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博物学研究

その５

～蕎麦猪口～
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部

１．蕎麦猪口とは

絵柄で圧倒的に多いのが植物文様です．花では，菊，

蕎麦猪口は，「そばちょこ」または「そばちょく」
と読み，
蕎麦のつけ汁を入れるための容器のことです．
猪口の読みは「ちょく」が転じて「ちょこ」となりま
したが，既に江戸時代には両方の読み方があったよう
です．語源は，中国福建語または朝鮮語で鐘(チョク)
という器に猪口という漢字を当て字した，或いは形か
らもイノシシの口を想像できるからという説がありま
す．
今日では蕎麦を食べる容器として広く知られていま
すが，もともとは酒器として酒が注がれたり，向付(む
こうづけ)として和え物や塩辛などが盛られたりして
いました．形や大きさも様々でしたが，現在の標準形

牡丹，蘭，燕子花(かきつばた)，菖蒲，水仙，櫻，椿，
鉄線，撫子，藤，朝顔，樹木・菜果では，松，竹，梅，
銀杏，楓，桐，柳，瓢箪，人参，栗，蕪，葡萄，茄子，
桃，瓜，柘榴です．その中でも特に春の草花を画材と
していることが多いようです．植物に比べると数分の
一ともいわれますが，代表的な動物文様としては，鳳
凰，獅子，龍，馬，鶴，亀，兔，蝙蝠(こうもり)，鷺，
雀，鴛鴦(おしどり)，虫，貝などがあります．他には，
山水，人物，唐草文様，舟，唐子，風雨，波，渦など
も描かれています．また，幾何，文字，記号，宝物な
どの文様にも様々なデザインがあります．
文様は外側面だけではなく，見込みや内面の口縁部

は尻すぼみの円筒形で口径は 7 ㎝前後です．一般的な
湯飲みやコップより一回り大きくも高さは口径よりも
小さいか同程度です．ではなぜこのような形が標準的
になったのでしょうか．小川（1974）は父から教わっ
た蕎麦の食べ方を次のように記しています．「ちょこ
は左で軽く押さえ，蕎麦は汁につくかつかないか程度
のところで，スルスルとやれ，蕎麦が長いからといっ

に描かれていることもあり，猪口を裏返せば高台内に
銘が描かれることもあります．これらの文様の大部分
は酸化コバルトを主成分とするコバルトブルーに発色
する呉須で描かれていますが，濃淡も様々で１点ずつ
手描きされていますので，同じデザインでも全く同じ
ものは存在しません．また，一口に青といっても燃焼
温度，コバルト以外の含有鉱物，還元焼成あるいは酸

て切ったりするな，立ち上がって食べろ」．要するに
食卓の上に置かれたまま蕎麦が出入りするので，安定
性を高くするために設置面積が広いこと，汁が飛び出

化焼成などの違いにより，様々な色合いの異なる青色
があらわれます．
呉須絵具を使って素焼きした素地の上に文様を表

さない程度の深さがあること，蕎麦湯を飲むときに片

し，
透明釉を施して焼成された製品を染付といいます．

手で持ちやすい大きさであることから今の形になりま

一般的な蕎麦猪口は染付ですが，色絵のものもあり錦

した．

と呼ばれています．
ところで蕎麦猪口の主な素材は，陶器，炻器，磁器

２．魅力とデザイン
骨董入門は蕎麦猪口から，と言われるようにシンプ

ですが，原料の土や釉薬や燃焼温度などによって少し
ずつも雰囲気が異なります．例えば，有田焼，瀬戸焼，

ルな形であるにもかかわらず，多種多様な文様が描か
れており，その絵柄は数万種を超えるとも言われるほ

砥部焼などの磁器は，地の色が白くて硬く表面が滑ら
かで，唐津焼，萩焼，備前焼，信楽焼などの陶器は，

どです．相当古い物から新しい物まで幅広い時代の流
れを楽しめること，実用的には応用範囲が広く蕎麦だ

地の色が土色で磁器より低い温度で焼かれています．

けでなく向付として食卓にアクセントを与えること，
他の古伊万里製品より入手しやすいこと，比較的安価

３．時代を読み取る
蕎麦猪口の種類は数千種類とも数万種類ともいわれ

な価格のものが多いことなどが，愛好家が多い理由で
す．

ています．これらは飾って楽しんだり，使って楽しん
だり用途はいろいろですが，やはり博物学的な資料と
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しては時代を見分ける要素が含まれていることに学問
的な価値があるといえるでしょう．高台を見れば大ま
かな時代を知ることが出来ます．江戸時代初期は厚手
の上げ底の高台で特に底部が極端に厚く重厚感があり
ます．生がけで肌色は薄墨色の濁りがあります．中期
になると高台とは呼べないくらいのベタ底でわずかに
縁取りがしてあり釉薬がかかっています．素焼きして
から絵付けをしてあるので肌色は青白色を呈するもの
が多くなります．後期はベタ底で輪形に臘抜きされて
その他には施釉されます．輪形が残り，この輪の幅が
広いほど時代は下がり，終わり頃には底には全く施釉
されないものまで出現します．明治以降には銅版印刷
が主流のベタ底となります．つまり，江戸初期のもの
はつくりが丁寧で高台がぽってりと高く上げ底になっ
ています．
色や文様や形や使いやすさなども大切ですが，作ら
れた時代背景を考えながら蕎麦をいただくのもまた一
段と美味しく感じられるのではないでしょうか．
４．参考・引用文献
中島由美（2001）古伊万里 蕎麦猪口・酒器 1000．講
談社，東京．
小川啓司（1974）そば猪口絵柄事典．光芸出版，東京．
高橋洋二（2002）実物大そば猪口事典(骨董をたのしむ
42[別冊太陽])．平凡社，東京．
豊田市民芸館（1997）第 39 回企画展 美濃・炻器染付
展－幻の呼称 太白焼の世界－[展示図録]．
矢部良明ほか（2002）角川 日本陶磁大辞典．角川書店，
東京都．
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教員免許等の資格取得を目指す学生のアイデンティティと特徴
Characteristics of college students who aim to obtain a certain job license

森

恭子・後藤

和史

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Kyoko Mori ・ Kazufumi Gotow
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

This study focused on characteristics of college students who aim to obtain a certain license such
as teacher's certificate in terms of identity status and Synthetic House-Tree-Person Test (S-HTP).
65 first-year college students who aim to obtain a certain job license were assessed by Identity
Status Questionnaire (Kato, 1983) and Synthesized House-Tree-Person Test (S-HTP; Maruno et al.,
1975). Two-step cluster analysis found that S-HTP pictures were categorized into four clusters
(simple type, hiding type, decorated type and coordinated type). It is found that students who aim
to be a gymnastic teacher associated with simple type of S-HTP, to be a Yogo teacher (school nurse)
with decorated type of S-HTP and identity foreclosure status, to obtain a certificate of psychology
with identity achievement status. These findings suggested future needs for supports to students'
career development along with ego-identity development.
Key Word：ego-identity ; identity status; S-HTP; job license

Ⅰ．問題と目的
青年期においては、アイデンティティを獲得するこ

む場、同時に若者を育成する場」（横山, 2008）１）で
ある。
すなわち、
大学は社会からある程度距離を置き、
自由に自己を探求する時間と教養としての学術を学生

とが重要な発達課題となる。アイデンティティとは
Erikson, E.H の人格発達理論における心理的社会的概
念を示すもので、「自分は何者か」
「自分は何ができる
のか」などの問いに答え、社会の中に自らの位置を見

に与え、学生は自由な時間の中でキャンパスライフを
満喫しながら、様々な体験を重ねたり、多様な学術を
学んだりしながら、自らの方向性を見出して大人へと
変容していくと考えられる。

出すことが求められる。社会に出る前にそのような課
題と向き合うために、青年は社会からの責任や義務を
免除される心理社会的モラトリアム期間を与えられる。
大学生はまさにモラトリアム期間にあり、勉学ととも

しかし、バブル経済崩壊後の不況が続く中で、日本

に自らの生き方を模索することが大きな課題となる。

社会はすべての面で切迫し、青年を育てる余裕さえ失
っているのではないか。企業が採用時に新卒者に求め
る資質に関して経済同友会が行った調査では、
「熱意・

大学は「研究をより広い観点から見た『学術』を育

意欲」や「筆記試験の成績」を重視する企業が減少し、
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説明能力や適性を測る試験の結果を重視する企業が増
加している。
「人材育成の余裕を失い、即戦力を求める
採用側の傾向が浮き彫りになった」
（毎日新聞）2）と書
かれている。このような不安定な社会の中で、若者が
焦りを抱くのは当然であり、それに伴い大学も「レジ
ャーランドから就職予備校へ」（片桐, 2009）３）と変
化している。大学はのんびりと青春を謳歌する場所で
はなくなり、学生は 3 年生から始まる就職活動に支障
がないよう準備万端整える場となってきた。つまり、
大学で時間をかけて試行錯誤しながらアイデンティテ
ィを模索することは困難になっている。
不況の影響は大学進学にも影響が及んでいる。河合

アイデンティティ感覚と S-HTP との関係を検討した
研究（青山ら, 2006）５）はあり、職業に対する価値意
識と自我同一性の関係を検討した研究（宮下ら, 1991）
６）
もある。また、養護教諭志望者については、志望動
機と養成科目への関心度に関する研究（下村, 2010）
７）
、ジェンダー意識に関する研究（池上, 2008）８）が
ある。さらに、教員養成学部生の進路選択に対する自
己効力（白尾ら, 2005）９）に関する研究もある。しか
しながら、資格志望によるアイデンティティおよび性
格特徴に関する研究は、これまで行われていない。

塾の「第 3 回全統マーク模試からみた受験生の志望動
向」によると、2011 年度の入試では「景気の低迷」
「就
職環境の悪化」が受験生の学部・学科選択に大きく影
響し、医療系、教員養成系等の「資格系学部」の志望
者増加が著しいと言う４）。
本学でも養護教諭、保健体育教員の免許、社会福祉
士、精神保健福祉士、医療事務、学芸員、心理関係の
資格取得を目指して入学する学生が増加している。そ
の理由として、前述したように社会、経済情勢の変化
に伴い、就職事情が厳しくなっていること、日本の終
身雇用制度や年功序列制度の崩壊に伴い、キャリアデ
ザインは自己責任となってきたことが考えられ、手に

本学の１回生 65 名を調査対象とし、
アンケート及び
同一性地位判定尺度、S－HTP 法を実施した。アンケー
トでは、取得したい資格、その資格を志望した時期、
理由を記入してもらった。
アイデンティティを測定する尺度としては、同一性
地位判定尺度（加藤, 1983）10）を用いた。この尺度は
「現在の自己投入」
「過去の危機」
「将来の自己投入の
希求」の各 4 項目計 20 項目から構成され、３つの変数
を用いて同一性地位を判別するものである。その結果
は①同一性達成地位、②権威受容地位、③同一性達成
‐権威受容中間地位、④積極的モラトリアム、⑤同一
性拡散地位⑥同一性拡散‐積極的モラトリアム中間地

職をつけたり、資格を取得することが重視されるよう
になったことが考えられる。また、仕事に生きがいを
求める傾向が強く見られ、そのために資格取得を目指
す学生も多い。さらに、学生だけではなく、保護者も
資格取得を重視する傾向がみられる。
大学は資格取得を目指す学生のニーズに応えるよう
に、教育、指導、支援をしていくことが求められてい
る。今まで本学では教職担当の各教員が教育、指導、

位の６つの同一性地位に分類される。
S-HTP 法は Beck,J.N.が 1948 年に考案した HTP 法
（ House-Tree-Person technique ） を 丸 野 ・ 徳 田 ら
（1975）が、発展させた描画テストである。HTP 法で
は家屋、樹木、人物を 3 枚の用紙にそれぞれ描くが、
S-HTP 法では 1 枚の用紙に家屋、樹木、人物を描く技
法である。S-HTP 法の施行は、三上（1995）11）が提唱
する用紙、教示を用いて行った。S-HTP の評定は三上

支援を担うとともに、小規模大学の利点を活かして、

（1995）12）・三沢（2002）13）・青木ら（2006）14）を参

チューターを中心に個々の学生にアプローチしてきた。
しかし、大学全体としてどのように学生を育てて卒業
させていくのかという視点からの取り組みは、まだ十

考に、①全体的評定項目、②人物に関する評定項目、
③家屋に関する評定項目、④樹木に関する評定項目、
⑤人物と家屋の関係に関する評定項目、⑥人物と樹木

分に機能していないと考えられる。今後、どのような
取り組みを行っていくかについて大学全体で考える必

の関係に関する評定項目の 6 種、
計 79 項目について実
施した。

要があり、そのためには、まず、学生のニーズや特徴
を把握していくことが重要である。

Ⅲ．結果

そこで、本研究では各資格を志望する学生の特徴を
把握することを目的として、アイデンティティや性格

１） S-HTP のクラスタリング
S-HTP について，個別の評定項目を繰り返し検討す

特徴の面から検討した。アイデンティティには、職業
アイデンティティが大きな位置をしめているので、資

るよりも，総合的・全般的に理解することのほうが心
理臨床実践として現実的であり，繰り返し検定による

格、職業を選択する際の過去の状況や現在の資格、職
業への希求の強さが把握できると考えた。さらに、統

第１種の過誤を防ぐという統計学的要求のためにも重
要であると思われる。そこで，S-HTP の各評定項目を

合的 HTP（以下 S－HTP）を実施し、性格特徴について
検討した。

ターゲットとした two-step クラスタ分析を行った。
そ
の結果，適応度指標である AIC が最低値（最適値）で

Ⅱ．方法
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あり，かつ解釈可能であっ
た４クラスタ解を最終的に
採用した。
第１クラスタ(n=14)は，
同一性達成群
(1)地面を媒介として各要
同一性地位
モラトリアム群
素が統合している，
(2)家の
クラスタ
早期完了群
描画に歪みがあり，ドアや
同一性拡散群
窓がない，
(3)記号化された
（
「○」で頭を，
「大」で胴
体と手足を描いたような）人物画，が他のクラスタと
比較して有意に多かった。クラスタリングされた実際
の描画作品を検討すると，課題が要求する最低限の要

表１ 同一性地位クラスタのクラスタ重心
現在の自己投入
平均

素を羅列的に並べて描いた内容が多い印象が強かった。
そこでこのクラスタを「単純型」と命名した。
第２クラスタ(n=13)は， (1)不完全な，顔が描かれ
ない人物像，
(2)人と木との間に何らかの関連があるこ
と，
が有意に多かった。
実際の描画作品を検討すると，
描画領域が小さく，人物像が記号化された線画ではな
いものの顔を描いておらず，自己評価の低さを示唆す
るような防衛的な（しかし洗練されていない）印象の
描画内容であった。そこで，このクラスタを「隠蔽型」
と命名した。
第３クラスタ(n=18)は，
(1)課題以外の付加物として
草花や太陽を描く，(2)家に煙突を付加する，こと，が
有意に多かった。実際の描画作品を検討すると，遠近
感の少ない平面的な描画に，用紙を埋めるかのように
付加物を追加したような印象の描画内容であった。そ
こでこのクラスタを「装飾型」と命名した。
第４クラスタ(n=12)は，
(1)中程度以上の遠近感，
(2)
複数線で構成，(3)道・動物を描く，(4)人物像が４頭
身以上（頭が小さい）こと，が有意に多かった。実際
の描画作品を検討すると，他のクラスタと比較して描

過去の危機

標準偏差

平均

将来の投入希求

標準偏差

平均

標準偏差

2.086

0.247

0.558

0.697

1.460

0.745

-0.273

0.594

0.731

0.752

0.410

0.722

0.915

0.586

-0.909

0.965

-0.440

0.875

-0.715

0.442

-0.705

0.321

-0.593

0.580

点化したものをターゲットに two-step クラスタ分析
を行うこととした。分析の結果，BIC や AIC などの適
合度指標の推移や解釈可能性を総合して４クラスタ解
を採用した。クラスタ重心を表１に示す。第１クラス
タ(n=6)は，すべての得点が高いことから「同一性達成
群」，第２クラスタ(n=23)は，
「過去の危機」が高く，
「将来の投入希求」がやや高いことから「モラトリア
ム群」
，第３クラスタ(n=9)は，
「過去の危機」が低いも
のの
「現在の自己投入」
が高いことから
「早期完了群」
，
第４クラスタ(n=17)は，すべての得点が低く「同一性
拡散群」と命名した。これらの結果を以下の分析・議
論で用いるときは
「同一性地位クラスタ」
と記述する。
分析で得られた同一性地位クラスタの妥当性を検討
するために，資格取得決定時期を中学校までと高校以
降との２群に分割し，同一性地位クラスタとのクロス
表を作成した（表２）。カイ二乗検定および Fisher の
正確確率法を行った結果，関連が有意傾向(χ2=7.287,
df=1, p<.10; Fisher’s exact p=.0792, p<.10)であ
り，続く残差分析によって，早期完了群において小学
生・中学生時期に取得資格を決定していた者が有意に
多く，資格取得決定時期が有意に早いことが見出され
た。
３）取得志望資格の決定時期
取得志望資格によって，決定する時期が異なるかど

画の構成度が高く，中には葛藤的テーマが描画に表現
されていると直感できる内容のものも見られた。そこ
で，このクラスタを「統合型」と命名した。
これらの結果を以下の分析・議論で用いるときは

うかを検討するために，決定時期を中学校までと高校
以降との２群に分割して各資格とのクロス集計を行い，
カイ二乗検定を行った。その結果，他の資格では決定
時期に有意な関連は見られなかったが，養護教諭につ

「S-HTP クラスタ」と記述する。

いては取得決定時期が有意に早いことが見出された
２）同一性地位のクラスタリング
同一性地位判定尺度につ

表２ 同一性地位クラスタと資格取得決定時期との関係

いては，オリジナルに基づ
いて各下位尺度得点を算出
した。同一性地位の判定基
準はオリジナルに基づくと，
中間群が多くなりすぎ先行
研究に基づいた議論を行う
のが難しくなる。そこで本
研究では，下位尺度をｚ得

同一性地位クラスタ

小学生

度数

決定

中学生

調整済み残差

時期

高校生

度数

以降

調整済み残差

合計

度数

6

同一性達成

モラトリアム

早期完了

同一性拡散

0

4

5

-1.5

-1.1

2.3

.4

6

19

4

10

1.5

1.1

-2.3

-.4

6

23

9

14

4

合計
13

39

52
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表３ 養護教諭の志望決定時期

(χ2=8.750, df=1, p<.01; 表３参照)。

養護教諭

４）取得志望資格と同一性地位との関連
取得志望資格と同一性地位との関連を検討するた
めに，第一に，取得志望資格の有無による２群の同
一性地位判定尺度の各下位尺度の平均値の差異をｔ
検定を用いて検討した。その結果，
「過去の危機」に
ついて，
（養護教諭免許に加えて）保健科教諭免許取
得を志望する群は非志望群と
比して有意に平均値が低く
(t=-2.221, df=53, p<.05)，
心理系資格取得を志望する群
は非志望群と比して有意に平
均 値 が 高 か っ た (t=3.145,
df=53, p<.01)。その他の資格，
下位尺度については有意な平
均値の差は得られなかった。
第二に，同一性地位クラス
タと取得志望資格とのクロス
表に対してカイ二乗検定およ
び Fisher の正確確率法によ
る分析を行った結果，心理系
資格について有意な関連がみ
ら れ た ( χ 2=11.451, df=3,
p<.01; Fisher’s exact
p=.0107, p<.05; 表４参照)。
残差分析の結果，心理系資格
取得を志望する群は同一性達
成群が有意に多く，同一性拡
散群が有意に少ないことが見
出された。その他の資格につ

志望あり

合計
17

小学生

度数

7

10

決定

中学生

調整済み残差

-3.0

3.0

時期

高校生

度数

36

9

以降

調整済み残差

3.0

-3.0

度数

43

19

合計

45

62

表４ 心理系資格取得志望の有無と同一性地位クラスタとの関連
同一性地位４クラスタ

調整済み残差

資格

度数

志望あり

モラトリアム

3

18

9

17

-2.6

-1.3

1.4

2.0

3

5

0

0

2.6

1.3

-1.4

-2.0

6

23

9

17

調整済み残差
合計

度数

早期完了

同一性拡散

47

8

55

表５ 養護教諭取得志望の有無と同一性地位クラスタとの関連
同一性地位４クラスタ

志望なし
養護

同一性達成

モラトリアム

度数

教諭
志望あり

合計

同一性拡散

5

17

4

12

.7

-1.7

.2

1

6

5

5

-.8

-.7

1.7

-.2

6

23

9

17

度数
調整済み残差

合計

早期完了

.8

調整済み残差

度数

38

17

55

表６ 保健体育教員免許取得志望の有無とS-HTPクラスタとの関連
S-HTP４クラスタ
単純型

隠蔽型

装飾型

合計

統合型

志望

度数

保健

なし

調整済み残差

体育

志望

度数

7

2

2

0

あり

調整済み残差

3.4

-.4

-1.1

-1.9

度数

14

13

18

12

かったが、養護教諭について

合計

５）取得志望資格と S-HTP の
描画特徴との関連
取得を志望する資格によっ

7

11

16

12

-3.4

.4

1.1

1.9

46

11

57

表７ 養護教諭免許取得志望の有無とS-HTPクラスタとの関連
S-HTPクラスタ

て S-HTP の描画特徴に違いが
みられるかを検討するために，
第一に，取得志望資格と

単純型

隠蔽型

装飾型

合計

統合型

志望

度数

14

10

9

6

S-HTP クラスタとのクロス表

養護

なし

調整済み残差

2.9

.8

-2.0

-1.5

に対してカイ二乗検定および
Fisher の正確確率法による

教諭

志望

度数

あり

調整済み残差

分析を行った。その結果，他

合計

同一性達成
度数

志望なし
心理系

いては有意な関連は得られな
は残差分析の結果、早期完了
群が多い傾向（ｐ<.10）が見
られた（表５）
。

志望なし

合計

度数

7

0

3

9

6

-2.9

-.8

2.0

1.5

14

13

18

12

39

18

57
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保健体育
ノード 0
カテゴリ %
n
×
81.0 47
○
19.0 11
合計
100.0 58
ｓ－ＨＴＰクラスタ
P 値=0.001, カイ 2 乗=13.094, 自
由度=2

装飾型; 隠蔽型
ノード
カテゴリ
×
○
合計

1
%
n
87.1 27
12.9 4
53.4 31

統合型; <欠損値>
ノード 2
カテゴリ %
n
×
100.0 13
○
0.0 0
合計
22.4 13

単純型
ノード
カテゴリ
×
○
合計

性別
P 値=0.021, カイ 2 乗=5.291, 自由
度=1

性別不明
ノード 4
カテゴリ %
n
×
76.5 13
○
23.5 4
合計
29.3 17

3
%
n
50.0 7
50.0 7
24.1 14

選択されるように設定した。分析の結
果，保健体育教員免許の取得志望者に
ついては（図１参照），単純型の S-HTP
を作成する者が有意に多く
（ノード３），
統合型の S-HTP を作成する者が有意に
少ないこと（ノード２）と，隠蔽型・
装飾型の場合，性別が不明である人物
像を描くことが有意に多いこと（ノー
ド４）が見出された。また，養護教諭
免許の取得志望者については（図２参
照），
単純型の S-HTP を作成する者が有
意に少ないこと（ノード２）と，隠蔽
型・装飾型・統合型の場合，人物と木
との間の関連が有意に見られないこと
（ノード３）が見出された。
６）同一性地位による S-HTP の描画特
徴
同一性地位による S-HTP の描画特徴
の差異を検討するために，同一性地位
クラスタを従属変数，S-HTP クラスタ
および各評定項目を独立変数とした決
定木分析(Exhaustive CHAID 法)を行っ
た。分析の際，カイ二乗検定をベース

同性; 異性; 両性
ノード 5
カテゴリ %
n
×
100.0 14
○
0.0 0
合計
24.1 14

の資格では有意な関連は見られなかったが，保健体育
教員免許お よび養護教諭免許の取得志 望の有無と
S-HTP クラスタとの関連が有意であった（それぞれ，
保健体育: χ2=12.245, df=3, p<.01, Fisher’s Exact

とした分析であることを考慮して，ノ
ードの構成人数を最低 10 名以上とな
るようにした。また，当初の分析では
総合的・全体的評定である S-HTP クラスタを優先的に
選択されるように設定したが，選択結果が有意ではな
かったため(χ2=5.301, df=3, ns)，設定を解除して分
析を行った。最終的な分析結果を図３に示す。有意性

p=.0084, p<.01; 養護教諭: χ2=11.608, df=3, p<.01,
Fisher’s Exact p=.0038, p<.01）
。それぞれのクロス
表を表６および表７に示す。残差分析の結果，保健体

の確認のため残差分析を行ったところ，家にドアを描
かない者が早期完了群で有意に多く（ノード１）
，課題
以外の付加物を地面も含めて描かない者が同一性達成

育教員の免許取得を志望する群は単純型の S-HTP を作

群で有意に多く（ノード３）
，家に煙突を描き加える者

成する者が有意に多く，統合型の S-HTP を作成する者

が同一性拡散群で有意に多く（ノード５）
，モラトリア

が少ない傾向(p<.10)が見出され，
養護教諭の免許取得
を志望する群は，単純型の S-HTP を作成する者が有意

ム群で有意に少ないこと（ノード６）が見出された。

に少ないが，装飾型の S-HTP を作成する者が有意に多
いことが見出された。

Ⅳ．考察
１）資格志望と同一性地位

さらに，保健体育教員免許および養護教諭免許の取
得志望者について S-HTP の描画特徴を詳細に検討する

資格志望の学生は、大学で資格を取得し、その職業
に就くことを目指していると考えることができる。将

ために，取得志望の有無を従属変数，S-HTP クラスタ
および各評定項目を独立変数とした決定木分析

来の目標を明確にして入学しているのであり、アイデ
ンティティが確立していると予測した。宮下らは職業

(Exhaustive CHAID 法)を行った。分析の際，カイ二乗
検定をベースとした分析であることを考慮して，ノー

に対する価値意識と自我同一性について研究し、
「自我
同一性と職業的同一性は職業に対する価値意識（職業

ドの構成人数を最低 10 名以上となるようにし，
そして

を重視するか否か）
にかかわらず密接に関連している」
と述べている。つまり、職業的同一性が確立している

図１ 保健体育教員免許取得志望の有無による S-HTP の描画特徴

総合的・全体的評定である S-HTP クラスタを優先的に

8
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早期完了型が多い傾向が見られた。早期完了型は、意
思決定を行う危機的な時期を経験していないが、両親
や権威の期待と目標をそのまま受け入れて、その目標
に積極的に関与する状態にある。しかし、進路選択の
理由について検討すると、自分が出会った養護教諭を
モデルに将来像を考えている者が養教志望者の 10 人
（52.6％）であり、親が教員だからという者は１人
（0.05％）であった。つまり、両親の目標を受けいれ
たと言うよりは、自分自身について考える思春期以前
に悩んだり、迷ったりすることなく進路を決めている
と考えられる。本来の早期完了とは違っているが、悩
まずに進路決定をしたという点は同じである。

養護教諭
ノード 0
カテゴリ %
n
×
69.0 40
○
31.0 18
合計
100.0 58
ｓ－ＨＴＰクラスタ
P 値=0.000, カイ 2 乗=13.382, 自
由度=1

装飾型; 隠蔽型; 統合型

単純型; <欠損値>

ノード 1
カテゴリ %
n
×
58.1 25
○
41.9 18
合計
74.1 43

ノード 2
カテゴリ %
n
×
100.0 15
○
0.0 0
合計
25.9 15

２）S-HTP のクラスタリング
S-HTP のクラスタリングは「単純型」
、
「隠蔽型」、
「装
飾型」、
「統合型」の４パターンに分類された。
「単純型」は、絵は羅列的で付属物も乏しく、与え
られた課題のみを描いている。このような絵は意欲の
乏しさや情緒面の平板さを示していると考えられ、情
緒的に未発達の状態にあるととらえることができる。
「隠蔽型」は、描画領域が小さく，人物像が記号化
された線画ではないものの顔を描いておらず，人物の
簡略化に特徴がある。このような絵について、高橋は
「テストに対する自己防衛的な態度や警戒心を表して

何らか関連（人と木）
P 値=0.016, カイ 2 乗=5.848, 自由
度=1

×
ノード 3
カテゴリ %
n
×
46.7 14
○
53.3 16
合計
51.7 30

○
ノード 4
カテゴリ %
n
×
84.6 11
○
15.4 2
合計
22.4 13

図２ 養護教諭免許の取得志望の有無による S-HTP の描画特徴

いる。と同時に、このような人物画を描く者は、人間
関係において不安感をもち、自己概念（自分とは何か
ということについての認知）を確立しておらず、他人
に対する敵意をもち、人間関係を避けようとしている
ことに留意しなくてはならない」15）と述べている。つ
まり、自己概念が曖昧であり、対人関係においても回
避的であるが、ある程度、自己防衛できる力は持って
いるととらえることができる。

ならば、自我同一性も確立していると考えた。
資格志望とアイデンティティステイタスの関係にお
いて、心理学系の資格を志望する者（以下心理学系志
望者）に同一性達成地位が有意に多く、同一性拡散地
位が有意に少なかった。同一性達成型は、過去の危機
を経験し、現在、将来の自己投入が高い。つまり、過
去に自らと向き合い、進路や自分自身について悩む体
験を経験し、
自分の意志である一定の職業を選択して、

「装飾型」は草花、太陽という付加物が描き加えら

自らの進む方向へ積極的に関与している者たちである。
一方、同一性拡散型には過去の危機は経験している場
合といない場合がある。
前者は自らの方向を定めずに、

れているのが特徴である。
絵を統合的に描くためには、
付加物を描き入れて課題をまとめることは一つの手段
となる。付加物について、三上は「パーソナリティの

積極的に職業を選択したり、関与したりしない者であ

豊かさや積極性を反映するもの」16）と述べている。ま
た、付加物は発達段階によって差が見られ、三上によ

る。後者は危機を経験することが困難であり、将来に
ついても考えることができず、積極的に関わっていな
い者である。つまり、自分が何者であるか、何ができ

ると、小学校までの段階では、雲、太陽、草花、動物
などの身近な自然を描くことが多く、中学以降は山、

るかということを迷うことができなかったり、迷った

道、囲いなど、遠近感を加えるのに役立つような付加
物が増える 17）。草花や太陽は身近な自然であり、発達

が、何も見いだせなかったりしたために、現在や将来
の目標に積極的に関与することができない、いわば自
分自身を見失った状況にある。
心理志望者は過去に
「自

的にとらえれば、
「装飾型」は思春期前の段階の心性に
あるととらえることができる。また、草花、太陽とも

分とは何か」、
「何ができるのか」等の悩みを通して将
来の目標を見出し、その目標に向かって積極的に関わ

温かさや明るさを示すものである。
絵を飾りたてたり、
華やかさを加えたりする効果が期待できる。統合にま

っているととらえることができる。
また、養護教諭を志望する者（以下養教志望者）に

で至らない絵に付加物を描き加えることで、補おうと
する意図があるのではないか。

9

原著

同一性地位４クラスタ
ノード 0
カテゴリ
%
同一性達成 12.5
モラトリアム 43.8
早期完了
18.8
同一性拡散 25.0
合計
100.0

人の知能を知るには限界がある」20）と述べている。
また、
「被検者の年齢と描画を考察し、被検者の知
的面に限らず、情緒面や社会的な成熟度を明らか
にすることができる」21）と述べている。つまり、
成人については、描画の変化は知的能力の発達よ
りも情緒的・社会的な成熟を示すのではないか。
三上は幼児から大学生に S-HTP 法の変化を研究
し、
「大きさのバランスを含めて、描画全体の調和
がさらに増すとともに、成人になるに従い男女関
係や仕事をテーマにした絵が目立つようになる」
22）
と述べている。描画全体の調和が取れてくるこ
とは、情緒的な安定を示し、テーマの変化は社会

n
6
21
9
12
48

ドアなし
P 値=0.026, カイ 2 乗=9.279, 自由度=3

○
ノード 1
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

×

%
25.0
16.7
41.7
16.7
25.0

ノード 2
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

n
3
2
5
2
12

%
8.3
52.8
11.1
27.8
75.0

n
3
19
4
10
36

課題以外付加物
P 値=0.015, カイ 2 乗=10.468, 自由度=3

ある; なし(地あり)
ノード 3
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

%
0.0
58.3
16.7
25.0
50.0

なし(地なし)
ノード 4
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

n
0
14
4
6
24

%
25.0
41.7
0.0
33.3
25.0

n
3
5
0
4
12

付加物(家)
P 値=0.001, カイ 2 乗=13.011, 自由度=2

煙突
ノード 5
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

ろうか。

×

%
0.0
27.3
18.2
54.5
22.9

n
0
3
2
6
11

ノード 6
カテゴリ
同一性達成
モラトリアム
早期完了
同一性拡散
合計

的成熟を示していると考えられる。
このような観点から考えると、S-HTP 法におけ
る構成の変化は、情緒の発達ととらえることがで
き、
「単純型」から「隠蔽型」、次に「装飾型」、さ
らに「統合型」へと移行していくと考えられる。
資格別に見ると、
「単純型」は保健体育教員を志
望する者（以下保体志望者）に、
「装飾型」は養教
志望者に有意に多く見られた。アイデンティティ
地位との関連から考えると、
「装飾型」が有意に多
かった養教志望者は早期完了型が多い傾向が考え
られる。養教志望者は過去の危機を経験しないた
めに、思春期前心性に留まっているのではないだ

%
0.0
84.6
15.4
0.0
27.1

３）資格志望別の特徴
①養護教諭を志望する者
養教志望者では、前述したように、進路決定の時
期が早いこと、S-HTP 法の構成が「装飾型」であ
ること早期完型が多いことが特徴だった。早期完

n
0
11
2
0
13

了型は、S－HTP 法においてドアの欠如が有意に多
かった。
他の資格志望者の多くは高校生で進路を決定し

図３ 同一性地位クラスタと S-HTP の描画特徴との関連

ているが、養教志望者は小中学生で進路を決定し
ている者が多い。小中学生の時期では、自らの能

「統合型」
は遠近感があり、
バランスがとれており、

力、適性を的確に判断する力は十分育っていない。ま
た、養護志望者は過去の危機を経験していないことか

構成も調和がとれている。巧拙はあるにせよ、成熟し
た大人が描く絵と言えよう。

ら、自らの進路を早々に決定したので、自分と向き合
ったり、進路について悩むこともなかったと考えられ

絵画は発達に伴い、幼児期のなぐり描きから美術へ
と変化していく。高橋は①なぐり描き、②象徴画、③

る。つまり、養教志望者は早期に十分な吟味も行わず
に進路を決めたので、「自分とは何者か」「自分は何に

図式画、④写実画へと変化すると述べている 18）。その
変化を利用して Goodenough,F.は人物画によって知能
を測定する DAM テストを開発している。また、HTP 法

なるのか」という問いに直面することもなく、その結
果危機を経験することなく、志望通り大学に入学した

を創始した Buck,J.N.も HTP 粗点 G 率による HTP－ IQ

と考えられる。鑪等は「この型は、
『積極的関与』と『見
せかけの自信』のために、一見、同一性達成型と同じ

を算出して知能の測定も実施していた 19）。
高橋は成人については HTP-IQ には描画の巧拙とい
う要因が関与する可能性を指摘し、
「描画テストから成

ように見える。しかし、この型は両親の価値観が通用
しないような状況下におかれると、たちまち途方にく
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れたり、混乱をきたしたりすることが予想される」23）
と述べている。前述したように養教志望者は両親の価
値観を受けいれているわけではないが、養護教諭にな
るという価値観が通用しないような状況に置かれると、
同様な混乱が予想される。
さらに、S－HTP 法では家屋のドアが省略されている。
ドアは人が出入りする所であり、内と外を繋ぐもので
ある。高橋は「家屋のとびらは、家庭の外という環境
と、積極的かつ直接的な相互作用が行われる部分であ
り、被検者の人間関係への態度を表す」24）と述べてい
る。そのドアが省略されることは、
「他人を中に入れた
り自分自身が外へ出ることへの強い抵抗、孤立、自己

保体志望者では、
「単純型」のＳ－ＨＴＰが有意に多
かった。このことから、前述したように情緒の未熟さ
が伺える。また、検査に対して抵抗があり、受動的・
機械的に応じた可能性もあるが、それも情緒面に触れ
ることへの抵抗感、拒否感があったのではないだろう
か。体操、フィギュアスケートなど、見せることが重
要なポイントとなるスポーツでは、表現力やそれを支
える情緒的な豊かさは必要であるが、それ以外のスポ
ーツでは不要であろう。むしろ、プレッシャーのかか
る場面でも動揺せずに冷静に競技を行うような精神面
の強さが望ましいとされるだろう。
しかし、教員の場合、児童・生徒を理解することは

へのひきこもり
（あるいは自己対象のこのような経験）
を意味する」25）と Leibowitz,M.は述べている。養教志
望者は、対人関係に消極的、拒否的であり、外の世界
へ出ることを拒み、現実を直視することなく、自分の
世界に閉じこもる傾向が伺える。対人関係の乏しさは
教員の資質としては問題となるだろう。
上記のことから、養教志望者は自らに向き合うこと
を過去、現在とも行わずに進路を決定し、養護教諭志
望という夢への切符を握りしめているが、その夢を壊
さないために、現実を避けることで安定しようとして
いるととらえることができる。大学での学びの中でど
のように現実と向き合い、今一度、自らの適性を確認

必要不可欠なことである。他者の気持ちや感情を理解
するためには、自分自身の気持ちや感情に目を向けな
ければならない。また、自分の気持ちを的確に表現す
ることも必要である。保体志望者には情緒的な豊かさ
や共感性を育むことが必要となるだろう。

する作業が必要であると考えられる。
②心理学系の資格を志望する者
心理学系志望者では、過去の危機を体験しているこ
と、同一性地位達成型が多く、同一性拡散地位が少な
いことが特徴であった。
「過去の危機」は、
「自分が何者か」
、
「何になったら
良いのか」について悩んだ体験があることを示してい

観的に適性を測ることも必要ではないか。同様に、心
理学系志望者も精神面へ傾倒しすぎる危険を回避する
ために、社会的な活動や仕事を体験する機会を与える
ことが必要である。
教員は対人援助を行う仕事であり、児童、生徒とか
かわることが仕事である。
それゆえに、
養教志望者は、
対人関係の乏しさや引きこもり傾向を克服しなければ
ならない。また、保体志望者は共感性を高めることが

る。心理学系志望者には自己と向き合い、自己を見つ

課題になる。そのためには、グループワーク、SST、ア

めて不安定になった時期があったと考えられる。その
中で、心理学に興味を持つようになったのではないだ
ろうか。危機を体験していない養教志望者が早期に進

サーション等の体験型の学習を通して、対人関係やコ
ミュニケーション能力を高めることが有効であると考
える。

路を決めて安定しているのに対して、心理学系志望者
は、危機を体験した上で自らの進路を決定していると

また、養教志望者と心理学系志望者は現実の壁にぶ
つかった場合、
精神的に危機状況に陥る可能性が高い。

いう違いがある。この危機を乗り越えることで、同一
性地位を達成していると言えよう。しかし、
「過去の危

前述したように、養教志望者は現実を直視することを
避けて防衛しているので、それが不可能になると危機

機」
が特徴的であることから、
危機的な状況に陥ると、
悩んでしまいやすいことが伺える。また、心理学系志

に陥りやすい。例えば、養成科目の単位が取得できな
かったり、実習をこなすことができなかったりして、

望者の場合、精神面にのみ偏って傾倒していくと、現
実から解離してしまう危険性がある。現実に根差して

資格習得が困難となった場合である。心理学系志望者
は精神面へ傾倒しているので、現実と遊離してしまう

精神面に目を向けることが重要であり、現実検討力を
育てていくことが必要となるだろう。

危険がある。それゆえに、予防的なアプローチとして
ストレスマネジメント、自尊心の向上などの心理教育

③保健体育教員を志望する者

を実施したり、精神的な危機に陥った時のサポート体
制を構築することが必要である。

Ⅳ．提言
養教志望者は、自分と向き合い、教員としての適性
があるかどうか判断する力を養わなければならない。
そのためには、早い段階で学校現場を参観したり、ボ
ランティア活動などで子どもと関わる機会を与えるこ
とが有効と考える。また、職業適性検査を実施し、客
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おわりに
資格志望別の学生の特徴を検討し、それに基づいた
今後の指導、支援について提言を行った。今回は本学
の 1 回生のみを対象としたので、この特徴が一般的な
傾向なのか、本学の 1 回生に特有のものかどうかは十
分検討することができなかった。他学年の学生への調
査及び追跡調査を行うことを今後の課題としたい。
本研究が学生のニーズに応えるための一歩となれば、
幸いである。

較 誠信書房 2002
14）前掲書５に同じ
15）高橋雅春：描画テスト入門―HTP テスト－ 文教
書院 1974 P88-89
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17）前掲書 11 に同じ ｐ25
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わが国のＮＧＯ団体における難民定住支援
荻野

剛史

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

講師

わが国において難民を受け入れてから 30 年以上が経過したが、この間インドシナ難民を約 11,000 人、条約難
民を 600 人弱受け入れてきた。またパイロットケースとして、タイ在住のミャンマー難民の第三国定住を進めて
おり、今後、難民ととともに生活することは身近になると考えられる。
一般に、難民が言語や生活様式が異なる国で生活するにあたり、定住のための諸支援が必要とされる。わが国の
場合、その支援はＮＧＯなどの民間団体が担ってきたが、どのような支援が提供されてきたか、この点について
は明らかになっていない。
以上の背景のもと、本研究では、5 つのＮＧＯ団体の実践記録の分析をつうじ、滞日インドシナ難民に対して行
われてきた支援を明らかにすることを目的としている。
分析の結果、調査対象となったＮＧＯ団体は、日本で生活するインドシナ難民に対し、1981 年から 2000 年の
間、
「日常生活に対する支援」
「文化継承のための支援」
「その両方に対する支援」が提供されていたことが明らか
になった。

キーワード：滞日難民 定住支援 ＮＧＯ

１．はじめに・問題の所在
わが国において、初めて難民を受け入れてから 30
年以上が経過した。この間、インドシナ難民と呼ばれ
るベトナム、ラオス、カンボジアからの難民をおよそ
11,000 人受け入れ、また 1981 年・1982 年に難民条約
１）
を批准したことに伴い、これまでおよそ 600 人弱を
条約上の難民として認定し、受け入れてきた。さらに
2010 年秋から第三国定住制度によって、タイの難民キ
ャンプで生活するミャンマー難民を受け入れてきた経
緯がある。
日本の難民保護が語られる場合、その受入数の少な
さや選別の上の受け入れなどが問題となり、
「難民保護
の後進国」といった指摘を受けることが少なくない。
インドシナ難民・条約難民とも受け入れ数の少なさに
対する批判は免れないが、その一方でアジア諸国にお
いて比較的早期にインドシナ難民を受け入れたこと、
本稿で指摘するような各種のＮＧＯ団体（非政府組
織：Non-governmental organization（以下、ＮＧＯ団
体））などが、地域社会において彼らをサポートする体
制を整えてきたことを考えると、かならずしも批判さ
れる側面だけではなく、適切に評価されるべき部分も
あると考えられる。
日本で難民が地域社会に定住するまでには、時期に
よって多少異なるものの、概ね一時保護施設→定住促
進センター→地域社会というプロセスを経ることにな
る（荻野 2006: 8-11）が、それぞれの段階で何らかの
支援が必要となる。もっとも長い期間を占める地域社
会での生活における公的なケアは日本で唯一の公的な
支援機関である「アジア教育福祉財団難民事業本部」
運営の相談窓口や一部の市区町村役場による相談窓口、
各地の国際交流協会がある程度であり、例えば各種の
事故処理や隣近所とのもめ事の解消支援など、相談以
上の支援は、公的には行われてこなかったのが現状で
ある。
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では日本で生活する難民、特に滞日インドシナ難民
（以下、滞日難民）が抱える生活の困りごとには、誰
が、どのように対応してきたのだろうか。小泉が「イ
ンドシナ難民問題の発生で、1970 年代末には、難民救
済を目的にした、『日本国際ボランティアセンター』、
『曹洞宗ボランティア会』、
『難民を助ける会』
、『幼い
難民を考える会』など、いくつもの民間ボランティア
団体が生まれた」
（小泉 2010: 39）と指摘するように、
政府や自治体による支援が十分ではなかった部分につ
いては、当時誕生したＮＧＯ団体などが担ってきた。
では、どのような活動が行われてきたのだろうか。
この点について明確になっているとは言い難い。例え
ば武田は、諸ＮＰＯ団体による諸支援、例えば日本語
教室や生活相談などについて言及しているが（武田
2002; 2004）
、滞日難民に特化した支援ではなく、滞日
外国人一般に対する支援を述べているにすぎない。各
団体の活動は個々の事業報告書等で参照できるが、Ｎ
ＧＯ団体が行ってきた滞日難民支援の全体像は明らか
になっているとは言い難い。
前述した第三国定住制度によって日本は定期的に難
民を受け入れることになった。またその第一陣の定住
地が千葉県八街市と三重県鈴鹿市に決定されたが、現
行の制度が変わらない限り、地域社会において彼らの
支援にあたるのは地域の住民やＮＧＯ団体となること
が予想される。よってこれまでに行われた活動を振り
返り、今後必要になると思われる支援を明らかにする
ことは急務と考えられる。
２．研究の目的と方法
以上の背景のもと、本研究ではＮＧＯ団体が行って
きた定住支援（滞日難民が抱える生活の困りごと解消
のための支援）について、特に支援期間と支援内容を
明らかにすることを目的とする。
検討対象の団体は、ＵＮＨＣＲ駐日事務所（1988:
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３．調査結果
調査結果は表のとおりである。これは、滞日難民に
対して行われた定住支援を、ＮＧＯ団体別に時系列で
表したものである。本表をもとに、行われていた定住
支援についてＮＧＯ団体ごとに確認しよう。

19）に掲載されている団体（＝「難民救援連絡会」に
加盟していた団体）のうち 5 団体 2）とし、これらの団
体の刊行物（年次報告書やニュースレター等）に記載
されている滞日難民に対する定住支援活動の分析を行
った。

表 調査対象ＮＧＯ団体による主な定住支援活動
団体名

定住支援内容

'81

'82

'83

'84

'85

'86

'87

'88

'89

'90

'91

'92

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

2000

滞日難民宅への訪問
幼い難民を
考える会

曹洞宗
ボランティア会
難民を
助ける会

母国語による相談

（カンボジア語）
（ベトナム語）

日本語情報誌刊行
母国語図書館の運営
在日難民文化団体への資金・運営支援４）
奨学金
教科教育・語学教育（母語、日本語）
難民相談室

日本国際
ボランティア
センター

滞日難民宅への訪問

法律扶助協会

法律相談

母国語による生活情報誌刊行
定住者による自主活動の支援

団体名

定住支援内容
滞日難民宅への訪問

幼い難民を
考える会

母国語による相談５）

（カンボジア語）
（ベトナム語）

日本語情報誌刊行
曹洞宗
ボランティア会

母国語図書館の運営６）
在日難民文化団体への資金・運営支援
奨学金

難民を
助ける会

教科教育・語学教育（母語、日本語）
難民相談室

日本国際
ボランティア
センター

滞日難民宅への訪問
母国語による生活情報誌刊行

法律扶助協会

法律相談７）

定住者による自主活動の支援
筆者作成。出所は注 3 参照。

(1)幼い難民を考える会
「幼い難民を考える会」は、タイ国境の難民キャン
プで生活するカンボジアの子どもたちの生活を支援す
るために 1980 年に設立された団体である
（幼い難民を
考える会 2010: 15）。現在に至るまで、カンボジアな
ど主に海外において支援活動を実践がなされてきたが、
1985 年から 1994 年まで、主にボランティアによる滞
日難民宅への訪問や日本語情報誌の刊行、母国語によ
る電話相談（カンボジア語・ベトナム語）などの支援
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が提供されてきた。
当時のボランティア活動参加者によれば、滞日難民
宅への訪問は「タイの難民キャンプで知り合った人が
日本に定住しているので、友だち付き合いをしている
だけです」
「困ったことがあったとき（略）かなり悩ん
だ末に相談を持ちかけられたことがあります」
「私は、
ベトナムの人の健康相談を受けています」
「私が行った
のは、日本語を教えてほしいという要望があったから
なんです。
（略）それで、動物園や海などにいっしょに
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ボジアの文化や言葉の世代間の継承に寄与したと考え
られる。
(3)難民を助ける会
難民を助ける会は、1979 年に設立された世界各地の
難民支援を行うことを目的とする（定款第 3 条）団体
であり、現在の主な活動地域は海外であるが、1992 年
にその姉妹団体である「さぽうと 21」が設立されるま
での間、滞日難民を対象とした定住支援を行っていた。
大別して奨学金事業、学習支援事業、相談事業が行わ
れていた。
まず 1982 年から「難民救援奨学金」の支給が開始さ
れ、10 人の滞日難民に奨学金が支給されるようになっ
た。また翌 1983 年「難民塾」が、さらに「難民塾ひま
わり」が 1984 年に、また「難民塾太陽」1986 年に開
設され、教科補完教育、日本語・母語教育が行われる
ようになった。
そして 1989 年に進学や就学などに関す
る相談に応じるための「難民相談室」が開設され、滞
日難民の抱える諸問題に対応する体制が整えられた
（難民を助ける会 2009: 4-13）
。
これらの事業は、内容や名称を変えながら、前述し
た姉妹団体である「さぽうと 21」に継承され、現在も
定住支援が提供されている（さぽうと 21 2003）。
(4)日本国際ボランティアセンター
日本国際ボランティアセンターは、主に海外におい
て支援活動を行っている団体であるが、1983 年から
1995 年まで滞日難民に対する定住支援活動を行って
きた（ＪＶＣ「ＮＧＯの挑戦」編集委員会 1990: 288;
日本国際ボランティアセンター 不明 a: 24）
。主に、
滞日難民宅への訪問や母国語によるニュースレター刊
行、定住者による自主活動の支援などが行われてきた。
それぞれの内容は次のとおりである。
滞日難民宅への訪問は、同機関における最も長い事
業である。この事業は「公的機関による不十分な日本
への受け入れ、及びアフターケアに対し、定住難民を
取り巻く地域の人々による定住者自立へのお手伝い」
（日本国際ボランティアセンター 1987: 19）のために、
「主婦を中心としたボランティアが原則として週 1 回
の割合で定住者の家庭を訪問し、日本語指導、生活相
談など」（日本国際ボランティアセンター 1988: 21）
を行うものであり、専門職ではなく一般の市民が滞日
難民の家庭で日本語指導や生活相談を行うことを目的
とした事業である。一方時間の経過により、
「定住者と
ボランティアは日本語を教える教師対生徒という関係
から、互いに一人の人間としての全人格的な付き合い
に変わってきた」（日本国際ボランティアセンター
1988: 21）と、当初の目的（自立支援）以上の成果が
表われるようになってきた。
母国語による生活情報誌刊行は、
「『母国語で入手で
きる情報誌を』という定住者が同胞のために始めたの
がこれである」
（日本国際ボランティアセンター 不明
b: 32）と、母国語によって（＝理解しやすい言語で）、
日本での生活に必要な情報を掲載した情報誌の刊行を
指し、1990 年以降、ラオス語、クメール語（カンボジ
ア語）で年に数回刊行されている。
また、定住者による自主活動の支援は、定住者の子
どもに、母国語や母国文化の継承をするための活動に

行って、私はなるべく手を貸さないようにして、交通
機関を覚えながら、日本語で話しかけるようにしてい
ます」
（幼い難民を考える会 1985: 1-2）、
「カンボジア
の中 3 の女の子 2 人と、高 3 の男の子の勉強をみてい
ます」
（幼い難民を考える会 1986: 1-2）など、
「訪問」
をつうじて、
「友だち付き合い」
「相談」
「日本での生活
習慣の教示」「日本語の教示」「学習支援」などの支援
が行われていた。もっとも、これらの支援は日本人か
ら滞日難民へ、といった一方通行の関係ではなく、
「日
本語の勉強という私たちの関係が交流というものにな
った」
（幼い難民を考える会 1988: 1）など、滞日難民
への定住支援が、結果として両者の関係性の構築に寄
与している姿が見受けられた。
日本語情報誌（『こんにちはＣＹＲです』
）は、日本
語（平仮名）と母国語により、
「日本での暮らしに必要
な情報」
（幼い難民を考える会 1989: 5）を、滞日難民
に提供するものである。
母国語による電話相談は、カンボジア語が 1987 年 7
月から、ベトナム語が 1990 年からスタートした（幼い
難民を考える会 1987: 1; 1992: 4）
。開始年（カンボ
ジア語）は 90 件の相談が寄せられたとされ、最も多い
内容が「日本語教育」
（日本語の先生の希望、日本語学
習に関する教材の希望など）
、次いで「健康・医療」
（病
院の紹介依頼、不安なので話を聞いてほしい、など）、
「教育」（家庭教師の希望など）と続いている。
(2)曹洞宗ボランティア会（曹洞宗国際ボランティア
会）
「曹洞宗ボランティア会（曹洞宗国際ボランティア
会）
」
（現：シャンティ国際ボランティア会）は、1980
年に発足した「曹洞宗東南アジア難民救済会議（ＪＳ
ＲＣ）
」
の活動を継承するために設立された団体であり
（曹洞宗国際ボランティア会 1996: 54-5）、設立当初
はタイのカンボジア難民に対する支援をメインの活動
としていた。その一方で日本国内においても滞日難民、
特に滞日カンボジア難民に対し「図書館活動」
「交流会
活動」などの定住支援活動を行い（曹洞宗ボランティ
ア会 1981: 2-3）
、さらにその後、在日カンボジア人の
自主的な文化サークルに対する運営支援を行った（曹
洞宗国際ボランティア会 1996: 58-9）。これらのうち
「図書館活動」と「在日カンボジア人の自主的な文化
サークルに対する運営支援」について、それぞれの内
容を確認しよう。
「図書館活動」は「郵送によるクメール本の図書サ
ービス、クメール本の印刷」
（曹洞宗ボランティア会
1981: 2）を指し、文字どおり利用登録者に対して母国
語（クメール語）の図書を貸し出すものである。蔵書
について「クメールの教育、文化、宗教、文学、漫画、
その他と広い分野」
（曹洞宗国際ボランティア会 1982:
4）とされる。この活動は、在日カンボジア人の知的欲
求に応え、またカンボジア文化、クメール語（カンボ
ジア語）の世代間の継承に寄与したと考えられる。
「在日カンボジア人の自主的な文化サークルに対す
る運営支援」は、在日カンボジア人が運営する文化サ
ークルに対し「資金と運営面」
（曹洞宗ボランティア会
1985: 18）から支援するものであり、カンボジア同胞
間のつながりの構築や、
「図書館」の場合と同様、カン
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教育」が含まれる。
「相談」は言うまでもなく、多様な
内容の困りごとがあり、それに対応することになる。
また「母語教育」は、一見すると文化継承を目的とす
ると考えられるが、しばしば指摘されるとおり滞日難
民の家庭においては家族間で理解する言葉が異なり、
特に親子間での意思疎通が不十分なケースが散見され
る。これは親世代の人々は外国語（日本語）の習得に
困難がある半面、子ども世代は母語を習得する機会が
ないために生じる現象である。
「母語教育」には、この
ような家族間での意思疎通を円滑にするとの目的も含
まれている。

対する支援であり、具体的には「ラオスの子供に母国
語を教えるラオス語教室に対する教材費、交通費等の
支援」
（日本国際ボランティアセンター 不明 b: 32）、
「伝統舞踏の練習などに関る資金援助」
（日本国際ボラ
ンティアセンター 不明 c: 25）など、主に現金給付に
よる支援である。
(5)法律扶助協会
法律扶助協会は、
「法律上の扶助を要する者の権利を
擁護し、もってその正義を確保する」
（寄付行為 4 条）
ことを目的とする、かつて存在した財団法人であり、
その業務の一つとして「難民法律援助事業」が存在し
ていた。この事業の内容は、
「難民認定申請に関する法
的援助」と「外国人向け法律ハンドブックの刊行」に
大別されている。（佐川 1994: 23）
このうち「難民認定申請に関する法的援助」は、1983
年 12 月から国連難民高等弁務官事務所の委託によっ
て開始され、難民認定申請や難民の日本における生活
に関して法的な援助を行うもので、主に難民認定申請
に関する「相談」「難民認定申請」「訴訟」に関する援
助が行われていた。
４．考察
定住文献調査の結果、分析対象としたＮＧＯ団体に
よる滞日難民に対する定住支援は表のとおりであるが、
行われた定住支援の「実施時期」と「内容」について
確認しよう。
１）定住支援の実施期間
最も早い団体で 1981 年から支援活動が開始された。
そのほとんどの活動はすでに終了しているものの、一
部については名称や内容を変えつつ現在でも支援活動
が続けられていることが明らかになった。
２）定住支援の内容
支援は各団体ごとに異なる目的・方法で実践されて
いる。
「滞日難民宅への訪問」
「相談」
「日本での生活情
報提供」
「図書館の運営」
「文化団体の運営支援」
「奨学
金支給」「教育（言語・教科教育）」などが挙げられた
が、これらは 3 つ－「日常生活に対する支援」
「文化継
承のための支援」
「その両方に対する支援」－に大別す
ることができる。
「日常生活に対する支援」とは、例えば「訪問活動」
に見られる日本での生活方法・情報の教示や、日本語
教育、学習に関する支援（奨学金の支給や学校での学
習の補完教育など）などが含まれ、日本で生活するた
めに必要な情報や物資を提供する支援を指す。さらに
これらの実践によって、
（副次的に）文化が異なる者の
間の関係性の構築が進められたことを挙げることがで
きる。
「文化継承のための支援」は、文字どおり異国の地
である日本での生活において、彼らの母国文化を守り、
継承していくための支援であり、具体的には「図書館
の運営」など直接的に行う支援や、
「文化団体の運営支
援」など、彼らの活動へのサポートをつうじ、その実
現を目指す活動を指す。
「その両方に対する支援」は、前述した「日常生活
に対する支援」と「文化継承のための支援」の両方の
性質を持つ支援であり、具体的には「相談」と「母語
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５．おわりに－結論と今後の課題
本研究では、滞日難民に対するＮＧＯ団体の定住支
援実践を、団体の刊行物（年次報告書やニュースレタ
ー等）から分析、概観した。その結果前節で指摘した
とおり、
「日常生活に対する支援」
「文化継承のための
支援」
「その両方に対する支援」に大別することができ
ることを確認できた。
前述したとおり、今後も難民が来日する。
「日本人で
も困っている人がいるのだから、そちらを優先して支
援するべき」といった考え方が根強く存在しているが、
筆者としては、国籍などの違いに関わらず、難民のよ
うに支援を要する人に対しては支援を提供することが
必要と考える。一方で、かつてのように支援を提供す
る人の善意を全面に押し出した支援は適当ではないと
考えられる。なぜならそれは一方的な支援に陥りやす
く、またそのような支援は往々にして支援の継続性に
課題が生じるためである。
では、どのような支援を行う必要があるだろうか。
筆者としては次の 2 点を指摘する。
まず、いま以上の「公」と「私」の協働体制の構築
の必要があると考えられる。公の責任で受け入れた以
上、国や自治体も、これまで以上に積極的に日本で生
活する難民支援に関わっていくことが必要であるが、
様々な制約があることが事実であろう。その一方でＮ
ＧＯ団体などは、本稿で指摘したとおり、小回りの効
いた支援をすることが可能である。それぞれの特性を
活かしながら、切れ目のない役割配分を行うことが必
要と考えられる。
もう一点として、いま述べた「公」と「私」
、そして
「支援を要する人」をつなぐソーシャルワーカーが必
要と考えられる。本稿で検討対象としたようなＮＧＯ
団体には、必ずしもソーシャルワーカーは配置されて
いない。よって、支援を要する人のニーズを的確に受
け止めながら適切なサービスにつなぎ、さらに「公」
や社会一般に対して日本で生活する難民の現状を訴え
るなど、社会の変革を担っていくソーシャルワーカー
を配置することは必須と考えられる。
最後に本研究の課題を指摘しよう。本研究では主に
支援団体に焦点をあてた。このため、ボランティアな
ど実際に支援に携わっていた人に対する視点が不足し
ていると考えられる。また、日本で生活する難民に対
する視点が不足している。特に日本で生活する難民に
対しては、単に｢支援の受け手｣と見なすだけでは不十
分であり、彼らの「強さ」をより深く理解する必要が
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あると考える。
これらの点については、別稿で検討する。
謝辞
快く資料をご提供頂いた諸ＮＧＯ団体の皆さまに深
くお礼申し上げます。
注
１） 「難民条約」とは、
「難民の地位に関する条約」
（1951 年）と「難民の地位に関する議定書」
（1967
年）の総称である。
２） この冊子には、全部で 16 団体が掲載されている
（「施設運営団体」を除く）。このうち、本研究の
目的に合致する団体（日本国内で募金・活動また
は事務局活動以外の活動を実施）は 8 団体であり、
さらに、資料が入手できた 5 団体を分析対象とし
た。3 団体を検討対象としなかった理由は、
「連
絡先不明（団体が現存しない可能性あり）」
「資料
入手不可能」「日本での活動なし」であり、2010
年 6 月から 2011 年 2 月の間、電子メール、電話、
ウェブサイトで確認した。
３） 本表に表した定住支援活動の実績は各団体にお
ける主な活動であり、実際にはより多岐にわたっ
た支援が行われている。ここでは「滞日難民に直
接的に行われた支援」かつ「比較的長期間にわた
って、定期的に行われた支援」を挙げた。作表に
あたり参照した資料は以下のとおりである。幼い
難民を考える会：『幼い難民に未来を－ＣＹＲニ
ュース』各号。曹洞宗ボランティア会：
『Bankaeng
Post』
『バンキャン・ポスト』
『シャンティ』各号。
難民を助ける会：難民を助ける会（2009）
。日本
国際ボランティアセンター：『活動報告・決算報
告』
『年次報告書』各年度版、『Trial ＆ Error』
各号、ＪＶＣ「ＮＧＯの挑戦」編集委員会（1990）
。
法律扶助協会：
『法律扶助だより』各号、
『事業報
告書』各年度版。
４） この支援に関する終期は明確になっていないが、
1990 年以降の会報誌からこの在日難民文化団体
の名称の記述がないために、この年を一応の区切
りした。但しそれ以降の会報誌に、名称は異なる
が滞日難民の団体への助成に関する記述があり
（たとえば、曹洞宗国際ボランティア会「シャン
ティ」編集室（1995: 34））、支援的な関係が続い
ていると推測されるため、1990 年以降は点線で
示した。
５） この支援に関する終期は明確になっていないが、
1993 年に他の日本国内における活動が終了した
旨の記述がある（幼い難民を考える会 1993: 2）
ため、この年を、本支援活動の終期とした。
６） 1992 年の年次報告で、図書館活動に関し「貸出
体制をとることができず、カオイダンとバンビナ
イ難民キャンプ閉鎖に伴う出版物の収集に留ま
りました」（曹洞宗国際ボランティア会「シャン
ティ」編集室 1993: 19）とあり、翌 1993 年の年
次報告で「93 年度の活動は、在日カンボジア難
民の自治グループに対し、移動図書館活動で使用
するカンボジア語図書の貸し出しと移動図書館
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活動への資金的支援を行いました」（曹洞宗国際
ボランティア会「シャンティ」編集室 1994: 47）
とあり、93 年度以降は図書館運営の主体性が異
なっていると考えられ、92 年度（93 年 3 月）ま
での活動と判断した。
７） 2006 年度まで実施。それ以降は日本弁護士連合
会が業務継承（法律扶助協会 2006: 23）
。
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Refugee Settlement Assistance by Non-governmental organizations
in Japan
Takahito OGINO

Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

More than 30 years have passed since Japan began allowing refugees to live here.
During that period, Japan accepted approx. 11,000 Indo-Chinese refugees and 600 convention
refugees. Furthermore, getting refugees in Myanmar to settle in Japan is being promoted as a
pilot case. As a result, we can assume that living with refugees will be a common aspect of life
in Japan.
Generally, various types of support are needed for Refugee's re-settlement. In Japan,
these supports are offered by the private sectors such as non-government organizations.
However, the manner in which this support is given has not been clear.
Based on this background, the present study aims to clarify the various types of

assistance that have been granted to Indo-Chinese refugees by non-governmental
organizations through an analysis of 5 NGO’s recording practices.
The results of the analysis clarifies that the 5 NGO offered refugees living in Japan the
following three kinds of supports from 1981 to 2000: “supports for daily lives,” “supports for
the succession of their own culture,” and “supports for each of these activities.”
Keywords:
Refugees living in Japan

Resettlement support Non-governmental organization
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A Preliminary Study of Understandings and Misunderstandings
in Language Communication
Takao IMAI
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

今井

隆夫

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

本論文では、言語コミュニケーションにおいて誤解と理解が起こるプロセスに関して、認知文法論のいくつか
のコンセプトを道具立てに考察する。すべての言語表現は、話し手の意図を聞き手に理解してもらうために話し
手が提示する参照点（手掛かり）にすぎない。話し手や書き手のメッセージを氷山に例えれば、その一角にすぎ
ないのである。この事実をいくつかの具体事例で観察し、コミュニケーションにおける誤解は、コミュニケーシ
ョンを取れば付き物であることを提示する。語用論（pragmatics）の研究テーマの１つ、
「人がなぜ分かり合えな
いか？」に関する論の紹介から始め、メトニミー能力、コミュニケーションにおけるフレーム知識の重要性、精
緻度（granularity）の調整による事態のカテゴリー範疇の動的性、生体心理学の概念の１つ、エコロジカルセル
フとインターパーソナルセルフの道具立てを提示から、いくつかのコミュニケーションにおける誤解が生じる例
を分析し、今後の研究への青写真を提示するものとしたい。さらに、ここでの分析から、コミュニケーションお
いて理解を目指すためには、自己のフレームを立ち上げて誤解に至ることを避ける必要があり、そのために必要
なことは、相手の言葉から立ち上がる自分のフレーム抑える能力（negative capacity ability：否定的能力）と相
手の話を最後まで辛抱強く聞く態度（tolerance：寛容）であることが述べられる。

Keywords: language communication, cognitive linguistics, pragmatics, frame
キーワード：言語コミュニケーション、認知言語学、語用論、フレーム知識

1. Why can’t people understand with each
other?
Why is it often difficult or sometimes almost
impossible for people to understand each other? This
is a question that has been discussed in pragmatics,
one discipline of linguistics. As Yasutake (1997)
stated, roughly speaking, they do not speak the same
language. Her statement does not necessarily imply
that the mother tongue of a speaker and that of a
hearer are different, but that even if the speaker and
the hearer share the same mother tongue, they cannot
always understand each other. Most people might feel
this idea strange at first because they have thought
that the language ability humans possess enables
them to communicate with one another. It is of course
true that thanks to languages we can communicate
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with one another, but it is also at the same time the
case that many misunderstandings occur due to
languages.
Regarding why people can’t understand each
other, Ito (2000) analyzes this problem from an
interesting perspective. When people communicate
with each other, the speaker and the hearer should
take turns in their roles. However, in reality, there
exist no listeners at all. (Ito 2000: 18) What we are
hearing in talking with other people is not the
message the speaker is trying to convey, but our
interpretation that is evoked by the language
expression the speaker has just uttered. (ibid.: 61)
The author agrees with Ito’s idea. This is what is
really happening sometimes while we are talking
with others.
This paper will discuss the reasons that people
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cannot necessarily communicate with each other with
the help of pragmatics, cognitive linguistics, and
communication theory.
2. Metonymy ability
Let us start by considering a conversation that
could be conducted frequently. Imagine a situation in
which Jack and Maria are having a chat over a cup of
coffee at the coffee shop where they regularly meet
one another. Then a regular customer both Maria and
Jack see very often in the coffee shop comes in.
Maria notices the man and says something about the
customer to attract Jack’s attention to the customer.
Maria: Look! Here comes Hot milk!
Jack: I didn’t order hot milk. I ordered coffee.
Maria: No, I mean the man who has just come in and
is going to sit at the counter.
Jack: Oh, I see. He’s one of the regulars, who you
nicknamed Mr. Hot milk.
Maria: That’s right. You remember him, don’t you?
Jack: Yes, of course. He seems to be a professor of
science or something. I happened to see him in front
of the science and technology department of XYZ
University the other day. He usually spends time here
in the evening, reading books or checking papers
over a glass of hot milk. Did you notice that he orders
ice milk in summer?
Maria: Yes, that’s right. I think he is a milk person!
In the short dialogue above we can observe a
miscommunication between Jack and Maria.
Misunderstandings of this kind frequently occur in
daily conversation. You may come up with similar
examples as in this dialogue where people
misunderstand each other. The main cause of the
misunderstanding here is a language expression that
Maria used, “Hot Milk.” Maria meant a regular
customer by this phrase. Namely, she used the phrase
as a figurative language called metonymy. However,
Jack took her meaning literally. The literal meaning
of hot milk is a type of drink, which is listed on the
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menu of most cafés. In this dialogue, however, hot
milk is used metaphorically to refer to a person, a
regular customer who usually orders hot milk at this
café. This is an example of the NP, hot milk, does not
refer to the entity to which it normally refers, but to
one that is conceptually linked to it in some way.
(Lee: 2002: 97) Compare the following sentence
examples.
(1) a. I’d like a hot milk, please.
b. Hot milk seems to be in a good mood
today. He’s smiling and humming.
In (1a), hot milk refers to a kind of drink, while in
(1b) it refers to a regular customer who always orders
hot milk. As is mentioned above, technically
speaking, the use of hot milk in (1b) is called
metonymy. One entity or thing is used to indicate, or
provide a mental access to, another entity. What
underlies this phenomenon is reference-point ability.
The ability of metonymy is one of the subcategories
of reference point ability. It is a cognitive ability
humans possess that makes it possible for a word to
have more than one meaning according to its context.
In the hot milk example above, metonymy ability (or
reference point ability) enables the meaning of hot
milk to be inferred. In language communication, the
author thinks that all language expressions serve as
reference points. In other words, a speaker uses
language expressions as reference points to let a
listener infer what the speaker means. The listener’s
task is to try to infer the speaker’s meaning by using
these language expressions (reference points) as one
clue, along with grammatical knowledge, background
knowledge, context information, and theory of mind
(Yanase: 2007). In the dialogue example above,
Maria selected the expression, Hot Milk, to refer to a
regular customer who always orders hot milk in the
café with the belief that Jack can understand the
message since he is also a regular customer of the
café and knows that the customer always orders hot
milk when he comes to the cafe. Unfortunately,
however, Jack interpreted the meaning of hot milk
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literally, leading to miscommunication.
This is the way it goes when misunderstandings
or miscommunications occur. People frequently use
metonymy ability (or reference point ability) in
conversation, but in metonymical use of language, a
language expression as a reference point can be
interpreted in more than one way according to which
frame is evoked. Frame refers to a kind of image that
is evoked whenever you hear a language expression.
In the Mr. Hot Milk example above, the speaker and
the hearer must have shared the same background
information about the regular customer, Mr. Hot Milk.
Namely, both of them know that the person comes to
the coffee shop very often and always orders hot milk.
Also important here is the fact that people think and
act metaphorically or metonymically as is stated by
Lakoff. In this case, the conceptual metonymy,
OBJECT USED FOR USER (Lakoff & Johnson:
1980:
38)
underlies
successful
language
communication.
3. The importance of frame knowledge and
the ability of adjusting granularity in
communication
Regarding the importance of frame knowledge
in communication, let us start by giving some thought
to the statement that is made by someone named H.F.
Smith. The author came across this statement while
searching for an English expression on the internet.
The statement says:
When two speakers are arguing a point on
different levels of abstraction or with different
frames of reference, they talk past each other.
(H.F. Smith)
Smith’s statement can be analyzed through two
fundamental concepts of Cognitive Grammar. One is
the ability of adjusting granularity. The other is the
importance of frame knowledge in communication.
First, I will start by reviewing the ability of
adjusting granularity along with an explanation by
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Imai (2008). This ability enables humans to construe
things or situations schematically or specifically.
Depending on the schematicity level which is focused
on by the conceptualizer, the same things or
situations can be construed in different ways. It is
sometimes said that people are the same, while it is
also mentioned that each person is different. The
reason that these two statements are not contradictory
could be explained by humans’ ability to construe
things or situations both roughly and precisely. The
former way of seeing the situation is considered from
a birds’ eyes viewpoint, while the latter is from an
insects’ eyes viewpoint.
By way of illustration, consider a concrete
example. If you are asked how old you are, how do
you usually answer the question? If you are now 21
years old, you can answer the question by any of the
following options (a) to (d).
(2) “How old are you?”
a) I’m young.
b) I’m in the early twenties.
c) I’m 21.
d) I’m 21 years, 3 months, 6 days, 5 hours,
and 37 minutes old.
If you categorize person’s ages based on a unit of one
year, a person who is 21 years old and another person
who is 23 years old can be assimilated into two
different age groups. In this case, the two persons are
not considered to be of the same age. In contrast, if
we categorize persons’ ages according to a unit of ten
years, we can regard them as being of the same age
group. That is because the two people I mentioned
above are both in the 20s. Thus, depending on
whether we construe things or situations
schematically or specifically, the things or situations
can be categorized either in the same group or in two
different groups.
In example (2) above, a), b), c), and d) reflect
different levels of granularity. Therefore, c) is the
most natural way of answering the question. But d) is
too specific to be regarded as normal. Just for future
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reference, this level of granularity was actually
employed in a novel the author had read before. The
title of the novel is: The Curious Incident of the Dog
in the Night Time.
The policeman squatted down beside me and
said, “Would you like to tell me what’s going
on here, young man?” I sat up and said, “The
dog is dead.” “I’d got that far,” he said. I said,
“I think someone killed the dog.” “How old are
you?” he asked. I replied, “I am 15 years and 3
months and 2 days.”[Underlined by the author]
(Haddon: 2003, 6)
A) and b) are more schematic ways of answering the
question. Humans can adjust the granularity
according to how much information is required in
context. How much information is needed to get your
idea across should be considered. This ability is
compatible with Grice’s cooperative principle.
The other important concept of Cognitive
Grammar here is the importance of frame knowledge
in communication. Whenever you hear or read words,
phrases, or sentences, some knowledge in your brain
will be activated. That knowledge is what the key
word, “frame,” refers to. This recall of some
knowledge will occur as long as you live whether
you’re talking with someone, listening to a lecture,
reading a book, watching TV, or doing anything else.
The author thinks that any language expression is
only a reference point for the listener to guess what
the speaker intends to convey. In other words, we
cannot express everything we want to say in language.
Language is only the tip of an iceberg and given as a
clue that is presented for the listener to understand
what the speaker means. In order to understand
speakers, listeners’ task is to reconstruct the speakers’
meaning. In this process, listeners need to refer to a
frame in their brain. The frame is evoked when
listeners hear the language expressions given by
speakers as the tip of an iceberg. This is what usually
occurs when people communicate with each other
without noticing the procedure happening. Based on
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this theory of the importance of frame knowledge in
communication, it will be easily guessed that
whenever we try to communicate with anyone,
misunderstandings are in the territory. Consider, for
example, the following famous parody. This parody
has several versions and another version is introduced
in Hoffmann, Th. R. & Kageyama (1986: 11). Since
this parody is introduced in many linguistics text
books, you might have read it somewhere before.
A man and his young son were apprehended
in a robbery. The father was shot during the
struggle and the son, in handcuffs, was rushed to
the police station. As the police pulled the
struggling boy into the station, the mayor, who
had been called to the scene, looked up and said,
“My God, it’s my son!” What relation was the
mayor to the boy? 1
The answer to this question is that the mayor is the
boy’s mother. However, when the author asks
students this question in his classes, various answers
are given. Some students say that since the boy’s
mother got divorced, the boy has two fathers. The
father shot by the policeman is his father-in-law, and
the mayor is his real (biological) father. Others say
that for the mayor, all citizens are like his sons or
daughters. That’s why the mayor said, “This is my
son.” Then, why does a misunderstanding like that
occur in this situation? The main cause should be the
effect of the frame knowledge the readers have. Most,
not all, readers think that the mayor should be male,
namely, they take it for granted that mayors are likely
to be male in their mayor frame. This frame
knowledge, the author thinks, keeps the readers from
1 The author found this passage somewhere before, but he
can’t locate the source, even though he tried hard to find it.
He searched the internet for the parody on March 1, 2011.
The only information he got about the parody was in the
next URL. According to this website, this parody was from
Foundations of Psychology (1989) 2nd Edition, quoting
from a study by Eakins and Eakins (1978):
http://www.avoiceformen.com/2011/02/17/omg-our-gender
-is-being-oppressed-by-languag
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answering the question above correctly. Frame
knowledge evoked by a word can sometimes lead us
to
misunderstandings.
Similar
kinds
of
misunderstandings frequently occur on a daily basis.
4. Ecological-Self and Interpersonal-Self.
Let us start by imagining a situation as this. You
visited a coffee shop near the mountain with someone
you loved. Since you had remembered feeling the
sandwich and the coffee served at the place very
delicious, you decided to come back to the coffee
shop alone. You had been looking forward to having
the sandwich and coffee until you came back to the
place again. Contrary to your expectation, however,
you didn’t feel them as delicious as before The reason
for this phenomenon can be explained based on an
idea from ecological psychology. Your evaluation on
something is not determined by the quality of the
thing alone. The way in which you construe things or
situations at a moment will have much influence on
your evaluation. In the situation above, when you had
the sandwich and coffee with someone you loved,
your mood must have been very good. When you
returned to the coffee shop alone, your mood must
not have been as good as the first time. That is to say,
how you feel at a moment is likely to affect how you
like the sandwich and coffee served at the same place.
This phenomenon is called ecological-self in
ecological psychology. You can easily come up with
many other situations as the above. Whether you
think a book or a lecture interesting also can be
explained by ecological-self. This phenomenon can
also be seen that there is nothing totally objective in
this world. Anything can be subjective to some extent.
How we construe things or situations is always
included in our interpretation to some extent.
In the example that I discussed in the last
paragraph, what mattered was the relationship
between a person and a thing or a situation. In case
the relationship is between a person and another
person, the phenomenon is called interpersonal-self.
Do you ever feel that someone is a nice person or
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someone is not nice? Do you think your evaluation is
totally determined by the person’s character or
behavior? The answer is not always yes. According to
the concept of interpersonal-self, half of the
responsibility is on you. If you feel someone is mean,
it could be possible that you are mean to the person.
Next time you feel have a bad feeling about someone
who you meet first time, try to behave as if you liked
the person. Then the attitude of the person toward
you might change for the better. It doesn’t always
happen, though.
As I have been discussed in this chapter, we
cannot see anything objectively. Lastly, consider the
sentence below as a simple example.
(3) The sun rises in the east and sets in the west.
Do you think the message conveyed by example (3)
is objective? The answer is no. The sun does not
move. It is the earth that moves around the sun.
However, if we examine the situation from the
viewpoint of humans, the example (3) makes perfect
sense. Humans construe the situation as is shown in
(3). How people construe things or situation is always
included in language expressions.
5. Language as a reference point
As I have been discussing so far, all language
expressions are just reference points that infer what
the speaker intends to convey. That is why
misunderstandings are in the territory. We cannot
communicate
with
anyone
without
some
misunderstandings occurring. In this chapter, I am
going to elucidate this point a little more by giving
some concrete examples.
Consider example (4). What does example (4)
mean?
(4) Family matters.
The expression (4) is an episode title of a drama
named Crossroads Café. This sentence is ambiguous,
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which means it can be interpreted in more than one
way. Analyzing the ambiguity from the viewpoint of
Cognitive Grammar, the reference point, “family
matters” has two targets. Which one of the targets is
appropriate cannot be decided just by seeing this
sentence out of context. If (4) is an answer to a
question as (5), what does the speaker mean by (4)?
(5) You look miserable today? What happened to
you?
In this case, the meaning of “family matters” is
family problems. The speaker is worried about some
family problems, so she/he looks depressed today.
How about (4) being given in the context as in (6)
below?
(6) “Why don’t you join us for the year-end
party?” “I’m sorry I can’t join you on new
years’ eve. I usually spend time together
with my family. Family matters for me.”
In this case, “family matters” means that family is
important. (4) can be analyzed in two ways
syntactically. That’s the reason why this sentence is
ambiguous. In order to understand what the speaker
means in this sentence, the listener should take
context into consideration. Context counts for
grasping the meaning of messages.
What about example (7)? This sentence can be
used by customers at shops when they want to get a
discount on what they are going to buy.
(7) Could you give me a better price?
From the viewpoint of customers, getting a discount
on something that they are going to buy is desirable.
How about for the owner of the shop? If he can sell
the good at a higher price, he will get a greater profit.
That is why the better price in this context will not be
better for the shop owner. This is another example
where different perspectives can convey different
interpretations for language expressions.
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6. How can we change misunderstandings into
understandings?
In this final chapter of this paper, I’m going to
think about what we can do to change
misunderstandings into understandings.
As this is a very difficult question to answer, I
do not think I can answer it easily. I believe, however,
that we should begin by realizing that language
expressions are just a reference point to convey what
the speaker means. Moreover, the listener needs to
actively participate in reconstructing the speaker’s
meaning. Even so, misunderstandings will often
occur.
Then how can we avoid misunderstandings
when we communicate with someone. The first thing
for us to recognize is that any language expression is
only a reference point, namely, just a clue, to
understand the speaker’s meaning. Whenever we hear
any language expression, a frame is evoked in your
brain. If everyone evoked the same frame for a
specific word or expression, no misunderstanding
would occur in communication. In reality, however,
the frame knowledge that people have for a specific
word or an expression differs from person to person
as a function of their particular life experience. (Lee
2001: 11) That is why sometimes we evoke a frame
that we want, but at other times we evoke a frame
that we do not want. It is considered that messages
are not included in the language expressions as is
described as CONDUIT METAPHOR (Lakoff &
Johnson 1980: 10-13). The message should be
searched elsewhere. The place in which you search
for the speaker’s meaning is the frame knowledge in
your brain. If you don’t have a frame knowledge that
you should refer to when you hear an expression,
successful communication will never occur. If you
access to the wrong frame knowledge,
misunderstandings will occur. Therefore, what we
need to do when we serve as good listeners is that we
should try hard to keep the wrong frame knowledge
from being evoked. In order to realize it, “negative
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capacity” and “tolerance” are inevitable.
When having a conversation with someone,
have you ever experienced as this situation? When
you have just said a few words and you’re still going
to say more, you may be interrupted by your listener
and she starts talking. If she understands what you
mean after hearing only a part of what you’re going
to say, there is no problem and the communication
will be successful. If she misunderstands you, you are
likely to feel frustrated or uncomfortable and you
have to resume your conversation from the beginning.
Even if you think that you understand someone
before your speaker finishes what she is going to say,
it is better to wait for her to complete what she wants
to say. In order to do so, you should be tolerant and
have some negative capacity. We should always
confirm whether the frame knowledge that is
activated by hearing some language expression is the
right reconstruction of the message your speaker
would like to communicate.
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カワヒバリガイの濾過摂食能力
川瀬 基弘
愛知みずほ大学人間科学部

１．はじめに
カワヒバリガイ Limnoperna fortunei は，中国大陸・
朝鮮半島に分布しており，特定外来生物に指定された
イガイ科の淡水二枚貝である１，２）．日本でも 1990 年

実験方法は，二枚貝の濾過速度を測定するのに多く
用いられている間接法８）を採用し，実験開始時から 1
時間毎に採水して 6 時間後までの 7 回を測定した．採
水時には、粘液状物質として排出された糞と擬糞の混

代になって野生化した個体が確認されるようになった

入を避けた．

３）

．日本での生息域は，琵琶湖・淀川水系および木曽
川水系等に加え，2005 年には豊田市矢作川水系での大
量繁殖が報告されている４，５）．
カワヒバリガイの大量発生による被害は，利水施設
の導水障害，寄生虫の中間宿主となること，生態系の
破壊，大量死滅による水域の汚濁や腐敗臭の発生など
が知られている３－６）．一方，カワヒバリガイは濾過摂
食性であり，透明度低下の原因となる植物プランクト
ンを減少させることが知られている７）．しかし，本種
の濾過摂食能力に関する研究は極めて少なく，汚濁の
原因となる生元素の分析まではほとんど行われていな

２－１．測定項目と測定機器
濁度は積分球式法[JASCO V-550]で，カオリン濁度標
準液を基に定量した．クロロフィル a (Chl.a)は，試料
水をガラス繊維濾紙(Whatman GF/F)で吸引濾過後，
92％アセトン抽出し，ロレンツェン法により蛍光光度
計[TURNER 10-AU]で測定した９）．全有機炭素(TOC)，
溶存有機炭素(DOC)および全窒素(TN)，全溶存窒素
(TDN)の分析には，ガラス繊維濾紙(Whatman GF/F)で
濾過後の濾液を溶存態炭素と溶存態窒素，処理をしな
いものを全炭素と全窒素とした．試料に塩酸 200μL を

い．そこで本研究では，研究例の少ないカワヒバリガ
イの濾過摂食能力を，濁度，クロロフィル a(Chl.a)，炭
素および窒素に注目して室内実験により検証した．

加 え ， 炭 酸 を 追 い 出 し た 後 に TOC 分 析 装 置
[SHIMADZU TOC-V，TNM-1]による乾式(850℃燃焼)
法を用い定量した．

２．実験方法
実験には，豊田市矢作川水系で採集したカワヒバリ
ガイ Limnoperna fortunei を用いた．実験に用いたカワ

２－２．汚濁物質の除去量
汚濁物質の除去量を無次元で表示するために，次の
式(Nakamura et al. 10）)を用いた．

ヒバリガイは実験に供する植物プランクトン Chlorella
vulgaris を毎日充分に与え，30 日以上室内の水槽に馴
致させた．

F＝V/T[ln(Co /Ct)－ln(Cbo /Cbt)]・・・(1)
F：濾水量(ml h-1)，V：実験に用いた水量(ml)，T：実

実験には市販の縦 270 mm×横 180 mm×高さ 120 mm

時の濁度(mg L-1)，Ct：淡水貝を投入した容器内での t
時間後の濁度(mg L-1)，Cbo：対照区の容器内での実験

験時間(h)，Co：淡水貝を投入した容器内での実験開始

のプラスチック容器を使用し，飼育実験溶液 2.5 L を

開始時の濁度(mg L-1)，Cbt：対照区の容器内での t 時間

投入した．飼育実験溶液中のクロロフィル a (Chl.a)濃
度は約 400μg L-1 とした．実験中はエアレーションを充

後の濁度(mg L-1)を表す．(1)式を対照区の変化量で除し

分に行い，水温を 20(±1.5)℃に保ち，C. vulgaris の沈殿
を防ぎ，
均等に分散させるために適度な水流を作った．

て，以下の(2)式のように変換し，縦軸を無次元化した．
(Ct /Co)/(Cbt /Cbo)＝exp[－(F/V)T]・・・(2)
濁度の経時変化と同様に，本式を用いて，Chl.a，TOC，

昼夜における濾過摂食能力の違いを求めるために，明
条件，暗条件とそれぞれの対照区の 4 容器を用いた．

TN の除去量を図示した．

明条件には 2 本の 40 W 普通蛍光灯(2000 Lx)を当て，
暗条件は二重のアルミ箔で容器を被い光を遮断した．
また，それぞれの対照区の容器では貝を入れないブラ
ンク実験を実施した．
実験容器には，殻長 18(±1)mm，軟体部湿重量の平
均 0.12g のカワヒバリガイを各 10 個体ずつ投入した．
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軟体部湿重量1gあたりのChl.a除去率

軟体部湿重量1gあたりの濁度除去率
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３．濾過摂食能力
３－１．カワヒバリガイの濁度除去量の経時変化
カワヒバリガイの 6 時間の濁度除去量を無次元化し
て示すと図 1 のような経時変化を示した．なお濁度の
除去量が初期濁度に依存しないように(2)式の左辺を
縦軸として示した．図 1 より，カワヒバリガイは 6 時
間で軟体部湿重量 1g あたり明・暗条件ともに 30％の
濁度を除去し，透明度低下を防止していることが分か
った．

３－３．カワヒバリガイの TOC 除去量の経時変化
実験開始から 6 時間後までの TOC 減少の経時変化を
図 3 に示した．明条件では 3 時間までは減少傾向の変
化がみられたが，それ以後の変化は少なく 6 時間で
24％(100％－76％)の減少が認められた．暗条件でも 3
時間までは減少傾向の変化がみられたが，それ以後の
変化は少なく 6 時間で 34％(100％－66％)の減少が認
められた．

３－２．カワヒバリガイの Chl.a 除去量の経時変化
同一実験でのカワヒバリガイの Chl.a の除去量を図
2 に示した．明・暗条件ともに実験開始時から 6 時間
後の間に Chl.a が一時的に増加するなど，やや不安定
な経時変化を示したが，
全体的には減少傾向を示した．
実験開始から 6 時間後の値は，明・暗条件ともに Chl.a
を減少し，明条件では実験開始 6 時間後に 9％，暗条

３－４．カワヒバリガイの TN 除去量の経時変化
TOC 同様に，実験開始から 6 時間後までの TN 減少
の経時変化を図 4 に示した．明・暗条件ともに実験開
始から急速に減少し，その後も 3 時間後までは TN を
減少しており，その後特に大きな変化は認められなか
ったが，6 時間での減少率は明条件で 27％，暗条件で
29％が得られた．

件では 8％の Chl.a を減少した．
軟体部湿重量1gあたりのTNの除去率

軟体部湿重量1gあたりのTOCの除去率
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３－５．TOC・DOC・POC 除去量の経時変化

に，暗条件は図 8 にそれぞれ示した．なお縦軸の単位

図 3 からカワヒバリガイは，
6 時間に明条件で 24％，
暗条件で 34％の TOC を減少していることが分かった
ので， TOC が溶存態か懸濁態であるかを知るために，
DOC(溶存態有機炭素)と POC(懸濁態有機炭素)を計測
した．POC は POC＝TOC－DOC により算出した．そ
の結果を明条件は図 5 に，暗条件は図 6 にそれぞれ示
した．なお縦軸の単位は 0 時間を基準とした増減値で
示した．DOC の減少はほとんど認められずに，POC
値に大きな減少があり，TOC の除去は POC であり，
明条件で POC は 8.6mg，暗条件で 12.2mg の減少が認
められた．

は 0 時間を基準とした増減値で示した．明・暗条件と
もに TDN の変動は小さく，減少した TN の大部分は
PON であり，
明条件で PONは 2.5mg g-1，
暗条件で 2.6mg
-1
g の減少が認められた．
３－７．淡水二枚貝類の濁度除去量
カワヒバリガイの濾過摂食能力が大きいことは，
Sylvester ら７）の研究で明らかにされている．しかし，
実験方法や実験条件が異なるため，日本産の他の淡水
二枚貝類と濾過摂食能力を比較することは困難である．
そこで，本実験では，愛知県豊田市の矢作川水系で採
集したカワヒバリガイの他に，国内の河川や湖沼に生

ている TN の状態が溶存態か懸濁態であるかを調べる

brandti との濁度の除去量を比較し図 9 に示した．種類

ために，TDN(全溶存窒素)を計測した．PON は PON＝
TN－TDN により算出した．その結果を明条件は図 7

毎の個体の大きさによる影響が，濁度の除去量に与え
る影響をなくすために，
軟体部湿重量 1g あたりの濾過

（mg）

息するタイワンシジミ Corbicula fluminea (外来種)，イ
シ ガ イ Unio douglasiae nipponensis ， マツ カ サガ イ
Pronodularia japanensis ， サ サ ノ ハ ガ イ Lanceolaria
grayana，ドブガイ Anodonta woodiana，カワシンジュ
ガイ Margaritifera laevis，オバエボシガイ Inversidens

（mg）

３－６．TN・TDN・PON 除去量の経時変化
図 4 によって，
6 時間に明条件で 27％，
暗条件で 29％
の TN を減少していることが分かったので，TN が溶存
態か懸濁態であるかを知るために，TDN(全溶存窒素)
と PON(懸濁態有機窒素)を計測した．そこで，減少し
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6時 間 後 の 濁 度 除 去 率

（ 軟 体 部 湿 重 量 1 gあ た り ）
［明 条 件 は 白 抜 ， 暗 条 件 は 網 掛 ］
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淡水二枚貝類の濁度除去率（大きさの違いが除去量に影響しないように軟体部湿重量 1g あたりで示した）

摂食能力として示してある．カワヒバリガイの濁度除
去量が明・暗条件ともにもっとも大きい値を示した．
カワヒバリガイ(明条件 30.3％，暗条件 29.8％)の除

分かった．また，単位湿重量 1g あたりの濾過摂食能力
は，他の淡水二枚貝類よりも極端に大きいことも判明
した．したがって，サイズの大きいイシガイ類などと

去量は，2 番目に大きい値を示したタイワンシジミ(明
条件 19.6％，暗条件 19.5％)と比べて，明・暗条件とも
に約 1.5 倍であった．次に，もっとも小さい値を示し
たマツカサガイ(明条件 1.4％，暗条件 2.1％)やドブガ
イ(明条件 1.4％，暗条件 2.1％)と比較すると，カワヒ
バリガイは明条件で 21.6 倍，
暗条件で 14.2 倍の濾過摂
食能力をもつことが分かった．また，図 9 よりイシガ
イ類の多くは，明条件より暗条件で濁度の除去量が若
干大きい値を示すが，カワヒバリガイでは明・暗条件
の違いがほとんどないものと考えられる．

比較して，サイズの小さいカワヒバリガイの個体あた
りの濾過摂食能力は小さいが，本種は大量繁殖し巨大
な個体群を形成するのでその濾過摂食能力は極めて大
きいと推定できる．

３－８．カワヒバリの濾過摂食能力
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以上の実験結果から，カワヒバリガイは，外来種を
含めた国内に生息する主要な淡水二枚貝類の中で，も
っとも大きな濾過摂食能力をもつことが分かった．濁
度，POC，PON の 6 時間後の収支は，
いずれも概ね 30％
を減少させた．また，実験の結果から計算されたカワ
ヒバリガイ 1 個体あたり 1 時間の濾水量(Filtration rate)
は，約 112 ml ind-1 h-1 であった．これは，Sylvester et al.
の研究(125-350 ml ind-1 h-1)に比較してやや低い値で
あった．この原因としては，実験方法の違いや水温，
７）

個体数，個体サイズなどの実験条件の違いによるもの
と考えられる．
４．まとめ
本研究により特定外来生物のカワヒバリガイには，
6
時間に濁度で約 30％，Chl.a で約 9％，POC の明条件
で 22％，暗条件で 34％，PON の明条件で 31％，暗条
件で 32％の減少と大きな濾過摂食能力があることが
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養護教諭志望学生における養護教諭に対するイメージの変容
Transition of images about Yogo teacher (school nurse) among college students
who aim to obtain a certificate of yogo teacher.
後藤

多知子・萩原

琴弥・後藤

和史

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Tachiko Goto・Kotomi Hagiwara・Kazufumi Gotow
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

This study focused on an transition of images about Yogo teacher (school nurse) among college
students who aim to obtain a certificate of Yogo teacher. 75 college students who aim to obtain a
certificate of Yogo teacher completed a questionnaire about their past experiences in school health
room and descriptive images of Yogo teacher. Co-occurrence network using text mining found that
images about Yogo teacher were more professional as students' grades were upper. These findings
suggest that images of Yogo teacher might be altered to professional perspective from
school-children's view through Yogo teacher education.
Key Word： Yogo teacher, Yogo teacher education, Co-occurrence network

Ⅰ はじめに
近年、養護教諭は学校保健活動の推進にあたって、

養護教諭イメージがどのように形成されるのかに関
する研究は、永浜・宮城(2005)4)や満田・今村(2006)5)
などがあり、養護教諭教育によってイメージが変化す

保健主事と共に中核的な役割が認められている。児童
生徒の健康課題の解決に向けて重要な責務を担ってい
る 1)中、養護教諭の志望者数は増加傾向が続き、人気

ることを示唆している。しかし、もともと志望学生が
持っていた養護教諭イメージがどのように形成される
かに関する先行研究は現在のところ見当たらない。た
だし、学生個人が小学校入学から高等学校卒業まで保

職となっている 2)。下村の養護教諭志望学生に対する
志望動機調査 3)では、これまでの校種における学校生
活での養護教諭との関わりが指摘されている。志望学
生は、過去に接した養護教諭に好意を寄せる者と、養

健室を利用してきた経験や養護教諭との関わりに関す
る体験が、養護教諭イメージ形成の一要因となりうる
ことに疑問はないだろう。
そこで、養護教諭を志望する学生に対し、これまで

護教諭の職務内容に関心が高い者で 9 割以上を占め、
過去の保健室利用の際に、養護教諭の職務を身近に観
察し、それに魅力を感じていることが指摘されている

の保健室利用状況および「養護教諭」からイメージす

3)

。

る語について調査を行うことで、養護教諭イメージが
どのように形成され変化していくのかを検討すること
を本研究の目的とする。

では実際には、養護教諭志望学生は「養護教諭」に
対し具体的にどのようなイメージを持っているのであ
ろうか。各志望学生のプロトタイプ像（
「養護教諭」と
いう職種の基準的イメージ）を表す語は何か。養護教

Ⅱ 方法
1. 調査時期・調査対象・調査方法
2010 年 5～9 月に A 大学の養護教諭志望学生 1～4 回

諭を目指すにあたっての根幹のイメージは、養成教育
の過程で変化するのか。
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る手法である 7)。

生合計 75 名に対して質問紙による調査を行った。
調査
は講義時に実施し、研究目的および回答内容を本研究
以外の用途には使用せず、個人データの漏出はないこ
と等を口頭で説明した。
2. 調査内容
質問紙により、これまでの校種における保健室の利
用状況を６件法で回答し、主な利用理由を自由記述さ
せた。また、
「養護教諭」からイメージする語を 5 つ挙
げ、その語を挙げた理由をそれぞれ自由記述させた。
3. 分析ソフト
統計パッケージ SPSS for Windows ver.12 および計
量テキスト分析ツール KH Coder を用いた。KH Coder

Ⅲ 結果
1. 養護教諭志望学生のこれまでの校種における保健
室利用状況と主な利用理由について
養護教諭志望学生 1～4 回生 75 名について、これま
での校種（小学校～高等学校）における保健室利用状
況を集計した（表１参照）
。集計に当たって保健室利用
状況についての、
「毎日利用した」および「週に 2～3
回利用した」の回答を『よく利用した』
、「週に１回利
用した」および「月に数回利用した」の回答を『やや
利用した』
、
「年に数回利用した」および「全く行かな

は計量テキスト分析やテキストマイニングのためのソ
フトウェアで、新聞記事、質問紙調査における自由記
述回答、インタビュー記録など、社会調査によって得
られる様々な日本語テキスト型データを計量的に分析
するために使用されている 6)。計量テキスト分析とは、
文字データを数値化し、データを整理、分析、理解す

かった」の回答を『あまり利用しなかった』の 3 つの
カテゴリーに分けた。集計の結果、
『よく利用した』学
生は、小学校低学年では 8 名（10.7%）
、小学校高学年
では 17 名（22.7%）、中学校では 26 名（34.7%）と、中
学校までは、学年が上がるにつれて高率となった。高
等学校においては減少し 17 名（22.7%）であった。

表1

養護教諭志望学生(1～4 回生）のこれまでの校種における保健室利用状況
小学校低学年
(1～3年生)
8
(10.7%)
24
(32.0%)
43
(57.3%)
75
(100.0%)

利用頻度
よく利用した
やや利用した
あまり利用
しなかった
計

小学校高学年
(4～6年生)
17
(22.7%)
26
(34.7%)
32
(42.7%)
75
(100.0%)

中学校

高等学校

26
(34.7%)
20
(26.7%)
29
(38.7%)
75
(100.0%)

17
(22.7%)
23
(30.7%)
35
(46.7%)
75
(100.0%)

人数(%)

表２ 養護教諭志望学生のこれまでの校種における主な保健室利用理由
（各校種において保健室を月に数回以上利用した 1～4 回生の回答）
主な来室理由

けが・
体調不良時
相談時
居場所
委員会活動時
友人の付き添い
その他の理由
未記入
計

小学校低学年
(1～3年生)
14
(43.7%)
2
(6.3%)
7
(21.9%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(3.1%)
8
(25.0%)
32
(100.0%)

小学校高学年
(4～6年生)
13
(30.2%)
0
(0.0%)
8
(18.6%)
7
(16.3%)
0
(0.0%)
1
(2.3%)
14
(32.6%)
43
(100.0%)
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中学校

高等学校

4
(8.6%)
8
(17.4%)
13
(28.3%)
5
(10.9%)
4
(8.7%)
0
(0.0%)
12
(26.1%)
46
(100.0%)

6
(15.0%)
6
(15.0%)
8
(20.0%)
1
(2.4%)
0
(0.0%)
5
(12.7%)
14
(34.9%)
40
(100.0%)
人数(%)
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人の付き添い」
、
「その他の理由」
（身体計測、爪切りな
ど備品を利用するため等）、「未記入」のカテゴリーに
分けた。集計の結果、保健室の利用率については、1
～4 回生 75 名中、小学校低学年では 32 人(42.7%)、小
学校高学年では 43 人(57.3%)、
中学校では 46 人(61.3%)、
高等学校では 40 人(53.3%)であり、
小学校高学年以降、
保健室を頻回利用していた学生の割合が高くなってい
た。主な利用理由については、
「けが・体調不良時」は

表 2 は、各校種における主な保健室利用状況につい
て、
『よく利用した』または『やや利用した』と回答し
た学生について集計した結果である。
集計に当たって、
主な保健室利用理由の自由記述回答については、養護
教諭志望学生 4 回生 3 名と指導教員の計 4 名によりＫ
Ｊ法を行い、回答を「けが・体調不良時」、
「相談時」、
「居場所」
（
「何となく」、
「不登校ぎみだった」、
「養護
教諭に会うため」の回答を含む）、
「委員会活動時」、
「友

表３ 養護教諭イメージの回答記述における品詞別抽出語リスト
品詞別抽出数順

名詞

形容詞・形容動詞

動詞

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1回生(21名・207語）
受容
相談
女性
保健室 ・ 母

４回生（15名・140語）
保健室
職務
受容
救急処置
相談 ・ 活動の拠点
優しい
健康 ・ 元気 ・ 重要

優しい
厳しい
清潔 ・ 楽しい
健康 ・ 温かい
叱る
聴く
見守る
憧れる ・ 話せる

親身 ・ 賢い ・ 温かい
癒す
聴く

｢守秘義務・話したことを覚えている｣
｢誰もやりたがらない仕

｢見守ってくれる｣

事も引き受ける｣
｢楽しい話をしてくれた｣

｢悩みを聴いてもらった｣

｢仕事を頼まれた｣

｢受容してくれる｣

｢一緒にいて楽しかった｣
「安心」
「あたたかい」
｢母のような存在｣

「母」

｢見守ってくれる・安心感｣

「見守ってくれる」

｢受容してくれる｣
｢応援してくれる｣

「安心」
「あたたかい」

「叱ってくれた」
「教育職」
｢寛容・癒し・親しみ｣

「アドバイスをしてくれる」

｢受容してくれる｣
｢応援してくれる」
「心のケアをする」
「心の支え」
｢しっかり叱ってくれる｣

「受容・応援してくれる」

｢追い返された｣
｢養護教諭に必要｣
｢時には叱ってくれる｣

｢印象に残っている｣
｢優しい｣
｢受容してくれる｣
｢優しさの中に厳しさ｣

｢手当をしてもらった｣
｢職務の１つ｣

｢気遣ってくれる｣

｢悩みを聴いてもらった｣
｢受容してくれる｣
｢心のケアをする｣

｢印象に残っている｣

図１ 養護教諭イメージの共起ネットワーク（１回生，n=21）
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は 9.9 語、4 回生は 9.3 語であった。このことから、
志望学生 1 回生と 4 回生において、学年が上がっても
「養護教諭」からイメージする語数はほぼ同数である
と考えられる。
表 3 は、品詞別に抽出語数の多い順に 5 つ挙げたも
のである。名詞においては、1 回生および 4 回生に共
通して抽出された語は「保健室」
「受容」「相談」であ
った。1 回生では「女性」「母」という語が挙がり、4
回生では「職務」
「救急処置」
「活動の拠点」の語が抽
出された。形容詞・形容動詞では、「優しい」
「健康」
「温かい」が共通して抽出された。1 回生では「厳し
い」
「清潔」
「楽しい」という語が挙がり、4 回生では、

小学校で最も多く 14 人(43.7％)、
中学校で最も少なく
4（8.6%）であった。主に「相談時」に保健室を利用し
ていた学生は、小学校高学年では 0 名であるが、中学
校では 8 名（10.8%）
、高等学校では 6 名（15.0%）であ
った。そして、主に「居場所」として保健室を利用し
た学生は、中学校では 13 名（28.3%）で校種別では最
も高率であったが、どの校種においても２割前後とい
う結果であった。主に「委員会時」と回答した学生は、
小学校高学年で 7 名（16.3%）
、中学校で 5 名（10.9%）
であった。
2. 「養護教諭」からイメージする語について

「元気」
「重要」
「親身」
「賢い」という語が抽出された。
動詞では、4 回生は 1 回生と比較し、抽出数が少なか
った。共通して「聴く」が抽出された。1 回生は「叱
る」
「見守る」
「憧れる」
「話せる」が抽出され、4 回生
は「癒す」が抽出された。

大学に入学してまだ間もない 1 回生と養成教育を受
けてきた 4 回生の回答を分析対象とし、まず調査によ
ってどのような語が抽出されたのかを確認した。抽出
された語の中から養護教諭のイメージをよく表すと判
断される名詞・形容詞および形容動詞・動詞について
分析をした。
1 回生 21 名の回答からは、
838 語抽出中、
「養護教諭」
のイメージを表す語は 207 語であった。4 回生 15 名の
回答では 564 語抽出中、
「養護教諭」のイメージを表す
語は 140 語であった。1 人あたりの「養護教諭」のイ
メージを表す語数（5 つのイメージの合計）は、1 回生

3. 共起ネットワークによる「養護教諭」イメージの検
討
図 1 および図 2 に、それぞれ１回生と４回生におけ
る各語間の共起ネットワークを示した。共起ネットワ
ークは、出現パターンの似通った語、すなわち、共起

「包容力がある」
「安心感を与えてくれる」
「受容してくれる」

「安心感を与えてくれる」

「健康を支援する」

「受容してくれる」

「活動の拠点」
「なくてはならない」

「受容してくれる」

「情報を得られる」

「教師の相談も受ける」
「悩みを聴いてもらった」

「手当をしてもらった」
「母のような立場」

「職務の１つ」

「母のような存在」
「支援」

図 2 養護教諭イメージの共起ネットワーク（４回生, n=15）
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数以上の学生にとって、主な保健室利用の理由は、小
学校高学年以降、
「救急処置」の場から「相談」する場
や「居場所」となっていったと言える。永浜らの研究

の程度が強い語を線で結び、語間の共起の度合いを視
覚的に捉えることができる 8)。共起とは、ある語が文
章中に出たとき、その文章中に別の語が頻繁に出現す
るという関係を示す。共起関係が強い程、語間を結ぶ
線は太く描かれ、円や円内のフォントの大きさは、出
現数の多い語を示している。
ネットワークの作成にあたっては、1 回生および 4
回生の回答で 3 名以上が記述した語のみをネットワー
ク内に表記した。さらに、図のさらなる理解のために
吹き出しを用いて、円に描かれた語が実際どのように
記述されていたのかを示した。
1 回生では（図１参照）
、
「優しい」
「受容」
「相談」
「母」

4)

でも「養護教諭志望学生はそれ以外の学生に比べ、
保健室は悩みを相談するところとしている」と指摘し
ている。
「何となく」、
「養護教諭と話すため」
、
「養護教
諭が好きだったから」という利用理由の回答が多数あ
り、
保健室は本人の自覚の有無にかかわらず、
「居場所」
であり、養護教諭は「受容」の役割を担っていたこと
が示唆される。志望学生の半数以上にとって、養護教
諭は特に中学校時期においてメンタルヘルスのための
存在であったと言える。一方、小学校高学年、中学校

「しっかり」「厳しい」「叱る」が強く共起しているこ
とが分かった。
「厳しい」
「叱る」といった語は「優し
さの中に厳しさ」「時には叱ってくれる」「しっかり叱
ってくれる」などの記述により出現しており、養護教
諭のイメージが肯定的かつ母性的であることが示唆さ
れた。また、「相談」「信頼」
「見守る」「楽しい」「母」
「受容」「救急処置」などの語については、
「～してく
れた」
「～してもらった」と児童生徒としての観点で記
述されていた。
一方、4 回生では（図２参照）、
「職務」「手当」
「救
急処置」
「相談」など養護教諭の職務に関する語が強く
共起していた。4 回生においても「受容」
「優しい」
「安

時期に主に「委員会活動」の場として頻回利用したと
回答する学生もおり、委員会活動を保健室で活発に行
いながら、養護教諭の職務を身近に観察し、魅力ある
職業として感じていった学生がいると考えられた 3)。
また、どの校種においても、主に「友人の付き添い」
による利用と回答した学生は少なく、養護教諭志望学
生が、自ら主体的に保健室を利用していた傾向が示唆
された。

心感」
「相談」
「救急処置」といった語は「～してもら
った」
「～してくれた」
という記述から抽出されており、
「養護教諭」のイメージは児童生徒としての観点に基
づくものが抽出されていた。しかしながら、
「健康」
「保
健室」
「相談」といった語は、
「支援する」
「情報を得ら
れる」
「教師の相談も受ける」などと記述され、養護教
諭が「～してくれた」という児童生徒としての観点だ
けではなく、
「養護教諭として～する」という養護教諭

で表されていた。志望学生の過去の経験が強く反映さ
れており、記述には「～してくれる」
「～してもらった」
と養護教諭との関わりを元に「養護教諭」のイメージ
の語を回答していた。1 回生に質問紙調査を行った時
期は、
養護教諭や教職に関する講義は未履修であり｢今
までの養護教諭と新しい養護教諭への印象を重ねなが
ら､新たに養護教諭との人間関係を築き､その子なりの

2. 「養護教諭」からイメージする語について
1 回生の「養護教諭」に対するイメージは、
「受容」
「相談」「優しい」「厳しい」
「叱る」
「聴く」などの語

養護教諭観をつくっていく 10)」ことを示す結果であっ
た。
「厳しい」
「叱る」といった一見マイナスのイメー
ジを持つ語は、
「優しさの中に厳しさ」
「時には叱って

の観点となっていた。
Ⅳ 考察
1. 養護教諭志望学生のこれまでの校種における保健

くれる」
「しっかり叱ってくれる」などの記述により出

室利用状況と主な利用理由について
森田 9)は、児童生徒の保健室利用について、一般的

の語も肯定的であることが分かった。
4 回生の回答は、養護教諭の職務や特質、保健室の

に１年間に 2～3 回以内が平均的な利用回数とし、
「頻
回利用がある一方、全く利用しない生徒も全校生徒の

機能を意識しており「職務」
「救急処置」「癒す」など
の特徴的な語が挙がった。学生が養成教育での学びや

50％であった」と記述している。本研究の養護教諭志
望学生において『あまり利用しなかった』学生は、学

経験を通し、養護教諭の職務の実際を少しずつ理解し
ていることの表れであると考えられた。前述した永浜

年が上がるにつれて中学校まで減少し、中学校では 29
人(38.7%)であった。
高等学校でも 35 人(46.7%)であっ

らの研究 4)でも、専門科目受講前後で養護教諭志望学
生の教員や養護教諭の役割の認識が変容し、明確化さ

たことから、志望学生の半数以上はこれまで保健室頻
回利用者であったと言うことができるだろう。特に、

れるとの報告されており、
「養護教諭」のイメージに影
響があると考えられた。

小学校高学年以降は保健室頻回利用で養護教諭から支
援を受け、様々な影響を受けていたと考えられる。半

一方、
「受容」
「相談」
「母」
「優しい」
「温かい」「聴
く」などの語は、養成教育の過程で変化せず、養護教

現しており、志望学生の「養護教諭」のイメージはど
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諭を目指すにあたっての根幹のイメージとも言えた。
志望学生はこれまで保健室を頻回利用したことが、学
生自身の養護教諭観の醸成の機会となった 11)と考え
られる。保健室利用時に、養護教諭の優しさや受容の
姿勢を感じ、それらが当時の学生の支えやあこがれと
なっていったことで、
「養護教諭」のイメージとして強
く残り、学生が目指す「養護教諭」にとって欠かせな
い資質となっているのではないだろうか。また、鹿野
らの研究 12)によれば、養護教諭と児童生徒の間には、
ケアしケアされる「互恵的関係」が成立すると指摘さ
れている。養護教諭は児童生徒への支援を通し、児童
生徒が成長していく様子を見つめる喜びや、養護教諭
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Ⅴ まとめ
1. 養護教諭志望学生の半数以上がこれまでの校種
において保健室を頻回利用していた。主な保健室利用
理由は、学年が上がるにつれ「けが・体調不良時」で

12) 鹿野 裕美、岡田 加奈子、武田 淳子、冨塚 都
仁子：養護教諭と子どものケアリングプロセス―ケ
アしケアされる互恵的関係の諸相とケアの内実―.

利用した学生の割合は減少し、
「相談時」や「居場所」
として利用した学生が増加していた。
2. 養護教諭志望学生の「養護教諭」のイメージを 1
回生と 4 回生で比較したところ、1 回生では児童生徒
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13) (財)日本学校保健学会：保健室利用状況に関する
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として養護教諭と関わった経験からの観点が多く、4
回生では養護教諭としての観点が増え、職務や保健室
の機能を意識したイメージが増加していた。
3. 養護教諭志望学生は、
これまでに関わった養護教
諭のイメージを基準としており、そのイメージは養成
教育において変化していなかった。
「優しい」
「受容」
「母」などの語で示され、変化しないこれらのイメー
ジは、
志望学生が過去の養護教諭との関わりにおいて、
支えやあこがれとしていた養護教諭の姿勢であると考
えられた。また、目指す「養護教諭」の欠かせない資
質を示していると考えられた。
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精神保健福祉援助実習における「展開」を意識した実習指導
-3 名の実習ストーリーの検討から-

田中

和彦

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

はじめに
精神保健福祉援助実習は、配属実習を 180 時間とし、精神
科病院、病院または診療所（精神科病床を有するもの、又は
精神科、心療内科を広告しているもの）
、保健所、市町村保
健センター、精神保健福祉センター、2006(平成 18)年改正前
の精神保健福祉法に規定された精神障害者社会復帰施設、障
害者自立支援法に定められた施設（主として精神障害者を対
象としたもの）において実習を行うこととしている。配属実
習は養成校によってさまざまであり、1 ヶ所で 180 時間、２
か所で 90 時間ずつという実習が一般的である。
愛知みずほ大学（以下、本学）では、精神保健福祉士養成
のための配属実習を 3 年次90 時間、4 年次 90 時間と分けて

図１ 実習の「展開」について

３年次

知識・体験の広がり

展開

行うこととし、２年間の実習を継続性のあるものとしてとら
え、４年次の実習テーマが３年次の実習を踏まえ、
「展開」
したものとなるよう指導している。
実習の「展開」について、筆者は以下のように考える。３
年次の実習は学生にとって初めてに近い現場体験となる。当

深まり

４年次

継
続
性

「展開」を可能にするための実習先選定について、以下の２
通りを実践している。ひとつは、２年間の実習を同一施設で
おこなうことである。これは、本学の社会福祉士養成課程が
取り組んできたことを踏襲したものであるが、3 年次に実習
施設全般への理解、利用者への理解を中心に学び、4 年次に
そこから紡ぎだされたテーマを深めていくという実習であ

事者と関わり、実習施設・機関の機能に触れて、そこから理
解を深めるという意味では、どうしても体験を通して「広く
浅く」理解するという意味合いが強くなる。知識や体験の広
がりを目的としているのが最初の実習であると言える。

る。ふたつは、3 年次と 4 年次の実習先を変更するパターン
である。
これは、3 年次の実習を踏まえて紡ぎだすテーマが、
同一施設の実習で深めるには困難である場合である。その際
は、テーマに沿った実習先選定を再度行うこととしている。

それに対して、４年次の実習では、３年次に学んだ内容を
踏まえ、学習を深める目的としている。３年次の実習で何を
感じ、何を学んだか。そして、どのような疑問・課題をもっ
たのかを学生自身が実習指導者や実習担当教員との協働作

研究の目的

業のもとで意識化し、そのことが次の実習に生かされていく
ようなことが、学習の深化につながるのではないかと考えて

本稿では、学生の実習ストーリーを３例挙げ、２年間の実
習体験における「展開」を明らかにする。そして、実習の「展

いる。そのためには２つの実習が継続的かつ連続的であるこ
とが求められ、そこには３年次の学びをもとにした実習の

開」がどのように学習を深化させていったかを明らかにする。
さらに、
「展開」させるための要因と、そのための実習指導

「展開」が必要となってくる。

のあり方について考察する。
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倫理的配慮
対象者には、研究の目的、方法、発表手段を伝えたうえで、
個人情報保護に関する説明を口頭と文書にて行い、承諾を得
た。

研究方法
２年間の精神保健福祉援助実習における取り組みが修了
した後に一対一のインタビューを行った。インタビューは半
構造化されており、質問項目はあらかじめ大まかに決められ
ているものの、インタビューにおける対話の流れ、対象者の
自由な語りを重視した。その他、学生の実習記録、実習報告
書も参考にした。

事例
今回報告する３事例の概要として、３年次、４年次の実習
先種別と実習課題を表１にまとめた。さらには、３年次の実
習での気付き、
「展開」に関わる要素、
「展開」
、４年次の実
習、学習の深化、進路について、表２にまとめた

表１ 事例の概要（実習先、実習課題）

３年次実習

４年次実習

学生Ａ

学生Ｂ

学生Ｃ

実習先：精神科診療所
実習課題：利用者を含めた地域
住民にとってのクリニックの存
在意義を知るとともに、精神科
診療所における精神保健福祉士
の役割、業務内容を知る。

実習先：精神科病院
実習課題：入院生活や退院後の地域
生活を送る上で当事者がどのような
問題を抱えているかを知り、当事者
がどのような生活を望んでいるの
か、精神保健福祉士がどのような支
援ができるのかを学ぶ。その中で疾
患から回復して地域へ戻っていく過
程を学ぶ。

実習先：精神科病院
実習課題：当事者の様々なニーズを
知り、その上で精神保健福祉士がど
のような援助ができるか学びたい。
また精神科医療機関における精神保
健福祉士のあり方について学ぶ。

実習先：精神科病院
実習課題：入院している当事者
がどのような環境で生活してい
るかを学び、一人ひとりを取り
巻く環境に対する援助について
学ぶ。また精神科病院における
精神保健福祉士の役割や他機
関、他職種との連携について学

実習先：精神科病院（同一施設）
実習課題：当事者の「退院したい」
という気持ちや現状を理解したうえ
で精神保健福祉士はどのような退院
支援が行えるのか、また、医師・看
護師・作業療法士などの職種や地域
で生活する際に関わってくる機関と
はどのように連携しているか学ぶ。

実習先：地域活動支援センター（生
活訓練施設・授産施設併設）
実習課題：社会復帰施設の活動が当
事者の「社会参加」にどのようにつ
ながっていくのか、当事者に及ぼす
影響について考えていきたい。また
社会復帰施設の提供する活動の意義
について学ぶ。

ぶ。
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表２ インタビュー内容
学生Ａ

学生Ｂ

学生Ｃ

「地域住民」
とは精神障害者や精
神障害者の家族を除いた住民で
あると考えていたが、実習によ
り、
当事者や家族も地域住民であ
り、当事者・家族・地域がトライ
アングルの関係であること学ん
だ。

利用者の入院生活の中での関わり、
病棟、デイケア、作業療法、社会復
帰施設等のプログラムを体験。何か
を学んだということよりもその実習
でやりきった気持ちだったが、それ
は自分自身が勉強不足で、何に興味
を持っているのかが分からないから
であり、実習をあきらめようと感じ
た。

ある当事者から「病院では縛られて
いる（管理されている）
」という発
言をされる。縛られ続けてはいけな
いという思いを新たにした。

診療所デイケアを利用している
当事者の多くは地域で生活して
いる。その一方で、
「社会的入院」
の問題が存在しているという現
実がある。

①事前学習不足から実習がうまくい
かなかったこと。そのことを認識し
ながらも現実逃避している。
②実習記録を振り返ることで、退院
支援、就労への関心に気付く。

精神科病院に「縛られている人」た
ちが退院し、どのようなプロセスで
地域生活を行っていくのだろうか。

「社会的入院」
の背景には地域の
問題があるのではないか。

どのように退院支援するか、退院後
の地域生活支援について。

当事者の社会参加とは何か。

実習先を地域への退院支援につ
いても積極的に取り組んでいる
精神科病院へ変更。
当事者の地域
生活と退院支援の実際を学び、
当
事者の地域生活のためには当事
者を含めた連携が必要と学んだ。

実習先は同一施設とした。精神障害
者の退院支援、地域生活支援をして
いく社会資源はまだまだ量・質共に
不十分である現状があり、その中で
精神保健福祉士がどのような支援を
していくことが求められるかを考え
た。

実習先を同一法人が運営する地域
活動支援センター（生活訓練施設、
通所授産施設併設）に変更。当事者
が社会参加には差別・偏見など様々
な困難があるが、一人ひとりのニー
ズを尊重しその人に合った支援が
自立を可能にすると考えた。

当事者、
家族、
関係者
（専門職等）
、 不十分な社会資源の状況でも、当事
地域住民をすべてひっくるめて 者が自分らしい生活を送ることがで
「地域」である。
きるように支援するのが精神保健福
祉士の専門性である。

社会参加とは、当事者が目標として
いる生活状況に少しでも近づいて
いくことである。そのための支援が
必要である。

卒業後の進路

地域生活支援に力を入れる精神

長期入院者を多数抱える精神科病院

精神障害者グループホームの職員

（参考）

科診療所の精神保健福祉士

の精神保健福祉士

３年次実習で
の学び

展開の要素

展開

４年次実習で
の学び

学習の深化

学生の実習事例に対する考察

家族、関係者、地域住民を全部ひっくるめて「地域」なのだ
という学習の深化が見られた。

学生Ａは、
「地域」というテーマで実習を展開させていた。
講義やボランティア活動を通して実習前より「地域」に対す
る興味をもち、そのことを踏まえた実習先選定となっている。
３年次の精神科診療所での実習で、地域で生活している当事

学生Ｂは「入院・退院支援」というテーマで実習を展開さ
せていた。３年次・４年次とも同一の精神科病院での実習と
なったが、３年次での病棟・社会復帰施設・グループホーム
での実習体験を踏まえ、
「退院支援、退院後の地域生活支援」

者と出会い、当事者や家族も地域住民の一員であることに気
づいた。しかし、一方で問題となっている「社会的入院」に

というテーマへ「展開」した。しかし、そこに至るには紆余
曲折があった。もともと実習に対してあまり積極的な姿勢で

ついて関心をもち、社会的入院の一因となるものに「地域」
の問題があるのではないかという思いを事後学習で得た。そ

なかったためか、実習を展開するにあたり、テーマを見つけ
られないでいた。しかし、実習記録の振り返りや課題レポー

のことから実習を「展開」させ、精神科病院での実習を行な
った。そこでの実習で、当事者の地域生活にさまざまな人（フ

トに取り組むことにより、自分の興味関心を掘り起こし、実
習を「展開」させている。精神障害者の地域生活を支援して

ォーマル、インフォーマル含む）や機関が連携し、当事者の
地域生活を支えていることを学んだ。実習を通して、当事者、

いく社会資源が量・質共に不十分な中でも、自分らしい生活
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の体験はさらに深い理解を得ることとなる。この循環が実習
の「展開」を促進させていると考えられる。
図２ 展開を促進するサイクル

を送ることができるように支援するのが精神保健福祉士の
専門性であるという学習の深化が見られた。
学生Ｃは「当事者の社会参加」というテーマで実習を展開
させていた。３年次の実習で出会った当事者の「病院では縛
られている」という言葉から、当事者がどのようなプロセス
で「縛られている」状態から脱し、地域生活を行っていくの
か、当事者の社会参加とは何かということをテーマに「展開」
させ、社会復帰施設での実習を行った。２年間の実習の中で
社会参加とは、当事者自身が目標としている生活状況に少し
でも近づいていくことであり、そのための支援が必要である
という学習の深化が見られた。
以上の点から、学生は２年間の実習体験の中でテーマをも

体験

展開
学び

って実習を「展開」させていることが分かった。それは実習
前より関心をもっていることであったり、実習体験により関
心を寄せたテーマであったりとさまざまだが、そのテーマに
出会うことが「展開」の一要素となっている。３年次での学
びを「展開」させ、３年次から継続性をもった新たなテーマ
へと進化させていくことが求められる。

言語化
化か

以上３点は実習中、または実習終了後、２回目の実習前
に行われることが必要である。その際には、実習指導に関わ
る指導者や養成校の担当教員の関わりが重要となってくる。
スーパービジョンの機能である、支持的機能、教育的機能、
管理的機能の３つを意識したスーパービジョン関係を形成
することで、ただ単に「指導する」のみでなく、受容的支持
的基盤のもと学生自らが考え、スーパーバイザーと共有する
関係の形成は、学生がいわば援助関係を体験しているとも言
える。そのような関係が学生の実習での学びを「展開」させ
「深化」させることに影響するのではないだろうか。

「展開」の促進に関する考察
筆者は学生の事例から、また学生との取り組みの中で、
「展
開」をさせる要因となるものを３点にまとめた。
１点目は実習体験である。当事者や当事者の家族との関わ
りによって得られる思いに触れること、またケース記録から
当事者や家族の置かれている環境を知ること、実習施設・機
関の機能や現状を知ること、さらには実習指導者からの助言
や指導から学生は多くの学びを得ることだろう。
しかし、それが「実習体験」としてとどまることのみにし
てはならない。そのことを実習中、または実習後、どのよう
に学生の中で咀嚼し、消化し、新たな課題を紡ぎだすかが重
要となってくる。そのために２点目としてあげられるのが、
実習指導としてのスーパービジョンである。実習で体験した

おわりに
課題として、学生の実習ストーリーを紹介するにとどまり、
詳細な分析が行えなかった。さらに実習事例を積み重ねるこ
とにより、実習の「展開」に関する要素について考察を深め
たい。また、今回は、本学の実習プログラムにおける「展開」
について考察をしているため、普遍化できないことも課題と
してあげられる。
2010(平成 22)年 12 月に精神保健福祉士法改正案が可決さ

ことや感じたことを言語化し、実習指導者や実習担当教員と

れ、新カリキュラムが 2012(平成 24)年 4 月より開始される

学生とのスーパービジョン関係で共有することで学生が、そ
のことを明確に意識化し、
「体験」を「学び」として精製し
ていくことにつながるであろう。

予定である。そのことに伴い配属実習時間の増加、精神科医
療機関での実習の必須化など変化も多い。実践力をもった精
神保健福祉士の養成のための効果的な実習教育について、さ

３点目は、スーパービジョンで得られたことの更なる言語
化である。体験の語りと学びの語りは、時に荒々しく、それ

らに研究を深めていきたい。

ゆえに、学生がそれを自分のものとして取り込むのには、時
間がかかることもある。学生の学びを外在化し、一定の距離
をもって客観的にとらえていくためには、スーパービジョン
でスーパーバイザーと共有した学びを、レポート作成などを
通して言語化し、学生自身が取り込むことのできるサイズに
していくことが必要であろう。
３点の関係性をまとめると、図２のようになる。体験、学
び、言語化は循環的関係にあるといえる。実習体験から学び
が紡ぎだされ、それを言語化することにより、外在化される。
その外在化されたことは、体験へとフィードバックされ、そ
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学生アンケート調査結果の報告
2010 年４月実施新入生編

平野 緑・高橋 徹*
愛知みずほ大学人間科学部人間科学科
*愛知みずほ大学情報教育センター

本学では 2000 年 4 月から学生の意識調査を行ってきた。全学生を対象にした調査は過去３回実施したが、今回(平成 22 年
度)は新入生だけを対象にしたアンケート調査結果である。
アンケート回答者数は以下の通りで、入学者のほぼ全員である。
表１ アンケート回答者数

1 回生 編入生 合計
保健・養護
16
4
20
保健体育
24
6
30
医療クラーク
8
0
8
心理・カウンセリング
26
1
27
精神保健・社会福祉士
7
0
7
計
81
11
92

男
2
24
0
10
3
39

女
18
6
8
17
4
53

計
20
30
8
27
7
92

Ｑ1．本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。(複数回答可）
ａ 先生から
ｂ 先輩・友人から
ｃ 説明会会場
ｄｱ 学校パンフ
ｄｲ その他パンフ
ｅ 情報誌
ｆ ホームページ
ｇ 広告（新聞・駅）
ｈ 以前から知ってい
た

図１ 本学の情報の入手先
本学（愛知みずほ大学）の名前の情報源は、例年同様、在学している学校の「先生からの情報」が一番多く半分以上の学
生が答えている。次に多いのも例年同様、
「学校でみたパンフレット」である。この 2 項目を 8 割以上の学生が答えている。｢以
前から知っていた｣「ホームページを見て」
「先輩・友人の薦め」
、という回答はほぼ同数であった。一方、人数が少なかった
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項目は「その他パンフ」
「広告（新聞・駅）
」という項目である。これらの項目は毎年少ない。
「以前から知っていた」という項目は、昨年より増加しているが、付属高校の出身者が増えているためだと思われる。昨
年より増えているのは、
「説明会会場」という項目で、10 名という少数であるが、昨年の 3 倍以上となったのは、全体数が減
っている中で増加している点では、注目すべきかも知れない。なんと言っても「先生から」が相変わらず多いのはやはり注目
すべきである。
Ｑ2．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)
ａ 勉強したい分野
ｂ 学力に合っている
ｃ ｶﾘｷｭﾗﾑ適切
ｄ 指導が良い
ｅ 少人数教育
ｆ チューター制
ｇ 資格取得
ｈ 就職率
ｉ 学費安い
ｊ 先生の薦め
klm 知人の薦め
ｎ 通学に便利
図２ 本学を選んだ理由
ここでも全体としては、前年度とほぼ同様の傾向が見られた。学生が本学を選んだ理由としては、
「自分が勉強したい分野
である」と答えた学生が最も多く 8 割近い学生が答えている、続いて「少入数教育に関心を持ったので」
、
「目指す資格を取得
するため」
、
「先生の薦め」
「自分の学力に合っている」
「指導が良い」という順で回答が多かった。昨年に比べて今回増えてい
る項目は「指導が良い」
「チューター制」と「学費が安い」である。特に目立つのは、
「学費が安い」が３倍近い数になってい
るのは注目に値する。この不況下で学費の経済的負担の問題は大きいことが窺われる。
ｇ「資格取得のため」本学を選んだと答えた学生たちが目指す資格は以下の通りである。
表２

養護教
諭
11

保健・養護
保健体育
医療クラーク
心理
精神保健・社会福祉士
合計
11

保健体育
7

コースごとの目指す資格

スポーツ
関連

医療関連

心理関連

社会福祉
士

介護士

1
3
1

7

1

3

1

1
1

1
1

取得したい資格の内容は、
教員免許では①養護教諭11 名②保健体育7 名。
昨年より養護教諭と記入したものは減っている。
医療クラークコースの資格を目指す学生は昨年は、居なかったが、今年は 3 名いる。心理と福祉関係は 3 名である。
全体としては何らかの資格を取得したくて入学した学生の割合は一昨年、昨年と比較すると記入数では全体で 27 名が 29
名になり今年は 25 名と微減である。割合では 27％である。
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Ｑ３．あなたは、入学したら参加したい部、サークルがありますか。
表３ 参加したい部、サークルの内訳

学内
バスケ
1
テニス
2
バレー
3
軽音部
3
陸上部
1
合計
10

学外
アイスホッケー
弓道部
手芸部

1
1
1

合計

3

部活への参加意欲は一昨年、昨年 15 名が今年は 13 名（14％）である。年々減少している。本学は保健体育の教師へのコー
スもあり、以前はスポーツ関連の部活は入部者が多く、活発であった。しかし、部活動の現在の実態は、スポーツの団体競技
の野球やソフトボール、サッカー、バスケット、バレーボール等は部員数が揃わず、運営に支障をきたしている。一人の学生
がいくつも掛け持ち参加して対外試合に出ている実態がある。さらに学生会の役員をしようとする学生は部活動をする学生が
多く、部活動だけでなく学生会活動も参加する学生がいなくなってきており、大変心配である。今年(平成 23 年度学生会)は
掛け持ちで役員を務めてもらい何とか学生会の役員の割り振りを成立させているのが実情である。
Ｑ４．現在、あなたが不安に思うことはありますか。

悩みを抱えている学生は 49％である。その学生は
複数の悩みを抱えている。件数は 64 件。
昨年に比べて割合も減っているし、件数も 99 件か
ら 64 件になっている。

図３ 不安の有無
次にあると答えた内容を分析し
た（左図。右の小円は「ある」
の内訳）
。多い項目は、昨年と変
わらず、
“友人作り”
、
“学習面”
が多い。
ａある
ａ-ア学習
ａ-イ心身
ａ-ウ友人作り
ａ-エ経済
ａ-オその他
図４

１年生の不安 内容
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図５ 男性の不安

図６ 女性の不安

男女別では、女性（51 件 80％）が男性（13 件 20％）より圧倒的に不安を抱えていることを表明している。その内容は、女
性は友人作り、学習面が多く、男性は友人作りと経済問題である。
表４-1 不安項目ごとのコース別の件数

保健・養護
保健体育
医療クラーク
心理・カウンセリング
精神保健・社会福祉士
合計

学習 心身 友人 経済 その他
5
1
9
2
1
5
2
6
2
0
2
0
1
2
0
9
2
8
2
1
1
1
2
0
0
22
6
26
8
2

不安あり合計 コース人数
18
20
15
30
5
8
22
27
4
7
64
92

不安項目をコースごとにみると、保健・養護コースと心理コースが多く、学習面と友人作りに不安を抱えている。2 つの
コースは女性が多く、女性の方が不安を表明している割合が高いのでこのように表れている。
不安の内容の具体的記述は 46 件で、ア「学習関係」35%、イ「心身の健康」2%、ウ「友人づくり」46 %、
エ「経済的問題」13%、オ「その他」4 %である。
表４－２ 「学習関係の不安」の内訳

授業についていけるか
資格の取り方
資格が取れるか
パソコンができない
社会人として働いていたので勉強についていけるか
1 年のブランク
計

10
2
1
1
1
1
16

昨年と比較して記述件数は 21→16 と減っているが授業についていけるか心配しているものが相変わらず多い。具体的な科
目の記入としては、毎年書かれていた英語はなく、パソコンができないと心配している学生がいる。編入生はブランクを気に
している。
次の問いの心身の不安について記入があったのは、1 件のみで“よく体調を崩すので不安である”と述べられている。この
項目は一番プライベートなことで記入しにくいので書かれていないだけで、心身に不安を抱えている学生が相当数いることは
例年と変わらないと思われる。
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表４－３ 「友人作り」の不安の内訳

友人ができるか
他県からなので
人見知り
編入なので
知人がいない
友人が一人でもできるか
物事や他人に関心がない
様々な友人ができるか
計

7
4
3
3
1
1
1
1
21

「友人作り」には一番たくさんの記述があった。
“他県からなので”
、
“編入生なので”と友人ができるか心配している。中で
一人、
“物事や他人に関心がない”とはっきり自分の性格を述べている学生がいる。入学後の学生の様子を見ていると、一人
でパソコン室で過ごしたりしている学生がいるが、本人は寂しくないのだろうかと思っていたが、そもそも他人に興味がない
という学生もいるようである。それを不安項目に記述したのは本人にとって、それは気になる点ではあるようだ。
表４－４ 「経済的問題」の不安の内訳

両親に 2 度の入学金を払ってもらったの
で
バイトと勉強の両立
奨学金をもらえるか
学費の負担
2 年目から不安
交通費が心配
計

1
1
1
1
1
1
6

「経済的問題」への記述は 3 件から 6 件と昨年より増えている。世の中の景気はずっと停滞しており、学費支払いの不安を
抱えている学生は多くいると思われる。深刻な悩みである。バイトをせねばならない学生はたくさんいるようだ。実際、授業
中に居眠りをしている学生に聞くと深夜のバイトをして寝ないで大学へ来たと言っている学生もいる。
“両親に 2 度入学金を
払ってもらったので”というのは編入生である。
表４－５ 「その他」の不安の内訳

バイトと部活の時間調整、夜のバスの運行がない
通学に時間がかかる
計

1
1
2

「その他」の不安に関しては、2 件のみ記述があった。
“部活の後のスクールバスを出してほしい”とのことであった。
“通
学に時間がかかる”というのも毎年出ている不安である。
“遠距離通学”という不安が昨年は 3 件あった。
編入生は様々な面で心配を抱えているようだ。学習面ではブランクを心配し、友人作りでは年齢の面からか不安をもってい
るようだし、経済面では親に 2 度も入学金を負担させてしまったと負い目を感じているようだ。
編入生は 11 名で全体の 12％だが、不安は 15 件表明しており全体(64 件)の 23％を占めている。
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Ｑ5. あなたは現時点で、卒業後の方向についてどう考えていますか
ａｱ 一般企業
ａｲ 公務員
ａｳ 教員
ａｴ 福祉関係
ａｵ 病院
ａｶ その他
ｂｱ 大学院
ｂｲ 専門学校
ｂｳ 留学
ｂｴ その他
ｃその他
ｄまだ未定
図７ 卒業後の進路
卒業後の進路で「就職する」と答えた学生で、就職したい先を「教職」としている学生が昨年同様最も多い（29 名）
。全体
の 3 割以上である。次に多い項目は一般企業、公務員、福祉関係、病院続く。表２の目指す資格のところでは教員資格は 18
名が目指していたが、ここでは 29 名が卒業後の進路を教師としている。棒グラフからもわかるように全体の流れは昨年と同
様な傾向がみられる。
卒業後の進路を図示すると下図の通り。(右の円グラフは「就職する」の内訳)
ａｱ 一般企業
ａｲ 公務員
ａｳ 教員
ａｴ 福祉関係
ａｵ 病院
ａｶ その他
ｂ進学等
ｃその他
ｄまだ未定

図８ 卒業後の進路１年生
図８のその他 76％というのは就職する（ａ項目）と答えた学生数 74 名を全体数 97 名（複数選択している）で割ったもの
である。右の円内は、その内訳である。右円の％を足すと 76％となる。

以上、データ数が少なく統計処理の意味がない項目もあったが、図１の本学の情報入手先や図２の本学を選んだ理由、図７
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の卒業後の進路等のアンケートの結果は昨年と同じような傾向を見せている。特に本学の情報入手先は、出身校の教師からが
半分以上を占めている。身近な教師や友人知人のアドバイスが大きいことが伺える。一方少ないながらも受験生が本学の情報
を入手するのは広告よりは情報誌、情報誌よりはインターネットからという傾向がずっと続いてきている。記述項目への記入
は昨年より減っており、大学生活への期待感が減っているのだろうか。
参考：2005 年 4 月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第 1 号―2007、瀬木学園紀要第 2 号―2008
瀬木学園紀要第 3 号―2009、瀬木学園紀要第 3 号―2009
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（１年・編入生用）

アンケート調査のお願い

Ｈ２２年度

愛知みずほ大学
皆さんは、新たに愛知みずほ大学での生活をスタートされますが、私たちは皆さんがより良い学生生活
が過ごせるようにお手伝いしていきたいと考えています。皆さんをよく理解するため、どんな契機で本学
に来られ、どんなことを気にしておられるのかなどについてのアンケートを実施したいと思います。皆さ
んのアンケート調査へのご協力をお願いします。
まず最初に以下の項目にお答えください。該当する記号（ａ～ｐ、ア～カ）を○で囲み、………には適
語を記入して下さい。
（コース・学科）ａ保健・養護コース
ｂ.保健体育コース
ｃ.医療クラークコース
ｄ. 心理・カウンセリングコース
ｅ.精神保健・社会福祉士コース
（学年）
ａ.１回生
ｂ.編入生
（性別）
ａ.男性
ｂ.女性
１． 本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。
（複数回答可）
ａ.先生から聞いて
ｂ.先輩・友人から聞いて
ｃ.説明会の会場で（該当する会場を記入して下さい）
大学展（その地区名は……………………………………………………………………………….
その他の会場（具体的に…………………………………………………………………………….…
ｄ.愛知みずほ大学作成のパンフレット・大学案内資料を見て
パンフレットや案内資料はどこで見ましたか（該当する項目を囲んで下さい）
ア.学校で
イ.その他（………………………………………………………………………….
. ｅ.情報誌の大学案内資料を見て
（誌名や出版社名がわかっていたら記入して下さい……………………………………….……..
ｆ.愛知みずほ大学のホームページを見て
ｇ.新聞広告や駅での広告を見て
ｈ.以前から知っていた
ア.周りに瀬木学園出身者がいるから
イ.兄弟や周りに本学に通学している人がいるから
ウ.その他…………………………………………………………………………………………
ｉ.その他（……………………………………………………………………………………………
２．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。
（複数回答可）
ａ.自分が勉強したい分野である
ｂ.自分の学力に合っている
ｃ.カリキュラムの内容が適切（特にどんな分野・系統ですか………………………………………………
ｄ.教育・指導が良いと聞いた
ｅ.少人数教育に関心を持ったので
ｆ.チューター制に関心を持ったので
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ｇ.目指す資格を取得するため（具体的資格…………………………………….………….……………..
ｈ.就職率の高さ
ｉ.学費が比較的安くすむ
ｊ.先生のすすめ
その先生はどこの先生ですか（該当する項目を囲んで下さい）
ア.高校の先生 イ.短大の先生 ウ.その他（…………………………………..……………….
ｋ.先輩・友人のすすめ
ｌ.親・兄弟・親戚などのすすめ
ｍ.兄弟・親戚・先輩・知人が在学・卒業している
ｎ.通学に便利である
ｏ.特にない
ｐ.その他……………………………………………………………………………………………………
３．あなたは、入学したら参加したい部、同好会、サークル、団体などがありますか。
ａ.学内にある（具体的に………………………………………………………………………………
ｂ.学外にある（具体的に……………………………………………………….（既に加入済みを含む）
．
ｃ.まだわからない
ｄ.特にない
４．現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか。
ａ.ある（該当する記号を囲み、説明して下さい）
ア.学習関係（具体的に…………………………………………………………………………………...
イ.心身の健康（具体的に………………………………………………………………………………
ウ.友人づくり（具体的に………………………………………………………………………………
エ.経済的問題（具体的に………………………………………………………………………………
オ.その他（具体的に…………………………………………………………………………………...
ｂ.特にない
５．あなたは現時点で、卒業後の方向についてどう考えていますか。
ａ.就職する（該当する記号を囲んで下さい）
ア.一般企業 イ.公務員 ウ.教員 エ.福祉関係 オ.病院 カ.その他（………………………
ｂ.進学する（該当する記号を囲んで下さい）
ア.大学院
イ.専門学校
ウ.留学
エその他（……………………………………………
ｃ.その他
ｄ.まだ考えていない
６．その他に何か述べたいことがあれば、書いてください。
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食育推進事業「中学生のための魚教室」報告
― 学校と地域社会の連携とその評価 ―

上原

正子

・

井戸田道智代

愛知みずほ大学短期大学部

Ⅰ はじめに
食育基本法の前文には『国民一人一人が「食」につ
いて改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる
人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、
「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を
行う能力を身に付けること・・・』とある。現在の我
が国のようにめまぐるしく変化する食環境にあっては、
食に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う
ことができる能力が不可欠といえる。
さらに食育推進は『都市と農山漁村の共生・対流を
進め、
「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構
築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び

踏まえ、本校と農林漁業者との連携を検討した。
本校は名古屋市内のいわゆる都市部にあり、本校近
隣の住民は日常的に農林漁業に接する機会がほとんど
ない。食育推進の活動を考える上で、農林漁業を身近
に捉えることができる活動を農林漁業者と連携して行
うことができるならば、自然の恩恵や食に関わる人々
の様々な活動への感謝の念や理解を深めることができ
るのではないかと考えた。
今年度は「魚・漁業」をキーワードに南知多町豊浜
漁協と連携した
「中学生のための魚教室」
を開催した。
ここにその事業の内容を報告する。

発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進
並びに食料自給率の向上』に寄与することが期待され
ており、食を見直すことが国民全体として必要なこと
であるとしている。しかし、これら食育の意義につい
て多くの者が理解しているにもかかわらず、その手
段・方法は個々の努力に任せられているところがある。
食育基本法においては第 11 条に「教育関係者等及
び農林漁業者等の責務」として、「教育等に関する関

Ⅱ 方法
（1）テーマ設定の理由
「魚」は古い時代から日本人の主たる動物たんぱく
質源である。長年、長寿といわれる日本型食生活の主
菜の位置を占めてきている。FAO2007 年では日本人の
魚の供給量は１人１日当たり 178g という先進国の中
で最も多く、２位の韓国 141g に比べても差がある。
しかし、摂取量は（国民健康・栄養調査結果）減少し

係機関は食に関する関心及び理解の増進に果たすべき

ており、世代別にみると若い世代の女性に「魚離れ」

重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆ
る機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推
進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進

の傾向がみられている。一方、足立己幸ら 1)の研究に
よると、小学生の 37.5%が日常的に魚料理を食べてい
る（週に 3～4 回）が、週 1～2 回の児童は 49%とほぼ

に関する活動に協力するよう努めるものとする」と示
されている。また、現在、検討されている新しい管理

半数となっている。
また、日本は他の国と同様、都市に住む人口が多く

栄養士・栄養士カリキュラム改編には「食育」を導入
することが望ましいとの答申が示されている。これら

なる傾向にある。都市に住む者が日本は四面を海に囲
まれた島国であること、近海魚など活用できる環境に

のことから、栄養士養成校には食育推進を担う教育機
関としての積極的な支援策を講じる役割がますます求

あることなどに気づき、さらには魚を食材とした古く
からの食文化があることを認識することは、食材を大

められている。
本校では平成 20 年度から地域貢献としての食育推

切にする情動につながると考えた。漁業と食卓の魚を
一つに繋げる必要性から「魚」をテーマとした。

進事業に取り組んでいる。
今年度は前述した第 11 条の
「他の者への協力」と農林漁業者及び農林漁業に関す

そして魚に対する理解を深める手段として対象者が
魚に触れることができる体験を取り入れた。魚を前に

る団体に対する「教育関係者等と相互に連携して食育
の推進に関する活動を行うよう努めるものとする」を

すれば魚の生態や流通について理解し易く、魚をおろ
す体験は魚の命を考えることにつながると考えた。

52

資料

（2）対象
本校を学区とする中学校の生徒を対象とした。Ｍ中
学校は全校 300 人程度の中規模校である。名古屋市内
商業・住宅区の交通が便利な都市部にある。
中学校新学習指導要領の総則３には「学校における
体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮
して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うものと
する。特に，学校における食育の推進・・・（中略）
また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連
携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康
に関する活動の実践を促し・・（後略）」とあり、教
員は食育についてより理解しようとする意欲が見える。

を高くしたことで、食・魚への関心を高めることがで
きたとも考えられる。
課題としては参加者を増やす手だてがある。今後は、
他団体との連携・啓発手段を検討していきたい。

学校長に趣旨を説明し参加者募集の協力を得た。
（3）連携
知多半島の先に位置する南知多町豊浜漁協組合に
依頼した。豊浜漁協では地元の学校に出向いて出前授
業を実施している。今回は魚をおろすことに重点をお
いた指導を依頼し、本学では「魚の生態系」「海の食
物連鎖」「魚の栄養」についての講和を行うこととし
た。漁業関係者は本事業の目的を「漁業に対する理解」
とし、本学は「魚の摂食態度の変容」とすることを確
認した。当日は漁業関係者６人が来校した。
（4）開催期日・会場
・期日:平成22年12月18日（土）

表2

・会場:愛知みずほ大学短期大学部西校舎第1調理室
（5）参加者 21 人
表 1 参加者の内訳
男子
1 年生
7人
2 年生
2人
3 年生
1人

女子
3人
8人
0人

た。また、「魚の栄養や健康に対する働きについて関
心がある」は 3.8 から 4.5 となり、変容が最も顕著に
表れた。「食べる行動」に関する態度が高い値になっ
たことは、魚を自分で卸すという体験が「自己効力感」
を高め「食べる自信」につながっていると伺える。
魚に触れられない、掴めない生徒や、出刃包丁を持
ったことがない生徒が、
２匹目は大きな魚を選んだり、
形よくあらを取りだそうとしたりする態度がみられた
ことは、
実物を効果的に活用した成果であると考える。
今回の「魚教室」は中学生にとって少し難しい魚を
選択しての実習であった。近海魚である「すずき」は
漁業関係者のみが知る卸し方でもある。少しハードル

合計
10 人
10 人
1人

食べる行動・態度

魚料理は
好き

事前

魚をもっと
食べたい

事前

魚をもっと食べる
自信がある

事前

魚を食べることは
大切なことだと思う

事前

表3

とても
思う

思う

どちら
ともい
えない

あまり
思わな
い

思わ
ない

7
14
5
11
2
6
9
15

8
6
9
9
6
11
10
5

6
1
7
1
12
3
2
1

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

事後

事後

事後

事後

作る行動・態度
とても
ある

（6）内容
① 魚についての話（本学准教授）
② 南知多町の漁業についての話（豊浜漁協組合長）
③ 魚（すずき）の卸し方・実習
④ 魚の調理（すずきのから揚げ）
⑤ 試食（ご飯・から揚げ・あなごの干物・味噌汁）

魚や魚の食べ方について
知りたい

事前

魚の栄養や健康に対する働
きについて関心がある

事前

海や川での魚の生活や
環境に興味・関心がある

事前

魚釣りや魚のつかみ取りに
興味・関心がある

事前

魚料理の作り方や食べ方に
ついて興味・関心がある

事前

事後
事後
事後
事後
事後

3
13
2
11
5
10
4
6
4
14

まあま
あある

あまり
ない

14
8
14
10
9
9
10
9
16
6

4
0
4
0
7
2
7
5
1
1

全くな
い

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

Ⅲ 結果及び考察
参加者には魚に関する事前及び事後のアンケートを
行い、その結果を本事業の評価とした。このアンケー
トは先行研究 2)の一部を引用したものである。結果は
表 2・3 のとおりである。
どの項目も事業後は事前より高い結果となった。比
較考察を行うために回答項目を点数化（5～1 点）して
平均点を算出した。その結果、「魚料理は好き」「魚

参考文献
1) 「魚と食育」フォーラム資料 （財）東京水産振興会

をもっと食べたい」「魚をもっと食べる自信がある」
はいずれも 0.6 ポイント高くなり、「魚を食べること

2) 「日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的
研究」最終報告書 （財）東京水産振興会

は大切なこと」は 4.3 から 4.7 と最も高い点数となっ
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精神保健福祉士(PSW)が行う精神科予診のポイント
―経験論的実践マニュアル―

田中

和彦

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

はじめに
精神科医療機関において、クライエントの初診時に「予診」
という診察の前の予備面接を行うことが多い。その担当は若
手の精神科医、研修医が考えられる。しかし、精神科医療機
関や精神科診療所において、心理療法家や精神保健福祉士(以
下、PSW)、看護師等のコ・メディカルスタッフがその役を
担うことが多いのも現実である。筆者は、精神科診療所に
PSW として勤務していた経験をもち、PSW1 年目から予診
を担当した。当時、筆者が勤めていた診療所の医師は予診を
担当することで面接技術の向上、見立ての能力の向上を図る
意図があったと、現在、振り返ってみるとわかる。確かに週
に７～８件の予診を取ることで、自分の面接技術は格段に向

致しないことになり、情報提供的側面が強すぎれば、取り調
べのようになってしまう。初回面接的側面を重視しすぎるこ
とで、予診としての機能を果たさなくなることもあるだろう。
PSW が予診を取る場合もこの 3 つの側面を意識したいとこ
ろである。
ここで、PSW は医師でないため、当然のことながら医学
的診断に関する技術を十分に持ち合わせていないことにつ
いても留意しておく必要がある。PSW が予診時に「病気の
見立て」をするのではなく、クライエントの話を伺い、ラポ
ール形成を図り、診断に必要な情報を収集し、そのことでク
ライエントが主体的に治療に取り組めるよう支援していく
ことが求められる。クライエントが精神科の門をくぐっては

上したし、見立てについては、予診にプラスして週一のカン
ファレンスでの振り返りによって力となった。
しかし、PSW として医師の診察前に会うということは、
時として「これでよいのか」という不安をもち、また福祉専
門職であることの職業アイデンティティを揺さぶられるこ
とでもあった。当事者を「生活者」としてとらえ関わってい
く PSW が、医療機関において、
「診断」に基づく面接を行う

じめてに近い段階で会うのも予診者である。そういう意味で
はこちらもクライエントから「見定められる」対象となって
いることに気をつける必要があろう。

ということには、数々のゆらぎが存在するであろう。
本稿は、PSW が行う精神科医療機関における予診のポイ
ントを、筆者の PSW としての実践経験を元に記してみた。

ろもある。これは基礎的な情報の収集等に役立つと考えられ
る。予診は情報収集とラポール形成に重きをおくことから、
参考にしながらも、それに囚われすぎず上手く使っていくこ

あくまで、筆者の主観的考えによるものであるが、愛知みず

とが必要であろう。

予診の概要
招き入れるまで
医療機関によっては、予診の前に問診票の記入を課すとこ

ほ大学を卒業し PSW として現場実践をスタートさせる学生

予診者は、クライエントの受付、カルテ作成等を待ってク

たちの一助となれば幸いである。

ライエントを予診室（面接室等）に呼ぶ。ここから既に予診
が始まっている。構造にもよるが、待合室でクライエントが

予診の意味と機能
精神科臨床において予診とはどのような意味をもつもの

分かるところで、かつ、他のクライエントから好奇の目でさ
らされない程度の位置からクライエントを呼ぶことが必要

だろうか。笠原は予診の側面ないし機能について、教育的側
面、情報提供的側面、初回面接的側面を指摘している。
（笠

である。呼ぶ際には、該当するクライエントと早い段階で目
を合わせ、受容的態度で予診室へ誘導することが必要であろ

原：2007）教育的側面は、予診者の面接技術の向上を図る目
的があり、情報提供的側面は、診察のための情報収集の目的

う。
精神科を受診する多くのクライエントが「不安」を抱えて

であり、初回面接的側面は、クライエントに対するファース
トコンタクトとしての機能である。この 3 つの機能をバラン

いる。それは「相談に乗ってくれるだろうか」という不安や
「このような問題で相談に来てよいのだろうか」という不安

スよくもち、予診を展開していくことが求められる。つまり、
教育訓練的側面が強すぎれば、クライエントの受診目的に合

である。特に初診時はその不安は大きいものである。さらに
は、現在抱えている病気や生活問題自体への不安も当然のこ
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クライエントとの対面
クライエントを招き入れたらどの位置に座るか、面接室の
構造によるので一概にいえないが、対面式の場合は窓を背に
することはあまり好ましくないとされる。できれば窓は面接
者の横にあったほうがよいといわれる。
（遠藤：2001）座る
位置は斜めにあることが好ましい。真正面（対面式）であれ
ば少し面接者が斜めにずれておくとよい。真正面はクライエ

況をうかがう。こちらは開かれた質問と閉ざされた質問を両
方有効に使うとよい。主訴によっても異なるが、例えば「気
分が落ち込む」などといったうつ病が疑われる主訴であれば
「夜は眠れますか」
「食欲はありますか」等、気分の状態や
生活上の困難を伺おう。質問方法については後ほど詳しく述
べる。
予診中盤には、家族構成を聞く。家族構成は 3 世代聞くこ
とを基本とする。本人から見て祖父母の代から聞くとよい。
家族構成図はジェノグラムを使用し、一番上の代から聞いて
書く。その際、単に家族構成を聞くのみにとどまらず、親の
こと、職業、性格（あなたからみてどんな方ですか）父母の
関係、家族関係や家族の雰囲気など聞くことも必要である。

ントに対して威圧感・圧迫感を与える。これはデイルーム、
待合室等でのクライエントとの関わりでも同じである。
面接者の手は基本的に机の上に出しておく。手を隠してい
ると何をされるか分からないという緊張を与えてしまう。ま
た、面接者は腕組みをさけたほうがよい。腕組みも威圧感を
与える。
メモはどうするか。メモを取らないほうが望ましいという
意見もあるようだが、
現実的には 30 分～1 時間程度の予診を
すべて頭に入れておいて後で記録を作成することは困難で
あろう。クライエントに一言断った上でメモをとることを勧
める。メモはクライエントに対して斜めのほうがよいようで
ある（遠藤：2001）

その後は、生活歴を聞こう。生活歴についてはこと細かに
聞く必要はないが、ある程度ポイントを絞って聞くことが大
切である。出生時の異常の有無、幼少期、児童期、思春期に
渡っての性格や人間関係等を聞く。その際はどうでしたかと
いう開かれた質問では答えにくい場合もあるので、そのとき
は「おとなしいほうでしたか、活発なほうでしたか」
「友だ
ちは多いほうでしたか」
「いじめられた経験、いじめた経験
等はいかがですか」など少し的を絞って聞くとよい。転校歴
の有無も聞くとよい。どの土地に生まれてどの土地に育った
かはクライエントの人生に何らかの影響を与えていること
が多い。どのような学校でどのようなことを学び卒業したの
か、または中退歴なども聞いておくことが必要である。また

予診の開始であるが、まず「はじめまして、ソーシャルワ
ーカーの○○と申します。これから医師の診察の前にどのよ
うなことでご相談にこられたかというお話を 30 分（時間は
医療機関で異なる）くらいお伺いしますのでよろしくお願い
します。
」というように自己紹介を行う。この際、この面接
の目的をきちんと伝えることが大切である。あくまで診断の
ための面接ではなく予診であるということをクライエント
が分かるように説明する。カウンセリング（相談）や診断、

不登校経験についても頭に入れておこう。仕事をしている人
には職歴も聞こう。会社名までとは言わないが仕事の種別く
らいは聞いてもよい。また営業職なのか事務職なのか、自営
業なのか等。それを現在に至るまで聞いておく。結婚歴、離
婚歴もあらかじめ家族構成図で分かっているので詳細が必
要な場合は聞くとよい。
次に治療歴を聞こう。今回相談にきた問題でどこかにかか
ったか、精神科初診だけでなく、内科等の初診の有無につい

心理テストではなく、予診であるという面接の目的を共有す

ても同様に聞くことが必要である。精神科にかかりづらく内

ることが必要であろう。その際メモについても「メモ（記録）
を取らせていただいてもよろしいですか？」というように了
解を得ることが必要である。あと本人確認や同伴者の有無に

科で、という方もいる。事前に保健所、福祉事務所、児童相
談所等の公的相談機関に行っている場合もあるのでそれも
聞く必要があるだろう。例えば発達の問題であれば保健所の

ついても確認をしておこう。
「○○○○さんですね。今日は
お一人ですか？」というように確認するとよい。

保健師に相談をしているか、児童相談所や学校のスクールカ
ウンセラーに相談しているか、DV 問題であれば女性センタ

さて実際の予診に入る。まずは主訴を聴くことから始まる。
「今日はどのようなご相談でお見えになりましたか？」とい

ー等を利用しているかなどである。クライエントがどのよう
な社会資源を利用してきたかは、どのような相談をしたのか

うように開かれた質問にて面接をはじめよう。そのほうがク
ライエントは話しやすい。初めてクライエントから語られる

ということだけではなく、社会資源を利用する力があるかど
うか、また相談機関等にどのようなイメージをもっているか

言葉には真摯に耳を傾け、その言葉に心から共感し傾聴に心
がけることが大切である。その上でメモをとるとよい。つま

などを把握でき、今後の展開にも役立つだろう。Dr shopping
の場合もできうる限り聞こう。精神科入院歴の有無も必要で

りは受容的態度をかもし出しつつ、うなずき、あいづち等の
ノンバーバルなコミュニケーションを有効に使いながらメ

ある。さらには既往歴（精神科疾患に限らず内科的疾患も含
めて）の有無、服薬の有無等も聞いておこう。現在治療中の

モをとるのである。メモは意外とクライエントにとっても息
継ぎになるようである。主訴を概ねうかがった上で現在の状

疾患についても合わせて聞いておくとよい。

とながら存在する。また、精神科に受診するという抵抗感も
敷居が低くなったといえ根強い。
「よく勇気を出して受診し
てくださいました」という姿勢が基底にあることが大切であ
る。
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その他
① 家族、同伴者がいる場合はどうか。
家族や同伴者が一緒に来院している場合であるが、さまざ
まな捉え方がある。
（笠原：2007）予診として必要なラポー
ルの形成、情報収集を考えた場合、クライエント（問題の当
事者である本人）の状態によって変えなければならない。例
えば病識のない統合失調症患者であれば、なぜ連れてこられ
たか分からないだろうし、そもそも病気であるとは思ってい
ないことも多いため、クライエントの抵抗も強い場合がある。
かえって家族など同伴者から話を聞くほうがよい。器質性精
神障害や認知症等においても同様である。それに対して、思
春期・青年期の問題、人格などの問題、家庭内暴力や摂食障

ージ作りが後の治療や援助関係に悪影響をおよぼすことも
ある。
④ 時間について
予診にどれくらいの時間をとるか。筆者の経験上、30 分前
後がよいのではないかと考える。初診クライエントに対して、
長時間の予診で情報を完璧に聞き出す必要があるかといわ
れれば疑問に残る。むしろ全体像を把握することのほうが必
要であると考えている。クライエントがどのような問題で困
っているのか、そこに至るクライエントの生活、人生を大ま
かに知ることが求められる。また、例えば 1 時間の予診のあ
と、1 時間の初診を受けるとなればクライエントの負担も大
きい。初対面の人に話すというのは大変に労力のいることで

害等はどうであろう。このような問題は家族関係がうまくい
っていないことも多いため、家人からのみ話を聞くのは弊害
が出る恐れもある。笠原も予診の初心者は家人から話を聞く
べきとしていながらも、これも一概に言えないとも述べてい
る（笠原：2007）
。筆者は問題の当事者である本人から話を
聞くようにしていた。ケースバイケースの部分も大きいが、
各医療機関の医師とその辺りの方針を話し合っておくとよ
い。
② クライエントが話さない場合
クライエントが無理やり連れてこられた場合などに多い
が、話さない、ということもある。例えば「今日はどういっ
たご相談でお見えになりました？」という問いに「特に相談

ある。そのことを踏まえると予診者の満足のために時間をか
けるよりも、クライエントのことを第一に考え、大まかな問
題の枠を把握すること、信頼関係形成を重視すべきであろう。

などない」と言われてしまうと、こちらもどうしてよいか分
からなくなってしまう。しかしここで大切なのは無理やりで
あれどうであれ、その医療機関の門をくぐったということは、
何らかの治療の必要性や問題意識を感じているのである。そ
れを表面に出すか否かは別としても。その部分を信じ、あき
らめずに話を伺おう。
「それでは生活で困っていることを教
えてください」という聞き方をすると話し始める場合がある。
「実は夜眠れなくて、それは近所の人が夜になると皆で悪口

事務的やマニュアル的な対応に対して、時にクライエントは
反応し傷つく場合がある。根底にある援助技術は同じもので
あってもクライエントの問題、語り口、態度などによってさ
まざまな対応があってもよいと考える。
質問：質問技法は「開かれた質問」と「閉ざされた質問」
を用いる。開かれた質問はクライエントにより多くのことを
語ってほしい場合に使用する質問技法で、自由な回答を得る
ことを目的とする。
「最近の気分はいかがですか？」という

を言い始めるからなんです」などと。そこから話を進めてい

ようにクライエントがどのようにでも答えられる質問技法

けばよい。ただそれでも無理な人もいる。そうしたら「今は
どのような生活をおくっていらっしゃるのですか」と聞いて
みよう。少しずつ話をしてくれる。最初の話をどう受けとめ

である。それに対し閉ざされた質問は答えが限定される質問
である。
「気分は落ち込みがちですか？」といったように、
はい、いいえで答えられる質問技法は、的確なクライエント

るか（受容するか）が肝心である。やっと話し始めたクライ
エントの物語を逃すことなく聞こう。その際に言葉だけでは

の情報を得る場合には用いやすい。基本的には開かれた質問
をベースに予診を展開していくとよいが、時として閉ざされ

なく、どのような表情で語っているか、注意深く観察しなが
ら聞くことが大切である。こちらの態度によってクライエン

た質問を用いることで情報の精度を上げていくことが必要
とされる。質問技法の使い分けが必要である。大切なことは

トの話は変わってくる。
③ メモについて

受容的態度であり、質問方法の選択を間違えるとその予診は
情報収集の色合いが濃い取調べのようになってしまう。

メモをどう取るか。これは賛否両論ある。詳細なメモを取
りながら面接を進める場合もあるし、逆に全く取らずに聞く

観察：予診時には情報収集と共に、PSW がもつ印象も大
切となってくる。例えば、服装について、奇抜なファッショ

場合もある。大切なことはメモに集中することでもないし、
メモを一切取らないことでもない。必要なメモを取りながら

ンであるか、色使いはどうか、季節感はどうか、と見ていく
とそれだけでもクライエントの状態の一端は把握できるの

の面接はちょうどよい呼吸を生むことにもなる。また情報収
集の面からも必要であろう。こちらの記憶違い、勝手なイメ

ではないだろうか。また身だしなみについては、髪形、シャ
ツの洗濯具合、男性であれば髭の状態など、女性であれば化

予診に関する面接技術
受容と傾聴：予診は相談内容の善し悪しを判断するもので
はない。しかし自分の価値観からどうしても苦手意識がでて
しまったり、PSW 自身が反応してしまったりすることもあ
るかもしれない。PSW はできる限りニュートラルな状態で
クライエントの言葉に耳を傾ける必要がある。クライエント
の言葉に耳を傾けることは簡単なようで難しい。大切なのは、
クライエントに関心を持ち、受容的態度をとることである。
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粧の状態などからも生活状況の一端は見て取れる。さらには、
予診時の表情、視線、しぐさなども観察しておくとよい。あ
る程度の緊張感をクライエントがもつのは自然な状態であ
ろうが、極度の緊張感をもっている、極度の落ち着きのなさ
が見られる、視線が合わない、定まらない、焦点が合わない
などの観察も予診時には重要となる。
問題別留意点
うつ病、それに類する気分障害
最近の外来精神医療においては非常に多い相談となって
いる。
「うつ」という言葉が市民権を得て、気分の落ち込ん
だ状態を「うつ」と呼ぶようになっている。そのためクライ

と声をかけていきながら、クライエントの病的体験による
「つらさ」に寄り添いながら予診を進めていくことが大切で
ある。
依存症など
アルコールや薬物などの物質依存（嗜癖）については、家
族のみが相談に訪れることも多い。また家族が同伴である場
合も多くみられる。この際は必ず家族と本人、両方から話を
聞くことが重要である。どちらの話を信じるかではなく、家
族はこう言っている、本人はこう言っているというように客
観的に判断することが必要であろう。依存症者はその病気の
特性から、病気や問題に対しては否認（そんなことはない、
病気ではない）や、過小評価（問題があったとしてもたいし
たことではない）ということをしがちである。依存症者の否
認の言動に巻き込まれずに、冷静に事実を把握することが求
められる。

エントがいう「うつ」は必ずしも精神科医療関係者が理解し
ている「うつ」とは一致しないことを認識しておかなければ
ならない。うつ病、気分障害の主訴に対しては、食欲、睡眠、
気分の落ち込みや上昇、仕事について聞いておくとよいだろ
う。その他、気分の落ち込みのきっかけや家族関係、対人関
係についても聞けるとよいだろう。
思春期や青年期の問題
不登校やひきこもりの場合、最初に受診する者（ファース
トクライエント）が必ずしも問題を抱えた本人でない場合が
ある。その際は家族の目線から見た本人の状態を聞く必要と、
家族自身のことを聞く必要がある。不登校・ひきこもりの場
合はどのような状態なのか、いつ頃からなのかを聞いておこ
う。ただし不登校やひきこもりが、精神疾患が原因の場合も
見られる。例えば統合失調症やうつ病によるひきこもり状態
や不登校などの場合もあるため、そのあたりの情報はつかん
でおく必要があるだろう。社会的ひきこもりと統合失調症の
ひきこもりとのアプローチは違うので、必ずその視点を忘れ
てはならない。

摂食障害など
女性に多い摂食障害であるが、これについてはどのような
経過があるかが必要であろう。例えばダイエットから拒食、
一転して過食嘔吐という流れが結構多い。また摂食障害はリ
ストカット等の自傷行為や、盗癖なども併発している場合も
ある。アルコールや薬物の乱用・依存が見られるケースも多
い。そのことも予診の際に頭に入れておくとよいだろう。
PSW が予診をとる意味
はじめに述べたとおり、予診は初診のための予備的診察で
ある。医師の診断のために必要な情報収集に偏ることもあり、
いわゆる医学モデルでの視点を重視したことになる場合も
多い。そのことは、PSW が「生活モデル」を主体とした専
門職であることと相反し、時に「ゆらぎ」を覚えることとな
る。
PSW としてはどのような視点で予診に臨むことが求めら

統合失調症など
統合失調症などの疾患の場合、ルートが２つ考えられる。
一つは他の精神科医療機関から紹介されてくるケース。この
場合は、精神科医療機関での治療歴があり、病識は少なから

れるのであろうか。多くの精神疾患は、脳器質的な問題のみ
ならず、その人の置かれた環境、生きてきた社会、時代背景、
文化とも密接に関係する。人と環境との交互作用が、精神疾

ずあると考えてもよい。もちろん病識がないクライエントも
いるだろうが、精神科受診の必要性についてはある程度認識

患の発症に少なからず影響することを考えれば、その「人と
環境との交互作用」についての視点を重視する PSW の視点

があると考えてもよいだろう。もう一つは未治療で長期間経
過している、または発症間もないケースである。ほとんどの

は、精神科医療機関における医師の診断の際にも有益な情報
として、役立つのではないだろうか。クライエントがどのよ

ケースが「病気ではない」という認識のもとで、特異な体験
についても現実に起こっているという認識のほうが強い。そ

うな社会で暮らし、どのような生活を営み、今に至るかを予
診段階で PSW として聴き、そのことを医師の診断に役立て

のために、陽性症状が顕著な場合、大真面目に病的体験を語
ってくるし、話にブレーキが効かない場合もある。このよう

てもらうことは、PSW が、医師等の医療専門職とは異なっ
た視点をもつ福祉専門職であることの存在意義を示すこと

な話に対して予診を取る PSW も事前の情報で分かっていれ
ば対応もしやすいが、予約の段階での相談内容と一致してい

にもなると考える。そのような意味では「予診としての機能」
に、ソーシャルワークの価値に基づく視点を加味していくこ

ない場合もある。その際も努めて動じずに、クライエントの
話を受け止めつつ、
「それはつらいですね」
「大変でしたね」

とで、より豊かにクライエントをとらえ、関わることができ
るといっても過言ではない。また、そのような関わりは、ク
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ライエントが後にソーシャルワークの支援対象として私た
ちの目の前に現れたときに必ず役に立つだろう。
おわりに
PSW が精神科予診をとるポイントと、PSW が予診をとる
意味について、筆者のあまり豊かではない実践経験をもとに
この文章を記した。実践のなかでさまざまなゆらぎを感じな
がら、精神科医療機関における唯一の福祉専門職としての
PSW が、その価値と視点をクライエントの治療に役立てて
いくための取り組みも、精神科医療機関における PSW の存
在価値と言えよう。PSW の行う精神科予診は、さまざまな
視点でクライエントをとらえるために意味があると言える。
今後は、PSW の視点が精神科予診にどのように役立つか、
より実証的な検証を行いたい。
なお、この文章は筆者の経験に基づいた部分が多いため、
各所属医療機関によって異なる部分も多い。また、医療機関
の医師の方針によっても変わってくるため、参考程度にして
いただくとよいということを付記しておきたい。
※本稿は愛知みずほ大学を卒業し精神保健福祉士（PSW）として活
動する卒業生が組織している「愛知みずほ大学 PSW 研究会」にて用
いた資料を加筆修正したものである。
参考文献
遠藤優子(2000)『カウンセリングの基礎上下巻』遠藤嗜癖問題相談室
笠原嘉(2007)『精神科における予診・初診・初期治療』星和書店
江畑敬介(2006)「初診面接」
『精神科臨床サービス第 6 巻 3 号』
pp286-290 星和書店
荒田寛(2006)「精神保健福祉士が実践するインテーク面接」前掲書
pp301-305

58

資料

59

紹介

山本三春『フランスジュネスの反乱―主張し行動する若者たち』（注 1）

安藤

はる子

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

今回は、
「社会と文化（異文化論）」の講義の教
材としても使用している本を、1 冊紹介したい。

の団地に住むことになる場合が多い。二人の少年
の家族も、こんな典型的な移民の家族だった。

この本の著者山本三春氏は、新聞記者として長
くフランスを担当し、パリ特派員を経て、現在は
フリーのジャーナリストとして、パリを拠点に活
動している。
この本は、フランスで最近起こった 2 つのでき
ごとを取り上げている。一つは、2005 年秋に起こ
った、都市郊外の若者たちを中心にした暴動であ
り、もう一つは、2006 年春に起きた、若者の雇用
に関する法案をめぐっての、フランス全土の若者
たちによる反対運動である。
山本氏は、この二つのできごとを別個のものと
してとらえるのではなく、
「若者たちの反乱」とい

ではどうして、移民の家庭の少年たちと警官隊
との間に起きた事件が、これほど大きな暴動にま
で発展したのだろうか？
フランスは、一般に日本で考えられているより
ずっと多く外国人が住んでいる国である。人口の
約 1 割が外国人とも言われる。第二次世界大戦以
前は、ヨーロッパからの移民が多かったが、第二
次大戦以降、また特にアフリカの諸国が独立して
以降、アフリカからの移民が急激に増えた。その
中でも、北アフリカの、マグレブと総称される、
アルジェリア、モロッコ、チュニジアからの移民
が多く、彼らは大多数がイスラム教徒である。先

うユニークな視点からトータルにとらえ、それぞ
れのできごとについてくわしくルポしている。
それでは、この本に即して、この 2 つのできご
とがどういうものだったのかを紹介したい。

程も指摘したように、これらの移民の家庭は貧し
い場合が多く、様々な生活の困難を抱え、学校を
落ちこぼれ、非行に走る少年たちもいる。このよ
うな都市郊外の治安を取り締まるため、特に 2002
年、右派が政権を握って以降、住民に身近な警察
官を減らし、強圧的な治安部隊を増やした。亡く
なった二人の少年ジエドとブーナは、サッカーが
大好きなごく普通の男の子で、何か犯罪を犯した

1） 都市の郊外の若者たちによる暴動について
この暴動については、本書では、第 1 章・第 2
章において取り上げられている。
2005 年 10 月 27 日、パリの郊外で、警察に追わ
れた 2 人の少年が変電施設に逃げ込み、そこで感

わけではなく、たまたま何かの理由で警官隊に追

ずさもあり、都市の郊外に住む、特に移民の家庭

われるはめになり、危険な変電施設に入り込み、
そこで感電死するという恐ろしい最期を迎えてし
まったのだ。

の子供たちによる、全国的な規模の暴動へと発展
したのだった。

このあと、現在のフランスの大統領、当時は内
相であったサルコジが、警官隊の非を認め謝罪す

亡くなった二人の少年は、一人はアラブ系の 17
歳の少年ジエドであり、もう一人は、アフリカ系

るどころか、二人の少年を含む都市郊外の少年た
ちを「社会のくず」(注 2) 呼ばわりしたことにより

の 15 歳の少年ブーナである。ジエドの一家は、チ
ュニジアからフランスにやって来た。ブーナの家

この事件は一気に、全国的な規模の暴動へと拡大
してしまったのだ。

族は、モーリタニアとマリの国境地帯からやって
来た。フランスは、アフリカの多くの国々を長い

私たち外国人にとっては、なぜあそこまで暴動
が拡大したのか、なかなか理解しがたいのだが、

間植民地支配していた国である。これらの諸国が
独立した今も、これらアフリカ諸国からきた移民

その原因は非常に根深いようだ。
この暴動が起きた 2005 年 10 月以降、日本のメ

の人たちが、フランスには多く在住している。彼
らは概して貧しく、都市郊外に建てられた低家賃

ディアでも、この暴動について連日大きく報道さ
れた。移民社会フランスの抱える様々な問題点、

電死した。その後、この事件は、政府の対応のま
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このような報道を見聞きしながら私が感じたの
は、この暴動について、本当の所は一体どうなっ
ているのだろうという疑問だった。そんな疑問に
とても真摯に答えてくれたのがこの本だった。
山本氏は、フランスの一般の人たちには「危険

の法案の内容は、「26 歳未満の若者を雇用した企
業は、3 年間にわたって社会保障負担を免除され、
これまで 1～3 ヶ月だった新人社員実習期間も 2
年間に延長、その間は理由説明なしで自由にこの
若者を解雇できる」(注 5) というものだった。
この法案が提出されるや否や、まず労働組合の
側から、この法案に対する反対表明がなされた。
この法案は、企業を利するばかりで、若者を非常
に不安定な地位におとしめるものだという理由か
らである。労働組合だけではなく、大学生の組織
もただちに反対を表明した。こののち、約 3 ヶ月
にわたって、労働者、大学生、また高校生をもま

な場所」として敬遠されている、最初の事件が起
こった荒廃した郊外の団地に単身でかけ、最初は
冷たい住民たちの視線にも動じることなく、じょ
じょに彼らの信頼をえていく。そして、亡くなっ
た少年たちについて、また、彼らの置かれている
環境について、根気よく、ていねいに取材してい
く。そのルポを読むことによって、私たちははじ
めて、感電死した少年たちの等身大の日常の姿、
劣悪な環境の中でも子供たちを守っていこうとす
る大人たちの様々な努力(注 4) 、あくまでも上から
押さえつけようとする、きめ細やかさのない政府
の政策や対応などを知ることができる。そして、

きこんで、政府に対してこの法案の撤回を迫る一
大運動が展開されることになるのだ。
今、世界では、特にアメリカを中心として、新
自由主義といわれるものが力を持っている。すべ
てを市場原理にまかせて、労働者の解雇なども、
企業の都合でいとも簡単に行なわれている。こん
な世界のすう勢に対して、フランスでは、新自由
主義的な考え方に対して断固反対し、労働者の権
利を守ろうとする考え方が、強固に存在する。そ
れは、フランスにおける長い労働運動の歴史の中
でつちかわれてきた考え方でもある。
私たち日本人の目から見て、政府が提出した一

そのことによって、ただ単に荒れているだけでは
決してない、都市郊外の移民の人たちの生活の実
態を知ることができるのだ。
2)「若者の雇用に関する法案」に対する若者たち
の反対運動について
この本の第 3 章以降のすべての章は、この話題

法案が、フランス全土をまきこむこれほどの反対
運動に発展するというフランス的現実は、なかな
か理解できない。普通の日本人は、フランスとい
うと、グルメやファッションを連想するが、フラ
ンスは、デモやストが日常的に行なわれる国でも
あるのだ。パリ観光を楽しみに出かけた日本人が、
お目当ての場所が突然ストになり、その場所が見

について書かれている。
日本では、1990 年代のはじめにバブルがはじけ
る前までは、若者の失業問題は、ほとんど大きな

られなかったなどという新聞記事もたまに目にす
る。
さて、2006 年 1 月から約 3 ヶ月にわたって展開

社会問題にはならなかった。しかし、最近は、若

された反対運動では、全部で 5 回も全国的な大規

者の就職難の問題は、連日、メディアで報道され

模なデモ（manifestasion）が行なわれた。労働者・

続けている。
フランスにおける失業問題は、日本よりかなり

大学生・高校生たちは、各々、デモに参加する人
たちをきちんと組織化し、全国統一行動デーを設

前から大きな社会問題となっている。1970 年代前
半のオイルショック以降、フランスは慢性的に失

定し、整然とデモを行なったのだ。こういう場合
のフランス人の組織力は、目をみはるほどすごい。

業率の高い国になった。これに対してフランス政
府は、様々な失業対策を打ち出してきたが、なか

「フランス人というのは、すぐに激昂するとい
う短所をもつが、怒りも人間的感情と寛大に受け

なか抜本的な解決には至っていない。現在、フラ
ンスの若者の失業率は一般の失業率（10％前後）

とめて根にもたないという長所ももつ。とくに闘
いでは、全体の勝利のため互いに個別の諍いを忘

よりはるかに高く、20％を超えるとも言われてい
る。このような現状の中、2006 年 1 月、政府は一

れる、という成熟性を発揮する。感情の起伏は激
しいが、感情を理性で乗りこえるのである。」（注

つの若者の雇用に関する法案を提出した。この法
案は「初期雇用契約」と呼ばれるものである。こ

6）

荒れた都市郊外の団地の様子、車を破壊し、気勢
をあげる少年たち等々……。その報道の中で一貫
して論じられていたのは、（特に貧しい）移民の
人々が、一般のフランス社会から孤立し、差別さ
れ、両者をつなぐパイプをいまだ見つけることが
できないフランス社会の現状についてだった。(注
3)

「普段のフランス人はアバウトこの上なく、細
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やかなオーガナイズは大の苦手だというのに、い
ざ闘いとなると恐ろしいオーガナイズ力（組織す
る力）(注 7) を発揮するから、おもしろいものであ
る。アバウトさは変わらないのだろうが、アドリ
ブ的機動性、臨機応変の行動力、政治的判断力が
すごいのである。」
（注 8）
ところで、第 1 回目の全国統一行動デーのデモ
の参加者は 40 万人。第 2 回目は 100 万人。第 3
回目は 150 万人。第 4 回目は 300 万人。そして最
後の、4 月 4 日に行なわれた第 5 回目のデモの参
加者はなんと 310 万人！そしてついに 2006 年 4
月 10 日、この法案は撤回され、正規雇用促進策な

／10 の社説）
「フランス暴動／移民社会とのパイプ欠く」
（ 2005
／11／13 社会科学高等研究院ウィエビオルカ氏
（社会学）の記事）
「「ミニ郊外」マドレーヌ地区で聞く／移民に越
えがたい壁（中学教師の言葉）／助成金減で運営
難に（住民委員会の言葉）」（2005／11／18）
など。
4)

るリリアン・テュラムの、この暴動に対する言動
を取り上げている（pp.61－68）。テュラム自身、カ
リブ海に浮かぶフランスの海外県グアドループ島

どの別の措置に置きかえられた。反対運動を行な
った側の完全な勝利に終わったのである。
山本氏は、これらひとつひとつの運動の流れを
ていねいに追い、ついにこの法案が廃案になるま
でを、臨場感あふれる筆致で描き切っている。
以上、
1) 都市の郊外の若者たちによる暴動について
2) 「若者の雇用に関する法案」に対する若者た
ちの反対運動について
簡単に紹介してきた。山本氏は、これらの暴動や
運動を、中立的な立場から描くのではなく、これ
らの暴動や運動の担い手である若者たちを全面的

出身であり、9 歳の頃、家族と共にフランスにやっ
て来て、パリ郊外の団地で育った。彼は、この暴
動に対する政府の対応を厳しく批判し、また暴動
に参加した少年たちに対しては、選挙人登録をし
て選挙に行き、草の根から政治を変えようと呼び
かけている。
5)
6)

前掲書、pp.131－132。

7)

「組織する力」という言葉は、安藤が付け加えた。

8)

山本『フランスジュネスの反乱』、p.136。

1)

山本三春『グリ、ときどきグランボー

ガイドブッ

クにないフランスの素顔』、本の泉社、2000 年。
2)

山本三春『フランスサッカーの真髄－ブルーたちか
らのメッセージ』、本の泉社、2002 年。

3)

宮島喬『移民社会フランスの危機』、岩波書店、2006
年。

4)

陣野俊史『フランス暴動－移民法とラップ・フラン

5)

堤未果『ルポ貧困大国アメリカ』、岩波新書、2008

セ』、河出書房新社、2006 年
年。

〈注〉
1) 山本三春『フランスジュネスの反乱－主張し行動す
る若者たち（La révolte de la jeunesse française）』、大月
書店、2008 年。
フランスジュネスのジュネスは、フランス語で若者
という意味である。
2005 年 11 月 7 日の朝日新聞の記事「孤立深めた「同
化主義」」より。
3)

山本『フランスジュネスの反乱』、p.84。

〈参考文献〉

に支持する立場をとっている。この、山本氏のこ
れらの暴動や運動に対する向き合い方が、この本
を、これらの暴動や運動の担い手たちの顔を私た
ちにリアルに伝えてくれるものにしていると思う。
山本氏は、日本における若者たちの置かれた状
況、とくに、若者の雇用の問題にも深い関心を持
っており、日本ではまだまだ孤立しがちな若者た
ちの闘いにも、深くて熱いエールを送っている。

2)

山本氏はこの本の中で、有名のサッカー選手であ

たとえば、以下のような新聞記事があった(すべて
朝日新聞）。
「イスラム過激派「影響薄い」大勢／移民ら生活
困窮・ミニ暴動は日常」（2005／11／9）
「フランス揺れる治安／「暴徒」幼い素顔／郊外の
10 代中心・家や社会に不満」（2005／11／9））
「フランス暴動／共存への重い試練」（2005／11
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“パズル式あかね積木”に関する研究・調査 報告書
伊藤 眞知子
愛知みずほ大学 大学院
人間科学研究科 修士課程（G071101）

Abstract
Puzzle type Akane tsumikis (blocks) are teaching tools (playing tools) that Machiko Ito invented and developed.
There are about 20 types of puzzles, and each has its own name.
1.Hitotsu-chigai 2.Saikoro 3.Enn-chann 4.Shi-su 5.Sai-no-boukenn 6.Acchicchi 7.Docchimo
8.Mokubee 9.Hennshin-no-jutsu 10.Chekkumeito 11.Asuke 12.Nikkii 13.Peterusu. , etc.
Our group has taught students and residents or visitors of nursing homes how to play with the puzzles. We have
kept developing tools to improve playability and ease of learning. The reason we invented the tools is because we
feel it’s important to create an environment in which every person can enjoy themselves with friends without a sense
of discomfort, regardless of age, gender, environment or education.
We offered experience days at places where various people get together. Through these experiences, we observed
how they played or how they solved the puzzles. In addition, using questionnaires and partially structured
interviews we collected data such as how many times they played with puzzles and how many times they solved
them, how they felt during games. The results show that regardless of gender and generation nearly everyone
enjoyed the games and no one was bored.
Users of wide age range, from 3 to 97 years old, show how eager they are to improve their puzzle solving skills.
Also, the teachers at schools and caretakers at nursing houses where the trials were held recognized that the puzzles
are quite effective to give the users a sense of enjoyment and encourage celebrating other’s successes. We believe
that the effectiveness of the puzzle type blocks has been verified through these 10 years of trials and research.
We intend to keep researching about the different ways the puzzle blocks are used, and how this relates to the
user’s self affirmation, sense of achievement and contentedness. Utilizing the results of this research, we plan to
keep introducing these tools to society, hoping to effectively support communication between different generations,
with a goal to sharing the tools among many.
Key words : パズル式あかね積木, 遊具, 認知症、介護予防事業, 高齢者
［はじめに］
小学校、学習塾、カルチャーセンターなどでの幼・児童と
の関わりのなかで、長幼の序、老若男女・学習歴、知的レベ
ルに関係なく、同じステージで誰もが違和感なく共に楽しめ
る環境の必要性を感じ、自らパズル式あかね積木(パズル式積
木)を考案、開発した。
豊田市立の保育士、児童クラブ指導員、福祉現場の担当者
らとの研修会を重ねながらソフト面からの教材・遊具として
のパズル式積木の利便性などを考慮しながら開発を進めて
いった。
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本研究は、"パズル式積木"の考案者として、自らが福祉の
現場で、担当者らとの実践を通しての調査研究したものであ
る。
［目的］
パズル式積木が高齢者の認知症予防の効果の有無につい
て福祉施設に通所してきた高齢者を対象に検討することを
目的とした。

修論

［方法］
介護予防事業としてスタートしたＨ17 年よりＨ21 年まで
に、延べ 163 名が参加した。また、4 年間継続して参加した
人は 40 名であった。
H17 年度は、移行措置の為、月２回・週１回利用。 H18
年度～20 年度は週１回利用とした。
各曜日 15 名前後の利用者に 2～3 名の担当者が付き、自主活
動としてパズル式積木遊びが行われた。パズルが完成すると、
利用者が内容をパターン表に記入。
４年間にわたり、パズル式積木の挑戦したメニューの種類
(図１)、パターンの数、達成個数、利用者の様子や発した言
葉、担当者の声がけや支援によっての変化等、活動状況を詳
細に記録した。
パズル式あかね積木 には６色（赤青黄緑紫白）に彩られ
た様々の形の木製遊具を使い、パズルの様に平面図形や立体
図形を構成するなどの遊びである。各パーツを手引き図（パ
ターン表）に添って完成させていく。組み替え数は１通りか
ら１０万通り以上の内容が可能なことから、利用者の個性や
る気を十分に発揮できる頭脳ゲーム的遊具といえる。
足助地区では、４年間に約２０種類のメニューのうち１１
種類を使用した。
パズル式積木の難易度の調整には、遊ぶパターンを多様化
させて自主性や挑戦意欲、達成感等が引き出せるのではない
かとの考えから進めてきた。そして一人ひとりの満足度が得

「はつらつクラブ事業」の概要
平成 18 年度から介護保険法の改正に伴い、介護保険制度
の枠組みの中で展開されている。
利用対象者は、市内に居住する 65 歳以上の者で、老衰、
障がい、傷病等の理由により、日常生活を営むのに何らかの
支障がある者のうち、基本チェックリストにおいて、運動器
の機能向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援、う
つ病予防・支援を必要とする者、又は市長が特に必要と認め
る者となっている。

られるよう工夫した。
各メニューの名称は、
1.一つ違い４×４
2.一つ違い５×５
3.一つ違い６×６
4.シースー
5.さいころ

事業内容は次の通りである。
・介護予防活動
専門職による運動機能の向上
栄養改善、口腔機能の向上、
認知症予防、等
・趣味活動・生きがい

6.采の冒険
7.エンちゃん
8.あっちっち

活動指導援助等
レクリエーション、作業活動、
野外活動、等
・送迎サービス

9.もくべえ
10.どっちも
11.トライアングル

いる。
一人遊びから、集団でジグソーパズルのように大きな作品
を作ることができる。
この"どっちも"も、"もくべえ"同様に利用者全員が体験す
る共通メニューとなって取り入れられてきた。
毎月の誕生月の人には、記念写真が撮影される。年齢や、
生年月日、名前などを、この"どっちも"で作っていく。
「おた
んじょう日、おめでとう！」と担当者らが心こめた手作りの
栞がプレゼントされていた。

・給食サービス

である。

など。

実施施設および開催日数

メニューの一例として、"どっちも"を紹介をする。

施設数
旧豊田市内
6 ヵ所
合併市町村部 6 ヵ所
計
12 ヵ所
開催日
月曜日～金曜日
週 4～5 回 （施設により異なる）
定員

ひらがな･かたかな･漢字・英数字や幾何学模様・絵など自
由な発想で好きなように感じるままに遊ぶことができる積

1 日あたり 8～15 人

木である。色彩は地の色に青、黄色の曲線として構成されて

65

修論

(2)年齢と集中度

はつらつ事業は、当初は国策としてスタートしようとした
経緯があるが、現在は単独一般事業として、豊田市の 100%
予算で事業が行われている。
各々地域包括支援センターで利用対象者が基本チェック
リストで抽出され、申請がなされている。

全出席回数に対し、1 時間以上集中して取り組めた出席回
数の割合(％)を集中の程度をあらわす指標とし、以下、集中
度(％)と表現する。年齢と、集中の程度の相関はほとんどな
かった。どの年齢層でも、ほとんど毎回のように１時間以上
集中して取り組めた。パズル式積木は、どの年齢の人も集中
して遊べることが分かった。

［結果］
取り組んだ挑戦メニューの推移として、シースーと関連性
のある"あっちっち"、あるいは関係がなく難易度が増した種
類という２つの方向性が選択されていた。また、種類選択に
おける年齢差は認められず、90 歳以上の人でも同様に取り組

96
94
92

集中度(％)

んでいた。
遊びパターン数の選択は３年目までは増加したが、４年目
は減少している。これは、３年目から４年目にかけてより困
難な問題をじっくり取り組む傾向が増していることを示し
ている。
MMSE(Mini-Mental State Examination＝認知機能検査)によ
り、利用者の年度変化を調査した。

90
88
86
84
82
80
70

４年間の継続参加者 40 名のデータで読み解いていくと、
パズル式積木の有効性がどのような形となって得られたか
を書いていく。

75

80

85
年齢

90

95

100

図２ 利用者の年齢と集中度

(3)MMSE と集中度（１時間以上率）
MMSE(※1)と、集中度（１時間以上率）の相関もほとんど
なかった。パズル式積木は、どの MMSE 平均(※2)の数値の
人も集中して遊べることが分かった。
(※1)(Mini-Mental State Examination＝認知機能検査。1975 年、
米国のフォルスタイン夫妻が考案した世界で最も有名な知
能検査テスト。

(1)年齢と参加回数
70代前半から90 代まで、
年齢層と参加回数に相関はない。
年齢によらずまんべんなく参加している。パズル式積木は、
年齢層によらず遊べることが分かった。

(※2)MMSE 平均：各利用者の 2005～2008 年 MMSE の平
均値）
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参加回数
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図１ 利用者の年齢と参加回数の関係
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図３ 利用者のMMSE と集中度
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(6)集中度とMMSE の変化

(4)MMSE と参加回数

集中度と MMSE の変化には特に相関は見られなかった。
MMSE が上昇傾向の人も下降傾向の人も、１時間以上集中し
て取り組めた。
どちらかというと、MMSE 上昇傾向の人が多い。
MMSE が下がった人も、積木の選択は多様化し、難易度も
上がっていた。

MMSE と各利用者の参加回数の相関もほとんどなかった。
MMSE に関係なく、各利用者は意欲をもって取り組んでいた
と考える。
30

20

25
20

15

15

MMSEの変化

MMSE 3年間平均

25

10
5
60

80
100
参加回数 ３年間計
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図４ 利用者の出席日数とMMSE

-20
集中度(％)

図６ 利用者の集中度と MMSE 変化

(5) MMSE の変化
各利用者の MMSE の 2008 年度と 2006 年度の差を MMSE
の変化とした。４年間の継続利用者は、MMSE をほとんど一

(7) 参加回数と MMSE の変化

定値を保っていた。MMSE は加齢と共に低下するのが通常で
ある。パズル式積木の利用と認知レベルの維持には、関係が
あると考えられる。

利用者の参加回数と MMSE の変化にも、特に相関は見ら
れなかった。

±5 点以内に 83％の
データが集中していた。

25
20

25
20
15
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MMSEの変化

MMSEの 変化
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図７ 利用者の出席日数とMMSE の変化
参加回数 ３年間計

年 齢

図５ 利用者の年齢とMMSE の変化
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かった。
むしろ、MMSE の数値の高い人も低い人も同様に積木パズ
ルを楽しんでいる。MMSE の計測データが、脳の機能と一致
していないと考えられる。
MMSE 改善得点を重回帰分析で調べたが、どれも有意な影
響は得られなかった。
日常トレーニング的に常に続けている人もそうではない
人も、断続的にどのメニュー、パターンでも楽しく遊べるこ
とを観測した。
パズル式積木に対する予想以上の積極的な挑戦意欲を
示す声が、利用者、関係者から得ることができた。
幅広い年代層や９０歳以上まで、年齢や世代を問わずに

(8) 挑戦パターン数と MMSE の変化
利用者の挑戦パターン数と MMSE の変化にも、特に相関
は見られなかった。

25
20

MMSE の変化

15
10
5
0
-5 10

30

50

70

個々人が自分のペースであきらめることなく楽しめる遊具
であることが支持された。
利用者と担当者の間での喜び合い、励まし、慰め、褒め等
の親和・共感が生み出すコミュニケーションのツールとして
の有用性を確認した。軽度認知症の人でも楽しみや喜び合う
ことを共有、共感可能なメニューとして活用できた。
年度末の聞き取り調査には、"まだやりたい"、"続けてやり
たい"など、パズル式積木を要望する声が多くあった。
このことは、高齢者にもパフォーマンス（何かするという
行為）に対する意欲を活性化させ、パフォーマンスするとい
う意味を刺激することができたと考えられる。
今後も引き続いて、パズル式積木の活用方法の多様化と、

-10
-15
-20

図８ 利用者の挑戦パターン数とMMSE 変化
挑戦パターン数 ３年間計

(9)年度ごとのパズル式積木選択
選択される積木の種類は、各年度で大きく変化した。初年
度は特定の積木に集中する傾向があったが、年度が上がるご
とに選択される積木は分散する傾向があった。
最初にシースーの選択率が高いのは、シースーの特色から
遊び方を説明しなくても遊べる、導入として紹介したためで

利用者の自己肯定感や達成感、満足感などとの、有意な関係
性について研究を継続していきたい。そして得られた研究成
果を活用して、世代間交流を支援する有効なツールとして社
会的認知を広げたいと考えている。

ある。導入として成功し、次年度から、取り入れる積木の興
味の幅が広がっていった。

35.0

選択率(％)

30.0

シースー
ひとつ違い
さいころ
采の冒険
どっちも
エンちゃん
トライアングル
あっちっち
もくべえ
かくれんぼ

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

2005

2006

2007

H17

H18

H19

2008

年度

0.0
H20

図９ パズル式積木の各種類の選択率の経年変化

［考察］
４年間の継続利用者の出席日数・メニュー数・挑戦パター
ン数の関係を調査した結果、積木パズルで遊ぶことによって
特に MMSE が大きく影響を受けるというデータは得られな
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大学教員の教育研究活動

著書
著者

題目

組織

発表年月

今井隆夫

イメージで捉える感覚英文法―認知文法を参照
した英語学習法

開拓社 言語・文化選
書 20

2010 年 10 月

今井隆夫

有界性と均質性の概念から動詞の二つの用法を
考察する―母語話者アンケートに基づく事例研
究―

安武知子・小泉直・川 2011 年 03 月
岸貴子・今井隆夫・内
田政一編『ことばとコ
ミュニケーションの
フォーラム」（東京：
開拓社）

総論
著者
川瀬基弘

題目

組織

博物学研究 その５
～蕎麦猪口～

瀬木学園紀要第 5 号

発表年月
2011 年 03 月

原著論文
著者

題目

組織

発表年月

Takao IMAI

A Preliminary Study of Understandings and
Misunderstandings in Language Communication

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

Kawase,M.and
Yagi,A. *

Water purification abilities of eight
Japanese Unionoida. Proceedings of the
14th International Symposium on River and
Lake Environments

Research report of

2011 年

the research and
education center for
inlandwater
environment Shinshu
University

川瀬基弘

カワヒバリガイの濾過摂食能力

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

荻野剛史

わが国のＮＧＯ団体における難民定住支援

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

森恭子

教員免許等の資格取得を目指す学生のアイデン
ティティと特徴

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

後藤多知子、
萩原琴弥、 養護教諭志望学生における養護教諭に対するイ
後藤和史
メージの変容

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

後藤多知子、古田真司

「養護教諭のリーダーシップ行動に関する研究
学校保健研究
― 学校保健活動における協働の視点から― 」 第 52 巻 3 号
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2010 年 08 月

大学教員の教育研究活動

研究報告
著者

題目

組織

発表年月

川瀬基弘

豊田市に生息するドブガイとアズキガイ．

豊田市史研究
第 1 号 69-72.

2010 年

川瀬基弘・大内陽子

豊田市平戸橋町で発見されたカタマメマイマイ

かきつばた
no. 35, p. 41.

2010 年

今井隆夫

ラネカーの認知文法を参照した教育英文法の授
業実践報告-英語コミュニケーション能力育成支
援のために?（義務教育レベルの英語学習を完了
した学習者支援の場合）

愛知教育大学英語英
文学会会報第 15 号

2010 年 09 月

題目

組織

発表年月

資料
著者
平野緑、高橋徹

学生アンケート調査結果の報告
2010 年 4 月実施編

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

上原正子

食育推進事業「中学生のための魚教室」報告
―学校と地域社会の連携とその評価―

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

田中和彦

精神保健福祉士(PSW)が行う精神科予診のポイン
ト

瀬木学園紀要第 5 号

2011 年 03 月

ノート
著者

田中和彦

題目

組織

精神保健福祉援助実習における「展開」を意 瀬木学園紀要第 5 号
識した実習指導
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発表年月
2011 年 03 月

大学教員の教育研究活動

学会発表
著者

題目

組織

発表年月

安念 保昌

電話話者の動作推定と自閉症スペクトラム指数
AQ - AQ5 因子の動作推定に及ぼす影響 -

日本生態心理学会第 3
回大会

2010 年 09 月

安念 保昌

PD ゲーム行動に及ぼす BigFive 性格特性の影
響：新たな指標による分析

日本社会心理学会

2010 年 09 月

後藤多知子

養護教諭のリーダーシップ行動に関する一考察

第 18 回日本養護教諭
教育学会

2010 年 10 月

―フォロワー（同僚教員）による評価と養護教諭
の自己評価との関連 ―
今井隆夫

認知文法を参照した学習英文法の設計Ⅰ

全国英語教育学会（大
阪研究大会）

2010 年 08 月

今井隆夫

認知文法を参照した学習英文法設計の観点から、 日 本 認 知 言 語 学 会 第
動詞の２つの用法の整理を試みる
11 回全国大会

2010 年 09 月

Kawase, M.

Water purification by bivalves in Fujimae
tidal flat

2010 年 08 月

ISBDS2010.
International
Symposium on
Biodiversity
Sciences「Genome,
Evolution, and
Environment」, Poster
session II, no. 40.

講演
著者
今井隆夫

題目

組織

発表年月

コミュニケーションにおける誤解と理解につい
て

刈谷市教育委員会主
催 生涯学習指導者

2010 年 03 月

研修会
後藤多知子

養護教諭による児童生徒の健康情報の把握

海部地区養護教諭研

2010 年 08 月

究会研修会
伊藤由美子

携帯電話の光と影～通信機器と上手につき合う

私学をよくする愛知

ために～

父母懇談会

72

2010 年 06 月

大学教員の教育研究活動

その他
著者
今井隆夫

題目

組織

認知文法を参照した学習英文法設計の観点から、 The Japanese
動詞の２つの用法の整理を試みる
Cognitive
Linguistics
Association
(JCLA)Conference
Handbook
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発表年月
2010 年 09 月

紀要投稿申込用紙
平成

年

月

日

紀要委員長殿
筆頭著者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印
（連絡先 内線：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
］
［院生の場合：指導教員氏名
下記の通り、瀬木学園紀要
から、受理して下さい。

第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

記
○論文題目
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
○著者の所属と身分
氏
名
筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿

所
属
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身
分
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。）
１．総説

２．原著論文

３．ノート

６．その他(具体的に：

○使用ワープロソフト名
＜注意事項＞

４．資料

５. 情報

)

［

］

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。
・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要
領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。
・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越
える場合は受理されないことがあります。
・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。
・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏
名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。
・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。
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瀬木学園紀要原稿作成要領
本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につ
いて定めてある。

（Ｉ）紀要論文
［１］基本的な書式
１−１．ページ設定
１）用紙サイズ

［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］
Ａ４縦

２）段組
１．標題部（論題，著者名，著者の所属）

１段組

２．抄録部およびキーワード部

１段組

（日本語論文の欧文抄録・外国語論文および
日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録）
３．論文部（論文本文，参考文献リスト）
３）行数

４８行

４）余白
・天地

天から ３５ｍｍ
地から ３０ｍｍ

・左右

左から ２５ｍｍ
右から ２５ｍｍ

・２段組の場合の段間

７ｍｍ

５）仮ページ
（１論文内でのページ付け）
・天の余白部分右肩に、
ページ数／総ページ数
の書式で記載する。
・鉛筆書きが望ましい。
６）各ページのヘッダー部（論文
１ページ目＝紀要名／その他の
奇数ページ＝論題／偶数ページ
＝著者名）は通しページととも
に、業者に印刷を委託する。
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２段組

１−２．原稿の印刷
・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項
１）標題部
１．論題 文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
・論題は１行３０文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題との間に１行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大
きさとする。
（以下の空白行も全て同様）
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシ
ュ（−）を付す。
３．著者名
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
・著者が複数いる場合は、代表著者を先頭に記載し、他の記載順は代
表著者の判断にゆだねる。
・著者が４人までは１行に記載し、これを超える時は、次の行に記載
する。
以下著者の増加には同じ方法で対応する。
・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には
中黒点を付さない。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃えとする。
その他・著者名の姓と名の間は１文字分の空白を置く。著者が複数おり、そ
の所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に
＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増
やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の
項も併せて参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記
述する。
その他・所属名は正式名称を記載する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。
・ 学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。

２）

抄録部
冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）
空白行を置いてから記述する。
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・１行４８文字

３）

論文部
論文部は、著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に
付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝ゴシック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
３．本文
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ
配置

＝普通（または標準）
＝９ポイント

＜１段組の場合＞
・１行４８文字、４８行
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注意：特段の理由が無ければ次の２段組を
原則とする。

＜２段組の場合＞
・１行２４文字、４８行
・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・可能であれば禁則処理をすること。
４．使用記号および参考文献
文字・フォント＝明朝
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・一段組または二段組
欧文抄録部

４）

［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］
1.

論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・論題の次の行に副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。英文の場合、著者が２
人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合は“，”で区切り
最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・著者の順序は、標題部にあわせる。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
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先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例；Mizuho AICHI）
・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が
増えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の
著者の所属の項も参照すること。
４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは先頭に＊を付
して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。
・所属名の外国語については正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．抄録
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。
６．キーワード（総説・原著論文では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。
表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」
（見出し語は太字で、
コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キー
ワードとキーワードの間は、
「; 」(半角のセミコロンおよび半角ス
ペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記
載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行
わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
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・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項
［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。
］
１）標題部
1.

論題 文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１６ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
２．副題（サブタイトル）
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new

Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１４ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え
・論題の次の行に、副題を記載する。
・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。
３．著者名
文字・フォント＝可能であれば

Century, Roman, Times Roman, Times new Roman

のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１２ポイント

配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か
ら記述する。
英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合
は“，
”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。
・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す
る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。
・中央揃え（センタリング）
・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。
その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は
先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。
（例：Mizuho AICHI ）
・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属
の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、
＊ を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の項も
参照すること。
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４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック（斜体）
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・中央揃え（センタリング）
・ 著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の
所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。
その他・欧文論文の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載
する。
・所属名は正式名称を使用する。
・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。
・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。
・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。
５．受付日・受理日
・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。
２）抄録部
外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）空白
行を置いてから記述する。
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字（ボールド）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。

３）

キーワード（原著・総説では必須）
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝９ポイント

配置・両端揃え（justification）を原則とする。
・ 抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述す
る。抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記
述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語
は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。
キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペ
ース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が
複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行わない。
・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
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４）論文部
論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場
合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。
１．章に相当する標題（以下章題）および章番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝太字
＝１０ポイント

配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。
・左詰め
２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前
行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。
・左詰め
その他・Summary，Abstract
・Acknowledgement

等の見出しはつけない。
の前には番号をつけない。

３．本文
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝１０ポイント

配置・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある
場合は項目番号）の次の行から始める。
・両端揃え（justification）を原則とする。
・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ
なぐことを原則とする。
字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。
４．使用記号及び参考文献
文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new
Roman のどれかを使用する。
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝８ポイント

表記・各分野の慣行に従う。
配置・１段組または２段組
［２］図および写真の掲載
２−１．図および写真の作成
・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出が
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あれば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当
する部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、
次の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。
なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。
・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。
・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。
・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす
る。
・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者
の負担とする。
２−２．図および写真の番号、説明など
・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用
いた続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。
・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の
例を標準とする。
図 １

瀬木学園の現状

Fig. 1 紀要における図の書き方
Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread

［３］表について
・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照)
・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。
・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。
（例）

Table ２ Composition of the bread samples
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Control

Vegetable added

————————————————————————————————
Vegetable sample(g)

-

50

Water(ml)

180

140

Wheat flour(g)

280

280

3

3

16.6

16.6

Dry yeast(g)
Sugar(g)
------

---

---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ
全面的に倣い、作成されたものである。
参考：所属の英語表記
日本語表記（8pt）

英語表記（9pt / イタリック）

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科

Division of Human Sciences,

Department of Human Sciences,

Aichi Mizuho College
愛 知 み ず ほ 大 学 人 間 科 学 部 人 間 環 境 情 報 学 科 Division of Human Environmental Informatics,
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
愛知みずほ大学大学院人間科学研究科人間科学専攻
Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College
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