得できるように心がけたい 2

共感することも大切だけど，自己主張も大切にしたい 2

周囲の人と感情を共有し合い良い解決ができるようにしたい 2

人の立場に立って状況を考えられるようにする　他 2

友達関係から学ぶ 2

自分の性格が分かり，直すべきところも分かったので集中的
に直したいと思った

2

一人で抱え込まずに誰かに相談できる人間になろうと思う 1

自分から積極的に動くことも大切だと思った。それで救われ
る人もいるし，自分のためにもなる　他

1

受け身行動が多かったから，言いたいことが言えない性質だ
と思った

7

同期の存在は大きいと思った 4

相手の立場に立って考えることが大事だと思った 4

同じ場面でも人によって考え方や感じ方が違ったので実際に
自分がこの境遇に立った場合も人によって考え方が違うとい
うことに気づけた

3

自分の問題解決のパターンが分かったし，自分が意見をい
えるときと言えない時のシチュエーションの違いがあったこと
に気づいた

3

他の人の意見を聞くことで，思考が広がった 2

自分を知ることの重要性を感じた　他 2

自分の考えを見直す良い機会になった 2

自分からは想像もつかない答えが出て，グループワークでの
学びは楽しいなと改めて思った　他

1

難しかっ

た(1)
色々な視点で考えたことがなかったから難しかった 1

自分にも将来あり得る話だと思って考えさせられた 1

まず皆で話し合って共有し一緒に解決することが大切だ　他 1

注　（　　）内は回答数

カテゴリー

表5-4　　L5に関する学生の振り返り（N=43，複数回答）

人との関
わり (55)

良かった
（4）

態度
(8)

今後
心掛け
たいこと

（63）

その他
(3)

気付き (29)

感想（8）

記述内容（一部） 回答数

自分自身を知り、自分の良いところ探しをしたい 13

自分が失敗しても次頑張ろうとポジティブに考える 8

自分が好きなように楽しいようにやりたいことをしていきたい 7

自分のことを認めてほめてあげる 6

自分の長所・短所も否定せず，自分自身だと受け入れる 5

新しいことにチャレンジする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

一度やろうと決めたことは達成するまで貫き通す 4

自分が何に興味があって，何に楽しんでいるかを考える 3

自分のダメだと思っている部分でもプラス面で考えてみる 3

長所は続けて今以上に伸ばし，短所は直すようにしたい 2

他人の目を気にせずに自分らしく生きる 2

エコグラムから見れるプラス面とマイナス面を意識して生活する 2

自分の尺度を見つめる，何に興味があって何を楽しんでいるか 2

ネガティブな考えを止めようと思った　他 2

自分から積極的に人に関わってみる 4

人に優しくなる 2

笑顔を絶やさないようにする 2

嫌いな物や人に関わらないなど壁を作らないようにしたい 2

聞き上手になる　他 1

自分の良いところを探して自分を好きになる良い機会になった　 6

自分を好きになることは簡単なことではないが，それに一歩近づ
いた

3

自分の良いところ，悪いところが知れて良かった 4

自分と向き合うことで自分自身の理解が深まった 3

自分と思ったこと，経験したことが一緒で共感できて楽しかった 他 2

自分の中には普段から言葉にできない感情が色々あるのか，そ
れとも言いたいことがありすぎてきりがないのか紙に書くのが難
しいと思った

1

自分のイメージが全く分からない，ぼんやりとしたイメージすら思
いつかない

1

自分自身のことについて考えるきっかけにもなった　　 3

自分の直すべきところ，良くないと思うところが分かった 3

自己主張ができる人になり，驚いた 3

自分は表現することで自分はどういう人なのかわかった 2

質問に答えるだけで自分がどういう人間なのか分かった 2

自分のことを意外と理解していないと思った　他 2

注　（　　）内は回答数

良かっ
た(24)

表5-2　　L３に関する学生の振り返り（N =45，複数回答）

カテゴリー

人との
関わり
(13)

今後
心掛
けた

いこと
（88）

態度
(75)

難し
かった

(2)

感想
（26）

気付き (22)

記述内容（一部） 回答数

人との程よい距離感を保ちたい 14

相手に求めすぎない 9

踏み込まず，踏み込ませず他人に干渉し過ぎず，相手の全て
を信じずほどよく付き合う

9

干渉しすぎない 8

相手の気持ちを考えて，何を話すべきか考える 8

他人のことに首を突っ込み過ぎず，自分のことにもあまり首を
突っ込ませない

7

ある程度気を遣う 5

ある程度自分を主張しつつ相手の事を受け止めるようにする 3
相手に必死にならない，余裕を持つ　他 3
必要な嘘をついて人をあまり傷つけないように生きていきた
い

8

親しき中にも礼儀が大事 7

いつも笑顔でいる 4

常に相手の立場にっなって物事を捉える 3

しっかりと　ありがとう，ごめんなさい，挨拶をする 3

悪口を言わない，平和主義でいる 2

親しくない人でも気を使ってばかりいるのではなくダメなことは
注意するなどは必要だなと思った　他

2

子ども達が大人になっても覚えてもらっているような保育者に
なりたいと思った

2

担任をしてくれた保育士になりたいと思って保育士を目指す
ようになったので理想に近づきたいと思った　他

2

昔や今の親しい人について振り返ることができて良かった 4

現在の友達の良いところを改めて考えることができて良かった 2

それぞれに感じた幼少期のエピソードが聞けて良かった　他 2

何十年も関わっているのに，いざ思い出を言葉に書き表そう
とするとなかなか思い浮かばなかった

2

あまり親しい人がいないので考えるのが難しかった 1

親しい友達とただの友達の境目が難しいと思った　他 1

今まで自分が出会ってきた人はどの人も大切で，きちんと記
憶に残っているんだなぁと思った

4

自分の好きな友達や先生を思い出して会いたくなった　他 3

相手に依存や執着し過ぎてはだめなので，程よい距離感で相
手に干渉し過ぎないことが大切だと思う

3

振り返ってみると，いろんな感情を持ち様々な経験を人との
かかわりで得てきた事に気が付いた

2

相手に返せているものが少なく，もっと返せればよかった 2

子どものころの記憶は，よく覚えていることが分かった　他 2

表5-3　　L４に関する学生の振り返り（N =45，複数回答）

カテゴリー

人との
関わり
(77)

態度
(43)

良かっ
た(12)

感想
（27）

難し
かった

（5)

気付き (20)

注　（　　）内は回答数

今後
心掛け
たいこ

と
（126）

将来
(6）

その他
(10)

記述例 回答数

相手の意見をしっかり聞き，共感した上で自分の意見
を分かりやすいように伝え，良い解決法を探したい

14

自分の意見を相手にちゃんと伝えられるようにしたい 7

お互いが快く解決できるように本音をぶつける 4

相手の話をしっかり聞く 4

見て見ぬふりをせず，困ったことがあったら声をかけて 3

相手に譲りすぎるところがあって我慢をするときもある
ので自分の意見も大切にしていこうと思う

3

困っている人，気になる人を見かけたら話しかけ，話
を聞く

3

自己主張もしっかりして，お互いに納得できる解決法
を見つけられるよう心掛けたい

2

相手の意見を受け入れ，納得できるように心がけた
い

2

共感することも大切だけど，自己主張も大切にしたい 2

周囲の人と感情を共有し合い良い解決ができるよう
にしたい

2

人の立場に立って状況を考えられるようにする　他 2

友達関係から学ぶ 2

自分の性格が分かり，直すべきところも分かったので
集中的に直したいと思った

2

一人で抱え込まずに誰かに相談できる人間になろうと
思う

1

自分から積極的に動くことも大切だと思った。それで
救われる人もいるし，自分のためにもなる　他

1

受け身行動が多かったから，言いたいことが言えない
性質だと思った

7

同期の存在は大きいと思った 4

相手の立場に立って考えることが大事だと思った 4

同じ場面でも人によって考え方や感じ方が違ったので
実際に自分がこの境遇に立った場合も人によって考
え方が違うということに気づけた

3

自分の問題解決のパターンが分かったし，自分が意
見をいえるときと言えない時のシチュエーションの違
いがあったことに気づいた

3

他の人の意見を聞くことで，思考が広がった 2

自分を知ることの重要性を感じた　他 2

自分の考えを見直す良い機会になった 2

自分からは想像もつかない答えが出て，グループ
ワークでの学びは楽しいなと改めて思った　他

1

難しかっ
た(1)

色々な視点で考えたことがなかったから難しかった 1

自分にも将来あり得る話だと思って考えさせられた 1

まず皆で話し合って共有し一緒に解決することが大切だ 1

注　（　　）内は回答数

カテゴリー

表5-4　　L5に関する学生の振り返り（N =43，複数回答）

人との
関わり
(55)

良かっ
た（4）

態度
(8)

今後
心掛け
たいこ

と
（63）

その他
(3)

気付き (29)

感想
（8）
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記述内容（一部） 回答数

とりあえず相手の話を聞き、相手を怒らせないように接したい 10

相手を責めずにまずはお互いで話をする、そのうえでお互いが
納得して解決するようにする

8

その場の空気に流されず、冷静になって自分の言いたいこと
を言うように心がける

8

適切な自己主張、共感、ゆずりあいを実行する 5

すぐに感情的にならず、場がピりつかないように心掛ける 5

相手に自分の思ったことを分かりやすく伝えることを心掛ける 4

相手の立場に立つことを忘れないようにしたい 4

感情的にならず事実をきちんと伝えることができるようにしたい 2

言い訳せずに素直に謝り，相手を納得させたうえで解決する 2

トラブルが起こっている時は、どちらの意見も良い所と、悪い所
を見つけてまとめて伝える　他

2

将来就職したら人間関係で悩むことがあると思うので，適切な
対応を学びたい

3

自分の経験と重ね合わせてどうすればよいか考えたい 2

今回は自分たちで考えて解決できたが、実際には分からない
ので、きつく当たられてもめげない心を身につけようと思った

1

将来の様々な場面を想定して話ができたのが良かった 3

色々な場面の発表を見て、とても参考になった 1

話し合いや、他の人の意見を聞く事で対処の方法をいくつか
手に入れることができた　他

1

厄介な人の人物像はすぐ思い浮かべることができたけど、対
処法は中々思いつかなかった

2

相手に自分の思っていることを素直に伝えるのは難しい 1

具体的な場面を考えたり、どのようにして自己主張をすればよ
いのか考えるのがとても大変だった 他

1

めんどうだと思った 2

適切に自己主張できるか不安　他 2

相手の様子をうかがうことも必要だと感じたけれど言わなけれ
ばならないことはしっかり相手に伝えることが大切

3

厄介な事例に出会ったとき、落ち着くことが第一だと思った 3

直接話すことが必要な場合は、嫌でも言葉を選んで丁寧なコ
ミュニケーションをはかる

3

厄介な人間関係に遭遇したら焦ってしまいそうなので大学で
しっかり考えておかなければいけないと思った

2

必ず解決の糸口はあるので、それをどう探して解決するかが
大事だと思った　他

2

表5-5　　L６に関する学生の振り返り（N=38，複数回答）

良かっ
た(11)

その他
(14)

感想
（33）

難し
かった

(8)

その他
（6）

注　（　　）内は回答数

人との
関わり
(71)

今後
心掛け
たいこと

（77）

気付き (24)

カテゴリー カテゴリー 記述内容（一部） 回答数

周りに合わせるだけでなく自分の考えも主張できる 4

周りの職員との連携・協力ができる　 4

積極的に仕事に取り組む 3

色々な人とかかわりを持つ 3

自分の行動や言葉に責任を持つ 3

皆に平等にする 2

常に正しくいることができる 2

分からないことはすぐに聞く 2

明日も行きたいと思ってもらえる保育ができる 2

人の話，意見を聞く　他 2

専門性を高める 6

子どもの成長，発達しやすい環境を提供する 3

トラブルを適切に対処する 2

周りの状況をよく見る，幅広い視野を持つ 2

個性を引き出せるような環境を整える 2

子どもと共に成長できる 2

臨機応変，素早く適切な判断ができる 2

優しさと厳しさ両方持つ 1

気配りができる，気が利く　他 1

子どもの気持ちにしっかりと寄り添うことができる 6

子ども目線（子ども主体）で物事を考えられる 4

子ども達一人ひとりとしっかり向き合い，小さな変化
に気づいてあげられる

3

子どもの可能性，長所をたくさん見つけて伸ばせる 2

子どもを笑顔にさせてあげられる 2

感受性豊かな子どもを育てる 2

全ての子どもに平等に接することができる 2

子どもを尊重する　他 2

誰（子ども，保護者，職場の保育者）からも信頼さ
れる

11

保護者と信頼し合うことができる 3

子どもの寄りどころになれる（頼ってもらえる） 1

笑顔が絶えない 4

笑顔で明るく元気 4

人を笑顔にする 1

誰からも好かれる 2

子ども達が大人になった時，記憶に残る 2

子どもたちに心から好きになってもらえる 1

明るく元気
（9)

好かれる(5)

注　（　）内は回答数

表6　L2「自分らしく仕事ができる保育者（社会人）になる
ための学生の目標」（N=47，複数回答）

仕事の
姿勢（33）

保育の技
術・専門性

（27）

子どもの
尊重（26）

信頼される
(16)

記述内容（一部） 回答数

とりあえず相手の話を聞き、相手を怒らせないように接し
たい

10

相手を責めずにまずはお互いで話をする、そのうえでお互
いが納得して解決するようにする

8

その場の空気に流されず、冷静になって自分の言いたい
ことを言うように心がける

8

適切な自己主張、共感、ゆずりあいを実行する 5

すぐに感情的にならず、場がピりつかないように心掛ける 5

相手に自分の思ったことを分かりやすく伝えることを心掛
ける

4

相手の立場に立つことを忘れないようにしたい 4

感情的にならず事実をきちんと伝えることができるようにし
たい

2

言い訳せずに素直に謝り，相手を納得させたうえで解決す
る

2

トラブルが起こっている時は、どちらの意見も良い所と、悪
い所を見つけてまとめて伝える　他

2

将来就職したら人間関係で悩むことがあると思うので，適
切な対応を学びたい

3

自分の経験と重ね合わせてどうすればよいか考えたい 2

今回は自分たちで考えて解決できたが、実際には分から
ないので、きつく当たられてもめげない心を身につけようと
思った

1

将来の様々な場面を想定して話ができたのが良かった 3

色々な場面の発表を見て、とても参考になった 1

話し合いや、他の人の意見を聞く事で対処の方法をいくつ
か手に入れることができた　他

1

厄介な人の人物像はすぐ思い浮かべることができたけど、
対処法は中々思いつかなかった

2

相手に自分の思っていることを素直に伝えるのは難しい 1

具体的な場面を考えたり、どのようにして自己主張をすれ
ばよいのか考えるのがとても大変だった 他

1

めんどうだと思った 2

適切に自己主張できるか不安　他 2

相手の様子をうかがうことも必要だと感じたけれど言わな
ければならないことはしっかり相手に伝えることが大切

3

厄介な事例に出会ったとき、落ち着くことが第一だと思った 3

直接話すことが必要な場合は、嫌でも言葉を選んで丁寧
なコミュニケーションをはかる

3

厄介な人間関係に遭遇したら焦ってしまいそうなので大学
でしっかり考えておかなければいけないと思った

2

必ず解決の糸口はあるので、それをどう探して解決するか
が大事だと思った　他

2

注　（　　）内は回答数

人との
関わり
(71)

気付き (24)

カテゴリー

表5-5　　L６に関する学生の振り返り（N =38，複数回答）

良かっ
た(11)

その他
(14)

難し
かった

(8)

その他
（6）

今後
心掛け
たいこ

と
（77）

感想
（33）
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を取り入れる」「基本的なマナーが身についている」「周りの雰囲気に気を配る」

「イライラしている時，人にあたらない」「社会の規則や時間を守る」「礼儀を

わきまえている」であった。その中で「これからも続けたい行動」として多く

挙げられたのは「礼儀をわきまえている」「基本的なマナーが身についている」

「周りの雰囲気に気を配る」であった。「やめたい行動」では，「やらなければ

いけないことを放っておく」が最も多く，半数近い学生が回答していた。他に

は「困難な時，悲観的に考える」「社会の規則や時間にルーズである」「イライ

ラしている時，人にあたる」「整理整頓ができない」が多く挙げられた。 

L1～L6 終了後に，レッスンに対する役立ち感について質問した結果を表 7-

1，7-2 に示した。これによると「役立った」「やや役立った」との回答は約 8

割であった。また，役立つ（やや役立つ）と感じたレッスンとしては，L6 が最

も多く，次が L1，L4 であった。 

 

  

 

印象に残ったレッスンとしては，次のような感想が見られた。「L1：まだあ

まり仲良くなくて，互いに知り合って間もない状態だったので，互いを知る良

い機会だった。楽しかった」「L3：自分を好きになる事が大切だと学んだ。自分

の性格や傾向を知り，それを上手く良い方へ引き出せるような手がかりになっ

た」「L4：先生や友達との人間関係を振り返って，皆がどういう経験をしてき

たかを知ることができた」「レッスン L6：やっかいな人間関係について考える

中で，2 人でいろんな意見が出て楽しくできた。今後社会に出た時に参考にな

りそう」  

次に，プログラム実施前の 4 月（調査①），実施直前の 6 月（調査②），実施

直後の 8 月（調査③），実施半年後の翌年 2 月（調査④）における質問紙調査

での心理社会的要因に関する評価指標（9 項目）の平均・標準偏差・分散分析

結果を，表 7 に示した。 

調査①～④（以下，①～④）の各評価指標について，反復測定による一元配

置の分散分析を行った。その結果，「感情処理のスキル」は 1％水準で有意差が

みられ[F(3,132)=10.877,MSe=2.782,p<.01],Bonferroni 法による多重比較の

結果（以下同様），1％水準で③＞①，5％水準で②＞①，④＞①であった。「対

応のスキル」は 1％水準で有意差がみられ[F(3,132)＝6.688,MSe=3.041,p<.01], 

1％水準で③＞①，5％水準で③＞②，③＞④であった。「社会性」は 5％水準で

有意差がみられ[F(2.191,96.419)＝3.041,MSe=22.183,ｐ<.05],③＞②であっ

た。「困難に打ち勝つ自己効力感」は 1％水準で有意差がみられ[F(3,132)＝

6.628, MSe=2,239,p<.01],1％水準で③＞④，5％水準で③＞①，③＞②であっ

役立った 25

やや役立った 13

どちらともいえない 7

やや役立たなかった 1

役立たなかった 1

表7-1　レッスンの役立ち感に関する

学生の評価（N＝47）
L6　人間関係を磨こう1 29

L1　人間関係構築1 21

L4　人間関係構築2 19

L3　自分を好きになろう 17

L5　問題への対処と解決1 17

L2　自分らしく生きよう 10

表7-2　学生が役立つ（やや役立つ）
と感じたレッスン（N =38，複数回答）
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た。「自己コントロールに関する自己効力感」は 1％水準で有意差がみられ 

[F(2.508,110.342)＝5.594, MSe=2,539, p<.01],1％水準で③＞①，5％水準で

③＞②であった。「対話のスキル」「和を保つスキル」「対人関係に関する自己

効力感」「問題解決に関する自己効力感」については有意差がみられなかった。 

 

 
 

Ⅳ 考察 

L1 は 1 年次前期の最初の授業で実施したため,学生同士の友人関係の構築に

効果的であり,自分から積極的に人に関わりたいといった今後の意欲につなが

ったと考えられた。 

L2 で学生が「自分らしく仕事ができるための保育者（社会人）になるための

目標」として挙げたのは，「仕事の姿勢」「保育の技術・専門性」「子どもの尊

重」等であった。これらは新任保育者の目標として多く挙げられた回答 13)と共

通しているが，保育者が「子どもの気持ちに寄り添う」「子ども目線」といった

「子どもの尊重」に関連した目標が多かったのに対して，学生の場合は，まだ

実際に子どもと接する機会がないためか，保育者としての姿勢や保育技術・専

門性に着目した目標が多かった。また，学生が自分の目標に近づくために「い

つもできている行動」で回答数が多かったのは，「人を傷つけることを言わな

い」「人の意見を取り入れる」等，周囲と協調していく上で必要な行動であっ

た。その一方，「やめたい行動」では「やらなければいけないことを放ってお

く」が最も多く，半数近い学生が回答していた。新任保育者も「やめたい行動」

として同様の内容を多く挙げており 13)，若い世代にとって実行に移すのが難

しい行動であることが窺えた。先行研究では，学生に先延ばしの兆候を理解さ

M SD M SD M SD M SD p <.01 ｐ<.05

注　M ：平均，SD：標準偏差，n.s.：非有意，①：調査①，②：調査②，③：調査③，④：調査④を示す。1％水準，5％水準で有意差を認めたものについて，大小関係（＞）で示す。

1.28 5.47 1.62 n.s.

③＞②

問題解決に関する

自己効力感
何かを決める前に，どんなこと

が起こるかを予想する
5.31 1.79 5.29 1.46 5.78

2.36 8.47 2.30 ③＞①

③＞①

③＞②

自己コントロール

に関する自己効力感
人との関係が悪くなるようなこ

とは言わない
7.93 2.24 8.40 2.24 9.18

2.64 7.02 3.03 ③＞④
困難に打ち勝つ

自己効力感
困難なことがあっても，前向き

に行動する
7.20 2.67 7.38 2.70 8.31

3.37 17.67 3.44 n.s.

③＞②

対人関係に関する

自己効力感
困っている人がいたら，積極的

に助ける
17.60 3.81 18.09 3.03 18.76

5.30 28.24 4.56社会性
もめごとを解決したいと思うと

きには，お互いに譲り合う
26.82 6.19 27.29 6.81 29.18

1.29 6.40 1.32 n.s.

③＞②

③＞④

和を保つスキル
何か失敗したときに，すぐに謝

ることができる
6.51 1.52 6.51 1.27 6.40

3.32 15.16 3.50 ③＞①対応のスキル
仕事をするときに，何をどう

やったらよいか決められる
14.53 3.72 15.13 4.01 16.16

2.31 6.44 2.54 n.s.

②＞①
④＞①

対話のスキル
知らない人とでも，すぐに会話

がはじめられる
6.62 2.61 6.73 2.67 7.18

9.78 2.65 9.09 2.91 ③＞①感情処理のスキル
気まずいことがあった相手と，

上手に和解できる
7.80 2.96 8.93 2.73

表8　プログラム実施前（4月・6月）と実施後（8月・半年後）の各評価指標の平均・標準偏差・分散分析結果（N＝45）

評価指標項目 項目内容例

実施前（4月）

調査①

実施直前（6月）

調査②

実施直後（8月）

調査③

実施半年後（2月）

調査④
分散分析結果
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せ，自己覚知を高めることの必要性が指摘されており 21)，学生への意識付けや

働きかけが必要であると考えられた。  

L3 は，自分が得意なこと，頑張っていること等ポジティブな面に着目した

り，エゴグラムで自身の性格特性や行動パターンを理解したりすることで，学

生の自己受容や自己理解につながったと考えられた。 

L4 は，これまで出会った親しい人や先生との関係について振り返る中で，望

ましい保育者のあり方やほどよい人間関係について考える機会となっていた。 

L5 は，困難な状況に関わる人の気持ちを個人やグループで考えるという課

題に取り組む中で，相手の立場を考えながら自分の意見を分かりやすく伝える

ことの大切さを学ぶ場となっていた。 

L6 では，具体的な場面でのやりとりを想定し，やっかいな人間関係を対処解

決するために，適切な自己主張をどのように行えばよいかを実践を通して考え

ることができていた。 

以上のように，振り返りシートにおける学生のレッスン評価や記述内容から，

本プログラムは学生にとって分かりやすく役立つ内容になっていることが示

唆され，プログラムのねらいに沿った評価がなされたと考えられた。レッスン

内容は学生の自己理解や他者理解につながるとともに，他者との関係のあり方

や具体的な場面における人との関わり方について考える機会となったことが

窺えた。また,実施方法としてグループ活動やロールプレイを取り入れたこと

で，人によって考え方や感じ方が違うことを理解し，他者の意見を参考にした

り，実際の場面を想定しながら対処方法を考えて演じたりできたことは，学生

にとっては有効な経験であると考えられた。 

プログラム実施前後に 4 回の質問紙調査を行い，心理社会的要因の変化に

ついて比較検討した。その結果，調査①（プログラム実施前）と比較して調

査③（実施直後）では，「感情処理のスキル」「対応のスキル」「自己コントロ

ールに関する自己効力感」が有意に高かった。この内，「対応のスキル」「自

己コントロールに関する自己効力感」については，調査②（実施直前）と比

較しても有意に高かった。その他に，「社会性」「困難に打ち勝つ自己効力

感」についても，調査②（実施直前）と比較して調査③（プログラム実施直

後）が有意に高かった。調査④（プログラム実施半年後）では，調査③と比

較して 8 項目に数値の減少が見られ，「困難に打ち勝つ自己効力感」「対応の

スキル」は有意に低くなっていた。以上のように，プログラム実施前後で測

定した評価指標には変化がみられたものの，プログラムの効果については，

今後さらに詳細な検討が必要だと考えられる。           

 

Ⅴ まとめと今後に向けて 

 保育者養成大学における学生が保育現場の実情を知り，職務上の人間関係の

あり方について考えたり，保育者としての心構えをもったりできるようにする

ため，保育者養成に特化した人間関係力の育成を目指した心理教育プログラム

“サクセスフル・セルフ”保育者養成版 (全 14 レッスン)を作成後，四年制の

人間関係力を育む保育者養成教育の実践 －心理教育“サクセスフル・セルフ”保育者養成版の作成，実施と評価－
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保育者養成課程 1 年次前期「保育者論」(教職に関する科目)において 47 名を

対象としてプログラムの前半 6 レッスンを実施し，その内容や実施方法が適切

であるかどうかを検討した。レッスン終了後，学生にレッスン内容に対する理

解度，分かりやすさ，生活への役立ち感等について 5 件法で尋ねたところ｢そ

う思う｣｢ややそう思う｣との回答が約 8 割であったことから，本プログラムは

学生にとって分かりやすく役立つ内容になっていることが示唆され，プログラ

ムのねらいに沿ったレッスン評価がなされたと考えられた。学生の記述内容か

ら，レッスン内容は学生の自己理解や他者理解につながり，人との関わり方に

ついて考える機会となったこと，グループ活動やロールプレイを取り入れた実

施方法は有効であったことが窺えた。また，プログラム実施前後の心理社会的

要因（｢対応のスキル｣｢自己コントロールに関する自己効力感｣等）の数値に変

化は見られたものの，プログラムの効果については，今後さらに詳細な検討が

必要だと考えられる。           

今後の取り組みとしては，後半のプログラムを 4 年次後期の授業で実施予定

である。1 年次での取り組みを踏まえながら，保育現場での困難場面を想定し

たより実践的なレッスンを行うことで，現場で求められる課題解決力や実践力

を養っていく。例えば，保育の困難場面での問題解決技法や，保育現場での先

輩，上司との対話における困った出来事と対処についてロールプレイを実践し

たり，保育現場で起こり得るジレンマを解決したりするレッスンを行っていく

予定である。 
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事業【基盤研究 C】「人間関係力を育む保育者養成教育のあり方に関する実践的

研究」（課題番号：18K03163，研究代表者：加藤由美，研究分担者：安藤美華

代・住本克彦）の助成を受けて行った研究成果の一部である。 

 

Childcare Worker Training to Foster Capacity for Interpersonal Relationships: 

Development, Implementation, and Evaluation of the “Successful Self” Childcare Worker 

Version for Psychoeducation 

 

KATO Yumi*1， ANDO Mikayo*2 
 

To help students at universities training to be childcare workers understand the

ground realities of early childhood education and learn practically about the state of

interpersonal relationships in the field, a “Successful Self” Childcare Worker Version

was developed as a program in psychoeducation. Then, lessons from the first half of the

program were conducted with 47 first-year students in a four-year program in early

childhood education, and the content, implementation method, and effects of the program

were examined. Student responses to the program indicated that the content was

intelligible and useful, suggesting that the program fostered understanding of the self

and others and functioned as an opportunity for students to consider their way of

interacting with others. Although the results of questionnaire surveys conducted before

and after the program highlighted changes in psychosocial factors, such as coping skills

and self-efficacy for self-control, the effects of the program remain unclear and must

be examined in future research.           

 

Keywords ： childcare worker training, capacity for interpersonal relationships,

psychoeducation, university students 

  

※1  Department of Early Childhood Care and Education, Niimi University 

※2  Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University 
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保育所４歳児学級における子どもの人間関係形成能力を 

育む共同造形制作による双六遊び 

 

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 

 

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。共同造

形制作は，１人では作ることができない大きな作品で，着想を多く必要とする「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。そこで，具体的な保育実践案として双六遊

びを行い，人間関係形成能力育成における有効性の検証と，保育者に求められる指導・援助

方法の考察を行った。双六の制作は，友達の発言や行動に関心を持ちやすい環境で行われ，

話し合いによって色や形を工夫することができた。また，双六遊びの偶然性やルール作り

の必要性から，発達過程に適合した楽しい遊びを通して友達と深く関われる活動であった

と言える。保育者の援助においては，子どもが人間関係を形成する上で，イメージの共有を

促す声掛けが必要であると共に，保育者が介入しない見守りも重要であった。 

 

キーワード：保育所，４歳児学級，人間関係形成能力，共同造形制作，双六遊び 

 

※1 御南まんまるこども園 

※2 作陽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 研究の必然性と手順 

１ 双六遊びによる人間関係形成能力育成の妥当性 

本研究は，人間関係形成能力を育む造形表現活動について論考するものであ

る。第一報の基礎的研究では，子ども同士の関わりを作る造形表現活動は，共

同制作による活動で，着想を多く必要とする「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察した(1)。そこで本論では，４歳児学級の子ど

もを対象とし，双六の共同制作及び双六遊びの保育実践を行い，人間関係形成

能力育成における有効性と，保育者に求められる指導・援助方法を検討する。 

双六の共同制作では，主題や道順や升目の内容を子どもが決めることができ

るため，目的やイメージを共有しながら，話し合いを基に色や形を創意工夫す

る必要がある。双六遊びについては，増川宏一(1995)が，賽の目の偶然性と描

かれた絵が双六の娯楽性であると述べている(２)。賽の目の偶然性を味わうには，

特別な技能を必要とせず，どの子どもも平等に楽しむことができるため，子ど

もの集団遊びとして難易度と内容が適切であると言える。また，文字が読めな
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くても十分に楽しめる特性がある。さらに双六遊びには，さいころを振る，出

た目の数だけ駒を進める，次の人に順番を譲る等の単純で分かりやすいルール

がある。ルールを共有したり守ったりする過程には，人間関係形成能力に関す

る学びがある。その上，簡潔なルールであるため，子どもがルールを新たに設

定することができ，子ども同士の関わりが生じやすいと考えられる。以上のこ

とから，双六の共同制作及び双六遊びは，人間関係形成能力を育む活動として

期待できる。 

本論の執筆に際して用語を統一する。「実践者」は，本実践を主になって行っ

た第１著者のことであり，「保育者」は，保育施設で保育をする者のことである。 

 

２ 研究方法 

（１）園の概要 

構造：鉄骨造２階建，延床面積：911.41 ㎡，所要室：保育室（４室）・乳児室

（２室）・給食室・職員室等，幼稚園との共用：遊戯室・図書室・ＰＴＡ・相談・

会議室等，保育対象年齢：５か月から就学前まで，定員：満３歳児以上 90 名，

満１歳以上～満３歳未満の子ども 25 名，満１歳未満の子ども５名，計 120 名。 

 

（２）実施対象 

Ｘ県Ｙ市内の私立Ｚ保育園の４歳児学級 36 名。 

 

（３）観察日 

201X 年１月 19 日，１月 26 日，２月２日 

 

（４）実践のねらい及び活動の概要 

 双六の共同制作を行うにあたって，Ｚ保育園で合計３回の保育を行い，その

様子を記録した。各回の保育のねらいと活動の内容は，表１に示した。 

 

表１．保育所４歳児学級における共同造形制作による双六遊び 

 保育のねらい 活動の概要 

第１回 双六のルールや遊び方を知り，友達と双六

遊びを楽しむ。 

６グループに分かれて，実践者が用

意した双六で遊び，遊び方を知って

興味を持つ。 

第２回 同じグループの友達と話し合いながら双六

を作ることを楽しむ。／他のグループの双

六を見て，自分が感じたことを言ったり，

友達の感じたことを聞いたりする。 

「冬」を主題にし，学級全体で１つ

の双六を作る。その際，１グループ

６人の６グループに分かれ升目３

つ分を担当して制作する。 

第３回 友達と一緒に自分たちで作った双六で遊ぶ

楽しさを味わう。／升目に書いてあること

を友達と一緒にして楽しむ。 

双六を作ったグループに分かれ，グ

ループ対抗で双六をして遊ぶ。 
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第２回の活動（双六の制作）では，１枚の双六を６区画に分け，それぞれの

区画を第１，３回の活動と同じ６グループに分かれた子どもが制作する。あら

かじめ升目の枠のみが描かれたものを用意し，グループごとにそこに升目の内

容を書き込んだり，その周りに絵を描いたりする。また，双六全体の主題を「冬」

とし，普段の園生活等から見たり感じたりした冬に関するものをグループごと

に描いていくこととする。本論では，子ども同士の関わりに注目するため，子

どもが発言をしやすい人数，制作に一人一人が関わることができる人数を考慮

し，１グループを６人に設定した。グループは，日頃当番などをする慣れ親し

んだメンバーであり，子ども同士の関わりが引き出されやすいようにした。 

 

（５）記録方法及び事例の表記方法 

実践データは，録音・録画・手書きメモによって記録した。第２回の活動（双

六遊び）では，事例を示しており，以下の方法で表記した。 

①６グループに分かれて双六を制作したため，その中の１グループを観察対象

とする。②発言を「 」，行動を（ ）で示す。③録音した声が不明瞭で聞き取

れなかったものは「～」で示す。④それぞれの子どもの名前のイニシャルに「女

児」もしくは「男児」を付け加えて示す。⑥（→〇〇）は，その発言が向けら

れている人物を示す。⑦下線と太字は，考察のために注目した発言を示す。 

 

（６）倫理的配慮 

筆者らは実践園に対して，①本研究への協力は任意であること，②双六の制

作と遊びの実践で収集したデータは学術研究以外の目的で使用しないこと，を

口頭で説明し同意を得た。さらに，園長を通じて保護者に対し，子どもの氏名

や施設名が特定できない形で，学術論文のデータとして使用することの許可を

得た。本論のデータ収集を実施した保育施設は，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顔写真や発言等を，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。 

 

Ⅱ 共同造形制作による双六遊びの実践と考察 

１ 第１回の活動（双六遊び）と分析 

第１回のねらいは，「双六のルールや遊び方を知り，友達と双六遊びを楽しむ」

である。友達と双六を楽しむには，近くにいる友達のことを意識し，興味を持

つことが重要である。 

図１に示したように，実践者が作成した双六の升目に書いてある「お題」に

は，「好きな動物を教えてね」「あやとりで好きな技をしよう」等，自分の好き

なものや得意なことを友達の前で発表できるものを多く用意し，友達に興味を

持つ契機になることを意図した。また，グループ対抗で双六を行うことで，興

味を持ったことについてグループの友達と話し，楽しむ姿があった。さらに，

前に出たグループがあやとりやボールつきを見せている様子に注目したり，拍

保育所４歳児学級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による双六遊び
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手をしたりする様子が見られたことから，友達に興味を持つことができていた

と判断できる。 

 

(１)双六遊びのルールの理解と共有 

 第１回の活動目的は，第２回，第３回の活動に向けた双六のルールの理解で

ある。前に出てさいころを振る，駒を進める，升目に書いてあるお題を行う，

という流れを繰り返す内に，少しずつ双六の遊び方を理解している様子を窺う

ことができた。また，ルールが把握できていない子どもに対して，周囲の子ど

もがルールを伝える場面も見られた。子どもは，ルールを知る際，個人で理解

するだけでなく，教えたり教えられたりしながら少しずつルールを共有して理

解していくということが明らかになった。 

 

(２)遊び方の学習における実践者の援助 

 第１回の活動（双六遊び）では，他児に興味や関心を持つ様子が確認できた。

遊びの中で他児に興味や関心を持つことは，友達と関わってみたいという意欲

に繋がる。また，「双六のルールや遊び方を知る」というねらいに向かうことが

できていた子どもの姿が見られた。 

一方で，初めて知る新しい遊びで，ルールを新しく覚える段階では，ねらい

の後半にある「友達と双六遊びを楽しむ」姿に向かうことが困難であった。子

どもが，このねらいに向かうことができるようにするための援助として，実践

者自身が楽しむ姿を見せることや，楽しく遊ぶことのできる声掛け等の雰囲気

作りを行う必要があった。今後の課題として，保育の全体の流れを進め，ルー

ルを知るための援助を行いながらも，子どもが楽しむことができる援助を行っ

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．第１回の活動（双六遊び）で使用した第１著者の制作による双六 
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２ 第２回の活動（双六制作）と分析 

(１)自分の考えを伝え，友達の考えを聞く 

 第２回のねらいの１つは，「同じグループの友達と話し合いながら双六を作

ることを楽しむ」である。本実践では，双六の升目を１グループ(６人)で３つ

作り，３グループ分の升目を合わせることで，１つの双六が完成するようにし

た。これは，１人で１つの升目を考えるのではなく，案を出し合わなければ完

成しない状態にするためである。事例１は，雪だるまの色を決めるために，自

分の気持ちを伝え合う場面である。実践者が黒色以外の色も使うように声を掛

けた結果，白色のペンはないから黒を使うしかないという男児 I.A と，実践者

の言う通りにしようとする女児 O.R と，白色に似ているうすだいだいを使えば

良いという女児 K.O.が考えを述べた。また，女児 O.R.が聞き返したり，女児

K.O.の意見に女児 Y.S.と女児 N.A.が肯定したりする様子から，友達の考えを

聞こうとしている様子が窺える。つまり子どもは，実践者の発言等を契機とし

て発案し，自分の考えを伝えたり友達の発言を聞こうとしたりしていた。子ど

もは，このようなやりとりを遊びの中で繰り返すことで，少しずつ周りの友達

と協力しながら目的に向かうと推察される。 

 

(２)共通の目的を見出し，協力する 

 事例２は，何を描くかについて話している場面である。女児 N.A.の下線部の

発言に注目すると，女児 N.A.は，女児 K.O.が雪の結晶が描きたいと言っていた

ことと，女児 Y.S.の「雪とか，結晶とかさ，降ってる絵とかどう？」という発

言から，女児 K.O.と女児 Y.S.は，目的が同じであることを理解し，一緒に描く

ことを提案していることが窺える。女児 N.A.は，グループの友達の意見をまと

事例１．色について自分の気持ちを伝え合う姿 

男児 I.A.「僕も！僕は雪だるまだから黒にしよう」／女児 O.R.「黒だけだったらさ

みしいってＮ先生言ってたじゃん」／男児 I.A.「（雪だるまは）白。白(ペンが)ない

んじゃ，じゃったら」／女児 K.O.「だから，黒なんよ」（→女児 O.R.）「…（少し考

えてから）うすだいだいで描いたら？」（→男児 I.A.）／女児 O.R.「うすだいだい？」

（→女児 K.O.）／女児 K.O.「だって白の代わりにうすだいだい描いたらさ，ちょっ

と白っぽいよ」（→男児 I.A.）／女児 Y.S.「うん！」／女児 N.A.（うなずく） 

(201X/01/26) 

事例２．描きたい絵について話し合う姿 

（女児 K.O.は，以下の会話の前に雪の結晶が描きたいと話している） 

女児 Y.S.「雪とか，結晶とかさ，降ってる絵とかどう？」／女児 N.A.「N.A.さっき何

が書きたいって言ったと思う？」（→女児 K.O.）／女児 K.O.「氷！」（→女児 N.A.）

／女児 O.R.「O.R.は？」（→女児 K.O.）／女児 K.O.（くびを振る）（→女児 O.R.）／

男児 I.A.「僕雪だるまー！」／女児 N.A.「（女児 O.R.は）雪だるま，ここ（女児 K.O.

と女児 Y.S.）は一緒にやる？」（女児 O.R.を指した後，女児 K.O.・女児 Y.S.を指す）

／女児 N.A.・男児 I.A.・女児 K.O.（女児 Y.S.の方を見る）／男児 I.A.「氷？」（→

女児 Y.S.）／女児 Y.S.「…雪の結晶」／男児 I.A.「すっごー！」／女児 N.A.「２人

（女児 K.O.と女児 Y.S.）で雪の結晶にしたら？」／女児 K.O.「うん，二人で描こう」

（→女児 Y.S.）／女児 Y.S.（うなずく） (201X/01/26) 
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めるという働きかけをすることができており，女児 N.A.の発言をきっかけに，

他児には「一緒に」描くという意識が生じ，共通の目的を見出し，協力しよう

としていることが読み取れる。 

 

(３)普段の生活との関連 

事例３は，冬に関する物を子どもが連想しようとする場面である。下線部で

実践者は「今何を思いついていたか」ということを尋ねた。結果，女児 N.A.の

かまくら以外の着想は出ず，他児もその着想に興味を持つ様子は見られなかっ

た。その後実践者が波線部のように「今日何を見たか」という尋ね方に変えた

ところ，霜や氷等すぐに冬に関する物を連想することができている。さらに，

その日園にある畑で霜が見られたことから，野菜という着想も生まれた。「冬」

という抽象概念で考えるのではなく，子どもが実際にした体験に考えを向ける

ことで，より豊かな発想や表現へ繋がるということが理解できた。保育者は，

子どもが豊かな発想や表現ができるように，普段の生活や子どもが体験したこ

とを遊びと十分に関連させる声掛けや援助を行う必要があると考えられる。 

 

(４)空間把握の認識の違い 

 事例４は，女児 N.A.の，女児 Y.S.が描いた絵についての発言である。女児

N.A.は，他の文字や絵に対して，女児 Y.S.が描いた絵が，横向きになっている

ことが気になる様子であった。女児 Y.S.は，自分が座っている場所を基準に上

下を判断しており，上下の空間の意識があまりないのに対し，女児 N.A.は，文

字や他の絵の向きに合わせて上下を判断しており，上下の空間をしっかりと意

識していることが理解できる。女児 N.A.は向きが違うことに違和感があり，そ

れにより思いきり楽しむ事ができていなかったように感じる。実践者の援助と

して，それぞれが自分なりに工夫して描こうとする様子を認めながらも，向き

が違うことによる違和感を取り除き，イメージを共有してより一緒に双六を作

っていると意識できるような援助が必要であったと考えられる。共同造形制作

の際，空間認識の違いも含め，それぞれの様子を認め，かつイメージや目的の

共有をすることができるよう，援助を行うことが重要であると推察される。 

 

事例３．普段の生活から冬に関する物を連想する様子 

実践者「さっき何って言ってたかな，みんな」／女児 K.O.「え～，なにがあるの？雪

の結晶以外…」／女児 N.A.「え，かまくらとかー」／女児 K.O.「うーん…（かまくら

は描きたくない様子）」／実践者「今日，何見た？」／女児 K.O.「霜！」／女児 N.A.

「氷とかー」／女児 O.R.「霜！霜描くー！」／女児 K.O.「霜，霜！」／女児 N.A.「で，

氷とか」／女児 K.O.「で，お野菜描く」／女児 O.R.「お野菜描く！」 (201X/01/26) 

事例４．絵の向きに関心を持つ姿 

女児 N.A.「なんで上に～があるん？（女児 Y.S.が描いた２つの絵の向きが違ってい

る）」（→女児 Y.S.）／女児 N.A.「なんでこう向きなのにこう向きなん？」（→女児

Y.S.） (201X/01/26) 
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(５)双六の主題設定とその援助 

第２回の活動（双六制作）では，グループごとに子ども同士で話し合う姿や

協力しようとする姿を捉えることができた。また，「冬」という主題に対しても，

園庭にある畑に降りた霜を観察したり，冬に関する絵本を読んでもらったりし

た経験から，多くの着想が生まれ，楽しんで双六制作に取り組む姿を観察する

ことができた。一方で，それぞれが個人の描きたいものをただ描いているだけ

という場面も見られた。同じ「冬」という主題でも，屋内をイメージしてこた

つ等を描こうとする子どももいれば，屋外をイメージして雪だるまやかまくら

を描こうとする子どももおり，イメージにずれが生じ，そのことに対し不満を

感じる子どもの姿が見られた。４歳児学級の子どもにとって，主題に沿いなが

らイメージを共有し，１つの作品を協力して作成することは，やや難しいこと

であったと推察される。よりイメージや目的を共有しながら遊びに取り組むに

は，実践者の援助がさらに必要であったと考える。友達が描いたものを伝える

等，同じイメージや目的を持って取り組むことのできる声掛けや関わり等の援

助をより積極的に行うことで，イメージを共有しながら遊びに取り組むことが

でき，子ども同士の関わりもさらに促進されると考える。 

 

(６)子ども同士の関わりを増やす実践者の援助 

双六制作の保育を行う中で，実践者が子どもの側にいると，子どもは実践者

に向かって話しかけることが多く，友達に関わろうとする姿が少ないと感じた。

そこで，実践者が介入した場合と介入していない場合の子どもの発言の違いに

着目し，子ども同士の関わりを増やすための保育者の援助について考察する。 

 

表２．実践者の介入の有無による子どもの発言の違い 

 実践者の介入あり 実践者の介入なし 

発言数 割合 発言数 割合 

子ども→子ども 54 14％ 86 57.0％ 

子ども→実践者 51 13％ 1 0.7％ 

対象者なし 268 72％ 65 43.0％ 

(注：「実践者の介入なし」は，実践者が３グループの側にいない場合と，実践者が側にいる

が，子どものみの発言が 20 以上続く場合である。) 

 

 表２は，実践者が介入した場面と，介入していない場面における子どもの発

言の対象者の違いについてまとめたものである。「子ども→子ども」を比較する

と，発言数，割合の両方が「介入なし」の場合に多くなっている。また，「介入

あり」の場合，「子ども→子ども」と「子ども→実践者」の差はほぼ見られない

が，「対象者なし」の発言が多く，特定の相手とやりとりをするよりも，自分の

思い付いたことを発言することや，実践者を中心にお題決め等の話を進めてい

くことが多かった。これらの結果から，今回の双六制作では実践者が介入して

いない時の方が子ども同士の関わりが促進されていたと考えられる。このこと
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から，実践者は子どもから少し距離を置いて見守ることが，子ども同時の関り

を増やす上で重要であると指摘できる。 

 一方で，実践者が介入していない時，子どもだけでは，意見がまとまりにく

い様子も見られた。例えば，「富士山」と「テント」は，冬という主題に合って

いるのか，子どもだけで結論を出すことができず，そのまま他の事に興味が移

ってしまう場面があった。「富士山」と「テント」のイメージが共有されにくい

状態であったと言える。子どもの様子を見守る援助，遊びの中に入り，実践者

の援助が必要な場面を見極めて声を掛ける援助の両方を行う必要がある。また，

今回の双六制作では「介入あり」の場合，「対象者なし」の発言が多かったが，

このような援助をさらに適切に行っていくことで，実践者が介入している場面

でも子ども同士の関わりを増やすことができると考える。 

 

３ 第３回の活動（双六遊び）と分析 

 (１)自分達で作った双六遊びの楽しさ 

第３回の活動では，ねらいを「友達と一緒に自分たちで作った双六で遊ぶ楽

しさを味わう」とした。表３は，第１回と第３回の活動における子どもの発言

を比較したものである。保育時間に差があるため，発言数ではなく，「思ったこ

とを伝える発言数の割合」で比較した。「思ったことを伝える」とは，具体的に

は，前に出ている友達の様子について発言したり，さいころの数字が大きいこ

とに喜んだり等をする姿のことである。 

 

表３．第１回と第３回の活動（双六遊び）における子どもの発言の違い 

 第１回 第３回 

全ての発言数 134 112 

思ったことを伝える発言数 21 30 

思ったことを伝える発言数の割合 16％   27％ 

 

第１回は 16％であるのに対し，第３回は 27％であった。このことから，第３

回の方が，子どもにとって，友達や実践者に思ったことや感じたことを伝えや

すい状況であったと推察される。その理由として，自分たちで作った双六で遊

んだことから，より双六への興味や関心が高まったことが考えられる。Ｚ保育

園の保育者が「緑の字で何て書いてあるの？」と尋ねた場面では，その字を書

いたグループの子どもが，「雪のお手玉だよ！」と一生懸命に伝える様子が観察

された。このように，自分達で考えて描いた双六が注目されたり，他のグルー

プが自分達の描いた升目に止まったりすることで，嬉しさを感じ，満足感を得

ることができ，自分の思ったことを伝えようとする機会が増加したと考える。

また，その他の理由として，第１回の活動の経験から，双六遊びのルールが初

めから理解できていたこと，実践者のＺ保育園訪問が打ち合わせも含め４回目

であったことから，子どもとの信頼関係が第１回より深まっていたことが考え

られる。これらのことから，第３回の双六遊びでは子どもの自分の思いを伝え
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る発言が増え，周りの友達と思いを共有するきっかけになったと言える。 

 

(２)友達の姿から遊びの楽しさを知る 

双六の升目には，例えば，「ねずみのまねをする」のようなお題が書いてある。

しかし，時には恥ずかしがったりやり方が分からなかったりすることによって，

お題を達成することができない場合があった。そのような時は，周りの友達が

手本を見せたり，一緒にやってみたりすることで，「お題」に取り組もうとする

ことができた。子どもは友達の様子に気付き関心を持つことで，より遊びの楽

しさを味わうことができると考えられる。保育者は，子どもが友達に関心を持

つことができるよう，友達の様子に注目するきっかけになる援助を行っていく

ことが重要であると考える。 

 

(３)作った物で遊ぶ際の援助 

 第３回の活動（双六遊び）では，第１回の活動の経験からルールが定着し，

自分達で作った双六で実際に遊ぶことで，より遊びに対して意欲的になり，楽

しむ姿を見ることができた。実践者に自分のグループが作った双六について紹

介する姿も見られ，作った物で遊ぶことができる嬉しさや満足感から双六遊び

に対する意欲がより高まったと考える。また，止まった升目について友達と話

す姿も多く見られ，楽しい雰囲気であった事から，友達同士の関わりも促進し

たと考えられる。このような関わりをさらに増やすには，保育者の援助が重要

である。双六のゲームを進めながらも，実践者が，工夫して作った点等を認め

たり紹介したりすることで，子どもはより満足感を得ることができ，また他の

グループに対しても興味を持つことができ，周りの友達と気持ちを共有するき

っかけになると推察される。このような援助を積極的に行うことで，子ども同

士の関わりをより促進することができると考える。第３回の活動で使用した双

六は，図２に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．第３回の活動（双六遊び）に使用した双六 
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Ⅲ 造形の視点から見た共同造形制作の意義と指導の留意点 

１ 保育における造形の視点から見た共同造形制作の意義 

共同造形制作は，１つのテーマに沿ってアイデアを共有しながら活動を進め

ていく中で，自分では思いつかない他者のアイデアに触れ，活動が発展してい

くところに面白さを見出すことができる。時間と場を共有し，友達の表現を間

近で見て自分の表現に取り入れたり表現方法を一緒に考えたりすることで，新

しい表現方法を発見できる点に教育的意義があると言えるだろう。テーマは決

まっていても，一人一人の感性によって感じたり考えたりすることは異なる。

「こんなものを作りたい」と意見を出し合う中で，自分では思い付かない素材

や方法を選ぶ新鮮さにも触れるだろう。やってみると意外に面白かったり，楽

しめたりすることもある。アイデアはあってもそれを形にするのが難しい時，

子どもならではの思い付きがきっかけとなり，面白く発展していく可能性も想

定できる。お互いに刺激を受け合いながら作品を作りあげることで，普段の自

分一人で行う表現とは異なる楽しさを味わえる過程に意味があり，表現や遊び

の幅の広がりを期待できる。 

また，通常は視覚的にも大きな作品になることが多く，楽しい雰囲気の中で

行う活動が友達との関わりを促し，みんなで協力してやり遂げたという大きな

達成感や満足感を味わうことができる。さらに，「もっと遊びやすい」「もっと

面白い」を目指すための試行錯誤の機会にもなり得ると同時に，面白いと思え

ば集中して取り組むため，集中力や非認知能力の育成も期待できる。共同造形

制作は，心情・意欲・態度を育てる幼児教育において，そのような経験を積む

ための１つの活動としても意義がある。 

共同で行う造形制作は，造形活動に戸惑いや躊躇，消極性等を見せる子ども

にとっては，自分ができることから始められ，楽な気持ちで活動に参加できる。

内容によって，友達に助けてもらったり反対に手伝ってあげたりする経験がで

きる。その中で，お互いの得手不得手を含む特性が分かるようになり，リーダ

ーになる子ども，友達のサポートをする子ども等，得意なことを活かしながら

自然と役割分担をして活動する様子も見られるだろう。そのような姿やそれぞ

れの特性を認められることは，自信に繋がると考えられ，一方で友達関係にお

いても，友達に対する見方が変わり，関係が広がったり深まったりする機会に

なる。連携を伴う部分が多ければ多いほど，共同で制作することの意義が大き

いと言えるだろう。 

このような作品における表現には，描画や工作にとどまらず文字が出現する

ことも珍しくない。子どもはそれまでの経験から，遊び方の説明や表示等に，

絵だけではなく文字表記をする必要があることを知っている。書字に興味を持

ちにくい子どもが，そういった遊びの中で文字に対する興味や関心を自然に持

つきっかけになることが望ましい。 

最後に，共同造形制作は，今回の事例のように作品完成を目指すだけでなく，

完成後に作品によってはその作品で遊ぶことができる点をメリットとして挙げ
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ることができる。例えば，双六遊びの他にもどんぐり転がしや巨大迷路，お化

け屋敷等の数々の遊びが想定されるが，その場合には，耐久性について考慮す

る必要がある。既製の玩具と比べ，自分たちで工夫して作った作品には愛着も

あり，遊びが上手くいかない場合や不具合を自分たちで改良できるのも，魅力

の１つであると言えるだろう。 

 

２ 共同造形制作における指導の留意事項 

共同で造形制作を行う際の留意事項として，次の３点を挙げることができる。

先ず，テーマの設定において，１人ではできないことやみんなでやった方が盛

り上がるテーマを選定することである。子どもの発達過程や実態に合わせ，興

味や関心はどこにあるのかを把握し，実現可能な方法を模索した上で活動に臨

むことが必要であろう。 

次に，活動に入る前の導入は極めて重要である。子どものイメージをどのよ

うに膨らませ，共有し，表現の多様性を伝えながらそれを形にしていくのか，

保育者の感性と指導力が求められる。共同制作は，目的やテーマを共有して，

みんなで１つのものを作るという意識や感覚を持っていないと意味をなさない。

みんながその場にいるだけで，それぞれが好きなものを作るのではなく，自分

が作ったものが全体の一部になるという意識が持てるような援助が重要となる。

そして，実際の制作の場においては，保育者は進捗状況を十分把握し，子ども

の考えや思いを理解することが不可欠である。また，活動が発展するための期

待や楽しさが持続するような働き掛けも必要だろう。一方で，保育者が自身の

考えやイメージを強く持ち過ぎていたり作品の出来栄えを気にし過ぎたりする

と，子どものための活動になりにくくなる。活動のねらいを改めて認識し，子

どもの主体性を重視した保育者の援助に十分な配慮が必要である。試行錯誤す

ることに意味があることを念頭に置き，子ども同士が活発に意見交換できる場

を設定すること，また，提案や助言はしても決定権は子どもに委ねる姿勢を忘

れてはいけない。十分な時間をかけてじっくりと子ども同士で考えられるよう

な経験が，学びの深化や発展に繋がっていくと考えられる。 

最後に，様々な表現の可能性を想定し，子どもが自身で考えて選んだり試行

錯誤したりできるような多種多様な材料や素材，用具等の豊富な物的環境，時

間と空間を準備することが重要である。持ち寄り式の作品に仕上げる，寄せが

き式で１つの作品を完成させる，寄せがきを持ち寄り式で完成させる等，テー

マに合った様式選びは熟考の必要がある。それによって環境構成も異なるだろ

う。制作が大きくなればなるほど進捗状況を把握しにくい。それぞれが単発の

表現や活動にならないように，部分と部分とをつなぐ保育者の役割が重要とな

ることからも，制作の規模に合わせた人的環境としての保育者の配置も課題で

ある。いくつかのグループに分かれて制作を行う場合には，主担当の保育者以

外に補助の保育者が存在すれば，指導がしやすいだろう。 

共同で制作した作品は，個人の作品とは異なり，個々が持ち帰ることができ

ない場合が多い。最終的に作品をどうするかについては，発表会の背景や大道
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具等に活用する，思い出として一部でも部屋の装飾にする，ごっこ遊びに利用

する等，子どもと話し合いながら決めることが望ましい。愛着のある作品なだ

けに，子どもの納得がいく方法を検討することが望ましいと考える。 

 

Ⅳ 人間関係形成能力を培う保育実践 

１ 共同造形表現活動に取り組む実際の姿とその援助 

 双六遊びによる，共同造形表現活動の実践を振り返って，周りの友達の発言

や絵を描く様子に関心をもちやすい環境下にあったことで，友達の様子から自

分自身の発想を広げ，自分なりの工夫をしながら造形遊びを楽しむ子どもの姿

が多く観察された。共同した活動を行うことで，『幼稚園教育要領解説』で求め

られている，遊びの中での必要性から，子ども自らが色や形にこだわり，工夫

して，描いたり，作ったりする姿に子どもが向かいやすくなることが言える。

この姿に向かうことができるようにするための援助としては，保育者が，子ど

もに他の子どもの様子を伝えたり，作った物に対して十分に認めたりすること

が重要である。今回の保育実践では，子どものみでは描きたい場所のイメージ

が定まりにくかったことから，実践者がそのイメージを共有できるようにする

ための援助が求められた。年齢や発達によっては，周りの友達の様子に子ども

自らは気付きにくい場合もあるため，保育者を介して子どもが友達の様子に興

味をもち，発想をより広げることができるように援助を行っていかなければな

らない。 

 R.Caillois（1958）は，遊びを「アゴーン（競争）」「アレア（機会）」「ミミ

クリー（模擬）」「インクリス（眩暈）」の４つの主要項目に区分できると提案し

た(３)。本実践の双六遊びは，「アゴーン」と「アレア」が結びついたものである

と言えよう。さらに，Caillois の遊び理論から今回の双六遊びについて評価す

ると，第１回，第３回の活動における遊びでは，「不確定であることによる緊張

感」「規則があること」「挑戦したいと思うことのできる難易度であること」(４)

という性格があったと考えられる。双六という遊びを設定することで，升目を

いくつ進むことができるか，どんな升目に止まるか分からないという不確定さ

による緊張感，ルールがあることによる規則性を得ることができたと考える。

また，Ｚ保育園の子どもが日頃取り組んでいるボールつき，お手玉，あやとり

等を升目のお題の中に取り入れたことで，お題に挑戦してみようと思う事がで

きたと考える。第２回の活動（双六制作）では，１枚の画用紙の中に自分達の

表現したいものを描くという活動の枠組みを設定したことで，共通の目的を持

って主体的で自由な活動ができた。このような遊びに必要な要素を満たす保育

を設定したことで，子どもは遊びを楽しみ，面白さを感じることができたと考

える。 

 

２ 人間関係形成能力を培う子どもの姿とその援助 

 双六遊びの実践の中で，多くの子ども同士でのやりとりが見られた。自分の

描きたいものを友達に伝えようとする姿や，それに対し自分の主張をしようと
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する姿，友達の描いたものや発言から自分のイメージを膨らませ，描いたり発

言したりする姿等，様々な姿が見られた。『保育所保育指針解説』（2018）から

は，削除されてしまったが，『保育所保育指針解説書』（2008）には，「おおむね

４歳」の発達過程の説明の中に，「主張をぶつけ合い，やり取りを重ねる中で互

いに合意していく」(５)という文言を確認でき，本実践における共同した双六の

制作と遊びに取り組む４歳児学級の子どもの姿と重ね合わせることができる。

また，『幼稚園教育要領解説』（2018）の領域「人間関係」に示されている，「イ

メージや目的を共有し，それを実現しようと，幼児たちが，ときには自己主張

がぶつかり合い，折り合いを付けることを繰り返しながら，工夫したり，協力

したりする楽しさや充実感を味わう」(６)という姿にも向かうことができたこと

が考えられる。 

 一方で，自分の気持ちを伝えたり，相手の気持ちを聞いたりする姿が見られ

たが，そこからさらに共通の目的に向かって協力し合う場面は少なく，４歳児

学級の子どもにとってやや困難であったことが窺える。友達と協力して１つの

大きなものを作るという内容の実践であったことから，共通の目的を意識でき

るようにするために保育者による適切な援助が必要であると考える。援助の１

つとして，保育者による声掛けが考えられるが，声掛けをする上で，子ども同

士で考えを伝え合っている場面では見守り，まとまりにくくなった場面など援

助が必要な場面を見極め，保育者が介入していくことが重要である。また，声

掛けの援助以外にも，環境構成，保育の流れ等も，子どもが楽しく周りの友達

と関わり，共通の目的を持って協力したり工夫したりできる方法を考え，実践

する必要がある。 

 また本論は，４歳児学級を対象とした保育実践であったが，発達過程によっ

て子どもの人間関係の姿は様々であるため，３歳児学級や５歳児学級における

子ども同士の関わりとその援助について考える必要がある。 

 

Ⅴ 子どもの人間関係形成能力についての考察と今後の実践課題 

 本論では，人間関係形成能力を培う活動の１つとして，造形表現活動に注目

したが，領域「表現」の活動では，自分の思いを言葉以外にも様々な方法で表

現することができ，コミュニケーションのきっかけとなり得ることや，「表現」

と「人間関係」など，領域が相互に関連して保育が行われることを再確認した。

また，共同造形制作の保育実践を行うに当たって，不確定であること，挑戦意

欲を持つことができるもの，目的を考えないこと等が遊びをする上で重要であ

ることが考えられた。さらに，人間関係形成能力を育む造形遊びを考える上で，

面白さに加え，共同造形制作を行う際の条件や，それぞれの年齢の人間関係の

発達について理解することが大切であることが判明した。 

双六遊びの共同造形制作を実際に行い，遊びの中での必要性から，子どもが

周りの友達と関わろうとする姿が見られた。子どもが日々の遊びを楽しむ中で，

その楽しさを友達と共有し合ったり，協力しようとしたりし，少しずつ人間関

係形成能力が育まれていくのではないかと感じられた。保育を行う中で，友達
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と気持ちを伝え合い，協力したり，一緒に考えて工夫したりする機会を作るこ

との必要性を確認することができた。また，今回の実践では，保育者の援助の

１つとして「見守る」という援助が大切であることが明らかになった。子ども

同士のやり取りの全てに保育者が関わろうとするのではなく，子どもの姿を見

守り，子どもだけでは伝え合ったり共有したりすることが困難な場合等を見極

めて関わっていくことも大切にしていかなければならないことが考えられる。

そのためにも，子どもの発達や実態を理解し，子どもに「こう育ってほしい」

という保育者の願いを持って子どもと関わることが必要であると考える。 

 子どもの人間関係形成能力を培うための保育について考える中で，幼児期に

おける人間関係の重要性，遊びの中で子どもがどのように人間関係を学ぶのか

理解することができた。本論の実践では，対象を４歳児学級とし，造形表現活

動に焦点を当て保育実践を行ったが，今後，他の年齢における人間関係形成能

力，音楽表現など他の表現遊びによる活動や，領域「表現」以外の活動と人間

関係形成能力の関連についても理解を深め，園で生活する中で経験する様々な

ことからどのように人間関係形成能力を培うのか，検討していく必要がある。

また，子どもが楽しく遊びに取り組み，その中で人間関係形成能力を培うこと

ができる保育者の援助についても，さらに理解を深め，考えていかなければな

らない。 
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Sugoroku Play through Collaborative Molding Creation to Develop Skills to Establish 

Relationship among children in 4-Year-Old Class of Nursery School 

 

YAMAGUCHI Minori*1，TAKAHASHI Kei*2，BABA Noriko*3，WATANABE Yuzo*1*4，TAKAHASHI 

Toshiyuki*5 

 

We can consider that one of activities to develop skills to establish 

relationship is collaborative molding creation. Collaborative modeling creation 

is a large piece of work that cannot be created by a single person, and it is 

desirable to set up a "Yosegaki type" of creation play that requires a lot of 

inspiration. Accordingly, we conducted Sugoroku play as a detailed nursing practice 

idea to verify its effectiveness in developing skill to establish relationship and 

considered the teaching and support methods required of childcare-givers. Sugoroku 

was made in an environment where children were able to pay attention to what their 

friends said and did, and they were able to devise colors and shapes through 

discussion. Moreover, from the coincidental nature of Sugoroku play and the 

necessity of making rules, we could say that it was an activity to be deeply 

involved with friends through fun play adapted to the developmental process. In 

assisting childcare-givers, it was important to encourage children to share images 

and to watch them without intervention by childcare-givers in developing 

relationship among children. 

 

Keywords：Nursery school，4-year-old class，Skills to establish relationship，

Collaborative molding creation，Sugoroku play 
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中学校の｢職場体験｣を生かした複数教科横断的な 

キャリア教育の開発 

 

－教科学習と学校生活,社会生活のレリバンス構築を目指して－ 

 

青木 多寿子※1  杉田 進太朗※2   山﨑 麻友※2 

 

キャリア教育として中学校の職場体験活動はほぼすべての学校で実施されている。本稿

はその事前指導，事後指導を通して，職場体験と学校で学ぶ教科，学校生活，社会生活を生

徒にとって意味あるつながりの構築を目指して行った実践の紹介である。具体的には，教

職免許を持つ 6 名の大学院生が，それぞれの専門性を生かして教科の専門性と働くことと

生活がつながっていることを，中学校 2 年生の職場体験の事後指導Ⅰとしてポスターセッ

ションで伝えた。事後指導 2 時間目では，生徒は働くことと生活と教科のつながりを可視

化するマップを作成して意見交換をした。これらの活動の成果は，生徒が記入した授業の

振り返りを分類することで確認した。その結果，授業実践者がねらったつながりに気づい

たと思われる記述が多く見られた。中でも多かったのは，将来に備えて今後の勉学や努力

したいという趣旨の回答であった。 

 

キーワード：キャリア教育, 職場体験活動, 複数教科横断的な指導 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科  

※2  岡山大学大学院教育学研究科大学院生 

 

Ⅰ 研究の背景と目的 

民間調査機関が大学との共同で調査した試算によると，AI の発達でこれから

10 年～20 年後では，現在ある日本の仕事の 49％の人の仕事が AI で代替え可能

になる可能性があるという¹⁾。テクノロジーが日々発達しグローバル化が急速

の勢いで進む現在では，未来を担う子どもたちが従来のように今ある仕事をそ

のまま引き継ぐという前提では立ち行かなくなる可能性が高い。つまり，子ど

もたちは今以上にこの社会変革を知った上で学び，自分の能力や適性を知り，

社会のニーズを知り，社会の変化に自分を適応させてゆくような柔軟性さが必

要になってくるのではないだろうか。今後の学校教育ではキャリア教育が一層

重視されると予測できる。 

日本でキャリア教育が注目されるようになったのは，1999 年に中央教育審議

会答申で生徒が学校から社会へスムーズに移行できるように，小学校段階から

のキャリア教育実践の必要性が指摘されたことによる(「初等中等教育と高等

教育の接続改善について」）²⁾。その後，2011 年の中央教育審議会の中では，

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.195 − 209
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キャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基礎となる能

力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」と定義されている

(「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」)³⁾。 

 また，キャリア教育で育成する主要な能力として「基礎的・汎用的能力」が

提案されている。これは，「人間関係形成・社会的能力」，「自己理解・自己管理

能力」，「課題対応能力」，「キャリアプランニング能力」の 4 つの能力で⁴⁾，そ

れ以前にあった「4 領域 8 能力」が小学校から高校までの想定にとどまりがち

であったことに比して次の点が異なっている。それは，①人が生涯を通して育

成するべき様々な課題に対応できる点，②高等学校卒業後の社会人として求め

られる能力と共通言語になっている点，である。 

 このような経緯を経て導入されたキャリア教育の代表的なものとして中学校

の職場体験活動があげられる。国立教育政策研究所（2017）によると，公立中

学校における職場体験の実施状況は，98.6％であり（平成 29 年度における職場

体験・インターンシップ実施状況等について）⁵⁾，職場体験活動は全国の殆ど

の中学校で実施されていることがわかった。そして，職場体験活動で重視され

ている点については，7 割を超える学校が「職業や就労にかかわる体験活動（職

場体験活動等）を充実させること」，「職場体験活動や体験入学等の体験活動に

おいて事前指導・事後指導を重視すること」と回答しており⁶⁾，この職場体験

活動では体験活動（職場体験活動等）が重視されている現状がうかがえる。 

他方で，この活動の限界も指摘されるようになった。例えば，中央教育審議

会(2011)では，キャリア教育の意義・効果として，「第三に，キャリア教育を実

践し，学校生活と社会生活や職業生活を結び，関連付け，将来の夢と学業を結

び付けることにより，生徒・学生等の学習意欲を喚起することの大切さが確認

できる」⁷⁾と記している（「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り

方について（2011）」）。つまり，学校生活と社会生活，および職業生活を結びつ

ける，関連付ける，将来の学業を結びつけることの重要性が指摘されている。

他方で，国立政策研究所(2020)の調査では，「当該体験活動の経験をこれからの

教科学習や学校生活につなげる指導」が行われているのは約 6 割にすぎない⁸⁾。

つまり，職場体験活動等を教科学習や学校生活につなげる指導がキャリア教育

における課題であることを示している。   

                      

Ⅱ 教科横断的な指導の関わり 

生徒が教科学習と学校生活,社会生活のつながりを理解していくとともに興

味,関心を高め，学びを意味づけるには，生徒たちが各教科で身につける能力が

学校生活,社会生活の出来事や諸課題で実際に活用できることに気づく必要が

あるだろう。他方で，現実の学校生活，社会生活の出来事や諸課題は，単一教

科で解決できるものではない。このことから，学校生活での学びや能力が社会

生活や将来の自分にどのようにつながっているかに気づくには，教科横断的な

指導を行う必要があると考えた。この点については，総合的な学習の記述の中

に，類似の発想がみられる（「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説」）。
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この中で，「総合的な学習の時間編（2018）」の(2)改訂に，次のような基本的な

考え方が示されている⁹⁾。 

 

『総合的な学習の時間においては，探究的な学習の過程を一層重視し，各

教科等で育成する資質,能力を相互に関連付け，実社会,実生活において活

用できるものとするとともに，各教科等を越えた学習の基盤となる資質,能

力を育成する』 

 

この記述を見ても，教科横断的に相互を関連付けることで，実社会，実生活

に活用できる力の獲得が期待できることがうかがえる。これに関して，田中

（2019）は資質,能力（言語能力，情報活用能力，問題発見,解決能力等）の育

成のためには，「生徒の学びの融合と結合を図る」ことを目的とした教科横断的

な視点の重要性や意味を主張している 10⁾ 。 

これらの見解をもとに，授業実践開発の要点として複数教科を取り扱い，各

教科で身につけられる能力を明示するとともに，それらが学校生活,社会生活

のどの場面でどのように活用できるのかを理解していく教科横断的な指導を取

り入れることとした。これらの指導は，学校生活，社会生活，職業生活を結び

付けるだけでなく，将来の夢と学業を結び付けることも必要であろう。 

 

Ⅲ アメリカのキャリア教育 

 日本より早くキャリア教育に取り組んだアメリカは，この点において参考に

なる教育を行っている。青木(2012)の研究では，キャリア教育について 1997 年

に全米で賞を受賞したカンザス州ブルーバレーでは，中学校の必須科目「ウェ

ルネスとキャリア」がキャリアを幸福とつなぐ授業になっていることを紹介し

ている 11⁾。この授業は，多くの教科の先生がオムニバスで行う授業で，各教科

の先生が自分の教科の視点で職業を紹介する。つまり，教科教育とキャリア教

育が結びついている。この中で青木（2012）は，社会科の授業について具体的

に取り上げている。概説すると次のようになる。 

まず，街に必要な仕事が提示され，班ごとにそれらの仕事が割り当てられる。

そして各班は，その仕事に就いたと想定して活動する。その際の資料には，そ

の仕事に就いた場合の 1 日の具体的な生活を知る資料，収入に関する資料，必

要な学歴やスキルに関する資料もある。それらを通して仕事を理解したうえで，

生徒たちは仕事の収入だけでなく，仕事をする上で必要な経費，生活費，仕事

以外に使う余暇の時間を計算する。さらに 1 日の 24 時間，1 週間で 168 時間

を，仕事と家事，生活のための時間にどのように割り当てるかを考えてプラン

を立てる。最後にそれぞれの仕事についてクラスで学びを共有する活動を通し

て，仕事と社会，自分の生活，将来のプランをつないでいく活動である。 

加えて青木(2012)は，このような取り組みを可能にしている教科としての社

会科の目標を分析している。そして，社会科の科目の柱に，歴史や地理のほか

に，「キャリア教育」の柱が明確に位置づけられていることを示している 12⁾。
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具体的な内容としては，6 年生で「社会に必要な仕事がいかに多いかを知る」

「現代社会と過去の社会で生きてゆくためのスキルを比較し，対比する」，7 年

生では「今の社会で必要な生きるスキルを調査し，それを自分の必要な人生に

従って評価する」，8 年生では「今，話題のもの（例えば，環境の専門家，国際

的な外交をする人，健康管理）を勉強したら，将来，どのような職業的機会に

恵まれるかを仮定してみる」とある。これらは，単に仕事を経験する体験活動

を超えて，社会と仕事を結び付け，社会の過去と未来を仕事と結び付け，自分

の個性と仕事を結び付けることを目標としているといえるだろう。さらに 8 年

生の，今はまだ明確な仕事とは言えない未確定な領域について考えさせる取り

組みは，社会が変化して行く中で，将来を見据える訓練をしているものともい

えよう。 

一方，米国では，学校常駐のスクールカウンセラーがキャリア教育を担って

いる。スクールカウンセラーといえば，日本では「不登校対策」というイメー

ジが強い。ところが，米国のスクールカウンセラーは，不登校対応というより，

不登校ではない学校に来ているすべての児童生徒に対して「人格・社会性の発

達支援」，「学習支援」，「キャリア発達支援」の 3 つの領域で支援する専門家と

して活躍している。 そして青木(2007)は，この学区に常駐するスクールカウン

セラーが担当するキャリア教育の支援目標を具体的に紹介している 13⁾。 

その目標とは，一部を紹介すると，小学校段階で「両親のキャリアについて

話す」「仕事の重要性について話せる」等，仕事への態度や人生の役割について

気づくような目標，中学校段階では，「将来のプランを立てることの重要性に気

づく」「いくつかのキャリアについて，どう準備したらよいか話せる」「将来役

に立つかもしれない仕事と現在の仕事を比較する」等，意思決定と社会の関係，

学校での学びとの関係，社会の変化に対応してゆくことの重要性に気づくよう

な支援目標である。 

前述のように，日本の中学校ではキャリア教育として職場体験が中核に位置

づいている。自分の住む地域の中で職場体験は重要な意味を持つと考える。他

方で，米国のキャリア教育と比較した場合，やはり，体験活動の重視だけでは，

学校での学びとのつながり，社会とのつながり，自分とのつながり，未来の社

会とのつながりが希薄なように思える。そして，これらをつなぐ教育を創るこ

とは，決して日本の学習指導要領に反しているものではない。なぜなら，前述

のキャリア教育で育成する主要な能力として提案されている「基礎的,汎用的

能力」の下位能力である「キャリアプランニング能力」は，次のように定義さ

れているからである 14⁾。 

 

『「キャリアプランニング能力」は,「働くこと」の意義を理解し，自らが果

たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて「働くこと」を位置付け，

多様な生き方に関する様々な状況を適切に取捨選択,活用しながら，自ら主

体的に判断してキャリアを形成していく力である』 
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これはまさに，キャリア教育を，教科学習とのつながり，社会生活とのつな

がり，自分とのつながりでとらえてゆけば達成できるのではなかろうか。しか

し日本には，米国のスクールカウンセラーのように，キャリア教育を中心とな

って設計してゆく教員がいない。以上のことから本稿では，私たちがモデルプ

ランを作って提示することは意味があることだと考えた。そこで私たちは日本

で盛んな職場体験を生かして，その活動に関連させて，教科教育や社会，自分

をつなぐキャリア教育のモデルプランを作ることを目標とした。 

  

Ⅳ 授業実践までの経緯と準備，基本計画 

１ 授業実践までの経緯 

本授業実践は,岡山大学大学院,教育学研究科教育科学専攻科のプロジェク

トである課題解決型学習（Project-Based Learning：PBL）の一環で実施した。  

 プロジェクトのメンバーは，多様な専門性を持つ仲間で構成した。具体的に

は，国語，数学，社会，理科，英語，美術の中学校・高校の教職免許を持つメ

ンバー，留学生 2 人を含め，合計 8 人である。次に，現在，中学校の教育現場

で殆ど実施されている職場体験活動を生かすことにして，その前後 3 時間の授

業プランを作成した。その後プラン実施に協力してくださる中学校を探し，S 中

学校の協力が得られることになった。 S 中学校は O 県の地方都市にある公立中

学校で，対象となったのは中学 2 年生 3 クラスである。 

S 中学校では，私たちが提示した 3 時間のプランについて，時間を増やして

5 時間の時間を取ってくださることになった。この 5 時間分の具体案について

は，PBL の院生チーム内，大学教員，実践校の先生方と検討を行なって最終案

を作成した。そして最終的に表 1，表 2 に示す 5 時間の授業を我々で計画し，

実践を行った。なお，本稿では，その中の 2 時間目，3 時間目に相当する事後

指導Ⅰの活動を中心に報告する。 

院生チームの側では，授業実践は大学院生 8 名のうち 6 名が行った。1 時間

目には各教科（国語,数学,社会,理科,英語,美術）のポスターセッションを行う

ため 6 名がそれぞれの専門を担当し，2 時間目は 3 クラスで一人ずつ，計 3 名

が授業実践を行った。 

この実践の実施に際して，S 中学校では，表 1 のように，生徒のグループ編

成と移動教室の際に生徒が混乱のない動線づくりに力を注いでくださった。ポ

スターセッションの際には，生徒たちが短時間で移動できるように同じフロア

に 6 部屋準備してくださった。表 1 の「生徒の動き」に示すように，2 時間目

には同じ職場に行った仲間でグループを作り，参加する教科を 2 教科指定して，

教科ごとの人数が偏らないように工夫してくださった。3 時間目には多様な職

場に行ったクラスの仲間，多様な教科の話を聞いてきたクラスの仲間が，所属

学級のクラスに集まるように計画してくださった。こうして，混乱なく，授業

を終えることができた。 

また，S 中学校からの提案で，授業実践の前に生徒たちと面識を持つために，

放課後の学習指導に 6 回通った。これに先立ち，S 中学校側では，学年集会で 
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表１ 実践授業の内容 

青木　多寿子・杉田　進太朗・山﨑　麻友

─ 200 ─



中学校の「職場体験」を生かした複数教科横断的なキャリア教育の開発 

－教科学習と学校生活,社会生活のレリバンス構築を目指して－ 

院生チームを生徒に紹介，学年便りで保護者に紹介してくださった。こうして，

生徒たちに名前と顔を覚えてもらい，授業実践を行うことになった。授業は

2019 年の 11 月 9 日の 5,6 時間目,2 時間続きで総合的な学習の時間に行った。 

 

２ 実践授業の開発と基本計画 

授業実践構成 2 時間のうち，2 時間目は，教科横断的な指導を意識した院生チ

 

表 2 事後指導Ⅰの指導案 

（筆者作成）
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ーム主導のポスターセッション，3 時間目には，各教科で身につく力と学校生

活,社会生活のつながりの共有を指導計画に取り入れた（表 2）。 

2 時間目は，生徒に対して単に情報共有するだけではなく，話し合いを行い，

互いの価値観の共有を図ることについても指示した。そして，3 時間目には教

科学習と学校生活,社会生活を関連の可視化するマップ（図 1）の作成を行った。

2 時間を通じて，授業実践目標として，「職業体験を振り返りながら,各教科で

身につけられる能力と「働くこと」,「日常生活」とのつながりを考えよう」を

設定し，生徒たちの考えを引き出すため，授業実践者の院生やその他の院生，

実践校の先生方はファシリテーターとして関わった。 

ポスター作成の要点 6 教科（国語,数学,英語,社会,理科,美術）の要点を，①

各教科で身につけられる能力について，②学校生活,社会生活のどの場面で活

用できるのか，とした（表 3）。その際,各教科で身に付けられる能力は多様に

存在するため,専門の大学院生チームで職場体験に密接に関係のある能力を予

め一部選出し,ポスターセッションの際に内容または説明として組み込むこと

とした。 

次章にて,美術科を取り上げ，今回の取り組みの様子を詳しく紹介する。また,

美術以外の各教科のポスターセッションの目標を次項の表 3 にまとめている。 

 

Ⅴ 美術を例にした具体的実践の紹介 

１ ポスターセッション（2 時間目）目標設定の理由 美術のポスターセッシ

ョンを実施するにあたり,色や形,素材といった美術の視点から毎日の生活を豊

（筆者作成）

図 1 教科学習と学校生活,社会生活を関連の可視化するマップ 
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かに彩る美術を日常生活の中で探し,暮らしや社会のつながりを考えることを

重視した。また，これらの活動を通して,身の回りにあるもの等に様々な思いや

願いが込められているという気づきにつなげ,「自分だけでなく他者について

も思いや気持ちを考える能力」等の能力が身についていることを生徒自身が自

覚可能であることをねらいとした。 

ポスターの構成 美術での学習と日常生活とのつながりを生徒が持ちやすく

するために，教科書に掲載されている「朝起きてから夜眠るまでの美術」（光村

図書，「美術 2,3」，pp.5-7.）を基にポスターを作成した。この題材の目的は，

「毎日の生活を豊かに彩る美術を探し，暮らしや社会とのつながりを考えて」

みることにある。最終ページにある，作成したポスター(図 2）には，朝起きて

から夜眠るまでの間，行く先々で見つけた美術の写真を載せている。 

日常生活の中から美術を探すきっかけとして，教室で生徒が使っている椅子

を例として挙げた。椅子の角が丸くなっていること，木が用いられていること

等，形や色彩，素材等といった美術の視点から椅子について考えてみることか

らはじめる。次に，怪我がしにくくなる，使用者である中学生の体の大きさか

ら椅子の大きさや重さが考えられている等，椅子に込められた思いや考えを感

じ取っていく。目には見えない思い等について考えることから，普段何気なく

見てきたもの，あたりまえになっていたこと等に対して自分なりの新たな価値

を見出すことにつなげる。そして，各自生徒に，日常生活の中から新たに価値

を見出した対象物を付箋に描いてポスターに貼っていくことを告げる。最後に，

感じ取った思いや考えを共有する時間を設け，見方や感じ方を広げていく。 

 

 

表 3 各教科ポスターセッションにおける目標

（各授業実践者の指導案をもとに作成） 

教科 ポスターセッションでの⽬標 
国語 

 
はじめに,これまで国語科で学んできた事項をふりかえり,国語科の学びの多様性を再確認する時間を設
けた。次に,国語科で学ぶ事項が社会における様々な現代的課題とどのようにつながっているのかを確
認し,社会の流れと学校での教科の学びの関係性,学びの意味を理解することに重点を置いた。 

数学 
 

数学は⽇常⽣活のあらゆる場⾯で遭遇する。これまでの数学で得た知識を⽇常⽣活の場でも活⽤して
いる。しかしながら，⽣徒からは「数学って将来何の役に⽴つの？」という質問が多く，指導におい
て,数学で学習したことを実⽣活の事例と照合,説明し，具体的に理解できるよう⼼掛けた。 

社会 
 

① 社会科教育を通じて⾝に付けることができる能⼒を概観し，その内容と⽣徒の経験との結びつきを
イメージさせる。 

② 教科書を通じ学習する教科内容と「働く」こと,「⽇常⽣活」とのつながりを⽣徒⾃⾝で⾒出す。 
③ 社会科で学ぶ事象が「働く」こと,「⽇常⽣活」とどのようにつながっているかを確認する。 

理科 
 

① 「理科」と仕事や⽣活とのつながりを⾒出す。 
② 実験の⼿⽴てや教科書等を例にして,「理科」の学習をする中でどのような能⼒が⾝につくかを⽣徒

⾃⾝が発⾒する。 
英語 

 
現在社会,グローバル社会の不可⽋な共通語として英語が⽤いられ,授業実践を通じて⽇常⽣活の中でも
たくさん使っているという気づきから,コミュニュケーション能⼒の⼤切さへと結びつける。 

美術 
 

① ⽣活に内在する豊かに彩る美術を⽣徒の⽇常⽣活から⾒出し，暮らしや社会との繋がりに気づく。 
② 社会の中で，様々な価値観を持った⼈とともによりよい⽣活を送っていくために，⾒出した価値を

共有することによって，⼀⼈ひとりの感じ⽅には違いがあることに気づき，受け⼊れようとする。 
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授業実践の生徒の様子 教室で座っている机の椅子から美術を探すことから

始めたが，普段何気なく使っていたり，あたりまえに使っていたりすることも

あり，「椅子」という概念で捉えているようだった。次第に，各家にある椅子と

比べてどこが違うのか，そして，なぜその形や色彩，素材なのか考える中で，

作り手が込めた思いや願いに気づいていった。各自付箋に書く活動の中では，

教室内にある消火栓を見て「あれも？」と見つけていこうとする姿がみられた。

また，消火栓が赤いのはなぜか，自ら問いを立て，友だちと考えようとする姿

もみられた。  

 

２ 教室でのまとめ（3 時間目） 

 3 時間目にあたる実践授業では，2 時間目のポスターセッションで収集した

各教科で身につく能力について共有し，教科の学びと「働くこと」，「日常生活」

とのつながりについて考える時間である。 

2 時間目のポスターセッション時では，図 1 の教科学習と学校生活・社会生

活を関連の可視化するマップを用いて，各教科で身に付く能力について考えた

ことを記入した。しかし，1 人の生徒が参加したポスターセッションは 2 教科

であるため，班で共有することによってマップが完成するようになっている。 

 

Ⅵ 実践の結果 

 次に授業の成果について 2 つの観点で分析した。 

１ マップ（図１）について  

生徒たちがマップ（図１）に記入した

言葉の代表的な例を教科別に表 4 に示

す。美術では「自分だけでなく,他者に

ついても思いや気持ちを考える力」,国

語では「人の気持ちを想像する力」,数

学では「事実を活用して問題を解決す

る力」等,生徒たちは各教科の学びの本

質を理解し,生徒たちなりに社会生活

や働くこととの共通点を見出している

様子がうかがえた。 

 

２ 授業の振り返りについて  

マップを作成した 2 時間目にあたる授業では,短時間ではあったが授業の振

り返りを行った。内容は，「大人になった時，教科で身につく能力がどのような

場面で必要だと考えますか」「感じたこと，考えたこと，気になったことなどを

自由に書いてみよう」との問いで，2, 3 行で自由な書式で記述させた。この問

いの狙いは，生徒が教科学習での学び，職場体験での経験に何らかの意味を見

出すことができたのかを確認することである。   

この生徒の回答は,回収後 S 中学校の教員が回収して回覧した後に，86 名分

教科 内容 

国語
・人の気持ちを想像する力    
・相手に分かりやすく伝える力 

数学
・事実を活用して問題を解決する力
・事実に基づいてやり取りする力 

社会
・自分なりの見方や考え方を持つ力
・情報を選択して判断する力 

理科 ・見通しを持つ力，予想する力 

英語
・コミュニケーション能力    
・異文化を理解する力 

美術
・自分だけでなく他者についても思

いや気持ちを考える力 
・想像する力 

表 4 各教科で身に付く能力とは（具体例）
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が院生チームに届けられた。この最初の問

い「大人になったとき,教科で身につく能力

がどのような場面で必要だと考えますか」

について,院生チームのメンバー4 名で KJ

法を用いて分類した。その結果，表 5 の結

果が得られた。 

まず,一番多かったのは,「学び,能力と場面,活用」という 3 つの側面につい

て触れた回答であった。具体的には，「理科や社会や数学もいろんな見方をする

時大切だと思った」「英語の『コミュニケーション能力』はサービス業などのお

客さんと話したりするときに必要だと思った」等である。次に多かったのは,こ

れらの 3 つの側面には触れていないが,2 つの側面には触れている回答であっ

た。生徒たちの回答の具体例は,表 6 に示している。このことから，今回の授業

実践を通して，教科で学んだことと場面（働くこと,日常生活）を関連付けて考

察することができていたと考える。 

自由記述について最も顕著に見られた回答としては,今後の勉学や将来のた

めに努力をしようとするといった「これからの意欲や願望」に関する回答であ

った。その他は，「学びの必要性の認知」，「関係性やつながり」，「義務」，「具体

的な将来のイメージ」に関する回答も見られた。 

他方で,生徒の回答には,

問いの言葉の中にある「どの

ような場面で」に影響され

て,単に場面を限定する言葉

や,場面を示す単語で回答す

るものもかなりあった。今回

分析に用いたのは,回答形式

が自由な授業の振り返りで

あったので,これが限界では

ないかと考える。 

 

 

Ⅶ 考察とまとめ,今後の課題 

本稿が目指したのは，キャリア教育を教科教育や社会とつなぐカリキュラム

にするため，現在，殆どの中学校で実施されている職場体験に接続した授業を

創る実践であった。本稿は，教科学習が社会につながることに気づいてもらう

2，3 時間目（事後指導Ⅰ）について，主として美術を例に紹介した。 

まず，教科学習では，近年の教科書では,各教科の教科書,それぞれの中に,教

科と社会生活とのつながりが記述されている。しかし,それらを教科ごとに取

り扱うのではなく,本稿では，職場体験活動の事後指導Ⅰとして，ポスターセッ

ション形式を用いて,6 教科同時に同じ時間で実施した。 

特に,職場体験活動と直結して教科の学びをそれぞれ専門的な視点,生活と

表 5 振り返りの内容分析（人） 

学び,能力と場面,活用 37 

活用,場面           26 

学び,能力         14 

関連する回答無し     8 

表 6 KJ 方による分類の具体例 

項目 内容 

「学び」
「能力と
場面」

「活用」

・異文化理解力や人の気持ちを想像する力
は,話し合いの時などに必要だと思う。 

・英語の『コミュニケーション能力』はサー
ビス業などのお客さんと話したりすると
きに必要だと思った。 

「活用」
「場面」

・旅行に行くときに地域の地形や気温や文
化を知っていることにも役立つ。 

・外国人の人に話しかけられた時。 

「学び・
能力」

・国語のコミュニケーション能力が役立つ。
・学んだ知識を活用して様々な問題を解決

する能力。 
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関連した視点で生徒に提示できたことは意味があったと考える。中学校の生徒

たちにとっても,様々な専門性の視点から職場体験の経験を捉え,生活とのつな

がりを考え,学びを意味づけることができたことからも,職場体験の意義も深ま

ったと考える。 

また，この実践は,実践者の院生チームにとっても意義のある活動ができた。

今回は大学院でのグループによる課題解決型授業の位置づけで,専門性を超え

たチームを形成して取り組んだ。各メンバーが,キャリア教育についての理解

を深めただけでなく,それぞれのメンバーのもつ教科の専門性を活かして,複数

教科での授業実践を行うプロセスで互いに何度も議論を重ねたこと,それぞれ

が各教科での専門性を活かしながら互いに協力し合ったことで学識の広がりを

実感できた。 

実践の成果については，表 6 に見られるように，生徒が教科学習で学んだ内

容と学校生活,社会生活を関連付けていることが読み取れ，生徒なりに意味を

見出していることがうかがえた。加えて,自由記述では今後の勉学や将来のた

めに努力しようとする姿勢が見られた。これらの結果は,生徒が職場体験での

社会経験，日常の生活，教科の学びについて，さらには自分とのつながりにつ

いて,何らかの意味あるつながりを見つけることができたと捉えられるのでは

ないだろうか。 

このように，生徒が学びについて,自分なりに意味づけていくことは「教育の

レリバンス（relevance）」という概念と類似していると考察できる。「レリバン

ス（relevance）」は，名詞の訳語として「関連（性），適切，適当」と訳され,

この「教育のレリバンス」という概念は,アメリカを代表する心理学者の 1 人，

ジェローム,ブルーナー（Bruner, J. S.）によって提案されたものである。教

育の適切性を表す概念が「レリバンス」であり,事実,真実なもの，興奮,感動を

呼び起こすもの，意義,意味のあるものといった実存的なクライテリオンによ

る自己報酬的系統の考え方を「個人的レリバンス（personal relevance）」，学

習内容が，世界が直面する悲痛な諸問題やその解決の如何が人類の存亡にかか

わるような問題に対し何らかの関係性を持つという考え方を「社会的レリバン

ス（social relevance）」と定義している 15⁾。今後はこの「教育のレリバンス」

の概念を「職場体験」を通じたキャリア教育に用いて,学んだ内容と経験を生徒

自身がどのように意味づけているのか,さらに量的,質的の双方のアプローチか

ら明らかにしていきたいと考える。 

最後に,少数ではあるが,生徒の自由記述の中に,実践した授業や教科での学

びにおいて「違和感」を主張する回答があった。学校での学習を通して獲得す

る力や習得する学びの必要性を疑っている内容であった。将来を見据えたキャ

リア教育を実践する際には,教科学習を通じて学んだことが本当に生かされて

いることを,生徒に対してもう少し丁寧に示すことも今後の課題と考える。 
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Development of Cross-Curricular Career Education Making Use of Internship in a Middle School : Building 

Relevance of Students ‘Subjective Leaning, School life, and Social Life 

 

AOKI Tazuko*1, SUGITA Shintaro*2, YAMASAKI Mayu*2 

 

As part of career education, work experience activities are conducted in almost all junior high schools 

in Japan. This paper introduces a practice that helps students build meaningful connections between 

subjects learned in school, school life, and social life through guidance provided both before and 

after work experience activities. Specifically, in the first hour of post-activity instruction for the 

work experience of second-year students, six graduate students with teaching licenses made use of their 

respective specialties, combining work with subject specialties and students’ lives through poster 

sessions. In the second hour, graduate student teachers showed them worksheet which made them visualizes 

the connection between work, life, and subjects. After working with the worksheet according to their 

internship work, students discussed their case each other. The results of these activities were 

confirmed by classifying the lessons reviews written by students. Several descriptions contained the 

connection that the lesson practitioner had aimed for. The most common answers by the participants 

included their hope they would make study more for their further and for their satisfied life. 

Keywords: Career Education, Internship, Cross-Curricular, Relevance. 

 

*1 Graduate School of Education, Okayama University 

*2 Division of School Education and Psychology, Graduate School of Education, Okayama University  
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子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出す 

リトミックの保育実践研究（第二報） 

 

―保育施設における４･５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 

 

保育におけるリトミックでは，近年，音楽領域に限らない多様な学びの獲得が期待され

ている。保育施設における４･５歳児学級の事例を中心に考察した結果，「音楽を体感する

力」「音楽への興味の高まり」「注意して聴く力」「自分で考えて表現する力」「協調性」「集

中力」「即時反応力」「リズム感」「感性」の育ちが確認できた。保育におけるリトミックは，

表現教育の一環として採り入れると同時に，体系的･包括的なカリキュラムを構成すること

が重要である。また，子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出すためには，保育者

自身がリトミックを純粋に楽しむことが必要不可欠であり，そのためには，ある程度の専

門的な知識と技術が求められる。例えば，音楽的要素によって変化する音楽の印象を感じ

取る感性や，保育におけるリトミックの題材となり得るものを身体表現化することに慣れ，

多様で柔軟な動きができるようになっておく必要があるだろう。 

 

キーワード：子ども，身体表現，リトミック，保育実践，４･５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 問題の所在と研究の必然性 

 リトミックとは，聴いた音楽に合わせて即興的な身体表現を中心に行う活動

のことである。創案当初のリトミックは，音楽教育法の１つであり，楽器の演

奏や歌唱の基礎作りとして考案された。一方で，保育におけるリトミックでは，

近年，音楽領域に限らない多様な学びの獲得が期待されている。第一報では，

１･２･３歳児学級の事例を検証した結果，幼児の姿として，「音楽を注意して聴

く」「保育者の動きの模倣をする」「友達と一緒に身体を動かす楽しさや心地良

さを感じる」「日常生活の経験を基に身体表現をする」「友達と身体表現を創造

することを楽しむ」等が確認できた。また，保育内容「表現」だけではなく，

「健康」や「人間関係」に関連する学びが生じていたことが読み取れた。 

 本論は，研究の第二報として，保育施設における４･５歳児学級の事例を中心
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に，子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出すリトミックの保育実践

を考察する。 

 

Ⅱ ４･５歳児学級におけるリトミックの保育実践内容 

１ 観察対象園と観察の概要 

（１） 観察対象園の概要 

構造：鉄骨造２階建，敷地面積：3314.21 ㎡，延床面積：2097.31 ㎡，所要室：

保育室（９室）・乳児室（２室）・給食室・職員室・事務室・保健室・遊戯室・

多目的室（１室）・子育て支援センター室（１室）等，利用定員：満３歳以上～

就学前の子ども 110 名（１号認定）・満３歳以上～就学前の子ども 90 名（２号

認定）・満１歳以上～満３歳未満の子ども 30 名（３号認定）・満１歳未満の子ど

も 10 名（３号認定），保育対象年齢：５か月から就学前まで。 

 

（２）観察対象 

Ｏ県Ｐ市内の私立Ｙ保育園の４歳児学級 37 名，５歳児学級 32 名。 

 

（３）観察日とカンファレンス日 

観察を 201X 年３月５日，カンファレンスを 201X 年３月 26 日に行った。 

 

（４）データの収集方法 

保育者から活動のねらいを聞き取りした上で，４・５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。 

 

（５）倫理的配慮 

筆者らは実践園に対して，①本研究への協力は任意であること，②リトミッ

クの実践で収集したデータは学術研究以外の目的で使用しないこと，を口頭で

説明し同意を得た。さらに，園長を通じて保護者に対し，園児の氏名や園名が

特定できない形で，学術論文のデータとして使用することの許可を得た。本論

のデータ収集を実施した園は，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顔写真や発言等を，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。 

 

２ ４歳児学級のリトミックの実践内容 

４歳児学級における実践の概要は，表１に示した通りである。設定されたね

らいは，「春が訪れたアルプスに住む動物をイメージし，自分で考えたり工夫し

たりしながら動物になりきって身体表現することを楽しむ」であり，動物にな

り切る身体表現遊びが行われた。 
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先ず，保育者がアルプスの位置を地球儀で示したりアルプスの写真を提示し

たりすることによって，子どもがアルプスに対して具体的なイメージを持てる

ようにされた。また保育者は，アルプスにどのような動物が住んでいると思う

かを問い掛け，身体表現の主題である動物が想像できるようにした。次に，保

育者の「みんなも動物さん達になって穴の中で寝てみよう」という言葉掛けに

よって身体表現が始まり，「ウサギ」「クマ」「ヘビ」「リス」「シカ」「トリ」と

主題が展開した。最後に，友達と２人組になり，『アルプス一万尺』を行った。

『アルプス一万尺』は，友達と向かい合い，両手を繋いで歌いながら身体を動

かし，じゃんけんをして勝った子どもは，友達の周りをスキップ，負けたらそ

の場で手拍子，あいこの時は，お互いに腕を組んで回るというような触れ合う

遊びとなっていた。動物の種類に合わせて，子どもの声の調子や大きさが明ら

かに変わっており，このことから子どもそれぞれがしっかりアルプスの世界観

に入り込み，動物になり切ることを楽しんでいたと言える。 

 子どもが行った動物の身体表現は，これまでのなり切り遊び等の先行体験や，

絵本・テレビ・動物園等で見た動物の姿や，友達や保育者の模倣を基に行われ

たと考えられる。身体表現の主題の展開は，ピアノの音の変化や，保育者の言

葉掛けが契機となっていた。例えば，ウサギの身体表現の多くは，跳ねるよう

なピアノの演奏によって引き出されたものである。前述した動物の種類の中で

も特に，「ウサギ」「クマ」「リス」は，ピアノの音が直接的に子どもの動きを誘

発していた。保育者の言葉掛けが契機になった場面としては，ヘビの身体表現

の際に，ピアノの音だけでは何の動物か想像できない子どもの姿があったが，

保育者が「あ，草むらの中から…」と言うと，ヘビを連想し，地面を這いなが

らクネクネと動き始めた。さらに，保育者が「のどが渇いてきたな～」「あ，あ

んなところに木の実がある！」等の言葉掛けを行うと，同じ動物の身体表現で

も動きが多様化する場面があった。 

 本実践では，保育者が「ピョンピョン」といった身体表現方法を示す擬音語

や，「クマさんだよ」といった表現の主題を示す言葉掛けを行わないようにし，

「喉が渇いたから水を飲みに行こう」等のイメージが膨らむヒントとなる言葉

掛けが行われていた。また，保育者が先に身体表現を始めることは控え，表現

方法が思い付かない子どもの動きを促す際には，保育者が他の子どもの動きを

真似ることで，友達が考えた表現に気付けるような配慮がされていた。保育者

は，子どもの想像を掻き立て，動物の表現の幅が広がるような援助を行うこと

が肝要である。 

 

３ ５歳児学級のリトミックの実践内容 

５歳児学級における実践の概要は，表２に示した通りである。設定されたね

らいは，「『くるみ割り人形』のお話の世界に親しみ，お菓子の国の精の個性的

な音楽（リズム）に興味を持ち，踊りで表現することを楽しむ」であり，『くる

み割り人形』のお菓子の精になり切って踊るリトミックが行われた。これは，

２か月前に音楽発表会で行ったオペレッタを経験したことによって，子どもが

子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出すリトミックの保育実践研究（第二報） ―保育施設における４･ ５歳児学級の事例を中心にして―
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自分の役以外の「お菓子の精」の踊りにも興味を示していた実態と関連してお

り，本実践では，「チョコレートの精」「お茶の精」「ロシアンケーキの精」「金

平糖の精」の４つの踊りを全員で一緒に踊るという活動が行われた。 

本論で観察した保育実践は，最終的な「踊る」段階のみの活動であったが，

その前段階では，時間をかけて『くるみ割り人形』の世界に親しみ，それぞれ

の「お菓子の精」の踊りを子どもが創り上げ，完成させるという保育の流れが

あった。他のリトミックでも，その時限りではなく，連続した活動にしていく

ことが大切である。また，５歳児学級は，リトミックを通して，色々な音楽に

触れること，友達と一緒に音楽を楽しむこと，表現力を豊かにすること等が，

達成されるように保育者が援助することが重要である。 

「チョコレートの精」の踊りは，３拍子の音楽に合わせて組になって踊る。

振り付けは，向かい合って両手を繋ぎ左右に揺れる，手拍子をする，ポーズを

決めるといった動きがあった。手を繋ぎ左右に揺れる振りでは，３拍子に合わ

せて揺れることのできていたペアが，４組中２組見られた。この２組は，膝を

曲げ伸ばししながら，左右の足の重心を交互に移動させることでリズムを取っ

ていた。３拍子に合わせて踊るためには，ピアノの音をよく聴く力と，身体の

重心を移動させる等してリズムを取る力が必要だと考えられる。 

「お茶の精」の踊りは，初めに中国語の「イーアーサン」の掛け声で始め，

足をカエルのようにして大きく飛び跳ねたり，太極拳のような振り付けが取り

入れられたりした。ジャンプや駆け足，ポーズを決める等シンプルな振り付け

が多かったため，比較的どの子どもでも取り組みやすい振り付けだった。「ロシ

アンケーキの精」の踊りでは，片足立ちになる振り付けや友達と肩を組んで膝

を曲げ伸ばししながらリズムを取る振り付け，友達と肩を組みながら足を左右

交互に前に伸ばしながら跳ねる振り付けがあった。「金平糖の精」の踊りは，２

拍子のリズムの音楽でバレエの動きを取り入れた振り付けであった。片足立ち

になる時間が比較的長く，バランスを保つ力が求められる振り付けであった。 

本実践では，どのお菓子の精の時も全員で踊る時には，どの子もスムーズに

踊れていたことから，それまでの活動の中で他の「お菓子の精」の踊りに興味

を持ち，友達が踊る姿をよく観察していたことが分かる。また，この踊りは，

本実践の活動以前に子どもが考えた振り付けであり，音楽を聴き，その音楽の

雰囲気やテンポを身体で感じ，「寂しい曲だな」「元気な曲だな」と話し合いを

しながらグループで創り上げていった。振り付けの創作は，バレエの『くるみ

割り人形』を鑑賞して，「こんな踊りをしてみたい」と刺激を受けた経験が基に

なっている。子どもが興味を示したものを主題としてリトミックを行うことは，

子どもにとって抵抗なく活動に参加しやすくなることに繋がるだろう。 

リズムに合わせて踊ることは，子どもにとって難しく，何度も練習が必要で

ある。ただ単に踊りの練習をするのではなく，『くるみ割り人形』の独特な音楽

の雰囲気を身体全身で感じ，楽しみながら行えるよう保育者は配慮しなければ

ならない。実際に，「金平糖の精」の踊りでも２拍子という正確なリズムは，子

どもに強調して教えず，音楽の雰囲気を感じながら踊れるようにしていた。 
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Ⅲ リトミックの保育実践による子どもの学び 

第一報で考察したように，音楽教育法であったリトミックは，指し示すもの

が変化してきた経緯がある。特に保育においては，「表現」の要素が大きくなり，

音楽・造形・身体・演劇・言語表現の中の音楽と身体が強く結び付いたのがリ

トミックであると言えよう。今後は，保育におけるリトミックの新しい定義や

リトミックよって引き出される学びの要素を考える必要があるだろう。 

先行研究の概観から導き出されるリトミックによって身に付く力（学びの要

素）として（1）（2）（3），①音楽を体感する力，②音楽への興味の高まり，③注意

して聴く力，④自分で考えて表現する力，⑤協調性，⑥集中力，⑦即時反応力，

⑧リズム感，⑨運動神経の向上，⑩感性，が挙げられる。ここでは，①～⑩の

項目を視点として本実践を振り返り，リトミックで得られる子どもの学びを検

討する。保育実践の評価は，本来，長期的なデータ収集を基に一人一人の子ど

もの達成度を考察する必要がある。したがって，上記の学びの要素は，現時点

では，方向性や可能性について問題提起できるという範囲の事柄であって，決

定的な評価の指標や尺度を提供した訳ではない。 

 

１ 年齢ごとに見る保育所のリトミックにおける学びの要素 

（１）１･２･３歳児学級 

１・２歳児学級では，ピアノの音に合わせた動きを楽しむことに重点が置か

れ，「①音楽を体感する力」を育める活動であったと言える。３歳学級になると，

友達の動きに関心を持つ子どもが増え，友達と一緒に活動することを楽しむ姿

があり，「⑤協調性」が育ち始めていると考えられる。また，ピアノの音楽が変

わった場面において，１･２歳児学級では，動きを止めて保育者の方に視線を向

けていたが，３歳児学級では，保育者の動きよりもピアノの音に関心を向ける

子どもがいたことから，「③注意して聴く力」「④自分で考えて表現する力」「⑦

即時反応力」を育める可能性がある。１･２･３歳児学級の大きな特徴は，音楽

よりも保育者や友達の動きを模倣する場面が多かったことである。１･２･３歳

児学級の子どもの表現活動では，模倣が重要な活動内容であると指摘できる。 

 

（２）４･５歳児学級 

４歳児学級は，保育者の模倣に止まらず，友達と一緒に表現することを楽し

み，友達同士で触れ合いながらリズム遊びを行っていたことから，「⑤協調性」

の育ちが明確であった。５歳児学級は，「①音楽を体感する力」「②音楽への興

味の高まり」「③注意して聴く力」「④自分で考えて表現する力」「⑤協調性」の

全ての力がよく見られたことから，年齢を追うごとにリトミックによって身に

付く力が，徐々に定着すると考えられる。 

「②音楽への興味の高まり」は，１･２･３歳児学級よりも４･５歳児学級で確

認できた姿である。５歳児学級は，『くるみ割り人形』に出てくる「お菓子の精」

それぞれの音楽の雰囲気を捉えており，音楽の雰囲気から子どもなりにイメー

子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出すリトミックの保育実践研究（第二報） ―保育施設における４･ ５歳児学級の事例を中心にして―
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ジした振り付けを考えて踊っていた。このことから，音楽に興味を示し，音楽

のイメージを子どもなりに理解していることが読み取れる。「③注意して聴く

力」に関しては，４･５歳児学級における保育者の言葉掛けは，１･２･３歳児学

級よりも抽象的なものであったため，子どもはピアノの音色から何を表現した

音楽なのか推測するため，よく耳を傾けようとする姿が見られた。「④自分で考

えて表現する力」については，４歳児学級では，動物の大きさや体の動かし方

等のイメージがしっかりと定着しているため，自分なりに動物の姿をイメージ

しながら表現しようとしていた。５歳児学級は，自分で振り付けを考えるとい

う作業を行っていることから，自分で考えて表現する力が身についていると言

える。「⑤協調性」については，友達の姿を意識して「友達と一緒にする」こと

を非常に楽しんでいた。リトミックは１人で行う活動ではないため，学級全員

で同じ１つの活動をするという経験を積み重ねることで，子どもの発達と共に

徐々に協調性が身に付いていくと考えられる。 

「⑧リズム感」は，踊りを踊るためには必須条件であり，特に５歳児学級で

は，ピアノの音をよく聴きながら，リズムに合わせて身体を動かそうとする姿

が見られた。５歳児学級の「踊りを踊る」という活動は，曲のリズムを全身で

感じ取り，足を出す，身体を揺らす，手拍子をする等の動作をその曲のテンポ

に合わせて行わなければならないため，リズム感を培うことができていると推

察できる。「⑩感性」においては，子どもが曲のイメージを「明るい感じがする」

「元気な曲だな」等と自分なりに感じ取っていた事実から根拠付けられる。「⑩

感性」の項目において，ここでの「感性」とは，子どもが音を聴き，想像力を

働かせながらその音のイメージを感じ取るということを示す。幼児期は，感性

の基礎を育てていく大切な時期である。４つの特徴的な音楽を全身で表現して

いた５歳児学級は，「お菓子の精」の音楽の世界観や雰囲気を子どもなりに解釈

し，自分達で振り付けを考え，身体で表現しようとしていた。想像力をしっか

りと働かせながら音楽のイメージを感じ取っていたことが読み取れる。 

 

（３）１～５歳児学級 

「①音楽を体感する力」については，１～５歳児学級全てが該当した。ピア

ノの音を，動物や自然物といった子どもにとって身近なものとして例えるため，

子どもにとってより音楽を体感しやすいようになっていたと言える。「⑥集中

力」は，本実践のリトミックだけでは十分に育ったという断定は難しいが，リ

トミックをしている時間は，どの年齢の子どもも主題の世界に入り込み，楽し

んで活動していた。本実践のような経験を繰り返すことによって，子どもの集

中力を育てることが期待できる。 

「⑦即時反応力」とは，音やリズムの変化に自分で気付き，素速く反応する

ことである。例えば，「ピアノの音が聞こえたら動く」「ピアノの音が止まった

ら自分も動きを止める」「ピアノの音楽の速度が速くなったら自分も速く動く」

といったようなことである。このような即時反応は，１～４歳児学級まで，ど

の学級でも見られたが，年齢を重ねるごとにできるようになっていた。「⑨運動
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神経の向上」の項目においては，本実践の観察結果のみでは判断ができないた

め，継続的な保育実践と観察が必要である。 

 

２ リトミックから得られる多様な力 

リトミックは，音楽領域における力だけでなく，基礎的な運動能力や集中力

を身に付けていくことが可能である。家庭では味わうことのできない活動であ

ると共に，乳児期からのプログラムもあり，年齢ごとに発達過程を考慮した活

動を行うため，身体表現活動が苦手な子どもや，先行体験が少ない子どもでも

取り組みやすいものである。 

リトミックは，身体を動かす楽しさに加え，表現の楽しさを味わえる点が優

れている。リトミックの学びの発展としては，集団による創作舞踊に発展して

いく素地を作るというようなことも考えられる。集団による創作舞踊に類似し

た一般的な保育場面としては，運動会や生活発表会の中で，子どもが踊りを観

客に見せるというものがある。リトミックを通して音楽を身体で感じながら表

現を楽しむ経験を積むことは，保育施設における日々の遊びや生活から踊りの

発表の場への円滑な移行を可能にするであろう。 

保育所では，年齢が上がるごとに集団を意識した活動が増えるが，リトミッ

クは，学級全員で活動することが多いため，表現は自由であっても，低年齢の

頃から同じ場所で一緒に活動する楽しさを感じられる。そして，一緒に活動す

る楽しさは，発達過程が進むごとに協調性が身に付くことに繋がると考えられ

る。さらに，リトミックの活動中や活動後に，互いの自由な表現を認め合う場

を設ければ，さらに子どもの協調性を高めていくことができるであろう。 

 

Ⅳ 子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出す保育者の資質能力 

第一報の先行研究概観で確認したように，身体表現を伴う活動に対して苦手

意識を持つ保育者は少なくない（4）。先ずは，自由に表現することに対して抵抗

を感じることなく，保育者自身がリトミックを純粋に楽しむことが求められる。

保育者がリトミックを楽しめるようになるには，保育におけるリトミックの専

門的な知識と技術が重要であると考えられる。そこで，子どもの主体的な身体

表現と多様な動きを引き出すための保育者の資質能力について考察する。 

 

１ 身体表現能力 

子どもが音楽から感じたことや自分のイメージを，即興的で自由に身体表現

を行うリトミックにおいても，保育者や周りにいる友達の表現を模倣すること

から始まる場合が多い。自由な表現ができるようになるまでに，模倣は，非常

に大切な学習の段階であると言える。保育者が様々な身体を使った表現を示す

ことによって，子どもはそれを真似ようとし，様々な動きを体感していくこと

が予想される。また，それを繰り返す内に，頭の中にある自分のイメージを，

自分なりに無理なく自然に身体表現することができるようになると考えられる。 

したがって保育者は，保育におけるリトミックの題材となり得るものを身体

子どもの主体的な身体表現と多様な動きを引き出すリトミックの保育実践研究（第二報） ―保育施設における４･ ５歳児学級の事例を中心にして―
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表現化することに慣れ，多様で柔軟な動きができるようになっておく必要があ

るだろう。また，保育者による手本の提示によって，子どもの表現が画一的に

なるのではなく，表現の多様性や自由性に気付けるようにすることが重要であ

る。具体的には，最初は模倣から始まった身体表現でも，その子独自の表現が

加えられた場合はそれを取り上げ，表現形式そのものではなく，その子らしさ

を褒めて育てることが考えられる。 

また，本論における５歳児学級の実践では，バレエの演目である『くるみ割

り人形』を主題にリトミックを行った。実践園では，自由な身体表現活動をす

る前に，保育者がバレエ特有の姿勢や動きを提示し，模倣をする機会が設けら

れていた。その結果子どもは，普段の生活では行わない多様な動きを経験する

ことができた。バレエの他にも，踊りには様々な種類があり，それぞれに特有

の身体の使い方やリズムの取り方がある。踊りの種類とその基礎的な技能を知

っておくことは，保育者の身体表現能力の向上に資すると共に，子どもの学び

の幅を広げるための重要な要素であろう。 

 

２ 音楽表現に関する能力 

保育施設における生活では，季節の歌を歌ったり，昼食や組活動の前に手遊

びをしたりすることは，日常的に行われている。その際に使われる楽器として

は，ピアノが最も一般的であると考えられる。本実践のように，子どもが聴き

慣れているピアノを使用したリトミックは，子どもにとって参加しやすく，「楽

しそう」というイメージを持ちやすい。保育者は，ピアノの演奏能力が求めら

れると同時に，リトミックに使える楽譜を収集し，練習する努力が大切である。

ピアノの演奏能力とは，表現の主題に対するイメージ形成を促したり，子ども

の動きを多様化したりする表現力及び即興力のことである。保育者には，調性・

速度・音量・アーティキュレーション（articulation）等を変えて演奏する能力や，

それらの音楽的要素によって変化する音楽の印象を感じ取る感性や，音楽的要

素の違いによって子どもが何を楽しんだり連想したりするかを読み取る子ども

理解力が求められる。例えば，本論で提示した５歳児学級の実践では，「寂しい

曲」「元気な曲」というように，聴いた音楽の印象を話し合い，振り付けを考え

た。このような活動を指導・援助するためには，保育で扱う曲のどの部分に対

して，子どもが関心を持って楽しむかを予測し，教材開発を行う必要がある。 

以上の考察から，リトミックの指導ができる保育者の養成や研修の在り方は，

大きな課題であると言えよう。保育者養成校の学生は，音楽に関する能力の個

人差が大きいことが予測され，楽譜が読めない段階から学習を始める学生がい

る一方で，耳で聴いたことのあるメロディを即興で再現できる状態の学生もい

る。個人差が大きく，限られた授業時間で，リトミックの指導に必要な能力を

獲得させることは，非常に困難である。保育における音楽の専門的知識や技能

は何かということや，その教育課程の整備には，議論の余地があると指摘でき

るであろう。 
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３ 教材開発能力と子どものイメージを豊かにする指導・援助 

子どもの身体表現は，子どもが何を楽しみ，どのような経験を記憶して身体

表現に生かすのかを読み取り，子どもの多様な動きを引き出す題材を見付ける

必要がある。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）ことが，子どもにとって抵抗感のない楽しいリトミックになるだろう。

次の段階の題材では，風・雲・雨・氷等の自然事象が考えられる。最後に目指

す活動としては，「喜び」「悲しみ」「楽しさ」「驚き」等の抽象的な感情表現が

想定できる。自分が動物になったり，風や雲や氷になったり「できる」感覚は，

子どもにとって新鮮であると同時に，驚きであろう。「これは面白い」と思える

ような実感や体験をどのように保育場面で設定していくかが重要である。 

保育におけるリトミックは，イメージの身体的表出（具現化）という回路を

頭脳に形成し，強化していく学習と言える。保育の展開としては，先ず，主題

に対するイメージ形成を十分に行う必要がある。例えば，身体表現が楽しめる

先行体験をしたり，踊りの発祥の地の雰囲気や，踊りに使われる音楽の特徴を

十分に味わったりすることが挙げられる。次に，子どもがイメージを具現化す

る契機となるような言葉掛けをすることが求められる。言葉掛けは，これまで

考察してきた通り，子どもの姿に合わせて，臨機応変に行うことが重要である。 

 

Ⅴ 今後の展望 

『幼稚園教育要領』（2017）では，「動き」という用語が４箇所で確認できる。

その内の２箇所は，保育内容「表現」の「内容」に示された「感じたこと，考

えたことなどを音や動きなどで表現したり，自由にかいたり，つくったりなど

する」「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」（5）（下線と太字は，筆者らによる）である。現代保育にお

いて，身体表現は子どもの重要な表現手段であり，リトミック及び類似の活動

の実践は，様々な形態として確認できる。しかし，その位置付けは，保育施設

によって異なり不明確である。本研究の第一報の３歳児学級の実践例からも分

かるように，１歳児学級の時からリトミックを経験してきた子どもの表情は，

非常に生き生きとしており，音楽に合わせて身体で表現することを心の底から

楽しんでいるということを示していた。保育実践における経験の蓄積は重要で

あり，１歳児学級からリトミックに親しみ，楽しさを伝えることが求められる。

つまり，表現の芽生えを育むことを目標にして，１歳児学級から５歳児学級へ

向けて，体系的・系統的な指導計画と保育計画を立てて行く必要がある。 

また，リトミックには，音楽と身体の一体性があり，音楽の雰囲気を身体で

即興的に表現することが基本である。そのため，子ども（学習者）と保育者（指

導者）との間に，即興演奏―即興身体表現の関係性が成立しないとリトミック

にならない。したがって保育者には，子どもの動きに合わせて演奏を工夫する

能力が求められる。リトミックの指導ができる保育者の養成は大きな課題であ

り，今後は，保育施設におけるリトミックの専門的な知識や技能とは何かを明

らかにすると同時に，保育者がそれらを身に付けられるようにする必要がある。 
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表１．保育施設における４歳児学級のリトミックの実践事例 

観察日時 201X 年３月５日 10：00～10：20 

対象・指導 ４歳児学級／男児 18 名・女児 19 名，指導者 H.M． 

ねらい 春が訪れたアルプスに住む動物をイメージし，自分で考えたり工夫したりしながら動物になりき

って身体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 

○保育者の話を聞く。 

・アルプスの情景やそこに住む動物の

姿を想像する。 

 

 

 

 

 

○動物になりきって穴の中で眠る。 

・自分の好きな動物になって床に寝転

ぶ。 

○ウサギになる。 

・立ったまま手を頭の上に耳のように

してジャンプしたりしゃがんだまま

飛び跳ねたりする。 

○クマになる。 

・すぐにクマのように歩き始めたり，

「クマだ」と言ったりしている。 

○ヘビになる。 

・初めはピアノの音を聴いても分から

ず，保育者の方を見たり，動きを止め

たりしている。 

・ヘビと分かると「ニョロニョロ」と言

ったり床に這いながらくねくねと体

を動かしたりする。 

○リスになる。 

・音楽が始まるとすぐに両手をグーに

して胸の前に揃えリスのように小走

りで動く。 

・保育者の真似をして食べ物を食べる

動きをする。 

○シカになる。 

・保育者や友達の真似をして一本指を

立て頭の上に乗せ，それをシカの角に

見立てて走ったりスキップをしたり

する。 

○トリになる。 

・保育者の言葉かけをヒントにすぐに

トリの音楽だと気づき，「あ，トリ

だ！」と言ったり，手を羽のようにし

て羽ばたかせる動きをしたりする。 

○羽を休めて休憩する。 

○今までの動物になりきり，『アルプス

一万尺』をする。 

・アルプスの写真を見せ，雪がたく

さん降り積もり，とても寒い場所

であることを説明する。 

・温かい春が来ることを楽しみに待

っている動物たちが暮らしてい

ることを伝えると共にどんな動

物が住んでいるか子どもに尋ね

る。 

・「トリさんはどうやって眠るか

な？」「羽を後ろにたたんでいる

ね」など声を掛ける。 

・子どもの表現を待ち，子どもがし

ているウサギの動きを真似する。

・「あ！誰？」と声を掛け，子どもが

動き始めるのを待つ。 

・色々なクマの表現ができるように

「喉が渇いたから水を飲みに行

こう」と声を掛ける。 

・何の動物かイメージしにくい子ど

もがイメージしやすいよう「草む

らの中から何か出てきたよ」と声

を掛ける。その後子どもが動き始

めたと同時にヘビの動きを始め

る。 

・子どもが表現をし始めるのを待

ち，始めた表現と同じように動

く。 

・「ごはんを探しに行こう」と言い，

木の実を食べるような動きを取

り入れる。 

・子どもが表現し始めるのを待ち，

なかなかシカの動きが見られな

かった為，見本となってシカの真

似をする。 

・子どもがトリの音楽だと気づき，

表現のイメージがしやすいよう

に「空の上に…」と声を掛ける。

・「あんな所に木の実があるよ」と声

を掛け，木の実を食べる動きをす

る。 

 

 

・子どもとペアになり一緒に『アル

プス一万尺』をする。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

♪ウサギ 

 

 

 

♪クマ 

 

♪ヘビ 

 

 

 

 

 

 

♪リス 

 
 

 

 

 

 

♪シカ 

 

 

 

 

 

 

 

♪トリ 

♪『アルプス一万尺』 
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表２．保育施設における５歳児学級のリトミックの実践事例 

観察日時 201X 年３月５日 10：25～10：40 

対象・指導 ５歳児学級／男児７名・女児 26 名，指導者 H.M. 

ねらい 『くるみ割り人形』のお話の世界に親しみ，お菓子の国の精の個性的な音楽（リズム）に興味を持ち，

踊りで表現することを楽しむ。 

子どもの動きと踊りの振り付け 音楽と子どもが踊る様子 

○保育者の話を聞く。 

○「チョコレートの精」の子どもが前に出

て踊る。 

(他の子どもは，その姿を見る。) 

・３拍子のリズムで踊る。 

・ペアになり両手を繋ぎ音楽に合わせて左

右に揺れる。 

・リズムに合わせて手拍子をする。 

・ポーズを決める。 

○全員で「チョコレートの精」の踊りをす

る。 

○「お茶の精」の子どもが前に出て踊る。

(他の子どもは，その姿を見る。) 

・カエルのように足を高く曲げながら手を

腰にして高くジャンプする。 

・手は人差し指を立て上下に素早く動か

し，足はその場で駆け足をする。 

・太極拳のようなポーズをする。 

・最後にポーズをする。 

○全員で「お茶の精」の踊りをする。 

○「ロシアンケーキの精」の子どもが前に

出て踊る。(他の子どもは，その姿を見

る。) 

・片足を浮かせたまま前に出したり後ろに

出したりし，リズムに合わせて「ヘイ！」

の掛け声と共にもう片方の足でバランス

をとる。 

・リズムに合わせて回りながら手拍子をす

る。 

・２人組もしくは３人組で肩を組み，リズ

ムに合わせて膝を曲げ伸ばしする。 

・肩を組んだままチアリーディングのよう

に交互に左右の足を前に出す。 

・最後にポーズをする。 

○全員で「ロシアンケーキの精」の踊りを

する。 

○「金平糖の精」の子どもが前に出て踊る。

(他の子どもは，その姿を見る。) 

・２拍子のリズムに合わせて様々なバレエ

の動きを取り入れた振りをする。 

・最後にポーズをする。 

○全員で「金平糖の精」の踊りをする。 

○振り返りをする。 

・「楽しかった」「面白かった」等の感想を

発表する。 

 
♪「チョコレートの精」 

  
 
 
 
 
  
 
 

 

♪「お茶の精」 

 
 

  
 
 
 
 
 
♪「ロシアンケーキの精」 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♪「金平糖の精」 
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A Study on the Childcare Practices of Rhythmic Music to Draw Out Children's Independent Physical 

Expression and Diverse Movements (2nd Report)―Mainly Including a Case Study of a Class for 4 

and 5 Years Old in a Childcare Facility― 

 

KOTAKE Saori*1，BABA Noriko *2，TAKAHASHI Kei *3，WATANABE Yuzo *1*4，TAKAHASHI 

Toshiyuki*5 

 

In recent years, rhythmic in childcare has been expected to acquire a variety of learning not 

limited to the music field. As a result of the discussion mainly including a case study of a class for 

4 and 5 years old in a childcare facility, we were able to confirm the development of "ability to 

experience music," "enhanced interest in music," "ability to listen carefully," "ability to think and 

express by themselves," "cooperativeness," "concentration," "immediate reaction," "sense of 

rhythm," and "sensitivity". It is important to adopt rhythmic music in childcare as a part of 

expressive education, and at the same time, to structure a systematic and comprehensive curriculum. 

In addition, it is essential for caregivers to truly enjoy rhythmic music in order to bring out children's 

independent physical expression and diverse movements, which requires a certain degree of 

specialized knowledge and skills. For example, they will need to be sensitive to the impressions of 

music as it changes according to musical elements, be familiar with the physical expression of 

potential rhythmic subjects in childcare, and be able to move in a variety of flexible ways. 

 

Keywords：children，physical expression，rhythmic，childcare practice，class for 4 and 5 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 
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工業の免許状取得の必修科目「工業概論」「工業科教育法」

「職業指導概説」で取り扱う指導内容 

 

－工業系高校の学科構成と高等学校学習指導要領を踏まえて－ 

 

小林 清太郎※1 

 

高等学校の工業系学科は地域の産業界の要請に応えて設置され，これまで多くの実践的

な中堅技術者を育成し輩出してきた。教育には地域産業に関連した内容が積極的に取り入

れられており，機械系・電気系・化学系・建築系・土木系・情報系等の専門分野に分かれて

いる。このようなことから，工業系学科の教員には多様な専門分野の人材が必要とされる。

本著では，工業系学科の教員に求められる知識・技術を明確にするとともに，「工業概論」

「工業科教育法（基礎Ⅰ，基礎Ⅱ，応用Ⅰ，応用Ⅱ）」「職業指導概説」で確実に押さえてお

くべき指導内容について述べる。 

 

キーワード：工業概論，工業科教育法（基礎Ⅰ，基礎Ⅱ，応用Ⅰ，応用Ⅱ），職業指導概説，

基幹学科別にみた主な学科別学級数，高等学校学習指導要領 

 

※1 岡山大学教師教育開発センター 

 

Ⅰ はじめに 

公益社団法人全国工業高等学校長協会（以下「全工協」という）が実施して

いる令和元年度の調査結果によると，高等学校の工業系学科の学科名は 612 で

多岐にわたっている（基幹学科は表１の「機械」～「デザイン」までの 14 学

科）。内訳は，機械系 89・自動車系 18・電子機械系 28・情報系 34・化学系 44・

電気系 61・電子系 25・窯業系 6・建築系 43・土木系 42・設備系 11・インテリ

ア系 4・繊維系 11・デザイン系 24・その他の系 82・総合学科 19・くくり募集

71 となっている。このように工業系学科は多くの専門分野に分かれているため，

それぞれの専門分野において指導ができる教員が必要とされている。 

このことを踏まえ，「工業概論」「工業科教育法（基礎Ⅰ，基礎Ⅱ，応用Ⅰ，

応用Ⅱ）」「職業指導概説」の指導内容を構成するに当たって，留意した次の２

点について重点的に述べる。１点目は，全国に設置されている工業系高校の学

科構成と学級数の統計を踏まえて，専門分野を適切に分類して指導内容を構成

することである。２点目は，高等学校学習指導要領に示された工業の目標を踏

まえて，工業に関する 61 科目の中から学生に重点的に身に付けさせたい科目

を選択決定し，指導内容を精選することである。なお，統計の数値は，全工協

が毎年実施している調査結果と，全国の都道府県教育委員会及び政令指定都市

教育委員会が発表した教員採用候補者選考試験結果をもとにした。 

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.225 − 236
【実践報告】
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Ⅱ 「工業概論」「工業科教育法（基礎Ⅰ，基礎Ⅱ，応用Ⅰ，応用Ⅱ）」「職業指

導概説」で取り扱う指導内容 

 

１ 指導内容を考えるに当たって重視した点  

（１）学科構成と学級数について 

「基幹学科別にみた主な学科別学級数の推移（表１）」の令和元年度のデータ

によると，機械系の学級数が 32.3％，電気・電子系が 20.0％と圧倒的に多く２

系列で半数以上を占めており，産業界からの需要に対応した設置状況が窺える。

この２系列に続いて建築系（7.3％），情報系（5.1％），土木系（4.5％），化学

系（4.3％）の順

に高くなってい

る。また，総合

学科や一括・く

くり募集の中で

工業科目を履修

している生徒が

併せて 16.0％

と，一定数いる

ことも分かる。 

系列を細かく

分類しすぎると

学生が理解しに

くくなる恐れが

あることから，

平成 26 年度の

分 類 を 基 本 と

し，さらに窯業

科と繊維科は教

育内容から「化

学系」に組み入

れ る こ と と し

た。これらのことを踏まえて，「工業概論」や「工業科教育法」で扱う学科は，

機械系・電気系・情報系・建築系・土木系・化学系の６系列とその他の系列を

合わせた７系列に決定した。 

 

（２）高等学校学習指導要領について 

現行の高等学校学習指導要領（平成 21 年３月告示）に示された工業科の目標

は，「工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，現代社会

における工業の意義や役割を理解させるとともに，環境及びエネルギーに配慮

しつつ，工業技術の諸問題を主体的，合理的に，かつ倫理観をもって解決し，

基幹学科 学級数 基幹学科 学級数 割合

機械 1,981 24.4

自動車 180 2.2

電子機械 460 5.7

情報 416 5.1 5.1 情報系 516 5.9

化学 352 4.3 4.3 化学系 335 3.9

電気 1,295 15.9

電子 330 4.1

窯業 24 0.3 0.3 窯業系 35 0.4

建築 593 7.3

土木 368 4.5

設備 59 0.7

繊維 31 0.4 0.4 繊維系 33 0.4

インテリア 71 0.9

デザイン 171 2.1

総合学科 571 7.0 7.0 総合学科 760 8.8

一括・くくり 731 9.0 9.0 一括・くくり 697 8.0

その他 497 6.1 6.1 その他 755 8.7

合計 8,130 100.0 100.0 8,685 100.0
※令和元年度と平成26年度で基幹学科の区分が違っているのは調査方法が異なるため

238 2.7

1,109 12.812.5

3.0

建設系

デザイン系

表１　基幹学科別にみた主な学科別学級数の推移

2,624 30.2

1,583 18.2

㈳全国工業高等学校長協会調査より

割合

32.3

20.0

機械系

電気系

平成26年度令和元年度

小林　清太郎
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工業と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる」となっている。 

従前からの目標の精神を基本的に受け継ぎながら，今日的な課題に対応する

ため，大きく次の３点が改められた。 

第１点目は，現代社会における工業の意義や役割を学ぶに当たっては，地球

規模の課題である環境問題やエネルギー制約の一層の深刻化などについて考え

る必要があり，「工業製品について，資源の節約やリサイクルを踏まえ，原材料

の選定から加工，組立，廃棄するまでの過程において環境やエネルギーに配慮

する」ことである。 

第２点目は，将来の工業技術者としての倫理観を養うことが強く求められて

いることから，「安全な製品や構造物などのものづくりをするために必要な基

礎的・基本的な知識・技術を確実に身に付けさせ，技術者としての倫理観に基

づいて課題の解決に取り組む態度を身に付けさせる」ことである。 

第３点目は，社会の発展は，工業の発展と相互に関係しており，「より広い視

野をもち，安全・安心な新しいものづくりを創造する能力を身に付け，実践的

な技能をあわせもった工業技術者を育成する」ことである。 

工業に関する科目は，「工業技術基礎」をはじめとする 61 科目（表２）であ

る。この 61 科目の編成については，「各学科において原則としてすべての生徒

に履修させる科目（原則履修科目）」，「工業の各分野における基礎科目」，「工業

の各分野に関する科目」の三つに大別することができる。 

「各学科において原則としてすべての生徒に履修させる科目（原則履修科

目）」については，生徒の

多様な実態等に応じた

特色ある教育課程を各

学校において編成する

必要性が高まっている

ことを踏まえ，「工業技

術基礎」と「課題研究」

の２科目である。「工業

技術基礎」は， 各学科に

おける共通で基礎的・基

本的な内容で構成され，

より専門的な学習への

動機付けや卒業後の進

路について生徒の意識

を高めることをねらい

とした科目であり，「課

題研究」は，習得した知

識・技術の深化を図る学習を通じて，問題解決の能力や自発的，創造的な学習

態度を育てることをねらいとした科目である。 

「工業の各分野における基礎科目」は，「実習」，「製図」，「工業数理基礎」，

表２　工業科の科目一覧表

　　　　　　　　　　　　　（平成22年告示高等学校学習指導要領）

工業技術基礎，課題研究，実習，製図，工業数理基
礎，情報技術基礎，材料技術基礎，生産システム技
術，工業技術英語，工業管理技術，環境工学基礎，
機械工作，機械設計，原動機，電子機械，電子機械
応用，自動車工学，自動車整備，電気基礎，電気機
器，電力技術，電子技術，電子回路，電子計測制御，
通信技術，電子情報技術，プログラミング技術，ハード
ウェア技術，ソフトウェア技術，コンピュータシステム技
術，建築構造，建築計画，建築構造設計，建築施工，
建築法規，設備計画，空気調和設備，衛生・防災設
備，測量，土木基礎力学，土木構造設計，土木施工，
社会基盤工学，工業化学，化学工学，地球環境化
学，材料製造技術，工業材料，材料加工，セラミック化
学，セラミック技術，セラミック工業，繊維製品，繊維・
染色技術，染織デザイン，インテリア計画，インテリア
装備，インテリアエレメント生産，デザイン技術，デザイ
ン材料，デザイン史

工業の免許状取得の必修科目「工業概論」「工業科教育法」「職業指導概説」で取り扱う指導内容 －工業系高校の学科構成と高等学校学習指導要領を踏まえて－
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「情報技術基礎」，「材料技術基礎」，「生産システム技術」，「工業技術英語」，「工

業管理技術」，「環境工学基礎」の９科目である。これらのうち，「実習」，「製図」，

「工業数理基礎」，「情報技術基礎」の４科目は，各学科における共通的な内容

で，かつ基礎的・基本的な内容で構成された科目である。また，「材料技術基礎」，

「生産システム技術」，「工業技術英語」，「工業管理技術」，「環境工学基礎」の

５科目は，各学科の特色や生徒の進路希望により選択して履修する基礎科目で

ある。 

「工業の各分野に関する科目」は 50 科目である。各学科の特色，生徒の進路

や興味・関心等に応じて，各分野の科目を中心として選択して履修できるよう

に編成されている。 

これらのことを踏まえて，次に示す「２ 各科目の指導内容について」で取

り扱う６科目の指導内容は，現行の高等学校学習指導要領に示された工業科の

目標や科目編制の趣旨を反映させて構成することとした。 

 

２ 各科目の指導内容について  

（１）工業概論について 

この授業では，学生が将来，多様な工業分野の科目を指導する可能性を考慮し，授

業には７系列の専門分野を取り入れることとし，各専門分野の教員が担当するオムニ

バス形式とした。また，普通科高校出身者が多い学生の実態を考慮し，第14回の授業

に工業高校訪問を取り入れ，授業等の見学を通して生徒の実態に触れることで，より

工業系高校に対する正しい理解を深めることとした。 

目標は「機械・電子機械，電気・電子，土木，建築，工業化学，情報等，工業の各

分野の基礎や新技術，ものづくりや資格取得，地域や産業界との連携等についての学

習を通じて，社会の発展に果たす工業の意義や役割を理解するとともに，高等学校工

業科の教員として必要な知識・技術・技能を習得する」である。 

表３　工業概論　授業計画（１回50分授業×２）

第１回：ガイダンス

第２回：工業の各分野についての概説

第３回：機械，電子機械に関する基礎

第４回：機械，電子機械に関する新技術

第５回：電気・電子に関する基礎

第６回：電気・電子に関する新技術

第７回：土木，建築に関する基礎 

第８回：土木，建築に関する新技術

第９回：工業化学に関する基礎

第１０回：工業化学に関する新技術

第１１回：情報・制御に関する基礎

第１２回：情報・制御に関する新技術

第１３回：工業のその他の分野に関する基礎と新技術

第１４回：工業高校の施設・設備や授業，進路指導，生徒指導等（工業高校見学）

定期試験

小林　清太郎
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授業の概要については，「①工業教育の意義や役割，②工業の各分野における基

礎と新技術，③ものづくり教育と資格取得，④産業界との連携」の４点である。 

授業は，表３に示すとおり14回（※（50分授業×２）をもって１回の授業として編

成）の講義及び演習と定期試験で計画した。 

 

（２）工業科教育法（基礎Ⅰ）について 

この授業では，教育関係法令や高等学校学習指導要領，工業教育の基盤をな

す安全教育，キャリア教育，資格取得，コンテストなどに関わる内容を取り扱

うこととした。 

目標は，「将来，高等学校工業科教員または工業教育に携わることを希望する

学生に対して，教科指導力を身に付けさせるとともに，幅広く工業に関する知

識を養うことを目的とする」とし，到達目標は「①教科「工業」の目標が理解

できる，②教育活動と教育関係法令の関わりが理解できる，③安全教育の必要

性を理解し，実践的な指導ができる，④工業教育においてキャリア教育・ICT 教

育の実践的な指導ができる，⑤工業教育において資格取得や各種コンテストに

関わる実践的な指導ができる」の５点である。 

授業の概要については，「①教育関係法令・学習指導要領について考察する，

②安全教育・資格取得・各種コンテストなどの指導方法について考察する， 

③演習を通じて安全教育の指導方法について考察する」の３点である。 

授業は，表４に示すとおり 14 回の講義及び演習と定期試験で計画した。 

  

（３）工業科教育法（基礎Ⅱ）について 

この授業では，すべての生徒に履修させる原則履修科目「工業技術基礎」と

「課題研究」の２科目を取り扱うこととした。この２科目の目標及び内容とそ

の取り扱いをしっかり学んだ後に，学習指導案の作成や模擬授業を通じて実践

表４　工業科教育法（基礎Ⅰ）　授業計画（１回50分授業）

第１回：工業教育の意義と役割

第２回：戦後教育改革の流れと工業教育

第３回：教育関係法令Ⅰ（日本国憲法、教育基本法、学校教育法、教育職員免許法）

第４回：教育関係法令Ⅱ（学校教育法施行令、学校教育法施行規則、学習指導要領）　

第５回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅰ（改訂の趣旨）

第６回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅱ（工業科の目標） 

第７回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅲ（工業科の科目編成）

第８回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅳ（工業の主な学科）

第９回：安全教育Ⅰ（安全衛生についての基本事項、実験・実習の安全） 

第10回：安全教育Ⅱ（環境・公害、安全体制、救急措置、実験・実習上の注意と心得）

第11回：演習（安全教育） 

第12回：工業教育とキャリア教育・ICT教育

第13回：工業教育と資格取得

第14回：工業教育とものづくりコンテスト･ロボットコンテスト

定期試験

工業の免許状取得の必修科目「工業概論」「工業科教育法」「職業指導概説」で取り扱う指導内容 －工業系高校の学科構成と高等学校学習指導要領を踏まえて－
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的な知識・技術を身に付けることに重点を置いた。また，工業科の中心をなす

機械系と電気系の２学科における教育課程の編制についても，講義や演習を通

じて実践的な知識・技術を身に付けこととした。 

目標は，「将来，高等学校工業科教員または工業教育に携わることを希望する

学生に対して，教科指導力を身に付けさせるとともに，工業に関する学科の教

育課程編成に関わる知識・技術を習得させることを目的とする」とし，到達目

標は「①主な工業科目の目標及び内容とその取扱いが理解できる，②主な工業

科目の教育法が理解できる，③学習指導案が作成できる，④主な工業科目の実

践的な指導ができる，⑤工業の主な学科の教育課程を理解し編成することがで

きる」の５点である。 

授業の概要については，「①工業科の科目の内，原則履修科目について考察す

る，②原則履修科目の学習指導案の作成に関わる知識・技術について考察する，

③模擬授業を通して実践的な指導について考察する，④学科の教育課程の編成

例と，教育課程の編成に関わる知識・技術について考察する」の４点である。 

授業は，表５に示すとおり 14 回の講義及び演習と定期試験で計画した。 

 

（４）工業科教育法（応用Ⅰ）について 

この授業では，「工業の各分野における基礎科目」９科目の内，多くの工業系

高校で教育課程に組み入れている「実習」，「製図」，「工業数理基礎」，「情報技

術基礎」の４科目を取り扱うこととした。この４科目の目標及び内容とその取

り扱いをしっかり学んだ後に，学習指導案の作成や模擬授業を通じて実践的な

知識・技術を身に付けることに重点を置いた。残りの５科目については，学生

の進路や希望等に応じて臨機応変に取り入れることとした。 

目標は，「将来，高等学校工業科教員または工業教育に携わることを希望する

学生に対して，教科指導力を身に付けさせるとともに，工業科目の学習指導案

表５　工業科教育法（基礎Ⅱ）　授業計画（１回50分授業）

第１回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅴ（「工業技術基礎」の目標及び内容とその取扱い） 

第２回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅵ（「課題研究」の目標及び内容とその取扱い）

第３回：学習指導案についてⅠ（「工業技術基礎」の学習指導案作成と留意点）

第４回：学習指導案についてⅡ（「課題研究」の学習指導案作成と留意点） 

第５回：演習Ⅰ－１「工業技術基礎」の学習指導案の作成 

第６回：演習Ⅰ－２「工業技術基礎」の模擬授業Ⅰ（「人と技術と環境」に関する内容）

第７回：演習Ⅰ－３「工業技術基礎」の模擬授業Ⅱ（「基礎的な加工技術」に関する内容）　

第８回：演習Ⅰ－４「工業技術基礎」の模擬授業Ⅲ（「基礎的な生産技術」に関する内容） 

第９回：演習Ⅱ－１「課題研究」の学習指導案の作成 

第10回：演習Ⅱ－２「課題研究」の模擬授業（「作品製作」に関する内容） 

第11回：演習Ⅱ－３「課題研究」の模擬授業（「調査，研究，実験」に関する内容）

第12回：演習Ⅱ－４「課題研究」の模擬授業（「産業現場等における実習」「職業資格の取
得」に関する内容）

第13回：機械系学科（電子機械系・自動車系を含む）の教育課程編成について 

第14回：電気系学科（情報系を含む）の教育課程編成について 

定期試験 

小林　清太郎
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作成に関わる知識・技術を習得することを目的とする」で，到達目標は「①主

な工業科目の目標及び内容とその取扱いが理解できる，②主な工業科目の教育

法が理解できる，③学習指導案が作成できる，④主な工業科目の実践的な指導

ができる」の４点である。 

授業の概要については，「①工業科の科目の内，基礎科目について考察する，

②基礎科目の学習指導案の作成に関わる知識・技術について考察する，③模擬

授業を通して実践的な指導について考察する」の３点である。 

なお，令和４年度から学年進行で実施される新しい高等学校学習指導要領で

は，「工業数理基礎」と「情報技術基礎」が整理統合されて「工業情報数理」と

なる。これに伴い，情報系の分野に関する科目として「工業科教育法応用Ⅱ」

の中で取り上げている「情報技術基礎」に代わり「プログラミング技術」を導

入する予定である。 

授業は，表６に示すとおり 14 回の講義及び演習と定期試験で計画した。 

 

（５）工業科教育法（応用Ⅱ）について 

この授業では，「工業の各分野に関する科目」50 科目から情報系を除く機械

系・電気系・建築系・土木系・化学系の５系列から主となる１科目ずつを選び，

計５科目を取り扱うこととした。 

科目の目標は，「将来，高等学校工業科教員または工業教育に携わることを希

望する学生に対して，実践的な教科指導力を身に付けさせることを目的とする」

とし，到達目標は「①主な工業科目の教育法が理解できる，②学習指導案が作

成できる，③主な工業科目の実践的な指導ができる，④工業の主な学科の教育

課程を理解し編成することができる」の４点である。 

表６　工業科教育法（応用Ⅰ）　授業計画（１回50分授業）

第１回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅰ（「実習」の目標及び内容とその取扱い）

第２回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅱ（「製図」の目標及び内容とその取扱い）　

第３回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅲ（「工業数理基礎」の目標及び内容とその取扱い） 

第４回：高等学校学習指導要領「工業」Ⅳ（「情報技術基礎」の目標及び内容とその取扱い）

第５回：学習指導案についてⅠ（「実習」「製図」の学習指導案作成と留意点）

第６回：学習指導案についてⅡ（「工業技術基礎」「情報技術基礎」の学習指導案作成と留意
点）

第７回：演習Ⅰ－１「実習」の学習指導案の作成 

第８回：演習Ⅰ－２「実習」の模擬授業 

第９回：演習Ⅱ－１「製図」の学習指導案の作成 

第10回：演習Ⅱ－２「製図」の模擬授業 

第11回：演習Ⅲ－１「工業数理基礎」の学習指導案の作成

第12回：演習Ⅲ－２「工業数理基礎」の模擬授業

第13回：演習Ⅳ－１「情報技術基礎」の学習指導案の作成

第14回：演習Ⅳ－２「情報技術基礎」の模擬授業

定期試験

工業の免許状取得の必修科目「工業概論」「工業科教育法」「職業指導概説」で取り扱う指導内容 －工業系高校の学科構成と高等学校学習指導要領を踏まえて－
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授業の概要については，「①工業科の科目の内，「機械設計」「電気基礎」「建

築構造」「測量」「工業化学」の学習指導案の作成に関わる知識・技術について

考察する，②模擬授業を通して実践的な指導について考察する，③学科の教育

課程の編成例と，教育課程の編成に関わる知識・技術について考察する」の３

点である。 

授業は，表７に示すとおり 14 回の講義及び演習と定期試験で計画した。 

 

（６）職業指導概説について 

この授業では，これまでの「職業指導概説Ⅰ」と「職業指導概説Ⅱ」を統合

し，内容を職業指導と進路指導の２分野に精選した。 

目標は，「高等学校における職業教育について理解するとともに、生徒が将来

の進路を主体的に選択決定し、自己実現が図れるための指導法を習得する」で

表８　職業指導概説　授業計画（１回50分授業×２）

第１回：ガイダンス、学校教育関係法規と職業教育

第２回：職業指導の歴史

第３回：工業系高校と小中学校における職業指導との比較 

第４回：若者の就労環境の理解（就労状況、離職率、求人状況の分析）  

第５回：職業指導の意義と必要性

第６回：勤労観・職業観の育成と指導法

第７回：社会の変化に対応した職業指導の在り方（グローバル化、高度情報化等）

第８回：工業教育と進路指導１（組織と運営）

第９回：工業教育と進路指導２（自己理解と職業理解） 

第10回：工業教育と進路指導３（職業適性と進路相談） 

第11回：工業教育と進路指導４（啓発的体験） 

第12回：工業教育と進路指導５（職業選択）

第13回：工業教育と進路指導６（工業高校の実践例）  

第14回：総括レポート発表と研究協議 

定期試験

表７　工業科教育法（応用Ⅱ）　授業計画（１回50分授業）

第１回：演習Ⅴ－１「機械設計」の学習指導案の作成 

第２回：演習Ⅴ－２「機械設計」の模擬授業　

第３回：演習Ⅵ－１「電気基礎」の学習指導案の作成　

第４回：演習Ⅵ－２「電気基礎」の模擬授業

第５回：演習Ⅶ－１「建築構造」の学習指導案の作成

第６回：演習Ⅶ－２「建築構造」の模擬授業

第７回：演習Ⅷ－１「測量」の学習指導案の作成

第８回：演習Ⅷ－２「測量」の模擬授業

第９回：演習Ⅸ－１「工業化学」の学習指導案の作成

第10回：演習Ⅸ－２「工業化学」の模擬授業

第11回：模擬授業のまとめ

第12回：土木系学科の教育課程編成について

第13回：建築系学科（設備系学科を含む）の教育課程編成について 

第14回：化学系学科の教育課程編成について 

定期試験

小林　清太郎
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ある。 

授業の概要については，「①職業教育の歴史と職業指導の実態，②職業教育の意

義と必要性，③職業教育の指導法，④工業教育と進路指導」の４点である。 

授業は，表８に示すとおり 14 回の講義及び演習と定期試験で計画した。 

 

Ⅲ 全国の工業系高校の現状について 

１ 基幹学科別にみた教諭の欠員状況 

全工協が所属する会員校に対して毎年実施している調査結果（表９）におい

て，平成 26 年度と令和元年度の欠員数を比較すると，全体としては状況がやや

改善しているものの，学科別にみると，

教員数の多い機械系・電気系とデザイン

系については増加傾向にある。こうした

状況の改善を図るため，多くの都道府県

教育委員会や政令指定都市教育委員会で

は，教員採用候補者選考試験において「社

会人を対象とした特別選考」を実施して

きたところであるが，依然として厳しい

状況が続いている。この特別選考につい

ては，岡山県の実施要項によると「民間

企業，官公庁（教職以外）において，出願

する教科（科目）と関連する教科（科目）

と関連する 3 年以上の職務経験を有し，

かつ出願する教科（科目）に関する高度な専門的知識・技能を有する者」とな

っている。しかし，好景気が続く現状下では，民間企業や官公庁の技術職・研

究職から転職する者は極めて少なく，教員に多くの優秀な人材を確保すること

が難しくなってきている。また，こうした特別選考と並行して，大学での工業

科教員養成にも期待されているが，岡山大学工学部で「工業」免許取得を目指

す学生はここ５年間０～１名で，しかも全員が大学院を経て民間企業への就職

を希望している。こうした中で，教育学部学校教員養成課程中学校教育コース・

技術教育専修の学生に「工業」免許取得の道が開かれたことは，工業科の教員

不足の現状を打破するための一助として大いに期待される。 

 

２ 地区別にみた基幹学科毎の教諭の欠員状況 

「地区別にみた基幹学科毎の教諭の欠員状況（表 10）」によると，北海道・北

信越は欠員が２名ずつと少ないが，他の地区では２桁以上の欠員がある。特に

関東・九州では３桁の欠員があり，東北・近畿もこれに迫る状況となっている。

さらに基幹学科別にみると，機械系・電気系の教諭が圧倒的に不足しており，

これに建設系（建築・土木）・化学系・デザイン系と続いている。機械系の不足

数が多いのは，表１からも分かるように学級数が他の系に比べて多いことが最

基幹学科 令和元年度 平成26年度 増減

機械系 188 157    ▲31

電気系 160 120    ▲40

建設系 82 109 27

化学系 41 48 7

窯業系 4 3     ▲１

繊維系 1 4 3

デザイン系 39 20    ▲19

情報系 13 27 14

その他 19 108 89

合計 547 596 49

表９　基幹学科別にみた教諭の欠員状況

㈳全国工業高等学校長協会調査より

工業の免許状取得の必修科目「工業概論」「工業科教育法」「職業指導概説」で取り扱う指導内容 －工業系高校の学科構成と高等学校学習指導要領を踏まえて－
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大の要因である。また，学級数の割に電気系の欠員が多くなっているが，これ

は情報化の進展に伴い電気系（電気・電子科等）から情報分野を分離して情報

系学科を新設したことが大きな要因と考える。建設系（建築・土木）・化学系に

ついては，学級数から判断するとほぼ妥当な数字と言える。 

その一方で，デザイン系の欠員については，教員養成を担う学科を設置する

大学が少なく，工業系高校デザイン系学科の卒業生で教員を志して大学進学す

る生徒の多くが美術系の学科に進学していることも要因の一つと考えている。

デザイン系の学科では，デザイン教育に関わる高い知識・技術を備えた高等学

校美術科の教員免許を持つ者が，臨時免許状で指導している状況も多くある。 

 

３ 全国の公立学校教員採用試験における「工業」と「技術」の採用（予定）

者数の比較 

平成 25 年から令和２年の「全国の公立学校教員採用候補者選考試験におけ

る『工業』と『技術』の採用（予定）者数の比較（表 11）」を参照すると，８年

間の採用者数の平均は工業が技術の約 1.2 倍となっている。これを中国・四国

地区でみると，中国地区は約 2.5 倍，四国地区は約 2.4 倍と極めて高い数値に

なっている。この傾向は今後もしばらく続くと予測され，教育学部学校教員養

成課程中学校教育コース・技術教育専修で教員を目指す学生に，教員採用試験

において学校種を選択する際の参考にしてもらいたいデータである。 

基幹学科 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計

機械系 1 26 47 0 6 34 28 9 37 188

電気系 1 46 23 1 5 33 11 7 33 160

建設系 0 15 20 0 1 8 4 7 27 82

化学系 0 8 9 0 1 5 9 4 5 41

窯業系 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4

繊維系 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

デザイン系 0 1 9 1 2 8 2 4 12 39

情報系 0 0 1 0 1 3 0 3 5 13

その他 0 0 9 0 1 8 0 0 1 19

合計 2 96 118 2 18 99 54 35 123 547

表10　地区別にみた基幹学科毎の教諭の欠員状況（令和元年度）

㈳全国工業高等学校長協会調査より

年度 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 合計

全国 296 289 288 284 277 292 298 280 2,304

中国 32 33 33 28 31 21 28 30 236

四国 5 5 8 11 9 6 9 6 59

全国 223 234 256 215 230 235 260 271 1,924

中国 9 9 12 10 14 12 16 11 93
四国 1 2 1 3 4 3 6 5 25

表11　全国の公立学校教員採用試験における「工業」と「技術」の採用（予定）者数の比較

工業

技術

小林　清太郎
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また，高等学校工業系学科における専門教育の指導内容は，中学校技術科

の指導内容を深化させたものが多くあり，その中でも「工業技術基礎」は中学

校技術と高等学校工業系学科の教育をつなぐ科目として位置付けられている。

このため，多くの工業科目は，大学で工業に関わる幅広い分野の知識・技術を

習得した技術教育専修の学生にとっては比較的取り組みやすい内容と考える。

なお，普通科高校出身の学生にとってイメージしにくい内容が多い工業系高校

の実態については，前述のように「工業概論」の第 14 回目の授業で実際に工業高

校を訪れて，工業系高校の施設・設備や授業，進路指導，生徒指導等について理解を

深めさせたいと考えている。 

 

Ⅳ まとめ 

好景気に支えられ，大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は平成 27 年 3 月卒

業者以降 1.6～1.8 倍の高水準で推移してきた。今年度は新型コロナウイルス

感染拡大の影響により，採用計画を縮小もしくは中止した企業が多くあったが，

依然として 1.5 倍を超えている。こうした状況に反比例するように，教員採用

候補者選考試験受験者は徐々に減少し，質の低下も危惧されている。特に高等

学校工業系学科の教員については，10 年以上にわたって全国規模で欠員状況が

続いており，倍率以上に深刻な問題となっている。   

前述したように高等学校工業科の教員養成を担う岡山大学工学部において

も，工業免許の取得者はここ数年０～1 名と極めて少ない状況が続いている。

こうした中，教育学部学校教員養成課程中学校教育コース・技術教育専修にお

いて，令和元年度入学生から新たに高等学校１種「工業」の免許取得が可能に

なった。また，令和３年度に工学部と環境理工学部は統合され，新生工学部が

誕生する。これに伴い，工学部も新たに教職課程認定を申請している。こうし

た機会を適切に捉えて，工業科教員の魅力を積極的に発信していきたい。 

 

参考・引用文献 

文部科学省「高等学校学習指導要領」（平成 21 年３月告示，pp165-224） 

文部科学省「高等学校学習指導要領解説工業編」（平成 22 年５月，pp6-10） 

文部科学省「高等学校学習指導要領解説工業編」（平成 30 年７月，pp16-17） 

公益社団法人全国工業高等学校長協会調査（全工資料 26－20，26－23，2019－

20，2019－23） 

全国の都道府県教育委員会及び政令指定都市教育委員会が発表した教員採用試

験結果 

令和３年度岡山県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項 

 

                                            

Guidance Content Handled in the Compulsory Subjects ”Introduction to 

Industry”,”Technical Subject Teaching Methodology”and ”Topics of Vocational 

Guidance”for Obtaining an Industrial License 
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Based on the Department Structure of Industrial High Schools and High School Course 

of Study 

 

KOBAYASHI Seitaro*1 

 

The high school industrial department was established in response to the demands 

of the local industry, and has trained and produced many practical mid-career 

engineers. Content related to local industries is actively incorporated into 

education, and it is divided into specialized fields such as mechanical, electrical, 

chemical, architectural, civil engineering, and information systems. For this 

reason, faculty members in industrial departments are required to have  human 

resources in various specialized fields. In this paper, while clarifying the 

knowledge and skills required of teachers in the industrial department. Describe 

the guidance content that should be surely held in "Introduction to Industry", 

"Technical Subject Teaching Methodology (Basic I,Basic II,Applied I,Applied II)" 

and "Topics of Vocational Guidance ". 

 

Keywords : Introduction to Industry, Technical Subject Teaching Methodology (Basic 

I, Basic II, Applied I, Applied II), Topics of Vocational Guidance, Number of 

Classes by Major Departments by Core Department, High School Course of Study 

 

*1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University 
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幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標
に関する職員への説明手順の検討

紺谷　遼太郎　横松　友義

A Proposed Procedure for Explaining to the Staff of a Center Comprising a Kindergarten and 
a Nursery School about Their Goals of Early Childhood Education and Care

KONYA Ryotaro, YOKOMATSU Tomoyoshi



幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標 

に関する職員への説明手順の検討 

 

紺谷 遼太郎※1  横松 友義※2 

 

本研究の第１の目的は，幼保連携型認定こども園で，職員に対して明確化された教育及

び保育の目標について説明する手順において，幼稚園及び保育所で開発された教育ないし

保育の目標の説明手順に関する関連先行研究成果が援用できることを検証することである。

さらに，第２の目的は，説明時間の短縮が可能であることを検証することであり，第３の目

的は，説明者になれる条件をさらに限定し，そのことが可能であることを検証することで

ある。本研究におけるアクション・リサーチによって，これら三つの検証がなされている。 

 

キーワード：幼保連携型認定こども園，カリキュラム・マネジメント，教育及び保育の目標, 

職員への説明手順 

 

※1 認定こども園 ももの木学園 

※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

を持つカリキュラム・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。そして，幼保連携型認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントは，

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（内閣府・文部科学省・厚生労働省，

2017，以下，「教育・保育要領」という）において，次のように規定されている。

「『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を踏まえ教育及び保育の内容並び

に子育ての支援等に関する全体的な計画を作成すること，その実施状況を評価

して改善を図っていくこと，また実施に必要な人的又は物的な体制を確保する

とともにその改善を図っていくことなどを通して，教育及び保育の内容並びに

子育ての支援等に関する全体的な計画に基づき組織的かつ計画的に各幼保連携

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.237 − 246
【実践報告】
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型認定こども園の教育及び保育活動の質の向上を図っていくこと」。つまり，幼

保連携型認定こども園においては，教育及び保育の内容並びに子育ての支援等

に関する全体的な計画を作成し，必要な人的・物的な体制を確保しつつ実施し，

評価し改善するサイクルの中で，教育及び保育活動の質の向上を図っていくこ

とを目指すということである。 

この幼保連携型認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントの実現手

順に関する学術研究は，次の通りである。紺谷・横松（2019）は，幼保連携型

認定こども園におけるカリキュラム・マネジメントに関する法的規定の内容を

整理し，その独自性を考察している。さらに，紺谷・横松（2020）は，幼保連

携型認定こども園においてカリキュラム・マネジメントを成立可能にする教育

及び保育の目標が，幼稚園・保育所において開発されてきた保育目標明確化手

順に，2018 年に成立したわが国の教育・保育課程基準で目標案の検討・修正す

る観点として新たに追加された内容を加えることで，明確化できることを検証

している。 

この教育及び保育の目標を明確化した後に必要となるのは，職員と教育及び

保育の目標をめぐる内容について共有することである。これは，中留（2001）

や田村（2014）が，カリキュラム・マネジメントの基軸として挙げている，教

育の目標・内容・方法上の連関性の確保と学校内外の協働性の創造を園内で行

うためである。 

当然，目標を共有する際には，その共有方法に工夫が求められることが考え

られる。なぜなら，職員がその目標について納得したり，価値を感じたりする

ことによって，目標と具体的な保育実践の連関性確保が意識されるようになり，

さらに，関係者の協働を生みだすことができるようになるからである。 

このように，幼保連携型認定こども園において，園の教育及び保育の目標を

共有しようとする時に，その方法が肝要となる。 

保育施設における教育ないし保育の目標の共有方法について，保育所と幼稚

園においては，職員間で目標を共有するための説明手順が開発されている。 

横松・渡邊（2009）は，私立保育所において，乳幼児の教育面の目標を，園

に関する資料から考案し，教育基本法の観点から検討・修正し明確化した上で，

保育士に説明している。説明者は，園の保育目標明確化で協働した外部の研究

者である。それ以前に，同園の保護者を対象に，教育基本法における幼児教育

の目的について説明し，その説明を背景に持つ園の目標を提示し，それぞれの

目標達成のための具体的な保育実践をプロジェクターの映像で示したり口頭で

説明したりした講演を行っており，その様子を録画していた。保育士には，そ

の時の資料を配布し，録画された内容を見てもらっている。 

横松（2016）はこれを踏まえて，私立幼稚園２園において，次の到達点に至

ることのできる手順を開発している。その到達点とは，園の保育目標について，

ほとんど全ての職員がその目標についての理解を強化したり広げたり深めたり

できると共に，その目標についての価値を実感したりその実現のための保育実

践に意欲ないし前向きさを示したりできるということである。その手順を以下

紺谷　遼太郎・横松　友義
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のように述べている。「研修講師は，その園の実効のある保育目標明確化で協働

した保育目標研究者とする。配付資料には，背景にある教育基本法における幼

児教育の目的及び学校教育法の幼稚園教育の目的・目標についての説明内容と，

その内容を背景に持って成立した実効のある保育目標のすべてを示す。この配

付資料に沿って説明を進める際には，保育目標のそれぞれについて説明する時

に，必ずその達成のための具体的実践例をあげる。これらを共通部分として，

それぞれの私立幼稚園からいただいた時間と園の状況に応じて，実際の研修内

容を構成する。そして，研修実施後には，前述の到達点に至ることができたこ

とをアンケート調査により確認する」。 

そこで，幼保連携型認定こども園における説明において，これらの手順を援

用する。職員への教育ないし保育の目標の説明手順について，横松・渡邊（2009）

が保育所で行った手順と横松（2016）が幼稚園で行った手順は，ほぼ同じであ

り，その結果についてもほぼ同様の成果が確認されている。これらの先行研究

における目標は，教育の５領域の観点から明確化したものであり，養護の側面

は目標に含まれていない。しかしながら，養護は教育を支えるものであり，当

然意識されているものであるため，養護の目標の有無によって目標共有手順そ

のものに変化が生じる可能性は低いと推測される。そのため，幼保連携型認定

こども園で目標について説明した場合も，これらで開発された手順を援用すれ

ば，同様の成果を得ることができると考えられる。そこで，そのことの検証を

本研究の第１の目的とする。 

ただし，横松・渡邊（2009）は約 90 分，横松（2016）はそれぞれ約 120 分と

約 60 分で説明している。園の状況によっては短い時間しか取れない園もある

ので，より短い時間で説明することが必要になる。そこで，そのことが可能で

あることの検証を第２の目的とする。 

さらに，横松（2016）は，説明者に求められる資質として，「保育目標と保育

実践を関連づけることができる，人格完成に至る過程について追究している，

保育目標全体から子ども像を簡潔に表現できる，教育基本法及び学校教育法の

視点を背景に再設定された保育目標に基づいて，その時点での園の特長と課題

をとらえることができる」ことを挙げている。しかし，このような資質を全て

持つ者が説明者になれない場合もありうる。そこで，説明者になれる条件をさ

らに限定して説明を実施することが可能であることの検証を第３の目的とする。 

 

Ⅱ アクション・リサーチの計画 

１ アクション・リサーチ実施時の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

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。また，既に保育目標研究者と協働して，園の教育及び保育の目標を
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明確化している。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まとまった時間を取ることができるのは，

定期的に行われる昼間のミーティングの 30 分のみであった。 

 なお，第一執筆者は，Ａ園の関係者であり，Ａ園と共にカリキュラム・マネ

ジメントの実現を目指すという目的を共有し，共同研究者として，アクション・

リサーチを開始している。カリキュラム・マネジメント研究を始めて２年目で

あり，教育及び保育の目標に関する職員への説明手順に関する研究は，初めて

である。そして，第二執筆者は，カリキュラム･マネジメント研究者であり，保

育施設においてカリキュラム・マネジメントを実現していく手順全体について

の研究とその成果の保育現場での活用を続けており，その経験に基づいて，本

研究の進捗状況に応じた助言を行う形で，協働している。 

 

２ アクション・リサーチの到達点 

 本研究では，以下の到達点へ至ることができる計画を立てる。その到達点と

は，ほぼ全ての職員がその教育及び保育の目標についての理解を強化したり広

げたり深めたりできると共に，その目標について価値を実感したりその実現の

ための保育実践に意欲ないし前向きさを示したりできる。なぜなら，目標の共

有は，保育者がそれらに納得し価値を感じることで，その実現のための保育実

践に意欲や前向きさを示すようになる形で，進んでいくと考えられるからであ

る。これは，横松（2016）と同様の到達点である。 

 

３ 説明者の選定と事前準備 

 説明者は，園の関係者でもある 20 歳代の第一執筆者である。幼児教育・保育

におけるカリキュラム・マネジメントについて研究しており，人格の完成や生

涯発達に関する研究者の下で一定期間学習し，園の教育及び保育の目標明確化

で協働したという経験を持つ。ただし，横松（2016）が挙げる説明者に求めら

れる資質のうち，「保育目標全体から子ども像を簡潔に表現できる」条件と「教

育基本法及び学校教育法の視点を背景に再設定された保育目標に基づいて，そ

の時点での園の特長と課題をとらえることができる」条件は満たしていない。

しかしながら，この二つの条件を満たさなくても説明者になれると考えられる。

すなわち，「保育目標と保育実践を関連づけることができる」条件と「人格完成

に至る過程について研究している」条件を満たしていれば，説明者になれると

考えられる。 

 ただし，第二執筆者から，アクション・リサーチの計画や配布資料作りにお

いてアドバイスを受けており，また，配布資料を用いて模擬発表を行い，説明

に関する指導も受けている。 

 

４ 説明の手順 

 職員への説明手順については，横松（2016）が私立幼稚園で開発した手順を

援用する。横松（2016）が開発した手順は以下の通りである。「研修講師は，そ
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の園の実効のある保育目標明確化で協働した保育目標研究者とする。配布資料

には，背景にある教育基本法における幼児教育の目的及び学校教育法の幼稚園

教育の目的・目標についての説明内容と，その内容を背景に持って成立した実

効のある保育目標すべてを示す。この配布資料に沿って説明を進める際には，

保育目標のそれぞれについて説明する時に，必ずその達成のための具体的実践

例をあげる。これらを共通部分として，それぞれの私立幼稚園からいただいた

時間と園の状況に応じて，実際の研修内容を構成する。そして，研修実施後に

は，前述の到達点に至ることができたことをアンケート調査により確認する」。 

 この手順を援用して，アクション・リサーチを計画する。その説明の内容と

順序は次の通りである。 

① 教育及び保育の目標の再考に至る背景を述べる。すなわち，園の教育及び

保育の目標が，国の教育課程基準を実現するとともに，園の特色のある教育

及び保育を可能にするものである必要があったことを述べる。 

② 教育基本法により，わが国における幼児教育の目的は，人格の完成へと至

るための基礎を培うことになっていると述べる。 

③ 人格完成へ至る過程及び人格完成へ至るための基礎について理解を深める

資料を提示し，説明する。 

④ 認定こども園法により，幼保連携型認定こども園は，生命の保持，情緒の

安定の確保と，園児の全面的発達を助長することが目的となっていることを

述べる。 

⑤ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領より，幼保連携型認定こども園に

おいて，「育みたい資質・能力」の三つの柱を実現していく必要性があること

を述べる。 

⑥ これらのことを背景に持った上で，Ａ園の教育及び保育の目標を示す。目

標それぞれについて説明する時に，必ずその達成のための具体的実践例をそ

の実践の映像と共に提示する。 

 以上の内容を昼間のミーティング時間 30 分で行うことができるように，配

布資料内容と口頭説明の内容を限定する。 

 

５ 資料の配布について 

 配布資料には，園の教育及び保育の目標の再考に至る背景と，再考の観点と

なる教育基本法における幼児教育の目的についての説明内容と，人格完成に至

る過程及びその基礎の捉え方と，認定こども園法及び幼保連携型認定こども園

教育・保育要領における教育及び保育の目標にかかわる説明内容と，それらの

内容を背景に持って成立する教育及び保育の目標の全てを，それらの達成のた

めの具体的な実践例と共に示す。なお，先行研究では，養護の目標が提示され

ていないが，保育の目標という場合，一般に養護の目標も含まれるので，ここ

では含めている。 

人格完成やそれに至る過程の考え方について，先行研究である横松・渡邊

（2009），横松（2016），横松（2017）では，エリック・Ｈ・エリクソン，ジョ
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アン・Ｍ・エリクソン，孔子，アブラハム・Ｈ・マスローの考え方が取り上げ

られている。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・マスローの考え方については，心理学や文化人類学の調査・知見に

基づいており，説明者にとって，説明しやすい内容である。『論語』の 30 歳か

ら 70 歳に至るまでの理想的な成熟の仕方については，説明者自身がその年齢

に到達していないために説明が難しい点や，聞き手の職員の年齢を鑑みると親

しみづらい可能性がある点，さらに，自己実現に対応する状況の説明はマスロ

ーの説明を加えていることによって説明が十分につくのではないかと判断した

点から，今回の説明において孔子の考え方は内容から省くことにした。 

 また，孔子のものも含むこれら四者の考え方については，園の教育及び保育

の目標の背景として，園長が妥当であると判断した。そして，目標について職

員に説明する際には，職員の年齢層や保育経験年数を加味して，『論語』の内容

を省くことについても，妥当と判断した。 

 

６ アンケートの実施について 

（１）アンケート内容 

設定した到達点に至ることができたかを確認するために，アンケート調査を

行う。自由記述式のアンケートを，説明開始前に資料と共に配布し，研修終了

後に空き時間で記入していただき，後日回収する。横松（2016）は，アンケー

トの質問を「問１ 今日の話を聞いて，どんなことをお考えになりましたか」

「問２ 園の保育についての理解は深まりましたか」「問３ これからの自分

の保育についてどう考えますか」の３項目に設定している。この問１，問２は，

目標の理解と価値の実感に関する項目であり，問３は目標の実現のための意欲

ないし前向きさに関する項目であると考えられる。これを微修正し，以下を質

問項目とした。「１．今日の園の目標の説明をお聞きになって，どのようなこと

を感じたり，考えたりされましたか」「２．園の保育についての理解は深まりま

したか。深まった場合，どのような点が深まったかお答えください」「３．これ

からの自分の保育についてどう考えますか」。 

また，今回の説明者は，園の関係者であるため，回答者が意図的に前向きな

回答を行うバイアスがかかる恐れがあった。それを緩和し，できる限り率直に

記入してもらうため，アンケート用紙冒頭のお願い文には，「この説明は，保育

及び教育の目標の説明方法を追究していくために行っています。回答について

は，あくまで方法の改善に使用するものであり，個人を特定することや，回答

した内容について不利益を被ることはありません。ですので，以下の項目につ

いて率直にお答えいただければ幸いです」と記述した。 

 

（２）アンケート分析の視点 

 本研究におけるアクション・リサーチの目指す到達点は，ほぼ全ての職員が

その教育及び保育の目標についての理解を強化したり広げたり深めたりできる

と共に，その目標について価値を実感したりその実現のための保育実践に意欲
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ないし前向きさを示したりできることである。そのための回答されたアンケー

トの分析については，横松（2016）と同様の視点を用いる。 

a) 説明後，職員は，園の教育及び保育の目標，あるいは，その背景にある人

格形成観ないし発達支援観について，理解を強化したり広げたり深めたりし

ているか。 

b) 説明後，職員は，園の教育及び保育の目標，あるいは，その背景にある人

格形成観ないし発達支援観について，価値を感じているか。 

c) 説明後，職員は，園の教育及び保育の目標の実現のための保育実践に意欲

ないし前向きさを示しているか。 

 この a)～c)で述べる意識が生じている職員を数量化する。回答文の中から，

上記の視点の対象となるキーワードの抽出を行う。そして，そのキーワードを

肯定的に記述している職員を該当者とする。 

 

７ アクション・リサーチ結果の検討の観点 

 アクション・リサーチの結果を解釈する際の観点と検討する際の観点につい

て明確にしておく。アクション・リサーチは，一般化された法則を明らかにす

ることを目指す研究というよりもむしろ，現実の問題を解決することを目指す

研究である。したがって，リサーチ結果に関しては，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

ると共に，その検討は，同じデータを分析した時にどの程度同じ結論に至るか

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，

リサーチ結果は，場を共有する人や類似場面にいる人に活用されて，より有効

な，より実用的な，より適用範囲の広い理論へと発展させられていくものであ

る。 

 

Ⅲ アクション・リサーチの実施過程 

１ 対象職員と説明実施の概要 

 説明対象は，配布資料の作成に関わった園長を除く，正規職員７名とする。

説明の日程については，主任の保育教諭と協議を行い，対象とする正規職員７

名全員に説明を行うために，複数回に分けて説明を行うことになった。 

 2019 年 12 月 12 日の 14 時から２名の保育教諭に，続いて，12 月 18 日の 13

時半から５名の保育教諭に，それぞれ約 30 分間，第一執筆者が説明を実施し

た。説明開始前に説明資料であるレジュメ（Ａ４用紙２枚）とアンケート用紙

（Ａ４用紙１枚）を配布し，説明は資料に沿って行った。アンケート用紙は，

説明終了後に空き時間で記入していただくよう伝え，後日回収した。回収率は

100％である。 
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２ アンケート内容の分析と考察 

（１）分析の基準 

 ここでは，a)〜c)で述べている意識が生じている職員を数量化する。分析の

基準は，a)〜c)に関する記述内容に注目し，その中に次のキーワードがあり，

かつそのキーワードを肯定的に記述している職員を該当者とする。 

a)…「分かる」「知る」「（理解が深まりましたかという問いに対して）深まる」

「（保育実践と目標が）繋がっていると感じた」 

b)…「大切」「おっしゃるとおり」「（目標が）人として基本的なことが育める内

容である」 

c)…「動詞＋ていきたいと思う」「動詞＋ていけたらと思う」「動詞＋たいと思

う」「動詞＋たい」「動詞＋必要がある」「工夫したい」 

 なお，キーワードが動詞，形容詞，助動詞で終わる場合，語尾が未然形，仮

定形，命令形以外のものも含む。キーワードの漢字部分がひらがなのものも含

む。 

 

（２）結果と考察 

 第１に，６名の職員が a)で述べた意識の表れを示す記述をしており，園の教

育及び保育の目標，あるいはその背景にある人格形成観ないし発達支援観につ

いて，理解を強化したり広げたり深めたりしているといえる。 

 第２に，６名の職員が b)で述べた意識の表れを示す記述をしており，園の教

育及び保育の目標，あるいは，その背景にある人格形成観ないし発達支援観に

ついて，価値を感じているといえる。 

 第３に，説明した職員全員（７名）が，c)に述べた意識の表れを示す記述を

しており，説明後，職員は，園の教育及び保育の目標の実現のための保育実践

に意欲ないし前向きさを示しているといえる。この意欲ないし前向きさは，理

解を前提としているので，このことにより，職員全員が，園の教育及び保育の

目標，あるいはその背景にある人格形成観ないし発達支援観について，理解を

強化したり広げたり深めたりしているといえる。 

以上により，第一執筆者が行なった説明によって，前述の到達点に至ること

が，確認できた。すなわち，ほぼ全ての職員がその教育及び保育の目標につい

ての理解を強化したり広げたり深めたりできると共に，その目標について価値

を実感したりその実現のための保育実践に意欲ないし前向きさを示したりでき

ることが確認できた。 

 

Ⅳ 総括と本リサーチの限定性に関する考察 

 本研究の第１の目的は，幼保連携型認定こども園で，職員に対して明確化さ

れた教育及び保育の目標について説明する手順において，幼稚園及び保育所で

開発された教育ないし保育の目標の説明手順に関する関連先行研究成果が援用

できることを検証することである。さらに，第２の目的は，説明時間の短縮が

可能であることを検証することであり，第３の目的は，説明者になれる条件を
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さらに限定し，そのことが可能であることを検証することである。 

 本研究におけるアクション・リサーチにおいては，20 歳代の第一執筆者が，

人格の完成や生涯発達について研究者の下で一定期間学習し，「保育目標と保

育実践を関連づけることができる」条件と「人格完成に至る過程について追究

している」条件を習得し，さらに，30 分で説明するための配布資料作りと口頭

説明内容についても同研究者からアドバイスを受けた。その上で園長を除く正

規職員７名に説明を実施し，前述の到達点に至ることを確認できた。つまり，

「保育目標と保育実践を関連づけることができる」と「人格完成に至る過程に

ついて追究している」という条件を満たす者が，人格完成や生涯発達について

の研究者のアドバイスを受けながら配布資料作りと口頭説明内容の限定を行え

ば，30 分の説明時間でも前述の到達点に至ることは可能である。 

 最後に，本研究におけるアクション・リサーチの限定性について考察する。

説明を受けた職員の１名が，アンケートに「（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）の考え方や主張している

事柄を園目標に取り入れようとするのはわかりますが，多少無理やりなところ

もあるように感じました（括弧は執筆者）」「普段実践していることが園目標に

なっていて，これからＡ園のカラーを出した園目標にしていくとしたら，何か

もう少しそれを前面に出したものがあればいいなと思いました」と記述してい

た。この記述は，説明者が，人格完成やそれに至る過程についての考え方が教

育及び保育の目標の背景に必要であることと，Ａ園の教育及び保育の目標が人

格完成やそれに至る過程の考え方と関連するように検討・修正して成立してい

ることについて説明しきれていなかったことを示していると考えられる。した

がって，これらの部分について丁寧に説明する必要がある職員が存在する場合，

そのことを追加する必要がある。また，本リサーチの対象園は私立である。一

般に，私立園は設立の精神を持っており，公立園のように定期的に人事異動が

あるわけではない。したがって，本リサーチの成果を公立園で活用しようとす

る場合，人事異動で職員が入れ替わることを考慮に入れた上で，再検討する必

要があると考えられる。 

 本研究で検討してきた職員への説明手順を，他の私立保育施設で援用して再

検討することで，さらに発展させることが，今後の課題である。 
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MI 理論に基づく授業開発の試み 

 

中村 彩歩※１  今井 康好※２  酒向 治子※２ 

 

 

Society5.0 の到来を迎え，個別最適化された学びや教科横断型学習の拡充等，教育改革

が推進されている。これらの教育を実現させ得る理論的なアプローチとして，本稿では，人

間の知能を言語，論理数学，音楽，身体運動，空間，対人，内省，博物的という８つの多面

的な視点から捉える H.ガードナーの MI 理論（多重知能理論）に着目した。MI 理論に基づ

く音楽と体育の授業開発を試みた結果，子どもたちは自分の知能の特性を生かし，他者と

協働して楽しみながら問題解決をする姿が見て取れた。また，ゴフマンのフレーム理論を

援用し考察したところ，授業実践の鍵となったのは，授業の核に〈イメージ〉を設定するこ

とであった。以上より，MI 理論に基づく授業実践は激変する教育システムの支柱になり得

る可能性が示唆された。 

 

キーワード：MI 理論，イメージ 

 

※1 岡山市立足守小学校 

※2 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 研究背景と目的 

Society5.01の到来を迎え，予測困難な状況に柔軟に対応し，課題解決に向け

て他者と協働しつつ，新たな価値を創造する人材が求められている（文部科学

省，2018）。それに応じて，学校教育現場では個別最適化された学びや，教科横

断型学習の拡充等，教育改革が推進されている（文部科学省，2019）。 
教科横断型学習に関しては，すでに 1998 年の学習指導要領で「総合的な学

習の時間（以下，総合学習）」が導入されている。しかし，学力低下論争により

「ゆとり教育」批判が高まる中で，総合学習の時間数は削減され，言語能力や

論理的思考力の発達を図る教科の学習時間・内容が増加するなど，教科中心カ

リキュラムへの逆戻りの勢いは強くなった（久我，2017）。また，教員の多忙化

による教材研究の困難さや（水口，2015），そもそも理念のみが先行し，具体的

な実践を導く理論的な核がないことが大きな問題点として指摘できるだろう。

こうした中で，本研究では「個別最適化された学び」，また「教科横断的な学び」

を実現させ得る理論的なアプローチとして近年注目されている「多重知能理論」

（Multiple Intelligences Theory：以下，MI 理論）に着目した。  

 
1 Society5.0 は，AI，ビッグデータ，IoT，ロボティクス等の先端技術が⾼度化してあらゆ
る産業や社会⽣活に取り⼊れられ，社会の在り⽅そのものが「⾮連続的」と⾔えるほど劇
的に変わることを⽰唆するものであり，第５期科学技術基本計画（平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇閣
議決定）で提唱された社会の姿である（⽂部科学省，2018 年）。 
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る。日本での MI 理論に基づく研究を推進するためには，これらの学校現場の

実状を把握した上で，課題を克服していく必要があるだろう。 
以上から，日本国内では MI 理論を採り入れた実践研究は萌芽的段階にあり，

まさにこれから取り組むべき重要な教育アプローチの一つと考える。さらに，

今後国内の教育システムは，個別最適化された学びや多様な他者との協働学習

が求められ，複合的な視点から知能育成を唱える MI 理論は，激変する教育シ

ステムの支柱となる可能性が高い。したがって，本研究では MI 理論に基づく

単元としての授業実践を通して，MI 理論の学校教育への適用可能性を探ると

ともに，今後の課題を抽出することを目的とした。 
 

Ⅱ 研究方法 

１ 研究の流れ 

本研究では，３つの単元を実践した。授業者による授業実践中の観察記録（映

像及び振り返りの逐語記録）など，授業実施と省察に関連するすべての情報を

分析データとした。また，授業の協議・省察にあたっては，複眼的視点を重視

し，身体表現の専門家，教師教育の専門家，実践校の校長，教頭などを交えた

複数人による観察と意見交換，議論を行なった。実践の概要は以下の通りであ

る。 
・研究のフィールド：O 市内の公立小学校（全児童数 450 名程度） 
・授業者：O 大学教職大学院に所属する学部新卒学生（本研究者） 
・実践時期：実践１（音楽「山のポルカ」）：2018 年 9 月 25 日～28 日 

実践２（体育「とびっこ遊び」）：2018 年 11 月 12 日～16 日 
実践３（音楽「しろくまのジェンカ」）：2019 年 6 月 18 日～20 日  

・倫理的配慮：授業者による観察記録（映像及び振り返りの逐語記録）は， 
小学校の承認を得た上で行い，本稿でデータを取り扱う際には， 
特定の個人が識別することができない態様（氏名の記号化や， 
掲載写真は顔が見えないものの選択）にするように配慮を行な 
った。 

 

２ MI 理論を学習に応用する視点 

MI 理論に依ると，知能個性による認知パターンの違いから，個々人の学習と

理解の方法は自ずと異なっており（池内，2014），多様な学びのプロセスが容認

された授業開発の必要性が窺える。また，柴山（2012）は MI 理論を学習に応

用するための視点6として，以下２つを提案している。 
 

（１）一人一人の知能個性を活かす視点 
子どもは知能個性に応じて，それぞれが得意とする方法で学習していること

から，個々の知能個性を保障した学習を構成する必要がある。その根拠は２つ

 
6 この 2 つの視点は⽣活科における提案であるが，どの学習場⾯においても適⽤可能と考
える。 
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ある。 
まず，知能個性を保障する学習機会の設定は，子どもが自分の長所となる知

能を自由に活用して学ぶことを可能にする。このような学びは，子どもが自己

の能力と学習の有用感を認識し，意欲的に学習することにつながる。 
さらに，知能個性を発揮する個人からなる学習集団を構成することによって，

知能の「触媒作用」の機会を生むことが可能となる。「触媒作用」とは，「発達

の進んでいる知能が他の知能を刺激し，その知能の働きを活性化する作用」で

あり，知能は個人内・個人間・文化間で相互作用する7と主張するシーナ・モラ

ン（Seana Moran）によって説明された（2009）。触媒作用が生まれることで，

個々の子どもの知能と全体の子どもの知能の働きが活性化され，学習の質を高

めることができる8。また，触媒作用を効果的に機能させるためには，特定の知

能の活用を得意とする個人が集まり，協働的な学習の中でそれぞれの長所を発

揮する必要がある。そのためには集団で行われる学習活動が個々の知能個性の

発現を保障するものでなければならない。 
 

（２）知能を複合的に活用させる視点 
本田（2006）は，人間が情報を入力してから表出するまでの脳の働き，つま

り認知構造（情報処理過程：入力・受容・記号化・記憶・連合野の動き・表出）

を MI 理論における８つの知能の働きに即して説明している。一連の認知構造

は本来，個々人が自分の得意とする方法で無意識的に行っているものであり，

子ども一人一人の学び方が異なる所以でもある。しかし，個々人の独自の情報

処理方法に任せるのみでは，多重知能は活性化しない。したがって，教師は意

図的に８種類の知能を複合的に活用させる必要がある。知能を複合的に活用さ

せるとは，その情報処理過程をより多様化することを意味し，情報入力段階の

例としては，見る・聞く・触るといった多様な方法で学習対象に触れることが

挙げられる。知能を複合的に活用させることにより，子どもの認知構造が多面

化・高度化され，学習の質を高めることが可能となる。 
 
以上２つの視点に即して単元や授業を構想することによって，子どもの広範

囲かつ多様な個性を活かしたり，活用される知能の種類や幅を多様化させたり

することが可能となる。そこで各実践では，個々の知能個性や各教科の独自性

を踏まえた上で，複数の知能領域横断的な学習機会として，多様な課題解決の

アプローチを設定した。 
 
7 知能の相互作⽤とは，個⼈や集団，⽂化の発展や表現に影響を与えるものであり，⼈々
が公共の利益につながる貢献をしたり，社会の明確な⽬標を達成したりする道具としての
知能の働きを促進するものである（モラン，2009）。 
8 個⼈内の触媒作⽤の例としては，論⽂執筆中の⼤学院⽣がもつ空間的知能（思考を図式
化する能⼒）と論理数学的知能（論旨を組み⽴てる⼒）が⾔語的知能を刺激し，論⽂中の
⽂章がより精度の⾼いものになることが挙げられる。⼀⽅，個⼈間・⽂化間の触媒作⽤の
例としては，体育の学習場⾯において，A さんの⾝体運動的知能，B さんの⾔語的知能と
空間的知能，C さんの対⼈的知能といった各々の得意な知能が持ち寄られることにより，
運動のイメージを⾔葉や図で共有したり，互いに協⼒して練習したりすることが挙げられ
る。 
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Ⅲ 実践結果及び考察 
【実践１ 音楽「山のポルカ」】 
１ 研究対象 

小学２年生の 30 名（男子 16 名，女子 14 名）。そのうち２名が特別支援学級

に在籍している（体育・音楽等は交流学習）。また，通級指導を受けている児童

や，個別の特別な支援を必要とする児童が多く，学習やコミュニケーションに

困難が生じてしまう児童も少なくない。一方で，誰とでも仲良くできる児童が

多く，友達と積極的に関わろうとする姿も見受けられる。音楽の授業に対して

は意欲的であり，音楽の授業が好きである児童が多い。 
 
２ 単元の概要 

小学校第２学年の音楽科，題材名は「ひょうしをかんじてリズムをうとう」

である。拍子を感じながらリズム伴奏にのって歌ったり演奏したりすること，

リズム譜に親しみ簡単なリズムを演奏したりすることがねらいである。実践１

では，題材の中の一つである「山のポルカ」（全２時間）を行った。「山のポル

カ」の原曲はチェコ民謡で，軽快なポルカのリズムが楽しく，ついリズムにの

って踊りたくなる楽曲である。また，すべてのフレーズが同じリズムの反復に

なっており，リズムに乗って演奏しやすい楽曲になっている。 
 
３ MI 理論に基づく視点 

第１時の学習課題の一つである「８分音符・８分休符を知る」の学習場面を

取り上げる。児童は，前時までに４分音符・４分休符のみで構成される２拍子

のリズムを感じたりたたいたりしている。本時では，ポルカのリズムを象徴す

る８分音符・８分休符を新たに学習する。前時までの４分音符の単調なリズム

と比較させ，ポルカの軽快で踊りたくなるリズムには，８分音符・８分休符が

関係していることに気付かせることをねらいとした。MI 理論を学習に活用す

る際の２つの視点を踏まえ，課題解決のアプローチとして以下４つを設定した。 
① ８分⾳符・８分休符を４分⾳符・４分休符と⽐較し，視覚的に認知する。（図１） 
② ８分⾳符・８分休符の名称とリズム譜における読み⽅を知る。（図２） 
③ りんごのイラストを⽤いて，４分⾳符・４分休符と⽐較しながら８分⾳符・８

分休符拍の⻑さを知る。（図３） 
④ ポルカのリズムにのって，⼿をたたいたり体を動かしたりする。（図４） 
 
４ 実践１の結果及び考察 
図１～４は学習課題「８分音符・８分休符を知る」におけるアプローチと，そ

の際に活性化したと考えられる知能の関係性を表したものである。図中の A~H
は各知能を優位とする学習者とした（例：A は音楽的知能優位型）9。また，各

アプローチにおいて活性化された知能に色を付け，活性化の強度は色の濃淡よ

 
9 本研究では分析の都合上，⼈の知能を 8 つの類型に分けて考えたが，本来多重知能は多
層的に重なりなっており，8 つに明確に区分できるものではない。 
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害物に足が引っ掛かることは失敗と捉えられるが，本実践ではワニに食べられ

た児童やその周りの児童もその状況を楽しんでいるように見て取れた。 
（３）振り返り 
 振り返りは，学習活動の合間の２回と授業の最後に行い，児童の多様な課題

解決のアプローチを共有することをねらいとした。ここでは，まず児童は自分

の学習活動を振り返り言語化しようとしていることから，内省的，言語的知能

が活性化していると考えられる。さらに，友達のアプローチを知り，より多様

なアプローチから課題解決に取り組むことで，複合的な知能育成が可能となっ

たことが示唆される。 
 

【実践３ 音楽「しろくまのジェンカ」】 
１ 研究対象 

小学１年生の 29 名（男子 16 名，女子 13 名）。そのうち２名が特別支援学級

に在籍している（体育・音楽等は交流学習）。また，通級による指導を受けてい

る児童や，個別の特別な支援を必要とする児童も少なくない。音楽の授業に関

しては，元気よく歌ったりリズムをたたいたりすることに意欲的であり，音楽

が好きである児童が多い。 
 

２ 単元の概要 
小学校第 1 学年の音楽科，題材名は「はくをかんじてリズムをうとう」であ

り，拍の流れを感じながら，体を動かしたり歌ったり，簡単なリズム演奏をし

たりすることをねらいとしている。本実践では，題材の中の一つ「しろくまの

ジェンカ」を取り上げ，全２時の小単元を構成した。「しろくまのジェンカ」は，

拍の流れを感じやすく，拍に乗って表現する楽しさに触れることができる鑑賞

の題材である。第１時は「体を動かしながらリズムや拍の流れを感じたり，曲

のイメージを膨らませたりしながら，曲想を捉えることができる」，第２時は

「身近な楽器に親しみながら，リズムに乗って演奏する楽しさを感じることが

できる」をねらいとした。実践は音楽室で行った。 
 
３ 〈イメージ〉を音楽に適用させる視点 

実践２では川やアマゾンといった具体的な〈イメージ〉を設定したが，音楽

では，楽曲がもつ曲想そのものを〈イメージ〉として捉えることにした。具体

的には，しろくまのかあさんとその赤ちゃんたちが楽しそうに踊ったり泳いだ

りするイメージや，歌詞中のオノマトペのイメージ，また，ジェンカのリズム

が持つ推進力やかわいらしい旋律など，音楽的な要素も含めたすべての曲想を

〈イメージ〉とした。そのため，授業の軸となる〈イメージ〉を児童と十分に

共有することで，単元のねらいを達成できると考えた。 
 

４ 実践３の結果及び考察 
導入，学習活動，振り返りの各場面における特筆すべき点を抜粋し，ねらい，
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いる。つまり，相互に存在を認識している状態が「出会い」であり，直接的な

相互行為がなくてもお互いがそこに共在している場が「出会いのフレーム」で

あると言える。 

実践３（音楽）において，鑑賞活動中に多くの児童がリズムに乗って体を動

かす中で，特別支援学級に在籍する児童（以下，A 児）はじっと座っているこ

とが多かった。一見「授業に参加していない」ようにも見受けられたが，その

様子をよく見ると，小さく体を揺らしたり，周りの児童の鑑賞の様子に意識を

向けたりしている様子が見て取れた。周りの児童も A 児に近づいてリズムをた

たいたりアイコンタクトを取ったりと A 児に関わっていた。この状況は，児童

たちがお互いに相手の存在を認識する「出会い」がおきており，音楽の授業と

いう「出会いのフレーム」を共有していたと捉えることができる。実践２（体

育）においても，特別支援学級に在籍する児童が，普段の授業より積極的に他

の児童と関わり，授業に参加するという姿が見られた。これらの事例から，授

業の基底フレームとしての〈イメージ〉の設定は，すべての児童にとって学び

やすく，インクルーシブな授業実践につながる可能性が浮かび上がった。 

 

Ⅴ 本稿のまとめおよび今後の課題 

Society5.0 では，自他の知能個性を理解した上で，他者と協働的に課題解決

に取り組む力が求められる。そしてその文脈において，MI 理論の視点に基づく

授業の重要性は，今後一層高まっていくことが予想される。本研究では，MI 理

論の学校教育への適用可能性を探るため，３つの授業実践によって具体的な課

題を抽出することを試みた。その結果，MI 理論に基づく授業が多様な知能個性

をもつ児童を結び付け，複合的な知能育成を導く可能性が高いこと，そして MI
の視点による授業を展開する上で，多様性を受容し，創造性を喚起する〈イメ

ージ〉の設定が重要になることが示唆された。 

一方で，本研究における多重知能の評価方法については課題が残った。非認

知的な能力をはじめとした，数値評価ができない資質・能力に対する適切な評

価手法の開発が求められる。また，MI 理論に基づく授業実践をするために必要

な教師の資質・能力については，本研究では検討していない。今後は，本研究

者以外の授業者による MI 理論の授業実践や授業者へのインタビュー等を通し

て，それらを明らかにしていく必要がある。さらに，本研究では体育と音楽に

おいてのみの実践であり，十分とはいえない。今後，体育と音楽における更な

る実践の積み上げや，他教科への汎用可能性の検証が必要である。 
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幼児期の健康教育の課題と幼児の身体像の形成 

 

横田 咲樹※1  三村 由香里※2  馬場 訓子※3   

津島 愛子※2  髙橋 敏之※2 

 

本論は，幼児期の健康教育の課題を明らかにすると共に，幼児の身体像の形成が教育的

効果を生むことの可能性について検討するものである。健康教育は，「健康や自分の身体へ

の興味関心」「習慣形成等の実践力」「科学的な正しい知識」を並行して育成することが効果

的であると考える。発達過程によって重心を置く項目が異なるが，「健康や自分の身体への

興味関心」については，幼児教育から中学校教育まで一貫して重要であると考えられる。そ

れには，各発達過程や学校の教育形態の特色を生かした教材の開発が求められる。例えば，

幼児期の健康教育においては，自分の身体像や身体感覚を表出する保育教材が想定できる。 

 

キーワード：幼児期，健康教育，身体像，身体感覚，表出 

 

※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 

※3 くらしき作陽大学子ども教育学部子ども教育学科 

 

Ⅰ 健康教育における幼小接続の課題 

本論は，幼児期の健康教育の課題を明らかにすると共に，幼児の身体像の形

成が教育的効果を生むことの可能性について検討する。 

「保健教育の基本的な考え方」や，「体育科，特別活動，総合的な学習の時間

の事例や相互に関連するためのポイント等」が示された『小学校保健教育参考

資料 改訂「生きる力」を育む小学校保健教育の手引』（2019）（以下，『小学校

保健教育の手引』と略す）では，保健教育の全体像が体系的に説明されている。

先ず小学校は，生活を通して体感できる内容を学習し，健康の保持増進のため

の具体的な手段を学ぶ時期であるとされている。次に中学校は，小学校で学ん

だ行動の意味を科学的な根拠に基づいて理解できるようにする段階である。高

等学校では，公衆衛生といった集団としての健康について学ぶことになる。日

本の健康教育は，一貫した最終目標を目指し，長期的・体系的に教育内容が示

されており，評価できる。今後の議論が必要な点は，保健教育における幼児教

育の位置付けが分かりにくい点である。 

『小学校保健教育の手引』の中で幼児教育に関連する記述は，「小学校教育に

おいては，…就学前教育あるいは義務教育としての中学校教育との円滑な接続

を図る必要があること等から，各学年の発達の段階の特徴を考慮して，身近な

生活における自己の健康課題に気付き，その課題解決に向けて自ら取り組み，

健康な家庭や学校づくりに貢献するための資質・能力の基礎を育成することが

大切」，「小学生期は，幼児期に始まる基本的な生活習慣の確立を図りながら，

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.263 − 277
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さらに健康課題に対しては自律的に取り組むことができることを目指す時期と

される」という２文である。以上の記述を読む限りでは，幼児期の健康教育の

実態や理念を具体的には理解できず，幼児期に求められる学習や経験の水準に

対する解釈及び認識が，多種多様になってしまう懸念があると考えられる。 

また，小学校体育科保健領域は，第３学年及び第４学年から指導が始まる。

ただし，『小学校保健教育の手引』には，「体育科保健領域，特別活動（学級活

動，児童会活動等），総合的な学習の時間はもとより，関連する各教科等におい

ても，それぞれの特質に応じて行われることも考えられる」と示されており，

小学校第１学年及び第２学年でも特別活動・生活科・道徳科・個別指導等の様々

な場面で保健教育が行われていると考えられる。しかし，保健領域の要素を含

む幼児期の健康教育と小学校体育科保健領域の間に接続不十分の期間があるこ

とは，幼小接続を困難にしている可能性がある。 

幼小接続の円滑化のための取り組みの１つとして，「幼児期の終わりまでに

育ってほしい幼児の具体的な姿」が示された。その中の項目に「健康な心と体」

があり，保健領域と特に関連が強い具体例として，「健康な生活リズムを通して，

自分の健康に対する関心や安全についての構えを身に付け，自分の体を大切に

する気持ちをもつ」と「衣服の着脱，食事，排泄などの生活に必要な活動の必

要性に気付き，自分でする」が挙げられる。幼児期に形成された基盤を効果的

に生かすためには，想定された幼児期の終わりの姿が小学校の保健教育にどの

ように連携するのかということを，『小学校学習指導要領』等に明記する必要が

あるだろう。しかし，特別活動・生活科・道徳科・個別指導等の様々な場面で

保健教育を行う場合には，幼小間の連携を意識することが難しい。『小学校保健

教育の手引』には，「保健教育は，心身ともに健康な国民を育成する上で極めて

重要であり，小学校における保健教育がその基礎を築き，さらに中学校及び高

等学校の保健教育を積み重ねていくことが必要である」という記述がある。こ

の記述からは，健康教育の始点が小学校にあるように読み取れる。保健教育に

焦点を当てた幼小接続の議論が必要であると言えるだろう。 

そこで本論の具体的な研究方法としては，文部科学省を典拠とする資料や関

連研究を概観しながら，幼児期の健康教育の位置付けや傾向を再確認・再検討

し，今後の学術研究及び保育実践における課題と方向性を提示する。 

本論の執筆に際して，用語と表記を統一する。『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）を

纏めて表す際は，幼児教育関係告示文と略す。また，関連研究の概観から「保

健教育」は，小学校・中学校・高等学校が対象となっていることが確認できる。

幼児教育で行われる健康教育が「保健教育」と表されることもあるが，本論で

は，小学校・中学校・高等学校で行われる健康教育を「保健教育」と表記し，

「健康教育」は，行われる場面や学習者の発達過程を制限しないこととする。

また，健康教育には運動領域が含まれたり，保健領域と運動領域の関連性が重

視されたりするが，本論では，保健領域だけを取り扱うこととする。 
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Ⅱ 幼児期における健康教育の特色 

１ 保育内容・領域「健康」と小学校体育科保健領域との関連性 

 保育内容５領域には，幼児の活動を「健康な心と体を育て，自ら健康で安全

な生活をつくり出す力を養う」観点から捉えた領域「健康」がある。この観点

は，『小学校保健教育の手引』で示されている小学校・中学校・高等学校の保健

教育における目標の「生涯を通じて自らの健康や環境を適切に管理し，改善し

ていくための資質・能力を育成する」との関連性が強いと言える。 

 幼児教育は，保育内容５領域が総合的に展開して行われるものであり，小学

校教育や中学校教育では，運動領域と保健領域の関連が重視されているが，こ

こでは保育内容・領域「健康」と就学後の保健領域に焦点を当てて論考する。

資料１には，領域「健康」の「内容」を示した。幼児教育関係告示文は，2017

年の改訂で記述内容に整合性が図られたため，『幼稚園教育要領』を代表として

引用した。資料１に示した「内容」の中で，小学校体育科の保健領域と特に深

く関連しているのは，(5)(6)(7)(8)(9)(10)であると考えられる。各項目で求め

られている幼児の学びの内容は，(5)は「食事」，(6)(7)は「基本的生活習慣」，

(8)は「生活環境」，(9)は「病気の予防」，(10)は「危険の回避」と表せる。 

 

資料１．『幼稚園教育要領』の領域「健康」の「内容」 

(1)先生や友達と触れ合い，安定感をもって行動する。
(2)いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。 
(3)進んで戸外で遊ぶ。 
(4)様々な活動に親しみ，楽しんで取り組む。 
(5)先生や友達と食べることを楽しみ，食べ物への興味や関心をもつ。 
(6)健康な生活のリズムを身に付ける。 
(7)身の回りを清潔にし，衣服の着脱，食事，排泄せつなどの生活に必要な活動を自分
でする。 

(8)幼稚園における生活の仕方を知り，自分たちで生活の場を整えながら見通しをもっ
て行動する。 

(9)自分の健康に関心をもち，病気の予防などに必要な活動を進んで行う。 
(10)危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付けて
行動する。  

（小学校体育科保健領域と特に関連すると読み取れる部分に，下線と太字を付した。） 

 

表１．小学校体育科保健領域の内容構成 

第３学年 
■健康な生活についての理解 (ｱ)健康の状態は，主体の要因や周囲の環境
の要因が関わっていること／(ｲ)運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた
生活と体の清潔／(ｳ)明るさの調節，換気などの生活環境 

第４学年 
■体の発育・発達の理解 (ｱ)年齢に伴う体の変化と個人差／(ｲ)思春期の
体の変化／(ｳ)体をよりよく発育・発達させるための生活 

第５学年 

■心の発達及び不安や悩みへの対処の理解と簡単な対処 (ｱ)心の発達／
(ｲ)心と体との密接な関係／(ｳ)不安や悩みへの対処の知識及び技能 
■けがの防止に関する理解とけがなどの簡単な手当て 
(ｱ)交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止／
(ｲ)けがなどの簡単な手当の知識及び技能 

第６学年 

■病気の予防についての理解 (ｱ)病気の起こり方／(ｲ)病原体が主な要因
となって起こる病気の予防／(ｳ)生活習慣病など生活行動が主な要因とな
って起こる病気の予防／(ｴ)喫煙，飲酒，薬物乱用と健康／(ｵ)地域の保健
に関わる様々な活動 

 

表１は，『小学校学習指導要領解説体育編』に示された体育科保健領域の内容
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構成である。前述した通り，第１学年・第２学年の体育科には保健領域がない。

第３学年・第４学年で「健康な生活」「体の発育・発達」，第５学年・第６学年

で「心の健康」「けがの防止」「病気の予防」が取り扱われている。保育内容・

領域「健康」の内容(5)(6)(7)(8) は 第３学年の学習内容「健康な生活」，(9)

は第６学年の「病気の予防」，(10)は第５学年の「けがの防止」と関連性がある

と言えるだろう。このことからは，幼児期の学習内容の全てが小学校教育の学

習内容と関連していることと，幼児期に基盤形成された内容が，第５・６学年

まで扱われない場合があることが指摘できる。前者は，幼小接続において評価

できることである。後者については，幼小接続の円滑化と幼児期の学びを効果

的に生かすために，教育内容とその配列を見直す必要性が見出される。第１～

４学年で，幼児期に得た健康教育における学びに触れることは必ずあると推測

できるが，全国共通の教育課程の基準に示されていないことは，自治体による

格差が生じると考えられる。 

 

２ 生活習慣の形成 

 幼児期の健康教育では，生活習慣の確立を目指した積極的な実践が求められ

ている。先ず，保育内容・領域「健康」のねらいには「健康，安全な生活に必

要な習慣や態度を身に付ける」，内容には「健康な生活のリズムを身に付ける」

「身の回りを清潔にし，衣服の着脱，食事，排泄などの生活に必要な活動を自

分でする」という項目がある。また，「生活習慣」という用語は，『幼稚園教育

要領解説』（2018）では 11 箇所，『保育所保育指針解説』（2018）では 22 箇所，

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』（2018）では 25 箇所で使用さ

れている。特に，『保育所保育指針解説』（2018）と『幼保連携型認定こども園

教育・保育要領解説』（2018）では，「健康や安全等に関わる基本的な生活習慣

や態度を身に付けることは，幼児が自分の生活を律し，主体的に生きる基礎と

なる」と説明されている。さらに，指導・援助の際は，幼児の意欲や必要感を

尊重しながら「自立心とともに，自己発揮と自己抑制の調和のとれた自律性」

が育つようにする必要があるとしている。『幼稚園教育要領解説』（2018）より

も『保育所保育指針解説』（2018）と『幼保連携型認定こども園教育・保育要領

解説』（2018）で生活習慣に関する記述が多いのは，３歳未満児のことについて

言及している部分があるからである。生活習慣は，発達過程の初期から非常に

重要な教育内容である。 

論文検索サイト CiNii で，研究題目に「健康教育」と組合わせて「幼児」や

「保育」や「園児」を含む最近 20 年間（2001～2020 年）の文献を調査すると，

重複している文献を除いて 68 件が該当する。研究主題となっているのは，食習

慣や排便や睡眠等の「生活習慣（生活リズム，生活秩序）」が最も多く，その他

には，「身体作り・運動」「感染予防」が基幹語（keyword）となっていた。保育

実践現場の健康教育の実施状況においては，例えば，沼野（2015）が「新潟市

内公・私立幼稚園保育園」を対象に調査している。その結果，虫歯予防や栄養

摂取や清潔及び感染予防についての内容が多いことが判明した。保育者が必要
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性を感じる内容は，「手洗い，うがい，歯磨きなどの清潔と，好き嫌いなく残さ

ず食べる，など基本的生活習慣を整えて感染症から身を守ること」であった。 

以上のことからは，保育実践と学術研究の双方において，病気予防を含めた生

活習慣の形成が重要な課題となっていることが見出される。幼児教育は，遊び

と生活を通して行うものであるため，生活習慣の形成のための指導が行いやす

い。また，人生で初めて基本的生活習慣を形成するのは，幼児期である。幼児

期が生活習慣獲得のために非常に重要な時期であることは明らかである。 

 

Ⅲ 健康教育の全体像の見直し 

これまでの考察から，保健教育における幼児教育の位置付けが分かりにくい

こと，保健領域の学習には，幼小の間に接続不十分の期間があり，幼児期で基

盤形成された内容が，第５・６学年まで扱われない場合があることが課題とし

て見出された。幼児期を組み込んだ健康教育の体系化・構造化の見直しが求め

られると考えられる。幼小間には，教育形態に大きな違いがあり，幼児教育の

教育形態には，関係者以外が実態を把握することが難しい。したがって，小学

校体育科保健領域と中学校保健体育科のように，幼児教育関係告示文や『学習

指導要領』で，保健教育を構造的に示すことが必要であるだろう。 

 

１ 健康教育の基盤 

 学習の基盤は，興味関心であると考えられる。幼児教育関係告示文や『学習

指導要領』では，自分の健康に対する興味関心について言及されている。例え

ば，「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿」の「健康な心と体」

に示された参考例に，「健康な生活リズムを通して，自分の健康に対する関心や

安全についての構えを身に付け，自分の体を大切にする気持ちをもつ」という

記述がある。また，保育内容・領域「健康」の「内容」には，「(9)自分の健康

に関心をもち，病気の予防などに必要な活動を進んで行う」という項目がある。

『小学校学習指導要領解説体育編』では，体育科の目標に対する解説で，「健康

の保持増進とは，自己の健康の大切さを認識し，健康の保持増進や回復等に主

体的に取り組み，健康で豊かな生活を営む態度の育成を重視する観点から，自

己の健康に関心をもち…」というような説明がされているように，合計５箇所

で「（自己の）健康に関心」を持つことについて言及している。『小学校保健教

育の手引』のなかで図示された「心身の健康の保持増進に関する教育のイメー

ジ」においては，道徳が「心身の健康の保持増進を図ろうとする心の育成」を

担うとしている。また，小中学校の実践報告において，例えば，福岡県北九州

市立高見小学校（2010）「自分の体に関心を持ち，進んで健康つくりに取り組む

学校教育の創造―生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくりを通して―」，

秋田県大館市立花岡小学校（2012）「自分の体に関心をもち，自ら健康な生活が

できる児童の育成」，神奈川県川崎市健康教育研究会議（2015）「自分の体に関

心をもち，具体的な課題解決ができる資質・能力を育てる保健指導―情報機器

の使用と睡眠の関りから―」，愛知教育大学附属岡崎中学校（2018）「自分の体
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に関心を持つことが予防につながる」という題目があるように，自分の身体へ

の関心は健康教育の観点として注目されている。 

健康教育における興味関心の取り扱いについて，学術研究の動向を確認して

みよう。論文検索サイト CiNii で，研究題目に「健康教育」と「興味」を含む

文献を調査すると，３件が該当する。それは，山里（2016）「児童の興味関心を

高める健康教育の推進―保健室の機能を活かした取り組みの中から―」，宜保

（2017）「中学校における食育の推進―生徒の興味・関心を高める食に関する指

導をとおして」，笠原（2017）「セルフメディケーションの考え方を通して 健康

で豊かな生活を送ろうとする意欲と実践力の育成―興味関心を高める教材提示

の工夫を通して―」である。また同様に，題目に「健康教育」と「関心」を含

む文献を調査すると，重複するものと学校教育に関係ないものを除き，２件が

該当する。それは，小板・智（2010）「実践編ⅩⅢ 学校保健 自己の心身の健

康に関心をもち，自己肯定感を高めさせるための健康教育の在り方」，篠場（2011）

「実践編ⅩⅢ 学校保健 自己の心身の健康に関心をもち，自己肯定感を高め

させるための健康教育の在り方」である。「保健教育」と「興味」もしくは「関

心」を題目に含む文献は，石川（2019）「生徒の興味関心を引き出す｢まんがで

保健指導｣ (特集 ｢保健教育｣の実践を通して子どもたちに伝えたいこと)」の

１件であった（2020 年９月 15 日現在）。以上の調査結果からは，文献数が非常

に少ないことと，幼児教育関係の研究成果ではないことが確認できる。 

健康への興味関心は，前述したように，幼児教育関係告示文や『小学校学習

指導要領解説体育編』の中で教育のねらいや目標としての育成に対する言及が

あるが，具体的な単元として示されていない。また，健康への興味関心を研究

題目とした文献数が少ない。これらのことからは，健康への興味関心の育成が

健康教育の前提として取り扱われていることが推察できる。つまり，様々な題

材や活動を通して育成するものと認識されているのであろう。健康教育の前提

であり，自分の健康に興味関心を持つ教育や学習とは，どういうものなのかを

改めて深く議論する必要があると考えられる。 

 

２ 幼児教育を組み込んだ健康教育の構想 

幼児から中学生までを対象とした健康教育の構想イメージを図１に示した。

「健康や自分の身体への興味関心」は，健康や自分の身体に対するもので，適

切な行動をしようとする意欲や，自分の身体を大切にしようとする態度等を含

むものである。「習慣形成等の実践力」とは，生活習慣の獲得を始めとした，健

康の保持増進のための具体的な行動を学び，実行できるようにすることである。

「科学的な正しい知識」とは，適切な行動をする意味を科学的な根拠に基づい

て理解することである。健康教育において，この３つは並行して取り扱う必要

があると考えられる。その理由としては，知識と実体験との関係性が確立しな

い限り，断片的な知識が意味のある知識に置き換わらないからである。つまり，

興味関心がなければ，それは，例えば期末考査の空欄を埋めるだけの断片的な

知識のようなものになってしまう。主体的で自発的に考えや思いを表出する学
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習は，健康教育においても求められるだろう。アクティブラーニング（Active 

learning：主体的・対話的で深い学習）が，幼児期から必要であると考える。 

ただし，発達過程によって，教育の中で取り扱う比率は異なると考えられる。

「健康や自分の身体への興味関心」は，「習慣形成等の実践力」や「科学的な正

しい知識」の獲得の基盤となるため，幼児教育から中学校教育まで一貫して重

要な教育内容である。それに加えて幼児教育では，適切な生活習慣の獲得に教

育の重心が置かれ，中学校教育に向けて段階的に科学的知識の教示に移行して

いく。次の項目では，「健康や自分の身体への興味関心」「習慣形成等の実践力」

「科学的な正しい知識」の各項目における今後の課題について考察する。 

 

                               中学校教育 

 小学校教育 

科学的な正しい知識 幼児教育 
科学的な正しい知識

科学的な正しい知識 

健康や自分の身体への興味関心 

習慣形成等の実践力 
習慣形成等の実践力

習慣形成等の実践力 

 

  

図１．幼児教育を組み込んだ新しい健康教育の全体像 

 

（１）健康や自分の身体への興味関心を育てることに関する課題 

 健康への興味関心は，自分の身体を大切にすることに関係すると考えられる。

したがって興味関心は，予防医学における一次予防（病気にならないようにす

る）・二次予防（早期発見）・三次予防（再発予防）の全てに密接に関連する。

また，健康に関する科学的な知識を自分の健康や身体と関連付けて理解したり，

健康的な生活習慣を獲得しようとする意欲が高まったりすることが期待できる。

健康への興味関心は，熱中症や感染症予防等，様々な題材における共通する教

育目的であり，重視されている。しかし，学術研究上では研究の推進が低調で

あり，理論構築や教育・保育実践及び教育・保育教材の開発等に，議論の余地

がある。 

例えば健康には，精神面（mental health）と身体面（physical health）が

ある。自分の健康に関心を持つということは，自分の身体について意識するこ

とと自分の精神について意識することの２つの要素があると分析できる。また，

身体面の健康にも様々な側面があり，例えば，怪我や成長のように日常生活の

中で視覚的に確認できる側面と，感染症による身体の不調や，食べ物の消化・

吸収・排泄のような視覚的には捉えにくい側面に分けることができる。以上の

ように，自己の健康に関心を持つ幼児・児童・生徒の育成には様々な側面があ

るため，視点を整理して多角的に教育を行うことが重要であろう。また，様々
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な教材や場面を通して，健康への興味関心を育成することと並行して，興味関

心の育成を第一の目的とした教育活動を行う必要があると考えられる。その際

は，幼児教育から中学校教育までの円滑な接続を考慮した教育内容の段階化を

検討することが求められる。 

 

（２）科学的に正しい知識の獲得に関する課題 

『小学校保健教育の手引』によると，健康に関する科学的知識を本格的に学

ぶのは，中学校以降となっている。しかし，学術研究上では，幼児期に科学的

知識が獲得できる保育教材が提案されている。例えば，自分の身体に関する知

識や認識を主題とした最近 20 年間（2001～2020 年）の研究成果を検索すると，

幼児教育に関するものが複数ある。先ず，菱沼ほか（2006）は，「保健行動にお

ける市民の主体性と医療における患者の主体性を支える基本情報が，体の知識」

であると指摘し，循環器系と消化器系の教材を開発し，体の構造や「消化, 吸

収, 排泄のプロセスを教授」した。その関連研究として，松谷ほか（2007）と

大久保ほか（2008）は，「紙芝居を見て，消化器 T シャツで遊び，絵本を持ち帰

るという内容」は，「５歳児の理解を助ける内容で，身体のしくみを子どもと共

に学ぶことを楽しみ，母親は，自分も一緒にもっと学びたいと答えた」という

評価や，「からだの見事さの理解，命を大切にする，日常生活を大切にする」と

いう思いが幼児に芽生えたことを述べている。次に，菱沼・白木（2010）は，

「正しい知識を，ごまかさないで，わかりやすく伝えるの３点を大原則」とし

て「子どもにからだを教えるプログラム」を考察している。古林（2015）は，

身体の中で回ったり曲がったりする部位が関節であることを知る活動を行った。

活動には自分の身体，人体人形，人体の絵が使われ，幼児は，言葉によって「身

体の動かし方や姿勢を意識できる」ようになったと論じている。 

以上のように，科学的知識は，幼児期から行われ，知識を得ることが新たな

学びの契機となることがある。しかし，幼児期に何をどこまで教える必要があ

るのかは，幼小間で共通認識されていない状況であり，幼児教育の実態を小学

校教育及び中学校教育の関係者が理解することは困難である。例えば，身体の

構造や働きは本来，小学校第６学年や中学校２年生の理科教育で取り扱われる

教育内容である。学校教育の中で同じ題材を繰り返し取り扱うことには，教育

的意義があり，否定するつもりはない。今後は，他の学校種が幼児期に求める

ことや，幼児期にしかできない学びを明らかにする必要性が指摘できる。その

際，特に幼児期は，幼児が主体的自発的に考えや思いを表出する形の学習が重

要であることに留意することが求められる。また，幼児期にしかできない学び

について，例えば，生活を通した習慣形成の指導と同時に科学的知識を伝えや

すい教育形態を生かすことが想定できる。 

 

Ⅳ 幼児期の健康教育と身体像の形成の関係性 

１ 幼児期に育成する身体の健康への興味関心 

これまでの考察から，健康や自分の身体への興味関心の育成について，より
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分析的な視点と，幼小接続や保健教育の全体像を考慮した保育教材の開発が必

要であることが見出された。また，幼児期にしか行えない健康教育とは何かを

よく検討する必要がある。ここでは，幼児期に育成する身体の健康（physical 

health）への興味関心に焦点を当てて論考する。前述した沼野（2015）は，新

潟市内の保育実践現場における健康教育の実態を調査し，「身体の仕組みと働

きという，自分自身の体に興味関心を寄せるきっかけとなるような内容」が実

施される場合があったと述べているが，それは少数であると指摘している。保

育実践現場で有用な保育教材について議論することが求められる。 

前述した通り，身体の健康は視覚的なものと非視覚的なものに分けることが

できる。視覚的に確認できる怪我や成長は，幼児にとって分かりやすいが，実

際に見ることができない自分の身体内部の健康は，幼児の興味関心の対象とな

りにくいことが予測できる。また，保育者等の大人が，幼児が自分の身体内部

をどのように認識しているのかを理解することは難しい。しかし，「習慣形成等

の実践力」や「科学的な正しい知識」の獲得には，幼児が自分の身体内部に意

識を向けたり，保育者が幼児の認識を把握したりすることが重要であると考え

られる。また，幼児期の特色としては，学校教育で正式に科学的知識を学ぶ前

の状態であることが挙げられる。さらに，幼児教育は，一方的な知識の注入よ

りも，幼児の考えを引き出すことによって学びが深化発展するように指導・援

助することが重視されている。Malaguzzi(1993)は，「…｢教えたこと｣の自動的

な結果として｢子どもが学んだこと｣は生じないのである。むしろ，子どもの活

動や提供したいろいろな材料の結果として起こる子ども自身の行為に，学びは

その大部分を依拠している」と述べている。 

以上のことを総括すると，幼児期における身体の健康への興味関心を育成す

る手段の１つとして，自分の身体内部に対する認識を表出することによって，

自分の身体に意識を向け，興味関心を持ったり強めたりするという活動が想定

できる。「身体内部に対する認識」は，「身体像」と表すことができる。『ブリタ

ニカ国際大百科事典（電子辞書）』によると，身体像とは「自己の身体各部とそ

の相互の関係に関する概念的な図式」のことであり，「運動感覚と触運動的なら

びに視覚的な感性経験とがその形成の基盤になる」と考えられている。表出は，

言語表現活動や描画表現活動が保育教材になると仮定できる。幼児の「運動感

覚と触運動的ならびに視覚的な感性経験」を言語化したり描画表現したりする

ことは，創造的に思考力を働かせる点で知識や技能を外部から得る学習と異な

ると考えられる。 

 

２ 幼児の身体像に関する研究動向と健康教育への展開 

幼児の身体像の表出に関する先行研究を概観する。西垣（1984）は，「視覚的

にも触覚的にも直接的な手掛かりがない」身体の内側を知覚し表現することは，

「個人の様々な人格特性や内的状態の介入，またそれらの投影的な繁栄，表出

の余地」があるとし，「衣服を着た子どもの輪郭線が描かれた｢外側の絵｣を中心

線から両開きにすると身体の輪郭線だけが描かれている｢内側の絵｣が現れる検
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査用紙」を用いて，幼児の「身体内部の理解度」を調査した。その結果，「外側

の身体像はほぼ出来ているが，内側のイメージは 30％前後の者がまだ十分に形

成されていないこと」，「身体像は解剖的な知識が増すにつれて詳しいものにな

っていく」こと，「個人的な病気の経験，身内の病気や死など，身体に関連した

経験は身体像の形成に影響を及ぼしている」ことが明らかになった。松永・松

永（1997）は，１～６歳児を対象として面接を行い，「身体部位認知」と「動作

語認知」を調査した。また，「体のイメージ形成の発達を把握するため」に，裸

の絵を２回描かせた。２度目は，「頭，首，胴，腕，手，脚，足」の位置を言葉

等で提示した後に描かせたものである。さらに，「姿勢や運動のために必要な骨

格や筋肉を自動的に調整する能力の発達を検討するため」の身体測定も併せて

行った。以上の調査結果から，「身体意識を高める」ことに対する言語教示の重

要性を指摘している。 

田中・佐久間（2003）は，「Body image に関する概念の特徴を明らかにする

ことができれば，幼児に対して言葉かけを含む言語教示や運動効果を含む運動

遊び等，保育の現場や家庭で役立つ」ことを前提として，幼児の「body image

による，身体各部の認知とその発達的変化を検討」した。田中・佐久間（2003）

は，４～５歳児学級の幼児に対して「頭から足の先まで」の人物画を描かせ，

「頭，首，胴，腕，手，脚，足，指，髪，眉毛，目，鼻，口，耳，衣服」の 15

部位について，各部位を１点として絵を得点化した。「得点が高い幼児ほど身体

部位の認知が高く，従って body image がより形成されている」と判断してお

り，４歳児よりも５歳児，男児よりも女児が body image をより形成していると

論考している。しかし，描かれた身体部位によって body image が形成されてい

るとの判断基準には，議論の余地があると考えられる。例えば，「首については

38％未満しか描けていない傾向から，身体部位の認知が低く，body image の形

成が低い」という記述や，「指については意識して描くことが困難であり，…指

の部位は身体部位の認知が低く，body image の形成が低いことが明らかになっ

た」と述べている部分がある。首や指を描くようになることは，描画能力が発

達したという側面があり，手先の器用さや，他人の絵を見る経験の蓄積や，他

人から首や指が描かれていないと指摘された経験によって描くようになる場合

がある。つまり，身体部位として認知していても描けない場合があり，描ける

ことが body image の形成を証明するとは限らない。 

井桁・小林（2003）は，「健康な子どものための疾病予防・健康教育の認知的

基盤である身体内のイメージについて調査し，その発達の経緯を検証」した。

幼児は，様々な器官を多様な表現方法で描き，「自己像を描き始めたばかりの４

歳児でも独自の身体内イメージをもち，表現する」ことや，「身体内イメージの

反応数」が成長発達と共に豊富になることを明らかにした。また，「学童期を対

象とした先行研究では見られない」食べ物や身体機能の擬人化といった器官以

外のものを描く「器官以外反応」があったことを述べている。さらに，「マスメ

ディアなど環境・文化の影響による発達の加速化」や「器官の名称を質問する

ことは，身体内イメージを想起する手がかりとして有効」であることを論考し
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ている。 

石井（2010）は，幼児の「身体意識」を「対話形式で自分の身体部位を指差

しにて 10 部位を示させる」個人面接法で調査し，点数化した。江原（2011）は，

５歳児学級の幼児を対象として「身体満足度」「理想体型」「身体感覚」の３つ

の側面から幼児の「ボディ・イメージの特性」を考察した。調査は，「インタビ

ュー形式で実施」され，女児の方が男児よりも「身体満足度」が高かったこと

や，女児は「痩せ体型」を，男児は「普通体型」を「理想体型」として選択す

る傾向にあることや，幼児は「自己のボディ・イメージを客観的にとらえ」，「脚」

を「Large 項目」と認識していることを論じている。太田ほか（2017）は，「幼

児が探索的，主体的に対象物にふれ，感覚情報を得る能動的触知覚活動により，

身体画の描出が高まるのか」ということと「能動的触知覚活動で探索の際に用

いる，特定の身体部位の描出が変化するのか」という２点を検証した。「能動的

触知覚活動」として具体的には，カブトムシに触れたりサツマイモ掘りや泥団

子作りをしたりする活動が行われ，幼児は，活動の前後で「活動している自分」

を描いた。その結果，「活動後，多くの幼児が一部の身体部位を描くようになる

傾向が見られ」，「能動的触知覚活動によって身体画の描出が高まることが示唆

された」と述べている。 

先行研究の概観からは，幼児が身体像をある程度表出できることや，成長発

達及び保育者の働き掛けによって身体像の形成が進むことが確認できる。しか

し，幼児の身体像の表出に関する先行研究の研究目的は，幼児の身体像の調査

であり，幼児が自分の身体に意識を向けたり，身体像を想起したりすることに

対する健康教育上の意義は言及していない。今後は，幼児の身体像に関する研

究成果を保育実践に投影し身体像の表出における教育効果を検証する必要があ

る。また，太田ほか（2017）の研究以外では，描く身体像の場面を指定してい

ない。身体像の表出を健康教育に発展させるためには，幼児に表出を求める身

体像が，「発熱時」「運動直後」「食事後」等のように場面を限定することが良い

と考えられる。それは，具体的な場面を伝えた方が，自分の経験や身体感覚を

生かした表出が期待できるからである。 

 

Ⅴ 幼児期の健康教育における新しい視点 

本論では，幼児期の健康教育の課題を明らかにすると共に，幼児の身体像の

形成が教育的効果を生むことの可能性について検討した。学校における健康教

育は，小学校から高等学校まで体系化されているが，その全体像において，幼

児期の健康教育の位置付けが分かりにくい。また，小学校の健康教育が体育科

の保健領域として本格的に行われるのは，第３学年以降であり，健康教育を観

点とした幼小接続の再検討が望まれる。さらに，幼児期の健康教育に関する学

術研究は，就学後の健康教育に関する研究と比較すると，その数が少ない。研

究題目の傾向としては，食習慣や排便や睡眠等の「生活習慣（生活リズム，生

活秩序）」が最も多く，「身体作り・運動」「感染予防」が基幹語となっていたが，

偏りがあると指摘できる。 
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健康教育は，「健康や自分の身体への興味関心」「習慣形成等の実践力」「科学

的な正しい知識」を並行して育成することが効果的であると考える。発達過程

によって重心を置く項目が異なるが，「健康や自分の身体への興味関心」につい

ては，幼児教育から中学校教育まで一貫して重要であると考えられる。それに

は，各発達過程や学校の教育形態の特色を生かした教材の開発が求められる。

例えば，幼児期の健康教育においては，自分の身体像や身体感覚を表出する保

育教材が想定できる。Malaguzzi(1993)の指摘や「アクティブラーニング」とい

う教育理論が注目されてることから，学習は知識を伝えるだけでは完結しない

ことは，周知の事実である。学習の深化発展には，子ども自身の活動が求めら

れ，それは，健康教育に関わる知識学習や習慣形成でも同様である。「身をもっ

て知る」「身に付く」という言葉があるように，科学的知識や健康課題を実体験

に照らし合わせて考えたり，自分のこととして捉えたりする必要がある。身体

像の表出は，自分の認識・経験・感覚を再構築・再表現することによって，日

常生活では意識しにくい自分の身体内部に興味関心を向ける契機になると考え

られる。また，科学的知識を言語的に捉えるのみではなく，映像として視覚的

に捉えることで，学びが深まることが期待できるだろう。身体像の表出は，保

育者の子ども理解を深めると推察される。幼児の身体像の認識や身体感覚が明

らかになれば，幼児の実態に適合した言葉掛けや教材開発を行うことができる

であろう。また，幼児が表出した身体像からは，それまで行ってきた健康教育

が幼児に与えた影響や成果を読み取ることができると考えられる。 
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Issues of Health Education in Early Childhood and Formation of Young Children's 

Body Image 

 

YOKOTA Saki*1, MIMURA Yukari*2, BABA Noriko*3，  TSUSHIMA Aiko*2, TAKAHASHI 

Toshiyuki*2 

 

This paper discusses the issues of health education in childhood and examines the 

possibility that the formation of the body image of young children can bring an 

educational effect． We believe that health education would be effective by 

developing "interest in health and one's own body," "practical skills for habit 

formation" and "scientifically right knowledge" at the same time. Although which 

item we should focus on is depending on the developmental process, "interest in 

health and one's own body" is considered to be consistently important from 

education in early childhood to education in junior high school. This requires the 

development of teaching materials that take advantage of the characteristics of 

each developmental process and school educational format. For example, for the 

health education in early childhood, we can assume materials that express their 

own body image and sensation. 
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ICT 社会の進展に関する一考察 

 

「GIGA スクール」構想における学校教育改革の前提として 

 

尾島 卓※1 

 

2021 年（令和 3 年）より、わが国の義務教育学校である小中学校では「GIGA スクール」

構想の名の下に、生徒・児童に「1 人 1 台」の PC とタブレット端末が配布される。本研究

ノートでは、この学校教育改革の前提であるわが国における ICT 環境の現状を公開されて

いるデータをもとに資料として整理した。 

資料はインターネットによってデータを収集し、コンピュータソフトでそれらを図表に

加工したものである。社会におけるコンピュータの受容に関する資料では、家庭でのコン

ピュータ所有と家庭におけるインターネット端末所有が示されている。インターネット接

続環境に関する資料では、主に家庭におけるインターネット環境の変化を概観した。最後

に、学習指導要領解説における ICT 関連用語使用頻度を明示することを通して、学校の ICT

化の現状に関する資料を作成した。 

 

キーワード：ICT，GIGA スクール，コンピュータ，インターネット，学習指導要領 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 資料収集および加工の方法について 

１ 収集の方法について 

このノートでは、日本社会における ICT 社会の進展を、インターネットを通

じて入手可能な資料をもとに調べていく。ICT を構成する要素をおおまかに、

コンピュータ、それらを繋ぐネットワークの発展および教育政策に分け資料を

集める。 

 資料収集の方法は学校教育で子どもが探求的な学習で取りうるであろう方法

を採用した。検索エンジンには「Yahoo!きっず」を使用。特定のキーワードで

ヒットした Web サイトのうち、可能な限り政府系のものを選択し、そこに貼ら

れたリンクを探求する。 

 このような方法で集めた情報を収集する方法は、岡山大学で提供されている

サービスを使用した。クラウドサービスのうち岡大 ID を持っている教職員と

学生が利用できる OneDrive に専用のフォルダを作成し、そこに上記の作業で

見つけたファイルを保存する。 

 

２ 加工の方法について 

収集した情報のうち、この研究ノートの目的にかなう場合は Web 上に公開さ

れたままでこのノートで利用する。そうでない場合は、執筆者の所有するコン
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ピュータを使って加工を施した。その際に使用するソフトウェアは上述したサ

ービスからダウンロードできるものと、公費購入した個人用のものである。 

 加工の際には、Web を公開する団体等が提供する一次データの保持に留意す

るため、情報の統合に注意をはらった。一つのウインドウで複数の情報を表示

できるソフトウェアのタブ機能と、文字等のデータをクリップボード等にコピ

ーし加工先のウインドウにペーストする機能とを主に利用した。 

 なお、このノートで加工された情報を掲載する場合には、一次データの所在

を明らかにし、同時に閲覧したサイトのリンクを添付した。本研究ノートをシ

ェアする場合に、元データを繰り返し参照できるようにするためである。 

 

Ⅱ 社会におけるコンピュータの受容 

１ 家庭でのコンピュータ所有 

ここでは、内閣府が実施する消費動向調査ⅰの資料を整理した。同調査は、

Web サイトによると「「消費動向調査」は、消費者の暮らし向きに関する考え方

の変化や物価の見通しなどをとらえ、景気動向の把握や経済政策の企画・立案

の基礎資料とすることを目的として、毎月実施」されており、「調査結果は、「消

費者態度指数」、「1 年後の物価の見通し」として公表ⅱ」されている。 

 方法詳細は内閣府の Web を参照してほしいが、概要のみをここで記せば、二

人以上の世帯を抽出して実施し、毎月その結果が公表される。3 月期の調査で

は家庭における耐久消費家電の保有台数が掲載されており、パーソナルコンピ

ュータのそれも統計学的な処理で推測されている。以下が、平成 17（2005）年

以降の世帯平均の推移である。なお、保有台数は 100 世帯当たりの数値である。 

 

２ 家庭におけるインターネット端末所有 

上記で扱った調査では、世帯におけるコンピュータの保有に関する調査と並

行して、平成 26 年からはタブレット端末、また従来の携帯電話を携帯電話ない

平
成
17
年

平
成
18
年

平
成
19
年

平
成
20
年

平
成
21
年

平
成
22
年

平
成
23
年

平
成
24
年

平
成
25
年

平
成
26
年

平
成
27
年

平
成
28
年

平
成
29
年

平
成
30
年

平
成
31
年

令
和2

年

保有数量 95.8 104. 107. 110. 94.4 98.5 102. 129. 107. 107. 105. 105. 102. 104. 101. 102.

普及率 64.6 68.371.%73.1 63.4 64.5 65.7 77.3 67.767.%67.5 67.7 66.7 69.2 67.2 69.2

.台
20.台
40.台
60.台
80.台
100.台
120.台
140.台

.%
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%

図１ PC普及率 保有数量推移

尾島　卓

─ 280 ─



しはスマートフォンにわけた調査も同じく平成 26 年から実施されている。そ

れぞれの結果をまとめたものが以下のグラフである。 

 

 

平成 17 年から現在まで、パーソナルコンピュータの普及率および保有台数

には大きな変動はない。対照的に、インターネットに接続可能なスマートフォ

ンの普及は平成 26 年以降急速に進んでいる。最新のデータからはスマートフ

ォンを一台以上所有している家庭が 77.6％あるとことが示されている。スマー

トフォンによるインターネット利用の拡大は、次節で扱うデータにも明示され

ている。 
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Ⅲ 社会におけるコンピュータの受容 

１ 家庭におけるインターネット環境の変化 

コンピュータをネットワークに接続する環境の変化をとらえるために、ここ

では、総務省の通信利用動向調査ⅲを参照する。この調査のうち世帯用のもの

は、全国から無作為に抽出した家庭の情報通信端末の保有やインターネットの

利用等を調査するものである。 

 家庭におけるインターネット利用の変化をとらえることが本ノートの目的で

あるので、上記調査の記者発表文章を利用する。以下、平成 1２年以降の文章

のうち世帯に関連するものを以下の表に集めた。 

なお、平成 23 年以降は、記者発表用資料にグラフや図が加えられため、そこ

に掲載されたコメントを執筆者が改めて入力したものが表２である。また、平

成 28 年調査結果の発表資料はテキストとグラフ等が一層複雑に入り組んでい

ることもあり、本ノートに関連のある部分のみ抜粋して、その実物を巻末資料

として再掲している。 

 

表 1 インターネット環境に関する記載その１ 
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年度 ポイント等

 インターネットの世帯普及率が３４．０％（１４．９ポイント増）、３世帯に１世帯がインターネットを利用

情報通信機器では、携帯電話が全世帯の約８割、パソコンは約５割まで普及

約半数の世帯が衛星放送・ＣＡＴＶのいずれかを視聴

平成１３年（２００１年）末のインターネット利用者数及び人口普及率

インターネット利用者数は対前年比８８５万人増の５，５９３万人、人口普及率は対前年比６．９ポイント増の４４．０％。インターネッ

トの普及は着実に進展。

世帯、事業所及び企業でのインターネット普及率　世帯普及率は６０．５％（前年比２６．５ポイント増）、事業所普及率は６８．０％

（前年比２３．２ポイント増）と急増。企業普及率は９７．６％（前年比１．８ポイント増）とほぼ１００％に。

世帯構成員（個人）におけるインターネット利用端末の状況　「パソコン」からの利用が最も多く４，８９０万人。「携帯電話・ＰＨＳ、

携帯情報端末」からの利用は２，５０４万人。

世帯構成員（個人）における「パソコン」からのインターネット利用場所の状況　自宅・その他」からの利用者が最も多く、３，６８１万

人。

インターネット利用者数の上位１０カ国　我が国のインターネット利用者数の順位は、米国に次いで世界第２位。

インターネット人口普及率３５％以上の国及び地域　我が国のインターネット人口普及率の順位は、世界で第１６位。

12
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自宅におけるパソコンからのインターネット接続の方法　電話回線によるダイヤルアップが最も多く、利用者の４７．２％が使用。１年前

と比較すると、ダイヤルアップの利用率は減少し、ブロードバンド回線が前年比８．０ポイント増の１４．９％

インターネット対応型携帯電話の保有率は、対前年比１７．９ポイント増の４４．６％。また、パソコンは対前年比７．５ポイント増の５

８．０％。他方、ワープロは対前年比１１．０ポイント減の３３．７％。

世帯構成員（個人）における携帯電話・ＰＨＳの利用状況　携帯電話・ＰＨＳの利用率は４４．５％。このうち、５８．０％がインター

ネット対応型の利用率。１３～４９歳までの世代ではインターネット対応型の利用率が非インターネット対応型の利用率よりも高いが、５

０歳以上の世代では非インターネット対応型の利用率の方が高い。

世帯構成員（個人）のインターネット対応型携帯電話・ＰＨＳの利用状況　インターネット対応型携帯電話・ＰＨＳの利用者のうち、音声

通話中心の利用者は６５．４％と多数を占める一方で、インターネット中心の利用者は１６．８％。

世界第２位のインターネット利用者数　インターネット利用者数は、対前年比１,３４９万人増の６,９４２万人。米国に次ぐ世界第２位。

人口普及率は、初めて５０％を突破　対前年比１０．５ポイント増の５４．５％に増加

人口普及率は、前年の１６位から１０位に上昇。

インターネットの世帯普及率が大幅に増加　世帯普及率は、対前年比２０．９ポイント増の８１．４％に増加。

世帯のブロードバンド利用率が倍増　世帯におけるパソコンからのインターネットの接続方法として、ブロードバンド回線が前年の１４．

９％から２９．６％と約２倍に増加。

デジタルディバイドは依然存在　インターネット利用率が、すべての属性（世代別、年収別、性別及び都市規模別）で前年よりも増加する

が、世代別の格差はなお大きい。

個人のインターネット利用上の不安・不満はセキュリティ関係が上位　第１位の不安・不満は、プライバシー保護で５４．１％。第２位

は、ウィルスの感染で４１．４％。

約３割弱の個人が被害に遭遇２８．８％の利用者が、パソコンからのインターネット利用上、ウィルス、迷惑メール等の被害を被る。被害

内容は、「ウィルス発見・感染」が最も多く、２０．７％の利用者が被害。

インターネット利用者数は７,７３０万人　インターネット利用者数は、対前年比７８８万人増の７,７３０万人。

人口普及率は、６０％を突破　対前年比６．１ポイント増の６０．６％に増加

世帯のブロードバンド利用率が大幅に増加　世帯におけるパソコンからのインターネットの接続方法として、ブロードバンド回線が対前年

比１８．２ポイント増の４７．８％と半数近くに増加、他方、ＩＳＤＮ、電話回線（ダイヤルアップ）は減少。

デジタル・ディバイドは依然存在　４０～５０歳代のインターネット利用率は、大幅に増加。年収・性別による格差は縮小傾向もデジタ

ル・ディバイドは存在。

パソコンからのインターネット利用では、３分の１以上の利用者が被害に遭遇

パソコンからのインターネット利用者のうち、ウィルス、迷惑メール等の被害を被った者は、前年より３．８ポイント増加し、３３．

６％。被害内容は、「ウィルス発見又は感染」が最も多く、２１．５％の利用者が被害。

インターネット利用者数は、対前年比２１８万人増の７,９４８万人。人口普及率は、対前年比１．７ポイント増の６２．３％。

世帯のブロードバンド利用率が６０％を突破　世帯におけるパソコンからのインターネットの接続方法として、ブロードバンド回線が対前

年比１４．２ポイント増の６２．０％。他方、ＩＳＤＮ、電話回線（ダイヤルアップ）は引き続き減少。

デジタル・ディバイドは依然存在　５０歳以上のインターネット利用率の伸びに伴い、世代間格差はやや縮小。しかし、年収、性別、都市

規模による利用格差は依然存在。

２人に１人は何らかの個人情報保護対策を行う　インターネット利用者のうち、何らかの個人情報保護対策をとっている者は、５１．

５％。対策内容は、「Ｗｅｂ上に個人情報を記載しない」が最も多く、３３．９％。

世帯及び企業のＩＰ電話利用が進展　世帯のＩＰ電話の利用率は、対前年比５．４ポイント増の１２．７％。企業のＩＰ電話の利用率は、

対前年比１６．７ポイント増の２７．８％。

インターネット利用者数は７,９４８万人、人口普及率は、６２．３％。インターネット利用者数は、対前年比２１８万人増の７,９４８万

人。人口普及率は、対前年比１．７ポイント増の６２．３％。

世帯のブロードバンド利用率が６０％を突破　世帯におけるパソコンからのインターネットの接続方法として、ブロードバンド回線が対前

年比１４．２ポイント増の６２．０％。他方、ＩＳＤＮ、電話回線（ダイヤルアップ）は引き続き減少。

デジタル・ディバイドは依然存在

５０歳以上のインターネット利用率の伸びに伴い、世代間格差はやや縮小。しかし、年収、性別、都市規模による利用格差は依然存在。

世帯及び企業のＩＰ電話利用が進展

世帯のＩＰ電話の利用率は、対前年比５．４ポイント増の１２．７％。企業のＩＰ電話の利用率は、対前年比１６．７ポイント増の２７．

８％。

インターネット利用におけるモバイル化が更に進展。　移動端末からのインターネット利用者数がパソコンからの利用者数をはじめて逆

転。個人のインターネット利用端末については、携帯電話等の移動端末の利用者数がパソコンからの利用者数をはじめて逆転。個人のイン

ターネット利用端末については、携帯電話等の移動端末の利用者数が前年末から１，０９８万人増加（１８．８％増）して推計６，９２３

万人に達し、パソコン利用者数（推計６，６０１万人）をはじめて逆転するなど、モバイル化が更に進展。インターネット利用者（推計

８，５２９万人）の過半数（５７．０％。推計４，８６２万人）は、パソコンと移動端末を併用。

ブロードバンド化が引き続き進展。光回線の利用率が伸びる一方、ＤＳＬ回線の利用率ははじめて減少。

ブロードバンド回線の利用者数は、前年末と比べて４６０万人増加（１０．８％増）して推計４，７０７万人となり、インターネット利用

者に占める割合も５５．２％に達するなど、ブロードバンド化が引き続き進展。

自宅パソコンをインターネットに接続している世帯の約３分の２（６５．０％）自宅パソコンに接続するブロードバンド回線の種類につい

ては、光回線の利用率が６．１％から１４．８％に倍増した一方、ＤＳＬ回線の利用率は３９．２％から３４．２％へと、はじめて減少。

企業・事業所においても、同様の傾向。

ブロードバンド化が引き続き進展。光回線の利用率が伸びる一方、ＤＳＬ回線の利用率ははじめて減少。　ブロードバンド回線の利用者数

は、前年末と比べて４６０万人増加（１０．８％増）して推計４，７０７万人となり、インターネット利用者に占める割合も５５．２％に

達するなど、ブロードバンド化が引き続き進展。自宅パソコンをインターネットに接続している世帯の約３分の２（６５．０％）が、また

インターネット利用企業の６８．１％が、ブロードバンド回線を使用。自宅パソコンに接続するブロードバンド回線の種類については、光

回線の利用率が６．１％から１４．８％に倍増した一方、ＤＳＬ回線の利用率は３９．２％から３４．２％へと、はじめて減少。企業・事

業所においても、同様の傾向。

インターネット利用者は引き続き増加　過去１年間にインターネットを利用したことのある人は推計８，５２９万人に達し、前年末から５

８１万人増（７．３％増）と、引き続き増加。それに伴い、人口普及率も推計６６．８％となり、４．５ポイント増加。

世代間のデジタル・ディバイドは依然顕著　世代別、世帯年収別、男女別及び都市規模別によるインターネット利用率の差はそれぞれ前年

末より縮小したものの、６０歳以上の世代と他の世代の利用率の差は依然顕著（例えば、５０代と６０代前半で２０ポイントの差）。

携帯電話とパソコンの利用率の比較では、携帯電話が上位。パソコン利用率は、世代間での差異が携帯電話以上に顕著　携帯電話利用率

（７１．９％）がパソコン利用率（５６．７％）を約１５ポイント上回っており、世代別に見てもほぼ同様であるが、「６～１２歳」のみ

約３７ポイントの大差でパソコンが携帯電話より上位。

携帯電話利用率は、２０代～４０代では９割を超えており、６０代後半でも約５割の高い利用率。一方、パソコン利用率は、２０代～４０

代では７割を超えていたものが、５０代で５５％、６０代後半で２２．７％に落ち込んでおり、操作に相応の知識が必要なパソコンは、携

帯電話以上に世代別デジタル・ディバイドが存在。

ＩＰ電話は企業への普及が進む一方、世帯への普及は鈍化　ＩＰ電話の企業普及率は、前年末から１１．６ポイント増の３９．４％と、約

４割の企業に普及する一方、世帯普及率は２．３ポイント増の１５．０％にとどまり、前回調査の伸び（５．４ポイント増）よりも鈍化。

企業の個人情報保護の取組が一層進展　情報通信ネットワーク利用企業のうち何らかの個人情報保護対策を実施しているところは、前年末

から１６．７ポイント増加して７３．２％となり、企業の個人情報保護の取組が一層進展。対策内容は、「社内教育の充実」（４５．

７％）が最も多く、次いで「個人情報保護管理責任者の設置」（４１．４％）の順。
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個人のインターネット利用における光回線利用者が増大。ブロードバンド回線利用者における光回線の利用率が１４．８％から２７．２％

へと倍増。また、個人のインターネット利用端末については、パソコンの利用者数が前年末から１，４５４万人増加（２２．０％増）して

推計８，０５５万人に到達。また、インターネット利用者（推計８,７５４万人）の７割（６９．７％。推計６,０９９万人）がパソコンと

携帯電話・ＰＨＳ等の移動端末を併用。加入者系光ファイバ網の普及に伴い、コンテンツもテキストや静止画から音声や動画へと大容量化

が進み、移動端末のみでの利用だけではこのような容量の大きなコンテンツを利用したサービスを満足に享受することができない利用者が

増加し、パソコンを併用することによって、利用するサービスごとにパソコンと移動端末とを使い分ける傾向の高まったことが背景にある

ものと考えられる。

19

インターネット利用における光回線利用世帯がＤＳＬ回線利用世帯を初めて超過

インターネットの利用者数は、８，８１１万人に達し、人口普及率は６９．０％。世帯のブロードバンド回線利用における光回線の利用率

が２７．２％から３１．３％へと増加する一方、ＤＳＬ回線は２７．７％から１８．９％へと減少し、光回線利用世帯がＤＳＬ回線利用世

帯を初めて超過し、光回線への移行が進展。

また、個人のインターネット利用端末については、携帯電話・ＰＨＳ等の移動端末からの利用者数が前年末から２０１万人増加（２．８％

増）して推計７，２８７万人となった。ワンセグ放送対応、フルブラウザ対応といった移動端末の高機能化により、パソコンでなくとも音

声や動画といった大容量コンテンツの利用が容易に行えるようになったことなどが原因の一つであると考えられる。

20

インターネットの利用者数は９，０９１万人、人口普及率は７５．３％。　インターネットの利用者数は、対前年比２８０万人増の９，０

９１万人に達し、人口普及率は７５．３％（対前年比２．３ポイント増）となった。また、世帯におけるブロードバンド回線の割合は７

３．４％（対前年比５．８ポイント増）。このうち、光回線が３９．０％（対前年比７．７ポイント増）と大幅に増加し、光ファイバーに

よるブロードバンド化が進展。

21

○ インターネットの利用者数は９，４０８万人、人口普及率は７８．０％。インターネットの利用者数は、対前年比３１７万人増の９，４

０８万人に達し、人口普及率は７８．０％（対前年比２．７ポイント増）となった。また、インターネットの世代別の個人利用率をみる

と、６０歳以上の世代において、インターネットの利用率の伸びが顕著。 自宅パソコンからのインターネット接続にブロードバンド回線を

利用している世帯の割合は７６．８％（対前年比３．４ポイント増）。このうち、光回線が４１．１％（対前年比２．１ポイント増）と増

加し、光ファイバーによるブロードバンド化が着実に進展。 個人がインターネットを利用する際に使用する端末として、「ゲーム機・ＴＶ

等」からのインターネット利用者が７３９万人（対前年比３０．３％増）と大幅に拡大するなど利用端末が多様化。

インターネットの利用者数は9,462 万人、人口普及率は78.2％。インターネットの利用者数は、対前年比54 万人増の9,462 万人に達し、人

口普及率は78.2％（対前年比0.2 ポイント増）となった。

70 歳以上のインターネット利用率が増加。インターネットの年齢階級別利用率は、70 歳以上の年齢階級で増加。

世帯におけるブロードバンド回線の利用割合は77.9％、光回線の利用割合は52．2％。　自宅のパソコンからのインターネット接続にブロー

ドバンド回線を利用している世帯の割合は77.9％（対前年比1.1 ポイント増）。また、自宅のパソコンからインターネットを利用している

世帯の52.2％（同11.1 ポイント増）が光回線を利用。

インターネット人口普及率について　 全体的には、パソコン及び携帯電話によるインターネット利用が多く、主として利用する端末として

も 両者が家庭内外で7割を超える。

携帯電話ユーザーとスマートフォンユーザーのインターネット利用動向① 　携帯電話は幅広い年代でインターネット接続に活用。スマート

フォンは世代間格差が大きい。

携帯電話ユーザーとスマートフォンユーザーのインターネット利用動向②　スマートフォンユーザーの方が、携帯電話ユーザーよりイン

ターネットの各種機能・サービスの利用に積極的

携帯電話ユーザーとスマートフォンユーザーのインターネット利用動向③　スマートフォンユーザーの方が、携帯電話ユーザーより、家庭

外からの電子商取引利用についても概ね積極的

３ 主要情報通信機器の世帯保有の状況（世帯）　情報通信機器の世帯保有の状況

４ インターネット利用の年齢階層別状況 ①インターネット普及率　６０歳代以上のインターネット利用は、概ね増加傾向にあるが、水準

としては他の世代に比べて低い。 １３歳～４９歳までの利用率が９割を超えているのに対し、６０歳以上は大きく下落。

４ インターネット利用の年齢階層別状況 ②電子商取引利用　ネット経由の商品購入については、４０代までと５０代以降に、利用率に大

きな格差が存在。

5 データ通信料金プランについて

6 クラウドサービスの利用状況（企業）

１ 主要情報通信機器の普及状況

２ インターネットの利用動向①

２ インターネットの利用動向②

２ インターネット利用動向③（年齢階層別インターネット普及率）

３ ソーシャルメディアの利用動向

４ クラウドサービスの利用状況（企業）

１ 主要情報通信機器の普及状況

２ インターネットの利用動向①

２ インターネットの利用動向②

２ インターネット利用動向③（年齢階層別インターネット普及率）

３ ソーシャルメディアの利用動向

１ インターネットの利用動向①（年齢階層別インターネット利用状況）

２ インターネットの利用動向②

３ 主要情報通信機器の普及状況

４ ソーシャルメディアの利用動向

１ インターネットの利用動向①（年齢階層別インターネット利用状況）

２ インターネットの利用動向②

３ 情報通信機器の普及状況

４ デジタルテレビ等によるインターネットの利用状況（世帯）

５ ソーシャルメディアの利用動向

インターネットの利用動向について

①インターネットを利用している個人の割合は83.5％となり、平成27 年の83.0％から上昇。②世帯年収別では、年収400 万円以上の各区分

の世帯の約９割がインターネットを利用。③年齢階層別では、20 歳代の３分の２超が、ＳＮＳ・動画投稿を利用。④企業のソーシャルメ

ディアサービスの活用は、全体では前年と同程度の22.1％であるものの、金融・保険業は34.1％に増加。

22

23

24

25

26

27
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表 2 インターネット環境に関する記載その２ 

 

これらの資料における用語の変化を追うことで、インターネット利用の広がり

について簡単に概観してみたい。まず平成 12 年調査では、「インターネットの

世帯普及率」という用語が使われる。翌年以降この用語は「インターネット利

用者」に変化する。Excel の検索機能を使って調べると、前者の用語は平成 22

年まで用いられる。この調査における「インターネット利用者」は「対前年比

54 万人増の 9,462 万人」となっている。同様に社会での普及・拡大を示すキ

ーワードとして「人口普及率」が使われている。この用語は平成 13 年に記者

発表では初めて登場し、この当時には対外比較の指標として用いられている。

年 融 増

２ スマートフォンの利用状況及び保有状況について

①スマートフォンでインターネットを利用している人の割合は57.9％となり、平成27 年の54.3％から上昇。

②スマートフォンを保有する個人の割合は56.8％となり、平成27 年の53.1％から上昇。

③スマートフォンを保有する世帯の割合は71.8％に、パソコンを保有する世帯の割合（73.0％）とは1.2 ポイント差に減少。（平成27 年：

4.8 ポイント差）

１インターネットの利用動向①

２インターネットの利用動向②

３情報通信機器の普及状況

１インターネットの利用動向

２情報通信機器の普及状況

３ソーシャルネットワーキングサービス等の利用動向

29

30

年度 ポイント等 コメント詳細

２ インターネットの利用動向①
インターネットの世代別個人利用の状況（世代別人口普及率）
50代以下の世代でスマートフォンの伸びが顕著に。とりわけ２０代以下では、スマートフォ

ンが従来型携帯電話を逆転。

２ インターネットの利用動向②

家庭内外で主としてインターネット接続に使う端末（インターネット利用者に占める比率）

主たるネット接続端末としても、家庭内外でスマートフォンが従来型携帯電話を逆転
保有端末別家庭内無線ＬＡＮの利用率（世帯）

スマートフォン・タブレット端末保有世帯の家庭内における無線LAN利用率は６割を超え

る。

２ インターネット利用動向③（年齢階層別インター
ネット普及率）

１３歳～４９歳までのインターネット利用率が９割を超え飽和状況にあるのに対し、６０歳
以上は概ね拡大傾向。

３ ソーシャルメディアの利用動向

利用者、企業共にソーシャルメディアサービスの利用が拡大傾向。

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用状況

SNSへの参加は全ての年代において昨年よりも利用が拡大。

２ インターネットの利用動向①

世代別インターネットの利用の状況

50代以下の世代でスマートフォンの伸びが顕著に。とりわけ3０代以下では、従来型携帯電

話の減少が顕著。

２ インターネットの利用動向②

家庭内外で主としてインターネット接続に使う端末
（インターネット利用者に占める比率）

主たるネット接続端末としても、家庭内外でのスマートフォンが急速な伸びとなっている。

家庭内無線ＬＡＮの利用率（世帯）

スマートフォン・タブレット型端末保有世帯の家庭内における無線LAN利用率は増加傾向。
２ インターネット利用動向③（年齢階層別インター

ネット普及率）

１３歳～５９歳のインターネット利用率が９割を超えており、５０～６９歳のインターネッ

ト利用は拡大傾向。

３ ソーシャルメディアの利用動向

利用者、企業共にソーシャルメディアサービスの利用が拡大傾向。

ソーシャルメディアの利用状況
13～39歳におけるソーシャルメディアの利用が５割を超える。

１ インターネットの利用動向①（年齢階層別イン

ターネット利用状況）

１３歳～５９歳のインターネット利用は９割を超えており、６０～７９歳のインターネット

利用は拡大傾向。

２ インターネットの利用動向②

世代別インターネット利用機器の状況

50代以下におけるスマートフォンでの利用が顕著に。とりわけ3０代以下では、スマート

フォンでの利用が第１位。

４ ソーシャルメディアの利用動向
個人、企業共にソーシャルメディアサービスの利用が拡大
個人におけるソーシャルメディアの利用状況

13～39歳の利用が6割を、40～49歳の利用が５割をそれぞれ超える。

１ インターネットの利用動向①（年齢階層別イン

ターネット利用状況）

１３歳～５９歳のインターネット利用は９割を上回っており、６０～７９歳のインターネッ

ト利用は上昇傾向。

２ インターネットの利用動向②
１３歳～５９歳のインターネット利用は９割を上回っており、６０～７９歳のインターネッ

ト利用は上昇傾向。

４ デジタルテレビ等によるインターネットの利用状
況（世帯）

デジタルテレビ等のインターネットとの接続状況

デジタルテレビをインターネットと接続して利用している世帯は、約３割と上昇。
デジタルテレビ等のインターネット接続機能の利用目的

デジタルテレビをインターネットと接続して利用する目的は、「VOD等の配信番組」の割合

が上昇。

５ ソーシャルメディアの利用動向
ソーシャルネットワーキングサービスの利用状況（個人）
ソーシャルネットワーキングサービスの利用者の割合は、特に40歳代、50歳代で上昇してい

29 １インターネットの利用動向①
年齢階層別インターネット利用状況（個人）

13～59歳の年齢層でのインターネット利用が9割を超えている。

１インターネットの利用動向
インターネット利用者の割合はほぼ横ばい。13 歳～59歳の年齢層でインターネット利用が
９割を超えている。

個人のインターネット利用機器に関しては、スマートフォンがパソコンを上回っている。

３ソーシャルネットワーキングサービス等の利用動
向

ソーシャルネットワーキングサービス等を利用している企業・個人の割合はともに上昇して

いる。利用目的の特徴としては、企業では「会社案内、人材募集」の割合が上昇、個人では
「知りたいことについて情報を探すため」の割合が上昇している。

24

25

26

27
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平成 23 年調査では「インターネット人口普及率について全体的には、パソコ

ン及び携帯電話によるインターネット利用が多く、主として利用する端末とし

ても 両者が家庭内外で 7 割を超える」とされている。このキーワードによる

発表は表に見るように、翌平成 24 年からは世代別普及率が公表され、平成 30

年調査では、「インターネット利用者の割合はほぼ横ばい。13 歳～59 歳の年

齢層でインターネット利用が９割を超え」ており、「個人のインターネット利

用機器に関しては、スマートフォンがパソコンを上回っている」と指摘されて

いる。 

 他方、インターネット接続環境の変化は通信速度の異なる接続方法記述の変

化として、一覧には表れている。この変化について言及する前に、通信方法の

いくつかを定義づけてみたいⅳ。 

 まずダイヤルアップは当時、整備されていた電話回線を利用した接続方法で

あるⅴ。パーソナルコンピュータ接続されたモデムとメールサバ―等に接続さ

れたモデムの間を音声信号でつなぎ、回線速度は 28.8kbps（理論値）が主流

であった。ここで用いられる単位である bps は bit per second の略記であ

り、１秒間あたりに送受信できるビット数を表している。 

 ダイヤアップ接続よりも回線速度の速いものがブロードバンド回線と総称さ

れる接続方法である。戸外で使われるケーブルの種類で ADSL と光通信等とに

分けられるが、ダイヤアップとの違いは、インターネット通信速度の高速化で

ある。電話線利用の ADSL 接続では 1.5Mbps～40Mbps（下り）、専用の光ケーブ

ルを利用したものでは 100Mbps～1Gbps がいずれも理論値ではあるが、利用で

きる。1Mbps は 1000 kbps であり、1Gbps は 1000 kbps である。 

 Excel の検索機能を利用して表を分析すると、「ダイヤルアップ」は平成 13

年に「最も多い」接続方法として登場し、平成 16 年まで報道資料の中で使用

される。「ブロードバンド回線」は平成 13 年から、「DSL 回線」は平成 13～22

年まで登場し、ADSL よりも高速な「光回線」は平成 17 年に登場する。「光回

線」に関する最後の報道は平成 22 年であり、次のように説明されている。「世

帯におけるブロードバンド回線の利用割合は 77.9％、光回線の利用割合は

52．2％。自宅のパソコンからのインターネット接続にブロードバンド回線を

利用している世帯の割合は 77.9％（対前年比 1.1 ポイント増）。また、自宅の

パソコンからインターネットを利用している世帯の 52.2％（同 11.1 ポイント

増）が光回線を利用。」 

 最後に、インターネットに接続される ICT 機器について見てみたい。「パソコ

ン」は報道資料では極めて早い時期から登場するが、携帯電話は平成 13 年には

じめて登場する。平成 17 年には「インターネット利用におけるモバイル化が更

に進展。移動端末からのインターネット利用者数がパソコンからの利用者数を

はじめて逆転」が発表される。また、「スマートフォン」は平成 23 年から使わ

れはじめ、現在至っている。またインターネット接続できる「デジタル・テレ

ビ」に関する内容は平成 27 年に発表されている。平成 30 年の報道発表では「個

人のインターネット利用機器に関しては、スマートフォンがパソコンを上回っ
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ている」状況が平成 30 年調査では報告されている。 

 

Ⅳ 学習指導要領解説における ICT 関連用語使用頻度 

１ データ選択の根拠 

ここでは小学校及び中学校の学習指導要領解説における用語の使用頻度につい

て概観する。この資料を選択した根拠は以下である。 

 まず、学習指導要領は、平成 30 年から継続する第 3 期教育振興基本計画にお

いて、その実施が学教教育に求められる「確かな学力の育成」を実現する施策

の一つだからである。また、ここで扱う学習指導要領解説は、それをもとに検

定教科書が編纂され、学校内の研究・研修においても参照されるものである。

したがって、ここでの ICT に関連する記載が、現在の学校教育におけるコンピ

ュータとインターネットを含めた情報通信ネットワークの利用現状を強く規定

すると考えられるためでもある。 

 第二の根拠として、今後の学校教育における ICT 機器の活用の基盤となる基

盤や条件を明らかにできると考えたからである。既に教科書をもとに進められ

る授業のうち、ICT 機器の利用頻度が高い教科等で蓄積された実践知や経験が、

今後の学校におけるデジタル化の起点となる。同時に、これまであまり ICT 機

器が導入されてこなかった教育活動の領域を明確にすることで、GIGA スクール

化した学校における課題が浮き彫りにもなる。現在の学習指導要領において提

唱されるカリキュラム・マネジメントにならい、新たな学習ツールの導入に際

して学校における人的・物的な資源を評価する指標として、学習指導要領の記

載事項に着目したのである。 

２ データの処理方法と結果 

学習指導要領解説は文部科学省のホームページに掲載されているもの PDF フ

ァイルであるⅵ。閲覧ソフトの検索機能を使って「コンピュータ」「ネットワー

ク」「インターネット」の三つの後の使用回数を数えた。 

 なおカウントの際には、目次や巻末付録も検索範囲に含めてある。小学校学

習指導要領解説総則編の目次にある「コンピュータ等や教材・教具の活用，コ

ンピュータの基本的な操作やプログラミングの体験」や小学校学習指導要領解

説国語編の巻末にあるような「外国語」の記載がこれにあたる。 

 以下が結果を表したグラフである。 
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総則 国語 算数 理科 ⽣活 ⾳楽
図画
⼯作

家庭 体育

外国
語外
国語
活動

特別
の教
科道
徳

総合
的な
学習
の時
間

特別
活動

インターネット 7回 4回 4回 回 回 回 1回 回 回 回 6回 13回 1回
ネットワーク 11回 8回 2回 7回 1回 1回 1回 10回 6回 9回 2回 16回 1回
コンピュータ 30回 18回 20回 13回 7回 12回 11回 13回 10回 11回 6回 39回 4回

回
10回
20回
30回
40回
50回
60回
70回
80回

図５ 解説におけるICT関連⽤語記載回数（⼩学校）

コンピュータ ネットワーク インターネット

総則 国語 社会 数学 理科 ⾳楽 美術
保健
体育

技
術・
家庭

外国
語

特別
の教
科道
徳

総合
的な
学習
の時
間

特別
活動

インターネット 6回 17回 4回 5回 回 1回 回 1回 6回 2回 6回 11回 2回

ネットワーク 12回 7回 15回 14回 17回 1回 1回 8回 39回 7回 2回 14回 1回

コンピュータ 22回 12回 14回 39回 18回 13回 11回 10回 28回 8回 3回 26回 1回

回
10回
20回
30回
40回
50回
60回
70回
80回

図６ 解説におけるICT関連⽤語記載回数（中学校）

コンピュータ ネットワーク インターネット
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註 

ⅰ https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/menu_shouhi.html 

ⅱ 報道などでは、「消費者マインド」という表現が用いられる。 

ⅲ 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html 

ⅳ ここでは、国民生活センターより刊行されている『国民生活』Web 版にお

いて 2017 年 7 月号から連載されている「新インターネットと上手につきあ

う」の情報を総合して、世帯におけるインターネット接続について解説を行

う。なお、この雑誌は http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html において参

照できる。 

ⅴ この接続方法に関しては、上の『国民生活』の連載には記述がなかったの

で、電子情報通信学会の作成した資料を参照した

（https://www.ieice.org/jpn/kagaku/inet/intro/book/sec06-2.html）。 

ⅵ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm 
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A Study on the Development of ICT Society 

Prerequisite work for school education reform in the "GIGA School" concept 

 

OJIMA Taku*1,  

 

In order to realize the "GIGA School" concept in elementary and junior high schools, 

which are compulsory education schools in Japan, "one by one" PCs and tablet 

terminals will be distributed to students and children from 2021 (Reiwa 3).  

In this research note, based on the published data, I provide materials on the ICT 

environment in Japan, and this situation is considered to be a prerequisite for 

school education reform. The materials presented in this note are created by 

collecting data via the Internet and processing them into charts using computer 

software. Materials on the acceptance of computers in society show home computer 

ownership and Internet terminal ownership. The material on the Internet connection 

environment mainly gives an overview of changes in the Internet environment at 

home. Finally, by clarifying the frequency of use of ICT-related terms in the 

explanation of the course of study, I created materials on the present condition 

of ICT in schools.   

 

Keywords:  ICT, GIGA school, Computer, Internet, Course of Study 

 

*1 Graduate School of Education ,Okayama University  
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算数障害生徒への学習支援に関する文献レビュー

末廣　久美子　大守　伊織

A Review of Interventions for Students with Dyscalculia

SUEHIRO Kumiko, OHMORI Iori



 

 

算数障害生徒への学習支援に関する文献レビュー 

    

末廣 久美子※1  大守 伊織※２ 

 

本研究の目的は、中学校通常学級での算数障害生徒への学習支援に関する研究・実践に

ついて整理し、支援の方法及び内容と今後の課題を明らかにすることである。中学校・高等

学校での学習支援に関する実践論文を中心に文献調査を行い、①学習形態②ICT や教材教具

③学習内容④学習意欲の４つに焦点をあてて検討した。生徒の障害特性のアセスメントを

もとに適切な学習形態や教材を選択すること、支援体制を構築することの重要性が明らか

になった。学習内容では、「数と式」領域に個別の支援の実践例が多いこと、学習意欲では、

算数障害生徒は心理的サポートが必要であり、生徒の気持ちを尊重しながら支援する必要

があることが指摘されていた。ICT を活用した新しい支援方法や内容とその効果の検証、及

び算数障害生徒の個々の特性に合わせた学習支援コンテンツの開発が今後の課題であり、

生徒の状況に応じた柔軟な支援法を選択していくことが重要であると言える。 

 

キーワード：算数障害，学習障害，学習支援，中学校 

 

※1 所属機関名 岡山大学教育学部特別支援教育特別専攻科 

※2 所属機関名 岡山大学大学院教育学研究科 

 

Ⅰ 背景と目的 

 2012 年の文部科学省による「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のあ

る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」では、学習面又

は行動面で著しい困難を示す割合が 6.5％、学習面で困難を示すは 4.5％、その

中でも「計算する」「推論する」に著しい困難を示す児童生徒の割合は 2.3％在

籍していることが報告されている。1 海外の報告では、算数障害をもつ子ども

の存在率は 3-6％とされる。2 2007 年に制度として始まった特別支援教育にお

いて、従来の障害種に加えて、知的な発達に遅れがない発達障害が含められた

ことにより、小中学校では、校内で発達障害についての研修会が多く持たれ、

教師も理解を深め、支援体制も整えられてきた。昨今、行動面で問題を抱えて

いる児童生徒に関しての対応は、ほぼ確立している。しかし、学習障害の可能

性のある生徒に対しては、日常生活だけでは気づきにくく、特に算数障害に関

しては、通常学級にも数学に苦手意識をもつ生徒が複数在籍しているので、中

学校入学までに保護者の理解を得ていない場合、「サボっているだけ」「やれば

できる」と期待され、生徒の具体的な困り感に気づきにくくなる。3 

2019 年の高校進学率が 98.8％であるように、算数障害の可能性のある生徒

も高等学校進学を目標にし、中 3 になると苦手な数学を頑張るという思いを膨

らませ、実際、授業にも熱心に取り組もうとする。しかし、数的経験の不足、

数学的見方・考え方・態度の習得の遅れ、こだわりからくる特定の解法や数学

岡山大学教師教育開発センター紀要，第 11 号（2021），pp.293 − 306
【資料】
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的見方・考え方・態度への固執性、認知アンバランスによる図形問題や文章題

での混乱など、多くの問題を抱えており、思うように成果が現れない。その結

果、進路選択の幅が減り、学習意欲の消失、自尊心の低下につながり、さらに

は不登校などの二次的な問題に発展することもある。3 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結果によると中学校に

おける不登校生は 3.6％、そのうち学業の不振は 24％、進路に関わる不安は

5.3％であると報告されている。4 

通常の学級に在籍する算数障害児生徒への一斉指導における支援は、支援の

対象を観点として，算数障害生徒を含むすべての生徒を対象とした支援（ユニ

バーサルデザイン型支援）と、算数障害生徒を対象とした個別の支援の２種類

ある。先行研究によると、多くの中学校では、すべての生徒を対象とした支援

を複数取り入れた指導が行われており、個別の支援や合理的配慮は、一斉指導

においてはあまり行われていない。しかし、算数障害生徒には、できることで、

できないことを補う補償教育的アプローチを取り入れた個別の支援も必要であ

り、そのための教材や指導法の開発が今後の課題であると報告されている。5  

個別の支援や合理的配慮を行う上で以下の課題が指摘されている。個別の支

援や合理的配慮を提供するための教員・支援員の確保ができない「教職員等の

人的資源」、合理的配慮に対する周りの生徒、保護者の理解を得ること、思春期

を迎えている中学生は自分だけ特別扱いされることへの抵抗感などの「生徒・

保護者との合意形成」、職員間の共通理解，相談の内容を担任と周りの教員が正

しく理解するための時間の確保、全教科全教員にまで伝えることの「校内での

理解」、配慮を続けるための時間の確保、時間の不足、通常の学級で困難さを抱

えている生徒が多すぎて対応しきれない「教師の負担」、一斉授業の中で他の生

徒とのかかわりの中で特別な配慮をすることの難しさの「一斉授業での兼ね合

い」、障害に応じた効果的な配慮の方法、配慮の必要性の見極め、指導に当たる

教員側のスキルの向上などの「教師の専門性」である。6 

算数障害生徒に対して、中学校での一斉授業の中で、個別の支援をどのよう

に行っていけばよいのか、どのような支援を行えば、高等学校進学に必要な力

を伸ばせるのか、合理的配慮として具体的にどのようなことをすればよいのか、

多くの現場の教師が頭を悩ませている問題である。 

本研究は、中学校および高等学校で行われている、算数障害の可能性のある

生徒に対する様々な学習支援の実践についての文献を概観した。一斉授業の中

で可能な治療教育的アプローチや、補償教育的アプローチの考え方を取り入れ

た個別の支援を考慮した教材や指導法をまとめ、中学校で数学指導に関わる教

師の一助となることを目的とした。 

 

Ⅱ 文献検索方法 

 本研究では、算数障害および、数学のつまずきへの学習支援に関する論文・

調 査 報 告 ・ ガ イ ド ラ イ ン 等 を 対 象 に 文 部 科 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ 及 び

google scholar を用いて文献調査を行った。検索ワードは、算数障害、学習障
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害、LD、学習支援、一斉授業、通級指導、インクルーシブ教育、合理的配慮、

中学校、特別支援教育実践、教育心理であった。論文は、以下の基準で選定し

た。①実践的研究であり、事前事後テストや折れ線グラフ等の形で子どもの行

動変容の量的な結果の報告がある。②対象となる子どもが中学生以上である。

③対象となる子どもが学習障害（ＬＤ）のがあることが記載されている。（診断

が明記されていなくても「計算困難」などの学習障害（ＬＤ）の特性と関連す

る言葉があれば対象とする。）④「学業スキル」の獲得を目指した研究実践報告

である。⑤学年あるいは年齢が記載されていないものは除外した。合計 39 報の

論文をレビューした。 

   

Ⅲ 結果 

１ アセスメント 

 算数障害をもつ子どもの支援方法の前に、まず障害特性を理解するためのア

セスメントについて述べておく。算数障害は、認知能力のアンバランスにより、

知的能力が低くなくても起こる、算数の学習領域における習得の困難な状態で

ある。その背景には中枢神経系の機能異常があると考えられている。支援を考

える上で、まず認知能力のアンバランスを測定する WISC-Ⅳや KABC-Ⅱ，DN-

CAS などの検査を行うことによって、どの認知能力が高いのか低いのかを同定

することが重要である。7,8,9，10 また、算数障害生徒は、読み書き障害、注意欠

陥・多動性障害（ADHD）、自閉症スペクトラム（ASD）などの発達障害を合併し

ていることもある。例えば文章題が解けない場合、読字障害による文章題の読

解困難のこともある。その場合は、読字障害としての配慮が必要となる。13 

子どもの認知特性、発達特性を把握した後、次に算数障害のアセスメントを

行う。子どもの算数障害は 4 つ（①数処理、②数概念、③計算、④数的推論）

に下位分類され、算数における困難は、各領域に起こりうることが指摘されて

いる。数詞、数字、具体物の対応関係の習得ができない場合は①、数が系列で

あって順序を表していること（序数性）や数が量を表していること（基数性）

などの数における性質が理解できない場合は②、暗算や筆算が正確に流暢にで

きない場合は③、文章題が解けなければ④の領域に困難さがあると考えられる。
8 子どもたちは小学校に入学する前に遊びなどを通して概算と計数の基本を理

解する。その後、教科としての算数を通して、機械的な計算の仕方とその意味

の関連を見出すことになる。しかし、算数障害のある子どもは手続き的スキル

としての計算はできても、計算と数概念をうまく結びつけられないことが多い。

数字の大小、二つのものを比較した際の大小、長短を言いあてることができ、

分離量も安定した順序で数えることができるにも関わらず、数直線が理解でき

ないなど、数概念が形成されていない児童の例もあった。11 

つまり、算数障害の子どもは、全く計算ができない、もしくは問題が解けな

いということではない。数量処理や計算における脳機能に問題があり、繰り返

し学習しても、向上しないという状況になりやすいのである。12 

算数障害の可能性のある生徒への支援を考える上で、認知能力のアンバラン
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スさの把握に加えて、基礎的算数能力の 4 つの領域（①数処理、②数概念、③

計算、④数的推論）のどこに困難さがあるかを同定することはきわめて重要で

ある。8.9､12 

算数障害の診断における学習評価検査は、日本ではまだ標準化されていない。

しかし、算数障害チェックリスト、数的基礎力検査など、いくつかの算数課題

が開発されており、これらを用いることで、どの領域での困難さかを明らかに

することができる。8,9,14， 

ここまでは個人のアセスメントについて述べてきたが、教員にとって、一斉

授業を行う上で、学級集団としての認知傾向を把握することも重要である。通

常学級において、算数障害等の特別な教育的ニーズに対応するためには、個々

の特性に着目し、個に対する配慮をふまえた学級全体の対応力を高めていくこ

とが求められる。教師は、学級の実態に合わせて、全体の指導の工夫をしつつ、

個にも効果的な授業を工夫していく必要がある。14,15,16 

さらに、教科担任制の中学校では、学級集団のアセスメントを通して、各教

科担当の教師が各学級の特性を把握・共有し、同じ支援を行う意識を持たなけ

れば効果が上がらず、支援策を決定しても継続が困難になる可能性が高い。17 

一斉授業で学習支援を行うためのアセスメントのツールとして、生徒の学習

面に関わる認知機能を客観的に把握できる紙筆型のアセスメントシート（岡山

県総合教育センター，2011）を活用した先行研究では、アセスメントシートが、

各クラスの学習に関わる認知機能を視覚的に捉えることを可能にし、学習面の

問題の背景にある認知面の困難性について学年の教師の気づきを高め、共通理

解を促したと示唆された。14  

支援の必要性の判断をめぐる状況として、アセスメントを実施は、早期発見・

早期支援への第一歩であるといえる。 

 

２ 学びに向かえる支援 

（１）学習形態の工夫 

 学習指導要領には、「中学校数学科の育成を目指す資質・能力の柱の中に、学

びに向かう力、人間性等があり、数学の良さを実感して、粘り強くかつ柔軟に

考えようとすることなどが求められている。生徒が数学の学習に主体的に取り

組むことができるようになるためには、数学的活動の楽しさや、数学の良さを

実感することが大切である。そのために自立的、協動的な活動を通して数学を

学ぶことを体験する機会を設け、その過程で様々な工夫、驚き、感動を味わい、

数学を学ぶことの面白さ、考えることの楽しさを味わえるようにすることが大

切である」と書かれている。自立的、協働的な活動の場として、個別、グルー

プ学習、ペア学習、対話型アクティブ・ラーニングなど様々な学習形態がある。

ペア学習やグループ学習、対話型アクティブ・ラーニングは、算数障害生徒に

とって学習内容の定着には課題を残すが、安心して授業に参加し、意欲的に取

り組め、学習内容の理解の促進につながる。18,19,20,38,43,44,50 
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（２）Information and Communication Technology（ICT）の活用及び教材教具

の工夫 

文部科学省の「学びのイノベーション事業（2011～2013）の実証研究報告書

では、ICT を活用した効果的な学びの場面として、ⅰ一斉授業での児童生徒の

興味・関心を高める学び、ⅱ個別学習での児童生徒一人ひとりの能力や特性に

応じた学び、ⅲ児童生徒同士が教え合い学び合う学び（協働学習）、ⅳ特別支援

教育における障害の状態や特性等に応じた学習活動の４つが挙げられている。

「各教科等の指導における ICT の効率的な活用に関する参考資料」の中に、算

数・数学科の指導における ICT の活用について紹介されている。21 また「子ど

もの学び応援サイト教師向け詳細版（中学校数学）」や各地域でさまざまな学習

コンテンツも開発され、紹介されている。22,33 

先行研究によると、中学校数学指導における ICT 活用の方向性として①学習

活動の焦点化（焦点化）、②数学的な性質や規則の発見（探究）③数学的な概念

や意味、考え方の理解（視覚化）④日常生活や社会との関連付け（関連付け）

の 4 点、さらに創造性の育成の観点から、⑤問題の発展的扱い（発展）を加え

て考えることが提案されている。23 

電子黒板、タブレット端末等の ICT 機器を使った授業実践では、一斉授業を

行いながら、特別な支援を必要とする生徒に合理的配慮の提供ができたことや、

タブレット端末を協同で操作することで、生徒同士のより良い人間関係づくり

に寄与したことが報告されている。32,35 

今令和 2 年時点では、GIGA スクール構想の実現に向けて ICT 環境整備が急速

に進み、一人一台端末環境が実現されつつある。従来の指導に変えて ICT を活

用するというものではなく、従来からの指導では実現しなかったような新しい

指導内容や従来の指導内容の質を深め豊かにするために ICT を活用することが

可能になる。算数障害生徒の個々の特性に応じた基礎的な数学学習の獲得のた

めの学習支援コンテンツがあれば、治療的教育としても活用できる。21,23 

算数障害の児童生徒への支援を配慮した教材は、障害のない他の児童生徒に

も分かりやすい教材になると考えられ、数学教育における教材開発においても、

特別支援教育の視点を取り入れることは必要であり重要なことである。14,15 文

部科学省（2012）の報告によると「障がいのある子どもと障がいのない子ども、

それぞれが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちな

がら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身につけていけるかどうか、こ

れが最も本質的な視点である。」と記され、このことを実現するためには「授業

のユニバーサルデザイン化の考え方に基づいた基礎的環境整備や合理的配慮が

必要である。」と指摘している。書くことが困難な生徒がいる場合は、ワークシ

ートを使用する。できないことを補う為に補助具を使用する。例えば、コンパ

スや定規が上手く使えない場合には「きれいに線が引ける定規」や「使いやす

いコンパス」などを使用する。特別支援教育のための教材や教具はたくさん開

発されているので、生徒の困難さに応じたものを生徒自身が自由に選択し、使

用できるようにする。つまずきの要因や負担感を減らすことで、学習のスター
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トラインが揃い、意欲的に学習活動に参加しやすくなると考えられる。14,15,24,28 

 

（３）学習内容への支援 

①「数と式」領域 

「数と式」の内容は，日常生活や社会と深く関 わり、また数学学習全体の基

礎を成している。中学校入門期における算数の困難に関する予備的検討による

と、整数の計算の困難さによって、算数の内容全般で困難を示す子どもの多さ

が明らかになった。基本的には、算数の学習に困難を抱える子どもに対して、

整数の四則計算に関する指導が優先されるべきであることが示唆された｡13,26

さらに、この四則計算の基礎には、数概念の理解が重要であり、手続き的に計

算ができるようになるだけでは難しいことが指摘されている。また、計算に時

間がかかるという困難が、算数・数学の学習全般で困難が生じていると考えら

れる。このことから中学校入門期には、整数の四則計算の指導、及び、計算を

自動化すること、すなわち暗算によって素早く正確に計算できるように、繰り

返し練習することが必要である。その際、能力の高いところを活用して、能力

の低いところを補う形で学習支援を進める。たとえば、筆算が苦手な場合、目

で見て全体を把握する能力が弱い、つまり視空間認知能力や同時処理能力が低

い場合と、順を追って処理する能力が弱い、つまり継次処理能力が低い場合が

考えられる。前者のタイプは、マス目のあるノートを使って筆算に取り組ませ

る。後者のタイプは、計算の手続きを文章にした手順表をつくって計算させて

みるなどである。13 正の数・負の数の簡単な整数の四則計算について、昼休み

を利用し、つまずきを分析し、パターン化した問題を使い、書く前に解き方の

方針を言語化する個別指導を行った結果、苦手な計算が改善できた報告もある。
27 

治療教育として、小４で足し算の筆算や九九を覚えきれていなかった生徒 

が、約 5 カ年継続して、通級教室でのスローラーニング（週１回 1 時間の授業

と 1 日１題の宿題）に取り組んだ結果、基礎的な数学学習（正の数・負の数）

が達成された報告もある。26 この事例では、具体物としてタイル図を使用した。

障害があっても支援の継続により、基礎的な数学学習の達成は示唆された。 

また、暗算ができない場合に、計算する部分は電卓や計算ソフト等を使用し、

その分、数学的思考を伸ばすことに力を入れる方法もある。早く正確に計算が

できることより、生活のいろいろな場面で数学的な考え方を生かせるようにな

ることを目指す。24 

個別での支援は、基礎的算数能力のアセスメントをもとに、できることに着

目して、そこから指導を初めていくことや、細かいステップの個別プログラム

を立てて指導していくことが必要である。29 

 

②「図形」領域 

図形の公式を覚えて活用できるようになることを目的に行われた個別的の

学習支援の実践例では方眼紙を活用して面積を求める公式の成り立ちを学び、
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公式が定着した。補助線が必要な複雑な図形に関しては、マーカーを用い、求

めた面積を塗りつぶすことで、複雑な図形の面積を求める場合、求めた面積同

士を足し合わせることもあるという正しい知識を身に付けることができた。空

間図形においても、平面図形と同様に問題用紙の図形と同じ大きさの立体を方

眼紙で作成して呈示し、直方体を例、三角柱や円柱が底面積×高さであること

を理解したことによって、イメージすることが難しい立体の面積を求める方略

を理解できた。30 

タブレット端末上の画面を「なぞる」行為のみで答案を完成できる学習支援

システムでは、三角形の合同の証明において、三角形の色づけによる視覚化、

図形内の等しい辺や角の関係の記号化、関係式への自動変換を通して、証明の

言語化をサポートすることで、一定の理解が得られた。31 論理的思考力を伸ば

す図形指導は、「図」が鍵となる。図形命題の仮定を意識させることは、その後

の証明展開の第一歩である。その意識化のために仮定となる図を意識させる活

動において、タブレット端末（iPad）を個別に活用した活動はその効果をもた

らす。32 

 

③「関数」領域 

関数領域においては、電子黒板やデジタル教科書を用いてグラフを移動させ

る、あるいは傾きを変化させる、アニメーションにより物の動きに対する理解

を深めるなど様々な活用が行われている。37,421 次関数および 2 次関数を視覚

的に理解させるために、電子黒板を利用した数学教育コンテンツ Mathematica

を作成し、使用した実践例では、1 次関数の式から、そのグラフの概形をイメ

ージできるなど、式とそのグラフの関係の視覚的な理解を深めることが明らか

になった。この Mathematica のライセンスは 教員が 1本所持していればよく、

コンテンツをインターネットに公開しておけば、生徒 は自宅においても自由

に利用することができるので、自宅学習に活用できる。34 

 

以上の学びに向かえる授業への支援策については、表１にまとめた。 

 

表１ 中学校・高等学校での支援策 

項目 発行年 著者 内容 

教材・教具 2017 瀬川真由 14 インクルーシブ教育の視点を取り入れ

た教材・教具 

電卓の活用 2020 小泉健輔 24 生徒による電卓の選択的な活用 

 

  

ICT の活用 

  

2015 荒井裕明ら 34 Mathmatica を活用した数学教育支援 

2015 風間喜美江ら 32 情報端末の活用と図形を動的に捉える

活動 

2018 二澤善紀ら 37 関数指導用 
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2019 渋谷直樹ら 31 三角形の合同証明用学習支援システム 

「なぞる」 

2019 古園憲一郎ら 33 Moodle を用いた学習支援 

2020  原健太郎ら 35 定時制高校での学習用動画使用 

  

  

  

  

  

 

学習形態 

2012 藤原洋樹ら 39 学習困難を示す中学生のオープン教

室における学習指導 

2015 山谷敬三郎ら 50 毎時間 5 分から 10 分の学び合いタイ

ム 

2016 中村好則ら 18 高等学校での対話型アクティブ・ラ

ーニング 

2016 佐々木一圭ら 38 定時制高校での協同学習に相互依存

型集団随伴性を組み合わせた介入 

2018 菊地利幸ら 20 音声計算、5 分 5 問計算トレーニング 

個人と 3 人組グループ学習 

2019 石川高揮ら 43 学習意欲が低い生徒も学びに向かえ

る授業 

2019 渡部 陽平 19 生徒同士の「支援する－受ける」とい

う場面 での話し合い 

  

  

  

  

  

  

 

 

学業スキル 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2000 

  

植木理恵 45 

  

相互モデリングによる学習の動機付

けと計算スキル 

2002 

  

小田切忠人 26 

  

基礎的な数学学力（正の数・負の数）

習得への治療的教育方法 

2003 柳本成一 40 触覚情報にもとづく思考活動をベー

スにした授業 

2004 松岡由布子ら 41 生 徒 の 誤 り に 対 し て 生 徒 自 身 が

intuitive rule の効力を認識し克服

していける支援のあり方 

2010 遠藤愛 28 算数文章題解決のための学習支援 

2011 今井俊彦ら 27 基本的な計算能力学習のための個別

指導 

2016 舩越咲ら 30 図形問題・文章題・計算問題の支援 

2016 林美津子ら 44 分数の支援授業 

2018 松尾奈美 42 子どもの認知に着目した個別支援の

授業（一次関数） 

2019 吉田知世ら 13 中学校入門期における算数の困難 
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（４）学習意欲への支援 

算数障害は外見から分かり難く、障害があることに気づかれないまま「努力

が足りない。」「もっと勉強しなさい。」と言われ続け、自信を無くし、ストレス

を抱えて過ごしている。中学生以降の学習障害の子どもは、学習意欲が薄れ、

苦手意識ばかりが強くなり、自信の喪失、劣等感、自己嫌悪に陥り、友人関係

も学校生活にも楽しさを感じられなくなることもまれではない。３,46，47 先行研

究によると、発達障害児の方が、定型発達児よりも学習性無力感に陥りやすい

ことが認められた。算数障害生徒へも、心理的サポートの重要性が指摘できる。

できることをさせ、無力感に陥らせない支援、できないことがあっても無力感

を引きずらせない支援が重要である。例えば、できなかったことを何度もやら

せるのではなく、次にできそうなことをやらせて結果を示し、切り替えさせる

支援である。無力感を解消し、自信をつけ、成功体験を増やしていくことが大

切である。46 

中学校は教科担任制であるため、生徒の言動に対して、職員により対応が異

なることがある。誤った関わりや居場所のなさにより、不安定や不登校などの

二次障害に結びつく。算数障害は脳の障害抑うつ状態や不安障害、不登校の子

どもの背景には算数障害などの学習障害が隠れていないかの判断も必要である。

このような二次障害を防ぐためには、職員の共通理解と統一した支援内容、方

法の検討を行うために校内支援体制の構築が重要になる。各職員が持つ専門性、

得意な分野を活かしながら、チームで個別の指導計画の妥当性について話し合

い、生徒に対応する必要がある。3，47 

中学生の場合、本人や保護者の障害受容のしにくさや、個別の支援に対して、

差別的意識が芽生えないかという不安、高校受験に向けての不安などで生徒や

保護者との合意形成が難しい場合もある。生徒本人の気持ちを尊重しながら、

可能な支援を考えていくことが大切である。６,51 

  

Ⅳ まとめ 

中学校通常学級に在籍する算数障害生徒への学習支援として、数学を学ぶこ

との面白さ、考えることの楽しさを味わえるような授業といった、学級全体に

対する支援は多くなされている。しかしながら、検索した限り、学力の向上や

定着がみられたという報告は見られなかった。算数障害生徒や保護者は高校進

学に必要な数学の基礎的な力をつけることを希望している。一斉授業だけでな

く、通級による指導や、授業外の個別指導等で効果的な教育方法の開発が必要

であろう。 

「GIGA スクール構想」に基づき、学校における ICT 環境の整備や一人一台の

ICT 端末が授業や家庭学習にも導入されつつある。しかし、中学校での数学指

導において、実際に ICT がどのように活用され、算数障害生徒にどのような効

果があるのかについて十分な調査、分析がされているとは言えない。従来から

の指導では実現しなかったような新しい指導方法や指導内容や、個別の支援で

の活用法を考察することが喫緊の課題とされる。 
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一方で、高校進学に向けた基礎的な計算練習も大切であるが、算数障害は脳

の中枢神経系の機能障害であるため、学習の定着そのものが困難な場合も多い。

一般的なテストの点数の上昇をゴールにすると、生徒も教師も疲弊しかねない。

教師には、算数障害生徒の特性を理解し、学習の困難さに対する支援だけでな

く、社会生活を営む力や自己肯定感を高めるサポートなど、生徒の状況に応じ

た柔軟な支援法を選択していくことが重要であると言える。 
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A Review of Interventions for Students with Dyscalculia 

 

SUEHIRO Kumiko*1, OHMORI Iori*2,   

 

The purpose of this study was to review the interventions and practice of learning 

support for students with dyscalculia in regular junior high school. We conducted 

a literature survey focusing on the following four points: (1) learning form, (2) 

ICT and teaching materials, (3) learning content, and (4) motivation to learn. 

Based on the assessment of the disability of students, appropriate learning forms 

and teaching materials should be selected. It is recommended to build a support 

system at school. In the leaning content, there were many practical examples of 

individual support in the "number and formula" area. Psychological support for 

students with dyscalculia is needed to motivate them to learn. It was pointed out 

that it is necessary to support while respecting the will of the students. Future 

tasks are to verify new support methods and contents using ICT and their effects, 

and to develop learning support contents tailored to the individual characteristics 

of students with dyscalculia. and select flexible support methods according to the 
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student's situation. It is important to select a flexible support method according 

to the student’s situation. 

 

Keywords :  Dyscalculia，learning disability，learning support，Junior high school 

 

*1  Okayama University, Postgraduate Special Education Credential Program  

*2  Okayama University, Graduate School of Education 
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大学生におけるインターネット使用態度，インターネット

依存傾向とインターネット使用開始時の使用状況との関連 

 

三宅 幹子※1 

 

大学生を対象として，インターネット使用態度，インターネット依存傾向と，インターネ

ット使用開始時の使用状況との関連について，質問紙調査を用いて検討した。調査に参加

した大学生 95 名のうち，インターネットの使用開始が小学５，６年生から中学３年生まで

の間であった 60 名を対象に分析を行った。分析の結果，主として以下のことが明らかとな

った。使用開始時の使用実態が望ましいものであるほど大学生時点でも安全な使用ができ

ている傾向があり，また，使用開始時の使用実態が望ましくかつ自律的に管理できている

ほど大学生時点においてインターネット依存に陥るリスクは低い可能性が示唆された。こ

れらのことから，子どものインターネット使用をめぐる問題に関して，使用実態の望まし

さだけでなく，自律的か他律的かという観点からも使用状況を捉えることの重要性が示唆

された。 

 

キーワード：情報モラル教育，インターネット使用態度，インターネット依存，自律的使用 

 

※1 岡山大学大学院教育学研究科 

 

 

Ⅰ 問題と目的 

スマートフォンやゲーム機器等，子どもがインターネット環境を手にする時

期は年々低年齢化する傾向にあり（例えば内閣府，2020），ネット依存，ネット

いじめ，睡眠不足や生活習慣の乱れ等，子どものインターネット使用をめぐる

様々な問題が指摘されてきた。こうしたインターネットに関わる子どもの問題

への関心は世界的に高まっており（Campbell & Bauman, 2018），諸外国との比

較では，日本の子どものインターネットを巡る課題の状況は悪いとはいえない

ものの（Strohmeier, Aoyama, Gradinger, & Toda, 2012）決して楽観視するこ

とはできない。 

学校現場ではこうした問題に対処するため，情報モラル教育が推進されてき

たが，その内容は，インターネット使用の問題点や危険を啓発しトラブルを予

防したり，ルール等を設け使用を制限したりする方向で行われることが多い（酒

井・塩田，2018）。しかし，こうした大人主導の他律的な対策は，子ども側のイ

ンターネットの使用実態が非常に速いスピードで刻々と変化し続け大人からは

把握しづらいため，問題状況に対して常に後追いとならざるを得ない。その意

味で，大人主導の規制・介入だけでは解決しえない領域であるといえる。 
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また一方で，インターネットは現代を生きる私達には最早必須のツールであ

り，Society5.0 の到来に向け，子どもの情報リテラシーの育成やインターネッ

ト活用について考えるとき，「危険から子どもを守る」という予防的観点のみな

らず「より良く使いこなすための自己指導力を育てる」という開発的な観点を

欠くことはできない。with コロナ時代においてオンライン活用の重要性がさら

に高まっている現状を顧みてもこのことは喫緊の課題といえよう。 

この点に関して酒井・塩田（2018）は，現在の教育現場において，子どもの

インターネット使用に関する指導は，リスク回避や情報モラルの観点から規制

することを中心に論じられることが多く，子どもの中に自律的な使用態度を育

てるという観点から取り上げられる事は未だ少ないことを指摘した。そして，

その観点の有用性について中学生を対象とした質問紙調査により検討した。そ

の結果，ネット依存を改善するために「自律的利用意識」「利用実態の把握」が

有効である可能性を報告している。 

また，子どものインターネット使用をめぐる問題のうち，対人関係やコミュ

ニケーション能力が絡む問題の背景には，対人関係形成能力や社会的スキル等

の未発達や課題がある事が指摘されていることからも（例えば，西野・原田・

若本，2018），子どものインターネット問題への対応を考える際の姿勢として，

発達を促進する開発的なスタンスで取り組む重要性が指摘できる。 

先に述べたように，子どものインターネット使用に関する指導は，リスク回

避や情報モラルの観点から論じられることが多く，子どもの中に自律的な使用

態度を育てるという観点は未だ少ない（酒井・塩田，2018）。そこで本研究では，

子どもの自律的なインターネット使用態度を育てることの有効性に関する基礎

データを収集するため，大学生を対象として，インターネット使用開始時点で

の使用状況，親や家族による指導や介入の状況と，大学生である現在の使用態

度，インターネット依存傾向との関連について検討することとした。 

 

Ⅱ 方法 

１ 調査参加者 

総合大学の教育学部に在籍する学生 95 名（男性 34 名，女性 60 名，不明１ 

名）が調査に参加した。調査参加者のほとんどは中学校教諭免許状取得が卒業

要件となる課程の在籍者であった。 

 

２ 質問紙の構成 

調査に使用した質問紙は，（１）インターネットの使用歴・使用状況，（２）

現在のインターネット使用態度，（３）インターネット依存傾向の３つの部分か

ら構成されていた。 

 

（１）インターネットの使用歴・使用状況 

インターネットの使用歴・使用状況として，小学校入学前～現在（大学）ま

での期間について，①使用歴，②通信量・時間のコントロール状況，および危
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険・トラブル回避に関するリスク状況，③②の管理における自律・他律の程度

を尋ねた。 

具体的には，「①使用歴」については，「小学校入学前」から現在に至るまで

の時期について，インターネットに接続することのできる自分用の機器を使用

していた期間をすべて選択してもらった（選択肢は「小学校入学前」「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）」「中学校１～２年生」「中学校３年生」「高校１～２年生」「高校３年生」「高

校卒業後～大学・専門学校等」「大学・専門学校等卒業後」であった）。 

次に，②の「通信量・時間のコントロール状況」については，①で使用して

いたと回答した期間について，「かなりコントロールできていた」から「全くコ

ントロールできていなかった」までの４段階で評定を求めた。また，「危険・ト

ラブル回避に関する状況」については，安全な使い方が「完全にできていた」

から「全くできていなかった」までの４段階で評定を求めた。 

また，「③②の管理における自律・他律の程度」については，①で使用してい

たと回答した各期間について，「通信量・時間のコントロール」と「危険・トラ

ブル回避」のそれぞれについて，「すべて自力で（自分で考えて）コントロール

していた」，「だいたい自力で（自分で考えて）コントロールしていたが，親や

家族などにも少し頼っていた」，「半分程度は自力で（自分で考えて）コントロ

ールしていたたが，半分程度は親や家族などにも頼っていた」，「だいたい親や

家族に頼っていたが，少しは自力で（自分で考えて）コントロールしていた」，

「すべて親や家族などに頼っていた」の５段階で評定を求めた。 

 

（２）インターネット使用態度 

現在の（大学生時点での）インターネット使用態度として，表１に示す８項

目を使用し，「とてもそう思う」から「まったくそう思わない」までの５段階で

評定を求めた。 

 

（３）インターネット依存傾向 

インターネット依存傾向を測定するために，インターネット依存度テスト

（樋口，2017）（久里浜医療センター訳，20 項目，「全くない」から「いつもあ

る」までの５段階評定※１）を使用した。 

 

３ 調査の実施方法 

大学の教職科目の授業終了後に受講者の学生を対象に調査への協力を求め

た。調査は無記名で，回答者個人が特定されない方法で行われた。調査の実施

にあたり倫理的な配慮として，調査への参加は任意で参加を拒否することによ

る不利益は無いこと，また，回答したくない項目への回答は不要である旨を説

明した。 
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表１ 現在のインターネット使用態度を問う項目 

項目

番号 
内 容 

①  インターネットの適切な使い方について，ふだんから考えている 

②  インターネットの使い方について，自分なりのルールを決めている 

③  勉強や生活の妨げにならないよう，インターネットなどの使用時間や通信

量をコントロールしている 

④  インターネット上で人とやりとりをする際に，危険やトラブルに巻き込ま

れない安全な使い方ができる 

⑤  インターネット上で人とやりとりをする際に，相手を傷つけない使い方が

できる 

⑥  インターネット上で，自分や他の人の個人情報やプライバシーをきちんと

守れる 

⑦  インターネットの適切な使い方について，ふだんから自分の身の回りの人

と話し合っている 

⑧  身の回りの人がインターネットの不適切な使い方をしているのに気づい

たら，やめるように言える 

 

 

Ⅲ 結果と考察 

 本研究では，子どもの自律的なインターネット使用態度を育てるための手が

かりを得るため，インターネット使用開始時点での使用状況，親や家族による

指導や介入の状況と，大学生である現在の使用態度，インターネット依存傾向

との関連について検討することを目的としていた。 

そのため，調査参加者のうち，自分用のインターネット接続環境を入手した

時期として，小学校５～６年生から中学校３年生までと回答し，かつ回答に不

備の無かった 60 名（男性 26 名，女性 34 名）を以下の分析の対象とした。小学

校中学年以下で使用を開始するケースであれば，保護者のコントロールのもと

で使用する場合が大半を占め，一方，高校生以上で使用開始するケースであれ

ば子ども自身でコントロールして使用する場合が大半を占めると考えられるた

め，インターネット使用開始時点での親や家族による指導や介入の状況に個人

差が存在すると考えられる上記ケースを分析対象とした。 

分析に用いた各変数は，以下のように算出した。 

まず，インターネット使用開始時期の変数については，「通信量・時間のコン

トロール状況」と「危険・トラブル回避に関する状況」の各４段階の評定値（１

～４）を加算して「インターネット使用状況」として使用した。高い値ほどコ

ントロールができており，リスク回避ができていることを示す。また，「自律・

他律の程度」については，「通信量・時間のコントロール」と「危険・トラブル

回避」のそれぞれについての，自律・他律の程度の５段階の評定値（１～５）

を，自律的に管理できているほど高得点になるように加算して使用した。 
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次に，現在（大学生時点）の変数については，「インターネット使用態度」と

して，表１に示す８項目の評定値（５段階評定）を使用した。それぞれ１～５

の値をとり，高い値ほど望ましい使用態度であることを示す。また，「インター

ネット依存傾向」として，インターネット依存度テストの得点を用いた。イン

ターネット依存度テストの得点範囲は 100～20 点であり，高得点ほど依存傾向

が強いことを示す。評定値の解釈として，70 点以上はネット依存的傾向高，69

～40 点はネット依存的傾向中，39～20 点はネット依存的傾向低と解釈される

（樋口，2017）。 

 

１ 各変数の基礎統計量 

各変数の基礎統計量を表２に示す。また，「インターネット依存傾向」の度数

分布については，依存傾向高レベル（70 点以上）に３名（5.1%），依存傾向中レ

ベル（69～40 点）に 34 名（56.6%），依存傾向低レベル（39～20 点）に 23 名

（38.3%）が分布していた。 

 

表２ 各変数の基礎統計量１）  
 平均値 （SD） 得点可能範囲  
インターネット使用開始時の変数    
  インターネット使用状況  6.35 (1.52) 2 ― 8 
  自律・他律の程度  7.48 (2.24) 2 ― 10 
現在（大学生時点）の変数     
 インターネット使用態度２）     
  ①適切な使い方を考える  3.42 (1.08) 1 ― 5 
  ②自分なりのルール  3.03 (1.09) 1 ― 5 
  ③使用時間・量のコントロール 3.10 (1.07) 1 ― 5 
  ④安全な使い方  4.32 (0.75) 1 ― 5 
  ⑤傷つけない使い方  4.38 (0.80) 1 ― 5 
  ⑥プライバシーの保護  4.17 (0.85) 1 ― 5 
  ⑦適切な使い方を話し合う  2.35 (1.02) 1 ― 5 
  ⑧不適切な使い方への介入  3.07 (1.10) 1 ― 5 
 インターネット依存傾向  44.38 (12.96) 20 ― 100 

１）N=60．  
２）インターネットの使用態度の各項目内容（①～⑧）は表１を参照のこと．  
 

 

２ 変数間の関連 

インターネット使用開始時の各変数（「インターネット使用状況」，「自律・他

律の程度」）と，現在（大学生時点）の各変数（「インターネット使用態度」８

項目，「インターネット依存傾向」）の間の相関係数を表３に示す。なお，「イン

ターネット使用状況」と「自律・他律の程度」の間の相関係数は，r=-.07（n.s.）
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であり，両者間には関連はみられなかった。また，現在（大学生時点）の変数

間の相関係数を表４に示す。 

表３に示すように，変数間に強い相関関係はみられなかったが，使用開始時

の「インターネット使用状況」は，現時点での「④安全な使い方」と有意な相

関が示され，使用開始時に低リスクな使い方ができている人ほど，現時点にお

いても安全な使い方ができていると認識していた。また，「自律・他律の程度」

は，「⑦適切な使い方を話し合う」との間に有意な負の相関が示され，使用開始

時に他律的な状況であった人ほど，現時点でも自分の周囲の人との間でインタ

ーネットの使い方について話す傾向があるといえる。 

加えて，統計的には有意傾向にとどまったが（p<.10），「インターネット使用

状況」と「自律・他律の程度」はともに「インターネット依存傾向」との間に

負の相関が示された。使用開始時に低リスクで自律的な使い方ができていた人

ほど現在のインターネット依存傾向が低い傾向が示唆される。 

これらのことから，使用開始時の使用実態が望ましいものであるほど大学生

時点でも安全な使用ができている傾向があり，また，使用開始時に親・家族等

がしっかりと関わることで，その後もインターネットの使い方について話題に

し共有していける可能性が高まると考えられる。また，使用開始時の使用実態

が望ましく自律的に管理できているほど大学生時点においてインターネット依

存に陥っているリスクは低い可能性が考えられる。 

 

表３ 各変数間の相関係数１） 

 インターネット使用開始時の変数 

 インターネット 
使用状況 

自律・他律の程度 

現在（大学生時点）の変数   

 インターネット使用態度２）   

  ①適切な使い方を考える -.10 -.04 
  ②自分なりのルール -.17 -.06 
  ③使用時間・量のコントロール -.20 -.08 
  ④安全な使い方   .27*  .15 
  ⑤傷つけない使い方  .08  .13 
  ⑥プライバシーの保護  .23  .05 
  ⑦適切な使い方を話し合う -.21  -.30* 
  ⑧不適切な使い方への介入 -.10  .05 
 インターネット依存傾向  -.25+  -.23+ 

１）N=60．*p<.05, +p<.10.  
２）インターネットの使用態度の各項目内容（①～⑧）は表１を参照のこと．  
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表４ 現在（大学生時点）の各変数間の相関係数１） 

 インターネット使用態度  

 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

インターネット使用態度２）          

① 適切な使い方を考える   .58* .39* .02 .24 .28* .53* .43*

② 自分なりのルール    .65* .01 .20 .10 .49* .27*

③ 使用時間・量のコントロール    -.04 .23+ .15 .42* .31*

④ 安全な使い方      .47* .58* -.26* -.13

⑤ 傷つけない使い方       .40* -.02 -.16

⑥ プライバシーの保護        .17 .08 

⑦ 適切な使い方を話し合う         .40*

⑧ 不適切な使い方への介入          

インターネット依存傾向  -.02 -.06 -.06 -.27* -.08 -.30* .07 .02 
１）N=60．*p<.05, +p<.10.  
２）インターネットの使用態度の各項目内容（①～⑧）は表１を参照のこと．  
 

 

３ インターネット使用開始時の使用実態別にみた，大学生時点でのインター

ネット使用態度およびインターネット依存傾向 

インターネット使用開始時の使用実態と，現在（大学生時点）の「インター

ネット使用態度」，「インターネット依存傾向」との関連について検討するため

に，インターネット使用開始時の使用実態にもとづく４群を設定した。すなわ

ち，「インターネット使用状況」の望ましさの程度（高リスク，低リスク）およ

び「自律・他律の程度」（自律，他律）により，低リスク自律群，低リスク他律

群，高リスク自律群，高リスク他律群の４群に分類した（表５）。 

各群の大学生時点での「インターネット使用態度」および「インターネット

依存傾向」の評定値を表６に示す。「インターネット使用態度」および「インタ

ーネット依存傾向」について４群間の平均値の差の検定（一要因被験者間分散

分析）を行った結果，群の主効果が有意であったのは，「④安全な使い方」（F（3, 

59）=4.19, p<.05）と「インターネット依存傾向」（F（3, 59）=3.61, p<.05）

であった。多重比較の結果，「④安全な使い方」においては，低リスク自律群が

高リスク自律群，高リスク他律群よりも有意に評定値が高かった。また，「イン

ターネット依存傾向」においては，低リスク自律群が高リスク他律群よりも有

意にインターネット依存傾向が低かった。 

これらのことから，インターネット使用開始時において，低リスクな使い方

が自律的にできていた群は，大学生の時点において，高リスクであった群より

もトラブル予防という点においてより安全に，また，周囲からの指導・介入が

あってなお高リスクな使い方をしていた群よりも，インターネット依存のリス

クが低い状態で，インターネットを使用できているといえる。 

これらのことから，インターネットを使い始める際の使い方は，その後の使
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い方とも関係しており，やはり，最初から比較的自律的で望ましい使い方がで

きていたケースではその後も安全な使い方や依存のリスクが低い状態を保つ傾

向があるといえる。一方で，低リスク他律群について着目してみると，インタ

ーネット依存傾向の得点は，統計的に有意な差ではないものの低リスク自律群

との間に開きがあり，高リスク自律群の得点や高リスク他律群の得点のほうに

近い。使用実態そのもののリスクは低い状態であっても他律的な力に支えられ

てコントロールされていたのであれば，その後，他律的な力が低減した時点で

は良好な使用状況を保てるとはいい難いと解釈できる。同様に高リスク他律群

についてみると，統計的に有意な差は低リスク自律群との間のみではあるが，

依存傾向の得点の平均値をみると高リスク自律群との間にも約５点の開きがあ

る。これらのことから，インターネット使用開始時の使用状況を捉える際に，

リスクの少ない使い方をできているかどうかという観点だけでなく，自律的か

他律的かという観点も必要であることがうかがえる。さらに，最初は他律的な

方法で使用状況をコントロールし望ましい状態に保つとしても，成長とともに

それをいかに本人の自律的なコントロールの力に置き換えていくかという点も

ポイントになると考えられる。 

 

 

 

 

表５ インターネット使用開始時の状態にもとづく４群の  
「インターネット使用状況」と「自律・他律の程度」の平均値（SD）  

 インターネット使用開始時の状態  
群間差  
検定１）  

 1 

L リスク自律 

（n=15） 

2 

L リスク他律 

（n=15）  

3 

H リスク自律

（n=16）  

4 

H リスク他律 

（n=14）  

使用状況２）  7.53(0.64) 7.73(0.59) 5.06(0.93) 5.07(1.00) 
50.65** 
2,1 > 3,4 

自律・他律
３）  

9.47(0.74) 5.40(1.68) 9.19(0.91) 5.64(1.15) 
52.86** 
1,3 > 4,2 

１）４群を水準とする１要因被験者間分散分析と多重比較（Tukey 法）の結果（F
値と有意水準（**p<.01），群間差）を示す．  

２）「インターネット使用状況」  
３）「自律・他律の程度」  
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表６ インターネット使用開始時の状態群別にみた  
大学生時点での「インターネット使用態度」と「インターネット依存傾向」  
 インターネット使用開始時の状態  

群間差  
検定１）  

 1 
L リスク自律  
（n=15） 

2 
L リスク他律 
（n=15）  

3 
H リスク自律

（n=16）  

4 
H リスク他律 
（n=14）  

使用態度
２）  

     

①  3.13(1.46) 3.47(0.99) 3.75(0.86) 3.29(0.91) 0.93n.s. 

②  2.87(1.30) 2.93(1.16) 3.19(1.11) 3.14(0.77) 0.30n.s. 

③  2.80(1.32) 3.07(1.10) 3.31(1.01) 3.21(0.80) 0.65n.s. 

④  4.80(0.41) 4.40(0.63) 4.06(0.77) 4.00(0.88) 4.19* 
1 > 3,4 

⑤  4.60(1.06) 4.40(0.83) 4.31(0.60) 4.21(0.70) 0.60n.s. 

⑥  4.47(0.74) 4.27(0.96) 3.94(0.85) 4.00(0.78) 1.29n.s. 

⑦  1.87(1.19) 2.33(1.05) 2.38(0.81) 2.86(0.86) 2.44+ 

⑧  2.80(1.15) 2.87(0.92) 3.38(0.96) 3.21(1.37) 0.96n.s. 

依存傾向
３）  

36.00(10.64) 46.20(7.84) 45.38(13.89) 50.29(15.11) 3.61* 
1 < 4 

１）４群を水準とする１要因被験者間分散分析と多重比較（Tukey 法）の結果（F
値と有意水準（*p<.05，+p<.10），群間差）を示す．  

２）「インターネット使用態度」．①～⑧の各項目内容は表１を参照のこと．  
３）「インターネット依存傾向」．  
 

 

４ 本研究の課題と展望 

 本研究において，インターネットの使用し始めの時期の使用状態がその後の

使用態度やインターネット依存傾向と関連することを示した。また，使用し始

めの頃の使用状況の望ましさだけでなく，本人が自律的に行ったかどうかとい

う点も必要な観点であることを示した。しかし，本研究の課題として，まず調

査対象者が少数であり大学生に限られていたこと，および大学生に小学校高学

年～中学生の頃の使用状況を回想して回答を求めたことから，サンプルの数と

質の問題が考えられる。また，今回の分析では，インターネット使用開始時の
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使用状態にのみフォーカスしたが，その後の使用歴についても検討していく必

要があろう。さらに，子どものインターネット使用における自律・他律をどの

ように捉えるか，その捉え方そのものに関しても検討・再考の余地が考えられ

る。子どものインターネット使用において自律的な使用態度を育む要因の検討

を進めるとともに，自律的な使用態度を育むための開発的な関わりのポイント

を示唆する知見の収集が望まれる。 
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論文題目 副題 

 

                                            

Relationship between Attitude towards Internet Use, Tendency of Internet Addiction 

and Internet Usage at the Time of First Use in university Students 

 

MIYAKE Motoko*1 

 

The relationship between attitude towards Internet use, tendency of Internet 

addiction and Internet usage at the time of first use was examined using a 

questionnaire for university students. Analysis was conducted 60 students who 

started using the Internet between 5th grade and 9th grade among the students who 

participated in the survey. As a result of the analysis, the following were mainly 

clarified. The more desirable the usage at the start of use, the safer it tends 

to be used even at the time of university students. In addition, the more desirable 

and managed autonomously the usage at the start of use, the lower risk of Internet 

addiction at the time of university students. From these facts, it was suggested 

that it is important to understand the usage not only from the viewpoint of the 

desirability but also from the viewpoint of autonomousness or heteronomy regarding 

the problem of children's Internet use. 

 

Keywords: information moral education, attitude towards Internet use, tendency of 

Internet addiction, autonomous use 

 

*1  Graduate School of Education, Okayama University 
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学内での年間活動状況 
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指導論ＤⅠ○教職入門ＤⅠ・ＤⅡ○教職実践演習（中・高）○特別活動論Ｃ〇教育心理学概説

Ｄ○工業化教育法（基礎Ⅰ・Ⅱ）○職業指導概説Ⅰ・Ⅱ○総合的な学習の時間の指導法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○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(令和 2年 2月 1日～令和 3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 1884 1137 1 0 18 80 257 3377 

新規利用者数 60 91 1 0 4 9 37 202 

 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(令和 2年 6月 17日実施) 参加者 18名 

テーマ：「授業これだけは！2020」 

講 師：岡山市教育委員会指導課 指導副主査 河原 大輔 先生  
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テーマ：「困難さのある子供の理解支援」  
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テーマ：「「子どもの問題行動」を考える」 
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講 師：岡山県総合教育センター 研修部 指導主事 浅野 雄一 先生 
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・「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 
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・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 
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・開催日：令和 3年 3月 4日（木） 
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・内 容：総会、報告、意見交換 
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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（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 

①教職員支援機構「教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」若手教員授業力向上

研修会「授業力パワーアップセミナー」 髙旗浩志 
 

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，「名字（すべて大文字）+名前（頭文字のみ大文字で後は小

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。 

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（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 

①教職員支援機構「教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業」若手教員授業力向上

研修会「授業力パワーアップセミナー」 髙旗浩志 
 

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 

 



（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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