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博物学研究 その６ 

～瑞穂高等学校のラパキビ花崗岩～ 

川瀬 基弘 

愛知みずほ大学人間科学部 

 

 

１．地学とは 

 昼間に空を見上げると太陽や雲があります．夜に

なれば月や星が輝きます．時には風が吹いたり雨や

雪が降ります．川原や舗装されていない道にはいろ

いろな種類の石が転がっています．深刻な被害をも

たらす地震や津波など，これらはすべて地学現象や

それによってできた産物です．どれも身近なものば

かりです． 
 地学とは，地球科学とほぼ同じ意味で使われいて，

学校教育における物理，化学，生物とあわせて理科

という科目を構成しています．地球科学は，地球を

研究対象とした自然科学の一分野であり，太陽系に

関する研究も含めて地球惑星科学と呼ばれることも

あります． 
実際に，地学には非常に幅広い分野が含まれてい

て，地質学，地球物理学，鉱物学，岩石学，気象学，

海洋学，古生物学，地史学，地理学，層序学，堆積

学，構造地質学，鉱床学，地震学，火山学，天文学

など扱う内容は多岐にわたります． 
 
２．身近な疑問 
 毎日体感する暑さ寒さ，暖かさや涼しさ．真冬で

も春のように暖かい日もあります．なぜ今日だけこ

んなに暖かいのでしょうか．風はどうして発生する

のでしょうか．雷はなぜ落ちるのでしょうか．富士

山やヒマラヤ山脈はどうやって出来たのでしょう

か．海で拾った石の種類は何でしょうか．ビルの壁

に使われている大理石中のアンモナイトはどうやっ

て化石になったのでしょうか．身につけている宝

石・鉱物はどこで誕生したのでしょうか．東海地震

はいつ起こるのでしょうか．私にはこのような身近

な現象やものがとても気になります． 
 このように私たちにとってとても身近で大切な現

象も多いのにもかかわらず，地学という科目が学校

教育で重要視されていないのはとても残念です． 
 それはさておき，以前より私が気になっていた瑞

穂高等学校の外壁に使用されている珍しい岩石を紹

介したいと思います． 
 

３．バルチックブラウン 
 瑞穂高等学校の外壁や柱には「ラパキビ花崗岩（か

こうがん）」という珍しい石材が使われています．

花崗岩は火成岩の一種です．マグマが冷却固結して

できた岩石が火成岩です．地下数㎞のやや深いとこ

ろでゆっくりと冷え固まったものを深成岩，地表付

近で急激に冷え固まったものを火山岩といいます．

深成岩は火山岩に比べて結晶が大きく粒子サイズが

比較的よく揃っているのが特徴です．そのため深成

岩の組織を等粒状組織と呼びます．深成岩のなかで

石英や長石を多く含むのが花崗岩です．なお，石英

が独立して自形結晶をつくったものが水晶（クリス

タルです）． 
 花崗岩は御影石（みかげいし）とも呼ばれ石材と

して，ビルの壁，鳥居，石垣，石橋，墓石などに利

用されています．国会議事堂の外装はすべて国産の

花崗岩が使用されているそうです．県内では岡崎市

が花崗岩（御影石）の名産地です． 
 ラパキビ花崗岩は，北欧では中部スウェーデン～

南フィンランド～ソビエトのラドガ湖，東ヨーロッ

パではラトビア～ウクライナ共和国まで分布してい

ます（山田，1991）．日本でも飛騨山地や足摺岬か

らラパキビ花崗岩が報告されています（村上・今岡，

1985）． 
 特に南フィンランドの岩体は，大きな円形～卵形

の正長石が特徴的です．瑞穂高等学校のラパキビ花

崗岩にもこの特徴が見られます．大きな正長石斑晶

の中に一重または二重の環状配列をした黒雲母が観

察できます．写真を掲載しましたが，チャンスがあ

れば是非実物を観察してみてください．研磨面はそ

れらの特徴が顕著です．なお，花崗岩の商品名を御

影石というように，ラパキビ花崗岩の商品名の１つ

をバルチックブラウンといいます． 
 
４．参考・引用文献 
村上允英・今岡照喜（1985）高知県足摺岬のラパキ

ビ花崗岩．地質学雑誌，91, 179-194.  
山田哲雄（1991）ラパキビ花崗岩．地質ニュース，

443, 30-41. 
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学習英文法設計の基本概念（1） 

― 動的用法基盤モデルから言語運用のための言語知識を整理する ― 

Basic Concepts of How to Design and Develop English Grammar 

for Learning（1） 
A Consideration of Language Knowledge for Communication from the Viewpoint of A 

Dynamic Usage-Based Model of Grammar 

 

今井  隆夫 

愛知みずほ大学人間科学部心身健康学科 

 
Takao IMAI 

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

 
English grammar for communication and learning should be fundamentally different from English grammar for 

language analysis. Unfortunately, the latter has been employed for teaching and learning English in Japan for a long time 
and it may have made many learners find it difficult and complicated to learn English. Some of them even come to dislike it. 
In order to acquire English as a foreign language, learning grammar is inevitable, but the quality of the grammatical 
explanations should be something that helps learners improve their English ability. Related to teaching and learning 
grammar, some scholars have pointed out that learners of English should know grammar, but they do not need to know 
‘about’ it. Dichotomy of this kind does not necessarily work, and it is sometimes useful to know ‘about’ it. Nevertheless, we 
should bear in mind that the grammatical explanations should be of some assistance for learners to improve their English 
ability.  

This paper is a preliminary study of designing and developing a new type of English grammar for communication and 
learning by drawing on the ideas and concepts of Cognitive Linguistics. This paper starts by introducing an opinion by a 
bilingual person in order to consider what grammatical knowledge of native speakers are like. (Section 1) Then the author 
moves on to describe what grammatical knowledge is like by comparing it to calculation processes in mathematics. (Section 
2) Then in Section 3, he introduces the concept of a dynamic usage-based model of grammar, by drawing on the ideas of 
Langacker and Tomasello. In Section 4, how the dynamic usage-based model of grammar explains the reason that children 
say things that they have never heard adults around them say will be introduced. In Section 5, how the construction, “I’m 
between Ns.,” is learned will be explained according to the concepts of a dynamic usage-based model of grammar. In 
Chapter 6, in place of the conclusion, several important points to be considered when designing and developing a new model 
of English grammar for communication and learning will be presented. 

 
キーワード：学習英文法、認知言語学、動的用法基盤モデル 

Keywords: English grammar for learning, cognitive linguistics, a dynamic usage-based model 
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1. 「文法を知っていること」と「文法につい

て知っている」こと 

 
先日、youtube のビデオクリップで、Pakkun

が Shelly さんに日本の英語教育についてインタ

ビューをしているのをたまたま見る機会があり

ました。そこでの Shelly さんの意見にとても共

感するものがありましたので、その話を紹介す

ることから始めたいと思います。 
「日本の英語教育についてどう思いますか」

という Pakkun の質問に対して Shelly さんは、

中学や高校時代に、友達から、文型の識別や用

法、品詞分類といった英文法用語を使って英語

のことを聞かれてもさっぱりわからなかったが、

テストで問題文を見れば、全部解くことができ、

友達から、「なんだ Shelly わかってるじゃない」

と言われたという話をされていました。また、

○○文型、○○用法というような、日本語で文

法用語を覚えることからではなく、英語の表現

を直接覚えた方が、中学、高校時代といった、

まだ頭の柔らかい時期は、より効果的に英語が

学べると思うという趣旨のことも話されていま

した1。筆者は Shelly さんのように英語の母語話

者ではなく、中学から外国語として英語を学び

ましたが、Shelly さんの意見には全く同感する

ものがあります。なぜなら、中学時代から、日

本語の文法用語からではなく、英語の表現を直

接覚え、それらの例文の一部を置き換えて、自

分が言いたいことを言うという練習をしてきた

からです。そのため、友人で、塾などに通い、

文法用語をよく知っている人達から、「○○の×

×用法って、～だよね？」という感じで、英語

のことを聞かれると、相手の言っていることが、

さっぱりわからず思考停止に陥ってしまった経

験があります。しかし、試験問題をみれば文法

用語を知らなくても何も困らなかったという、

Shelly さんと同じ経験をしたことが何度もあり

ますので、Shelly さんには、大変共感できるの

です。また、そのような文法用語を覚えること

に何の意味があるのかと常々疑問に思ってもい

                                                      
1 以上は、筆者が、Shelly さんの youtube での発言

を、筆者の言葉で要約したものです。この youtube
画像は、（Pakkun x SHELLY）で検索すれば、

2013.1.12 現在は見ることができました。 

ました。幸いなことに、当時の、中学の英語担

当教員は、試験で文法用語を問うこともなく、

パターンプラクティスなどのオーラルワーク中

心の授業を展開してくれていたことが救いであ

ったと思います。もしも、文法についての説明

を中心とする和訳中心の授業であったら、英語

が嫌いになっていたことでしょう。現に高校で

の英語の授業は、和訳が中心で、おもしろいと

感じたことはありませんでした。 
以上の例は、「文法を知っていること」と「文

法について知っていること」の違いを表わす好

例の一つだと思います。英語の母語話者は「文

法を知っている」ので、英語を理解したり、話

したりすることができますが、「文法について知

っている」― 言い換えれば、文法用語を知って

いる ― とは限りません。しかし、ある表現を

提示されれば、その表現が自然な表現であるか

どうかを判断することは容易にできます。一方、

英語学習者の中には、英文法用語はよく知って

いても、その用語が表わす文を理解したり、話

したりすることができない人も多くいます。で

は、我々が外国語として英語を学ぶ場合、どの

ような知識、または、技能を身につけることが

必要かという根本的な問題を再確認してみまし

ょう。もちろん、それは、英文法用語を知るこ

とではなく、英語の文を理解したり、話したり、

書いたりできる知識を身につけることであるこ

とは誰も否定しないと思います。 
それでは、どのような方法で、どのような文

法知識を身につけることが、外国語としての英

語習得に役立つかという問題を考えなければな

りません。この問題を考える際には、認知言語

学の道具立ての一つである動的用法基盤モデル

（A Dynamic Usage Based Model）の文法観がと

ても参考になり、それは、英語の母語話者や

good language learners（英語学習の成功者）と呼

ばれる人々の学習方法とも整合性があるものと

言えますので、動的用法基盤モデルの文法観か

ら、母語話者や good language learners の学習法

を眺めてみることから始めましょう。 
 
 
 
 



原著 

5 

2.インド式数学と動的用法基盤モデルの文法

観 

 
さて、ここでは、認知言語学の中心となる概

念の 1 つ、動的用法基盤モデルの文法観につい

て、インド式数学から比喩的に考えてみたいと

思います。我々日本人は、小学校時代に九九を

覚えますが、それは、一桁の数字の掛け算の範

囲です。よって、二桁の掛け算をする場合は、

一桁の九九で覚えたことを基盤に計算をします。

一方、インド式数学では、二桁の数の掛け算ま

でを日本語の九九のようにその答えを覚えてし

まいます。つまり、11×11, 15×15, 32×56 などの

計算は、その度にしなくても答えを覚えている

のです。そうすると、13×13＝？、14×14＝？な

どと聞かれた場合、覚えていない人は、紙に書

いて計算をする必要がありますが、この答えを

覚えていれば、計算することなく、13×13＝169, 
14×14＝196 と即座に解答を言えてしまうので

す。また、二桁の数の掛け算すべてを覚えなく

ても二乗の掛け算だけでも覚えていれば、

14×15=と聞かれた場合も、14×14=196 は覚えて

いますので、14×(14+1)と考え、196+14=210 と

答えを出せてしまいます。つまり、われわれは、

掛け算の法則という抽象的な計算方法、言い換

えれば、公式を知っていて、その公式に毎回当

てはめて白紙の状態から計算をするというより

も、既に何度も使うことで記憶しているさまざ

まな計算結果と公式の両方を臨機応変に組み合

わせて使うことで、より素早く計算をすること

が可能になっていると考えられます2。この現象

と同じことが、言語を生み出すという作業にも

当てはまると考えられます。それが、動的用法

基 盤 モ デ ル の 中 で 、 usage-bases syntactic 
operations と呼ばれている活動なのです。つまり、

                                                      
2 Langacker(1987: 42)でも、General statements 
and particular statements can perfectly well 
coexist in the cognitive representation of linguistic 
phenomena, just as we learn certain products by 
rote in addition to mastering general procedures 
for multiplication.と特定の事例とそこから一般化

された記述が我々の認知では共存できることを述べ、

それが、12×12 = 144 という答えが、計算からも出

せるし、何度も行うことで記憶してしまえば毎回計

算する必要がなくなるのと同じであるという例を挙

げている。 

人は、言語を生み出すときに、骨組みだけの抽

象化された語の配列を指定したルールに語彙を

当てはめながらゼロから文を作っているという

より、先ほどの計算の例と同じで、既に何度も

使うことで慣習化している表現の断片はそのま

ま活用し、自分が持ち合わせたさまざまな大き

さと抽象度の表現の断片を切り貼り（cut & 
paste）することで文を生み出していると考えら

れます。また、その過程では、人が持つ analogy
能力、つまり、記憶された表現から自分が言い

たいことを表すのに適当な類似した表現を見つ

け出し、その表現の一部を変えて、言いたいこ

とを表現すると考えられます。つまり、具体的

な言語表現とそれらの言語表現に根差して立ち

上がったルール（スキーマ）をセットで記憶し

ていることで、人の持つ認知能力の 1 つである

analogy 能力が発揮し、新たな文を生み出したり

理解したりすることが可能になるのではないか

と考えます。 
では、次の節では、言語表現を例に、動的用

法基盤モデルについて、重要文献を紹介しなが

ら整理していきたいと思います。 
 

3. 動的用法基盤モデルの文法観 

 
ここでは、認知言語学の文法観、動的用法基

盤モデルの文法観について整理します。この文

法観は、Langacker（2002: 261-288）によって提

唱された認知言語学の文法観で、Tomasello
（2000, 2002, etc.）が、実際の子どもの言語習得

において実証しています。この文法観が直感的

にとても理にかない、実際の言語習得と整合性

があると感じられるところは、文法を、何度も

使われることで慣習化した表現（ユニットと呼

ばれます）から、その表現の一部がスロットに

なり他の表現を入れて使用できるような雛型表

現（local schema や utterance schema と呼ばれま

す）、さらには、より抽象度の高いスキーマまで、

または、idioms と呼ばれるもののように塊とし

て意味を持つもの（ゲシュタルト）のすべてを

含むと考える点です。これは、従来文法は、す

べての使用事例を生み出す基になる抽象度の高

いルールのみに限定されていたことと大いに異

なる点だと思います。例えば、子供はある段階

では、Where’s Daddy?という表現を丸ごと覚え
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て発話します。それが、Where’s X?と一部がス

ロットになり（スキーマ化されて）、Where’s my 
umbrella? のような表現を発話できるようにな

ります。ここで大事なことは、この抽象度の段

階に達しても、Where’s Daddy?という何度も使

われて定着した（entrenched）表現は、Where’s X?
というスキーマのXにDaddyを入れて生み出さ

れるのではなく、記憶された Where’s Daddy?と
いう表現のまま使用され続けるという考え方を

取る点です。つまり、一部がスロット化したス

キーマは、具体的な表現に根差して存在してお

り、スキーマが立ち上がっても具体的な表現も

言語知識（文法知識）として破棄されることな

く維持されるという考え方をします。 
さらに、文法とは、それぞれの話者がそれま

での人生で出会った言語表現が、会話の断片3と

して、頭の中にあり、それらをうまく組み合わ

せて言いたいことを表現するのが実際の言語使

用であると考える点です。つまり、文法＝言語

知識と考えるとわかりやすいかと思います。こ

の点に関しては、動的用法基盤モデルの概念か

ら幼児の言語習得を観察して研究している

Tomasello の指摘が大変参考になりますので、み

てみましょう。 
Tomasello は、子供がそれまでに蓄えた言語知

識から、今、言おうとしていることを発話する

行為を usage-based syntactic operations（用法に基

づく統語操作）と呼び、そこで行われているこ

とを次のように説明しています。 
 
… the child does not put together each of her 

utterances from scratch, morpheme by morpheme, 
but rather, she puts together her utterances from a 
motley assortment of different kinds of pre-existing 
psycholinguistic units. … the question was how this 
child was able to “cut and paste” together her 
previously mastered linguistic constructions in 
order to create a novel utterance in a specific usage 
event. (Tomasello: 2002: 10) 

 
ここで、Tomasello は、子どもは、言語知識と

して自分が持つ、さまざまな抽象度 やサイズの

                                                      
3 「会話の断片」という表現は、山梨正明氏が講演

会の中でよく用いられる用語である。 

会話の断片をうまく切り貼りして、新たな発話

を生み出していると指摘しています。さらに、

ここで引用した部分の後で、切り取りの対象と

なる会話の断片には、自分の頭の中にある表現

だけでなく、目の前の相手が、会話の場で、そ

の前に言ったことも含まれるという大変興味深

い指摘をしています。 
また、子どもが何かを言いたい時はどうする

かという問題に対しては、次のような答えを提

示しています。 
 
… When young children have something they 

want to say, they sometimes have a set expression 
readily available and so they simply retrieve that 
expression from their stored linguistic experience. 
When they have no set expression readily available, 
they retrieve linguistic schemas and items that they 
have previously mastered (either in their own 
production or in their comprehension of other 
speakers) and then ‘cut and paste” them together as 
necessary for the communicative situation at hand – 
what I have called ‘usage-based syntactic 
operations.’ (Tomasello: 2002: 11-12) 

 
上の引用の要点を簡単に紹介しますと次のよ

うになります。 
 

① 言語知識の中に、蓄えとしてもっているセ

ットフレーズがある場合は、その表現をそ

のまま使う。 
 

② セ ッ ト フ レ ー ズ が な い と き に は 、

usage-based syntactic operations を行う。 
 
そして②の場合、utterance schema（発話スキー

マ）とそれまでに学習した項目を取りだし、コ

ミュニケーションの目的に合うように cut & 
paste するというのです。なお、utterance schema
というのは、子どもがそれまでの発話で完全な

発話として言ったことがあるものの一部がスロ

ットになっているものです。（例：Where’s the X? 
/ I wanna X. / I’m V-ing. etc.）また、こどもが cut 
& paste する言語表現は、語、句、一部がスロッ

トになった発話など、さまざまなものが対象と

なると述べています。 
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 では次節では、usage-based syntactic operations
という考え方が、言語習得理論の中ではどのよ

うに捉えられるかを整理しておきたいと思いま

す。 
 
4. 動的用法基盤モデルから生得説の学習説に

対する反論を再考する 

 
言語習得を説明する理論として、学習説と生

得説の対立は、よく知られていることです。学

習説では、言語習得は「模倣、反応、強化」と

いう一連のプロセスの繰り返しで習得されると

いう立場を取るのに対し、生得説では、言語能

力は生まれながらに備わったものであるという

立場を取ります。学習説の背景には、行動主義

心理学があります。一方、生得説は Chomsky の

生成文法を基盤とします。生得論者が、学習説

では言語習得は説明できないという証拠として、

出す有名な反論がありますが、この反論は、動

的用法基盤モデルからは、むしろ、言語習得の

模倣が果たす役割を支持する見方だと考えられ

ています。 
その生得論者の学習論者に対する反論とは、

子供が、周りの大人が言わないような間違った

文を発するということです。一般的に多くの英

語教育関係の書籍で言及される事例に次のもの

があります。 
 
【事例 1】 
不規則変化をする過去形、複数形の習得 
 
STEP1: went, took, mice, sheep 
               ↓ 
STEP2: goed, taked, mouses, sheeps  

-------- over-generalization 
               ↓ 
STEP3: went, took, mice, sheep 
 
【事例 1】は、子供は、言語習得の初めの段階

では、went, took, mice, sheep と不規則変化をす

る過去形や複数形を正しく発話する時期、

STEP1 があるのですが、その後、STEP2 では、

goed, taked, mouses, sheeps などのように周りの

大人が発するとは考えられない表現を、動詞の

過去形や名詞の複数形を作る規則を過剰に適用

して発する段階が観察されます。この事実を例

に挙げ、これらの表現を子供が耳にすることは

ないので、子供の言語習得は、模倣だけでは説

明ができない。このことは子供が文法ルールを

生得的に頭の中に持っており、そのルールを基

盤に発話をしていることになるという反論です。 
 
【事例 2】訂正しても間違いが直らない 
CHILD: Nobody don’t like me. 
MOTHER: No, say ‘Nobody likes me.’ 
(Eight repetitions of this dialogue.) 
MOTHER: No now listen carefully 
CHILD: Oh! Nobody don’t like me. 
(David McNeil:) 
 
【事例 2】は、David McNeil の有名な例文です。

この現象も、模倣と強化では言語習得が説明で

きないこととして生成文法の観点からは提示さ

れます。つまり、母親によって何度訂正されて

も間違いが直らないということは、子供の大人

の言うことを真似ているのではなく、自ら文を

生成しているからだという反論です。 
 
ではここで、以上のことを用法基盤モデルの

観点から、Tomasello に基づき考えてみたいと思

います。生得説の立場からは、周りの大人が言

わない文を発するということは、誰かが言った

文を模倣しているのではなく、自ら、作り出し

ている（生成している）からだということです

が、このことは動的用法基盤モデルからは、次

のように考えることができます。 
まず【事例 1】に関しては、言語習得は、カ

テゴリー化のプロセスの過程と考えられます。

そしてそこには、帰納と演繹という推論の 2 つ

の側面がかかわっています。つまり、具体的な

言語表現（units）に出会うことで、具体的な事

例から規則性を導き出すという帰納的推論によ

り、規則性（スキーマ）を立ち上げます。事例

1 では、play ⇒ played, learn ⇒ learned, live ⇒ 
lived などの事例に出会い学習した段階で、これ

らの事例に根差して、V ⇒ V+ed という動詞の

過去形を作るスキーマを立ちあげます。つまり、

この段階では、play / played, learn / learned, live / 
lived, などの具体的表現（units）と V / V+ed と

いうルール（schema）の両方が言語知識とし存
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在することになります。そして、Step2 では、

この事例に基づいたスキーマが活用できる場合

とできない場合の区別が習得できていない段階

であるため、本来、このルールに当てはまらな

い事例に対しても、規則性から具体事例を推論

する演繹法によって本来存在しない語を生み出

したと考えられます。（over-generalization）よっ

て、このことが模倣と強化によって具体事例を

習得するという言語習得の一面を否定するもの

ではなく、Langacker (1987: 42)で述べられてい

る一般化された記述と具体的記述が、人の認知

では共存できるということ（General statements 
and particular statements can perfectly well coexist 
in the cognitive representation of linguistic 
phenomena）であると考えれば納得がいくので

はないかと考えます。言い換えれば、生得論で

は、ルールは生まれながらに備わっているとい

う立場をとるのに対し、動的用法基盤モデルで

は、ルールは具体的事例に根差した形で立ち上

がるという考えを取るため、具体的な事例を習

得することが、ルールが立ち上がる前段階とし

て必要ということになります。 
次に【事例 2】に関しては、例えば、*Her open 

it. *She like grapes.のような文を大人は言わない

のにこどもは発するという事実をどう考えるか

です。動的用法基盤モデルの立場からは、子供

は、大人が、Let her open it.や Does she like 
grapes? といった文は聞いているので、それら

の文の一部（太字の部分）だけを取り出して使

っているという説明をします。さらに Tomasello
は、Mary hit I. Jim kissed she.のように、子供が、

大人が発するのを何らかの文脈の中でも聞くこ

とがない誤用はしないという実証結果も挙げて、

子供は周りの大人が発した文を言語データとし

て蓄積し、その言語データの一部を取り出して

使っていると説明しています。【事例 2】の

McNeil の例も、子供は周りの大人が、You don’t 
like me.という文は聞いていると思われます。こ

の文を X don’t like me.と主語の部分をスロット

にし（utterance schema 化）、そこに Nobody を入

れ て 、 Nobody don’t like me. と い う 文 を

usage-based syntactic operations（cut & paste）に

よって作り出したと考えることができます。こ

の段階では、Nobody と呼応する動詞の形が、

likes であることは習得できていませんが、この

点は、後に多くの発話を聞く中で習得されてく

ると考えられます。 
つまり簡略化して纏めますと、動的用法基盤

モデルでは、学習説で指摘されるように、言語

習得をすべて模倣と強化のプロセスで習得する

とか、生得説のように初めからルールがありル

ールに基づき文を生み出すという、いずれの考

えでもなく、周りの大人が発した文を言語デー

タとして蓄積し、それらのデータを切り貼りす

ることで文を生み出すと言う考え方を取ります。 
このように、自分の頭の中にある英語表現の

一部を cut & paste して文を作り出すという

usage-based syntactic operations は、外国語として

英語を学んだものとしても自分を客観視してみ

ると整合性があるように直観的には思います。

これは、Langacker（2008:3）が認知言語学は、

intuitively natural4であると言っていることだと

感じます。 
関連して、三浦孝先生も講演5の中で、「文法

がわかるためには、生言語データの蓄積を」と

いうことを言われましたが、筆者はこの言葉を

聞いたときに、まさに、usage-base syntactic 
operations と整合性があることだと感じました。

つまり、生言語データを意識的に蓄積し、デー

タからルールを抽出し、そのルールを使って新

しい英文を作るということです。ここには、2
つの推論6、帰納法と演繹法がかかわっています

が、この推論力というのも人の認知能力の 1 つ

と言えましょう。三浦先生は、認知言語学を意

識されてはいないと思いますが、これはまさに、

usage-based syntactic operations と整合性の高い

１つの実践と言えます。このように、認知言語

学は、普通の感覚を持つ多くの人なら行ってい

ることを体系化して、言語現象を説明しようと

いう学問ですので、多くの英語教師が実践して

                                                      
4 Langacker(2008:3)は、認知言語学は、intuitively 
natural, psychologically plausible, empirically 
viable であると述べています。 
5 三浦孝先生（静岡大学教育学部英語教育講座教

授：英語科教育法）が、「英語教育をおもしろくする

会」（2012.9.15@静岡産業大学）で行われた講演。 
6 推論には、帰納法と演繹法があります。帰納法は、

具体的な実例から一般的ルールを見つけ出す推論で、

演繹法はルールを具体事例に適用する推論です。人

は、多くの場合、帰納法と演繹法を交互に使いなが

ら、推論を行います。 
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いることの中にも認知言語学の概念と照らし合

わせると整合性があることは多く観察されます。

では次節では、１つの事例に基づき、動的用法

基盤モデル、usage-based syntactic operations がど

のように活用されるかを考えてみたいと思いま

す。 
 
5. 動的用法基盤モデルの文法観から見た構文

の習得―I’m between Ns.の場合 

 
次の例文(1)を見てみましょう。皆さんは、こ

の例文がどのような意味を表すかわかります

か？  
 
(1) I’m between jobs right now. 

 
文字通りには、自分が 2 つの仕事に挟まれてい

るといった内容かと予測できます。2 つのしな

ければならない仕事があり、忙しい状態を表し

ているのかと一見思いますが、この表現の慣習

化されている意味は、少し違います。この表現

は、時間軸上で自分が 2 つの仕事に挟まれてい

る状態、言い換えれば、1 つの仕事が終わり、

別の仕事を探している状態を表すのです。つま

り、現在、仕事をしていないということを表す

表現なのです。I’m out of work.（失業中です）

という意味を、よりポジティブに表す表現であ

ると言われます。 
 
 
 
 
この構文は、jobs の部分をさまざまな名詞に置

き換えて、次の(2)～(6)のように表現することが

可能ですが、それぞれの表現の意味がわかりま

すか？いわゆる、good language learners（外国語

学習に成功している人）の 1 つの特徴として、

I’m between jobs.という表現の意味を理解した

ら、jobs の部分を違った名詞に置き換えた表現

も可能ではないかといろいろ作ってみる傾向が

あるようです。これもまさに、usage-based 
syntactic operations の姿ですね。先日、英語を専

攻する学生を対象とした授業で I’m between 
jobs. I’m between meals. I’m between haircuts.の 3
つの表現を紹介しましたら、授業後に一人の学

生が飛んできて、I’m between loves.は言えます

か？という質問をしました。good language 
learners が usage-based syntactic operations をやっ

ていることを改めて確認できました。ではここ

で、(2)～(6)の表現をみてみましょう。 
 

(2) I’m between meals. 
(3) I’m between haircuts. 
(4) I’m between girlfriends. [boyfriends / loves 

/ lovers] 
(5) I’m between marriages. 
(6) I’m between apartments. 

 
母語話者の方々とも話した結果、 (1)の I’m 
between jobs.という表現は、慣習化された表現で、

I’m out of work.（失業中）という内容をよりポ

ジティブに伝達する表現ということです。それ

に対し、(2)～(6)の表現は、(1)のように慣習化さ

れた表現ではないので、それほど頻繁に使われ

ることはないが、聞けば、全く自然な表現で、

意味は理解できるということです。ここから、

I’m between jobs.という慣習化したプロトタイ

プの表現が基盤にあり、この表現から次の(7)の
ようなスキーマが抽出されると考えてみましょ

う。 
 

(7) I’m between Ns. 
 
Ns の N は noun（名詞）のことで、このスロッ

トの位置には、名詞の複数形が置かれるという

ことです。ここで重要なことは、この(7)の構文

の基盤には、I’m between jobs.という表現があり

ますので、スキーマ化された I’m between Ns.と
う形（構文）は、1 つの事態（N1）が終わり、

次の同種の事態（N2）を探している、望んでい

るという意味と対応すると考えられます。図示

すれば、次のようになります。Job の部分が抽

象化されて、N となっています。 
 
 
 
 
では、(2)～(6)の表現は、どのように生み出され

たり、理解されるかということを考えてみまし

ょう。これらの表現を生み出したり、理解する

t 
J1 J2 

t
N1 N2 
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根底には、(1)の I’m between jobs.というプロト

タイプの表現とこの表現に根差して立ち上がっ

た(7)のスキーマ、I’m between Ns.があり、これ

らの unit と schema から(2)～(6)の表現は生み出

されたり、理解されたりすると考えられます。

それでは、(2)から順番に見ていきましょう。 
 (2)の I’m between meals.前の食事が終わり、次

の食事を待っている状況を表しますので、お腹

がすいている意味になります。I’m hungry. My 
stomach is growling.といった状況で使えます。 
 (3)の I’m between haircuts.は髪の毛が伸びてき

たので、切ってもらわないとという状況で使え

ます。例えば、My hair is getting longer and messy. 
I’m going to have to have my hair cut.といった意

味で使えます。 
 (4)の I’m between girlfriends.は、前のガールフ

レンドとの関係が終わり、次の人を探している

状況ですので、現在は、付き合っている人がい

ないということを表します。 I’m not in a 
relationship with anyone right now.ということで

す。girlfriend の代わりに、boyfriends / loves / 
lovers を使うこともできます。 
 (5)の I’m between marriages.はいかがでしょう

か？そうですね。離婚して、新しい結婚相手を

探している状況です。 
 (6)の I’m between apartments.はどうでしょう

か？それは、前住んでいたアパートを出て、次

のアパートを探している状況です。つまり、今

は、住む場所がないということになります。例

えば、何人かの友達の家に、日替わりで泊めて

もらいながらアパートを探している状況です。

もしくは、I’m homeless.という場合もあります

が。 
 以上のように、いずれの表現も、その基盤に

は I’m between jobs.という表現の意味があり、こ

の表現に根差して抽象されたスキーマ、I’m 
between Ns.という形は、「時間軸上に 2 つの N
があり、1 つの N が終わり、次の N を求めてい

る」という意味と対応関係にあるために、この

形に当てはめて、上で挙げた meals, haircuts, 
girlfriends などの語が N に置かれた場合の意味

解釈がされると考えられます。 
 また、この構文、I’m between Ns.の N にはど

のような名詞が置けるかというのは、言語学的

な関心として興味深い点だと思いますが、英語

学習・教育という立場からは、具体的ないくつ

かの表現とスキーマをセットで提示し、後は、

学習者に任せるというので十分ではないかと考

えますがいかがでしょうか？言語はすべてを教

えることはできませんので、Littlemore の言葉を

借りれば、言語の部分的に動機づけられた

（partially motivated）点を具体事例とセットで

教えることこそ、学習支援になると筆者は自分

自身の学習経験と教授経過から考えています。 
 
6. 言語知識教育カリキュラムの構築に向けて

の課題 

 
結論に代えて、新しい形の言語知識教育（従

来の文法教育に代わるもの）のモデルを探索す

るための課題について整理（列挙）することで、

本論の締めくくりとしたいと思います。これま

での教授及び学習経験から、必要な骨組みは次

の点であると考えます。 
 
① 人が新しい事柄を理解するには、既存の知

識を参照し、その時点での自分の知識構造

のある位置に取り込むものである。 
 

この背後には、既知の事柄で未知の事柄を理

解する人の持つ比喩能力（メタファー力、メト

ニミー力）がある。  
「分けるは分かる」と言われるように、人は

分けることで身のまわりの事態を理解してきた。

しかし、分けすぎると結局は分けないのと同じ

になり、わからなくなることに留意する必要が

ある。（今井 2010: ⅵ）分けるとは、状況に応

じた 適の抽象度でのグループ分けを意味する

ものであるが、これは人の持つカテゴリー化の

能力である。 
 
② ①の内容は、人間の認知一般に言えること

であるが、認知言語学では、言語能力も人

の持つ認知能力が反映されたものの１つ

であると考えるので、言語知識教育におい

ては、カテゴリー化の能力、そのカテゴリ

ーのメンバー間の繋がりに関与する比喩

能力を意識的に活性化させることは重要

となる。 
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③ 児童英語教育などの入門期の英語教育の

場合は、S.F. Modular System 理論（藤掛: 
1980）で実践されているように、まっさら

の状態から subconscious（潜在知識的）に

日本語を介さず英語のインプットだけで

英語の概念を習得させるカリキュラムが

可能であるが、学習者の年齢が高い場合や

すでに英語学習に躓いている学習者を対

象とする英語学習支援（英語教育）では、

日本語による干渉を修正する必要がある。 
 

この目的のためには、日本語母語話者と英語

母語話者の事態認識の違いにと言語表現の違い

に扱うことが言語知識教育の１つの核となる。 
 

④ ①のカテゴリー化の能力が言語能力を支

えるものであると考えれば、Littlemore
（2009: 148）でも指摘されることであるが、

言語表現は、恣意的な中にも動機づけされ

た部分（なぜある表現が、そのような表現

位なるかの意味付けができる）がかなり多

くあり、言語教育では、部分的な動機づけ

について扱うことは有効であると考える。 
 

つまり、言語知識教育で扱われる動機づけ（規

則性・ルールのようなもの）は、学習者の学習

段階に応じた抽象度の部分的動機づけが望まし

く、 終的には、学習者自身が具体的な言語表

現から規則性（スキーマ）を立ち上げて、文法

項目をカテゴリー化して頭の中に整理していけ

るようになることが支援できればよい性質のも

のである。 
また、具体事例としても言語表現と部分的動

機づけが言語知識として蓄積されることで、学

習者自身が Tomasello（2002: 10）でいわれる、

usage-based syntactic operations を自動的に行う

ようになると予測される。 
 
⑤ 言語知識は、それぞれの話者がそれまでの

言語生活のなかで出会った表現が、比喩能

力によってカテゴリー化され、日々の言語

生活のなかで変化していく動的（ダイナミ

ック）なものであり、つねに向上はあって

も、完成はあり得ないという点に留意する

必要がある。その意味でも、部分的動機づ

けは整合性がある。 
 

⑥ はじめに具体事例（英語表現）ありきで、

ルール（スキーマ）はそれらの具体的表現

に根差して立ち上がるという考え方に基

づく言語知識教育では、具体的な英語表現

の提示が前提となるため、「英語について

学ぶ」ことに偏りがちであった従来の英語

教育を、「英語を学ぶ」という本来の形に

変えることができるものである。 
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名古屋市に生息する陸産貝類 
Land mollusks in Nagoya City, Aichi Prefecture, central Japan 

 

川瀬基弘*・西尾和久**・市原俊＋・村瀬文好＋＋ 

 
* 愛知みずほ大学．** ＩＦＦ東海．＋名古屋市西区江向町 5-11．＋＋ 岐阜県関市下有知 3484． 

 

 

キーワード：陸産貝類，名古屋市，ニッポンマイマイ，コハクオナジマイマイ． 
Key words：Land mollusks, Nagoya City, Satsuma japonica, Bradybaena pellucida. 

 
 

 
はじめに 

 名古屋市内の陸産貝類については，熱田神宮（熱

田区）において特に詳細な調査がなされており（野々

部ほか，1978，木村，2002，守谷，2004b，川瀬ほか，

2012），市内各地の記録については，愛知県科学教育

センター（1967），守谷（2004a），名古屋市動植物実

態調査検討会（2004），守谷（2010），名古屋市動植物

実態調査検討会（2010），早瀬・木村（2011），川瀬

（2012）などに掲載されている． 

 2012 年 10 月には，なごや生物多様性保全活動協議

会・なごや生物多様性センター主催の「なごやの生

きもの一斉調査・2012 陸貝編」が行われ，市内 33 地

点から名古屋市初記録種を含む 41 種の陸貝が発見

された（川瀬，2012）．一斉調査の詳細な報告につい

ては，事業報告書印刷中であるが（川瀬，印刷中），

レッドデータブックなごや改訂版の調査において

2013 年 1 月に，名古屋市初記録の追加種を新たに発

見したのでここに報告する． 

 

名古屋市産陸産貝類目録 

 2013 年 1 月 9 日に，著者の一人である村瀬が，守

山区上志段味東谷山（瀬戸市との境界付近）で，ニ

ッポンマイマイ（カドバリニッポンマイマイ型），

Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847)を発見した．こ

れにより，名古屋市内の陸産貝類は以下の通り 55

種に更新された． 

 

1．ミジンヤマタニシ 

Nakadaella micron (Pilsbry, 1900) 
2．アズキガイ 
Pupinella (Pupinopsis) rufa (Sowerby，1864) 
3．ヒダリマキゴマガイ 
Palaina (Cylindropala) pusilla (Martens，1877) 
4．ウスイロオカチグサ 

Paludinassiminea debilis (Gould, 1859)  
5．ミジンマイマイ 

Vallonia pulchellula (Heude, 1822) 
6．マルナタネガイ 

Parazoogenetes orcula (Benson, 1850) 
7．シリオレギセル 

Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) bilabrata (Smith, 
1876) 
8．ヒクギセル 
Stereophaedusa gouldi (A.Adams, 1868) 
9．ナミギセル 
Stereophaedusa japonica (Crosse, 1871) 
10．ナミコギセル 

Euphaedusa tau (Boettger, 1877) 
11．トクサオカチョウジガイ 
Paropeas achatinaceum (Pfeiffer, 1846) 
12．ホソオカチョウジガイ 

Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger, 1891) 
13．オカチョウジガイ 

Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase, 
1904) 
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14．サツマオカチョウジガイ 

Allopeas satsumense (Pilsbry, 1906) 
15．タワラガイ 

Sinoennea iwakawa (Pilsbry, 1900) 
16．ナタネガイ 
Punctum amblygonum (Reinhardt, 1877) 
17．ミジンナタネガイ 

Punctum atomus Pilsbry & Hirase, 1904  
18．ノハラノイシノシタ 

Helicodiscus (Hebetodiscus) inermis Baker, 1929 
19．ナガオカモノアラガイ 

Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901) 
20．ヒメオカモノアラガイ 

Neosuccinea horticola (Reinhardt, 1877) 
21．カサキビ 
Trochochlamys crenulata (Gude, 1900) 
22．ヒメカサキビ 

Trochochlamys subcrenulata (Pilsbry, 1901) 
23．オオウエキビ 

Trochochlamys fraterna (Pilsbry, 1900) 
24．ハリマキビ 

Parakaliella harimensis (Pilsbry, 1901) 
25．ヒメハリマキビ 

Parakaliella pagoduloides (Gude, 1900) 
26．ヒゼンキビ 

Parakaliella hizenensis (Pilsbry, 1902) 
27．キビガイ 

Gastrodontella stenogyra (A. Adams, 1868) 
28．ヒメベッコウガイ 

Discoconulus sinapidium (Reinhardt, 1877) 
29．ヤクシマヒメベッコウ 
Discoconulus yakuensis (Pilsbry, 1902) 
30．シロヒメベッコウ類似種 

“Discoconulus” sp. 
31．コシタカシタラガイ 

Coneuplecta (Sitalina) circumcincta (Reinhardt, 1883) 
32．ウメムラシタラガイ 

Coneuplecta (Sitalina) japonica Habe, 1964 
33．マルシタラガイ 

Parasitala reinhardti (Pilsbry, 1900) 
34．ウスイロシタラ 

Parasitala pallida (Pilsbry, 1902) 
35．ナミヒメベッコウ 

Yamatochlamys vaga (Pilsbry & Hirase，1904) 
36．オオクラヒメベッコウ 

Yamatochlamys lampra (Pilsbry & Hirase, 1904) 
37．ヒラベッコウ 

Bekkochlamys micrograpta (Pilsbry, 1900) 

38．ウラジロベッコウ 
Urazirochlamys doenitzii (Reinhardt, 1877) 
39．ヒメコハクガイ 

Hawaiia minuscula (Binney, 1840) 
40．コハクガイ 

Zonitoides (Zonitoides) arboreus (Say, 1816) 
41．コウラナメクジ(キイロナメクジ)  

Limax flavus Linne, 1758 
42．チャコウラナメクジ 

Lehmannia valentiana (Ferussac, 1822) 
43．ノハラナメクジ 

Deroceras laeve (Muller, 1774) 
44．ニッポンマイマイ 

Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847) 
45．ビロウドマイマイ 

Nipponochloritis oscitans (Martens，1881) 
46．オオケマイマイ 

Aegista vulgivaga (Schmacker & Boettger, 1890) 
47．マメマイマイ 

Trishoplita commoda (A. Adams, 1868) 
48．ヒルゲンドルフマイマイ 
Trishoplita hilgendorfi (Kobelt, 1879) 
49．ウスカワマイマイ 

Acusta despecta sieboldiana (Pfeiffer, 1850) 
50．オナジマイマイ 

Bradybaena similaris (Ferussac, 1831) 
51．コハクオナジマイマイ 

Bradybaena pellucida Kuroda & Habe in Habe, 1953 
52．イセノナミマイマイ 

Euhadra eoa communisiformis Kanamaru, 1940 
53．ナメクジ 

Meghimatium bilineatum (Benson, 1842) 
54．ナメクジ ? sp. 

Meghimatium sp. ? bilineata 
55．ヤマナメクジ ? sp. 

Meghimatium sp. ? fruhstorferi 
 
 コハクオナジマイマイは，2011 年 6 月 21 日に，

著者の一人である西尾により名古屋市西区山田町上

小田井（新川左岸）で発見された． 

54 のナメクジ ? sp.はナメクジに似るが，色が

褐色であることからナメクジと区別した．また，55

のヤマナメクジ ? sp.は 54 のナメクジ ? sp.より

はるかに大きいものの，ヤマナメクジに特徴的な背

上の斑点模様が異なることで区別した． 

なお，生態写真や図版の標本は名古屋市内で発見

された個体の他に，愛知県内を中心に日本各地で採

集された同種個体を使用した． 



原著 

14 

引用文献 

愛知県科学教育センター（1967）愛知の動物．愛

知県科学教育センター，名古屋市，pp. 223.  
早瀬善正・木村昭一（2011）名古屋港周辺の陸産

貝類相，特に新たな外来移入種メリケンスナガ

イ（新称）について．ちりぼたん，41(2), 48-59.  
川瀬基弘（2012）自然豊かな名古屋 41 種の陸貝を

発見～「なごやで探そう！カタツムリ」調査か

ら見えたこと～．生きものシンフォニー５号，

名古屋市環境局 なごや生物多様性センター． 

川瀬基弘（印刷中）一斉調査のまとめ．なごや生

きもの一斉調査 ２０１２・陸貝編 －なごやで

探そう！ カタツムリ－．都市部における生物多

様性の保全と外来生物対策事業報告書（平成 24
年度 生物多様性保全推進支援事業），名古屋生

物多様性保全活動協議会． 

川瀬基弘・守谷茂樹・石黒鐐三（2012）(8)陸産貝

類［2-4 熱田神宮の生物調査と外来生物対策］．

都市部における生物多様性の保全と外来生物対

策事業報告書（平成 23 年度 生物多様性保全推

進支援事業），名古屋生物多様性保全活動協議会，

136-140. 
木村昭一（2002）熱田神宮の貝類相．かきつばた, 

28, 24-25. 
守谷茂樹（2004a）名古屋市内の陸貝の現況．か

きつばた, 29, 25-31.  
守谷茂樹（2004b）名古屋市の陸貝の現況 補足そ

の１(熱田神宮)．かきつばた, 30, 23-26. 
守谷茂樹（2010）名古屋市内の陸貝の現況 その 3．

かきつばた, 35, 31-32.  
名古屋市動植物実態調査検討会（2004）名古屋市

の絶滅のおそれのある野生生物，レッドデータ

ブックなごや 2004－動物編－．名古屋市環境局

環境都市推進部環境影響評価室，名古屋市，pp. 
368.  

名古屋市動植物実態調査検討会（2010）名古屋市

の絶滅のおそれのある野生生物，レッドデータ

ブックなごや 2010－2004 年版補遺－．名古屋市

環境局環境都市推進部生物多様性企画室，名古

屋市，pp. 316. 
野々部良一・高桑弘・原田一夫（1978）熱田神宮

の貝, 113-118．熱田神宮林苑保護委員会調査報

告書．熱田神宮宮庁，名古屋市． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原著 

15 

 

1．ミジンヤマタニシ，2．アズキガイ，3．ヒダリマキゴマガイ，4．ウスイロオカチグサ，5．ミジンマイマイ，6．マルナタネガイ，7．シリオレギセル，8．

ヒクギセル，9．ナミギセル，10．ナミコギセル，11．トクサオカチョウジガイ，12．ホソオカチョウジガイ，13．オカチョウジガイ，14．サツマオカチョ

ウジガイ，15．タワラガイ，16．ナタネガイ，17．ミジンナタネガイ，18．ノハラノイシノシタ，19．ナガオカモノアラガイ，20．ヒメオカモノアラガイ，21．

カサキビ，22．ヒメカサキビ，23．オオウエキビ，24．ハリマキビ，25．ヒメハリマキビ，26．ヒゼンキビ，27．キビガイ，28．ヒメベッコウガイ，29．ヤ

クシマヒメベッコウ，30．シロヒメベッコウ類似種，31．コシタカシタラガイ，32．ウメムラシタラガイ 

 



原著 

16 

 

33．マルシタラガイ，34．ウスイロシタラ，35．ナミヒメベッコウ，36．オオクラヒメベッコウ，37．ヒラベッコウ，38．ウラジロベッコウ，39．ヒメコハク

ガイ，40．コハクガイ，41．ビロウドマイマイ，42．オオケマイマイ，43．マメマイマイ，44．ヒルゲンドルフマイマイ，45．ウスカワマイマイ，46．オナジ

マイマイ，47．コハクオナジマイマイ 

48．イセノナミマイマイ 



原著 

17 

 
キイロナメクジ？ 

 

 
ナメクジ 

 

 
ヤマナメクジ？ sp. 

 

 

ニッポンマイマイ 
 
 
 
 

 
ノハラナメクジ 

 

 
チャコウラナメクジ 

 

 
ナメクジ？ sp. 

 

 
コハクオナジマイマイ 



原著 

 18

 

青年期女性における月経前症候群（PMS）の実態について 

Reality of the premenstrual syndrome (PMS) in adolescence women 
 

宮澤洋子＊、富永国比古＊＊、土田 満＊＊＊ 

 
＊名古屋文理大学、 ＊＊ロマリンダ・クリニック、＊＊＊愛知みずほ大学 

 
Yoko Miyazawa*, Kunihiko Tominaga**, Mitsuru Tsuchida*** 

 
*Nagoya Bunri University ,** Loma Linda Clinic, *** Aichi Mizuho College 

 
For the purpose of clarifying reality including symptoms of premenstrual syndrome (PMS), the 

survey of 200 female students at A college located in Aichi Prefecture was conducted. Symptoms/ 
care and CMI(Cornell Medical Index) were investigated.  

The PMS group had more women with both physical and psychological symptoms than the 
non-PMS group. It also had more women suffering from the core symptom than the non-PMS group. 
As more women in the PMS group felt the subjective symptom strongly, it is recognized that PMS 
and physical and psychological subjective symptoms measured by CMI have the significant relation. 
A large percentage of women in both groups answered they just lied down when they menstruate, 
indicating they cared for themselves in a passive way. More women in the PMS group were given 
the medical care. Awareness of PMS was higher in the PMS group, but low rate in both groups. 
Both groups thought PMS was more closely related to nutrients among lifestyle factors.  

As the study suggested women with PMS symptoms are likely to hurt relationship with other 
people, it became necessary to promote PMS education which will lead to the lifestyle improvement.  

 

Key words： premenstrual syndrome (PMS), adolescence women, symptoms 
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Ⅰ．緒言 

月経は 10 代前半で迎える初潮から始まり、50 歳

前後で閉経を迎えるまでの約 35～40 年間に月に 1 度

訪れる女性特有の生理的現象である。1 回の月経期間

を 5 日と計算すると、女性は生涯に 6 年半以上も月経

を経験していることになる 1)。月経はこのように長期

間に亘るもので、母性機能や女性の心身の健康との関

係において重要な位置を占めているにも関わらず、月

経期間前あるいは期間中に全く無症状でいる女性は

5 人に 1 人以下しかいないという報告 2)や、9 割以上

の女性は月経に伴う何らかの苦痛を経験していると

の報告 3)がみられる。月経に伴う苦痛は、軽症の場合

でも精神的・身体的に様々な負担を強いられることか

ら、思春期の女子においては性的現象に対する否定的

な感情や恐怖感、不安感を感じ、健全な母性を育む障

害になり得る 4)。また、月経期間中だけでなく、月経

前に種々の精神的、また肉体的な症状を抱えている女

性も数多く見られる。これが月経前症候群（Preme- 
nstrual syndrome：PMS）である。PMS は一般的に

あまり認識されておらず、その症状や発現に関係する

要因等についても未だ解明されていない点が多い。 
現在、世界でスタンダードとし使用されている

PMS の定義および診断基準は、1994 年にアメリカ精

神医学会が発表した DSM-Ⅳにおける PMDD 診断基

準（研究用基準案）5）である。我が国では、1990 年

に日本産婦人科学会が提唱した「月経開始の 3～10
日前から始まる精神的、肉体的症状で月経開始ととも

に減退ないし消失するもの」という定義 6）が用いら

れ、PMS 様の症状が日常生活に支障をきたす程度に

なった場合を PMS と診断している場合が多い。月経

前に現れ、月経後に減退ないし消失する PMS の症状

といわれる愁訴の数は、Rubinow7）によれば 150 種

類にも及ぶといわれている。発症率に関して、欧米で

は 308）～449）％という報告がある一方で、女性の 1
割～9割が、初潮から閉経までの間のある時期にPMS
を経験するという報告 10）もなされている。我が国で

は、相良ら 11）が日常生活において多少なりとも障害

を感じている割合は 39.1％とし、松本 12）は、報告さ

れているデータや臨床例から検討した結果、月経前に

症状がある者は 60～87％と多数認められたことを報

告している。発症率に大きな幅があるのは、診断基準

に起因しており、軽症とされる場合も PMS に含めれ

ば発症率は高くなることより、確実な診断が必要とさ

れている。 
 PMS の原因については、水分貯留説、卵巣ホルモ

ン失調説、副腎機能失調説、下垂体後葉ホルモン説、

ビタミンＢ6欠乏説、アレルギー説、自律神経失調説、

オピオイドペプチド分泌異常説、セロトニン分泌異常

説、精神的因子説、多元説などが挙げられている 1)。

諸説が提言されているが、決定的な因果関係を認める

ものはなく、原因は特定できていないのが現状である。

一方、ライフスタイルに関連する要因としては、人間

関係、日常生活行動（食生活、嗜好品、睡眠、運動、

ストレス）、ライフイベント等が影響を与えた結果、

PMS が発症するという報告もなされている 4)。 
以上の PMS を取り巻く背景を踏まえ、青年期女性

のPMSの実態および発症に関連するライフスタイル

の要因を明らかにすることを目的に、本調査では、

PMS の自覚症状等の実態に焦点を当て検討を行った。 
 
Ⅱ．対象と方法 

１．対象者と調査時期 
 愛知県内にある A 大学の女子大生 200 名を対象と

した。調査期間は平成 17 年 6 月下旬から 7 月上旬で

ある。調査は無記名の自己記入式質問紙を配布し、研

究に同意・協力を得られた者に対して実施した。 
２．調査内容 
身体特性、PMS 確定診断のための月経前の症状、

コーネル医学指数（Cornell Medical Index：CMI）
健康調査表の簡易版、月経時におけるケア、PMS の

認知度、月経時愁訴とライススタイルとの関係につい

て質問を行った。 
 PMS の判定は、産婦人科専門医がアメリカ精神医

学会の精神障害の診断・統計マニュアル（DSM-Ⅳ）

の診断基準 9）に準じて行った。 
３．解析方法 
 PMS の有無と身体特性、月経前の症状、身体的自

覚症状および精神的自覚症状、月経時におけるケア、

PMS の認知度、月経時愁訴とライススタイルとの関

係については χ２検定を行った。解析には SPSS 13.0J 
for Windows を用いた。 
４．倫理的配慮 
 回答は任意参加であり、回答の内容を研究以外の目

的で使用することなく、回答によって得られた個人情

報は流出することはないということ。また、回答をし

ている際に不快な思いを感じた場合は回答を中止す

ることができ、それによって不利益を被ることは一切

ないこと等を口頭と文書で説明して同意を得た。 
 
Ⅲ．結果  

１．PMS 発症率および身体特性 
本調査ではアンケートを提出した 200 名のうち 2

名に記入漏れがあり、198 名を解析対象者とした。産

婦人科専門医の判定を基にしたPMS発症率は35.9％
であった。表 1 に PMS 群と非 PMS 群の身体特性を

示した。PMS 群と非 PMS 群間には、年齢、身長、



原著 

 20

体重、BMI のいずれにも有意差は認められなかった。 
 

表１ PMS 群と非 PMS 群の身体特性 
                  （平均±SD） 

 PMS 群 非 PMS 群 

人数（人）  71  127 
年齢（歳） 19.7±1.3 19.7±0.8 
身長（cm） 156.8±5.2 157.5±5.5 
体重（kg） 51.1±5.6 52.0±8.4 

BMI 20.8±2.4 21.0±2.9 
 
２．月経前の症状 
表 2 に月経前に出現し、月経後に減退ないし消失す

る症状を示した。身体的症状は、10 症状全てにおい

て PMS 群の方が非 PMS 群と比較して症状を訴える

者の割合が高かった。PMS 群で最も訴える割合が高

い症状は「お腹が苦しい、不快感がある」、次いで「胸

がはる」で、それぞれ 81.6％、64.8％の者が訴えて

いた。その他の「眠り過ぎる」、「過食傾向がある」、 
「体重が増加する」の症状を訴える割合もいずれも半 
 
 

数を超えていた。一方、非 PMS 群で最も訴える割合

が高い症状は「胸がはる」、次いで「お腹が苦しい、

不快感がある」で、それぞれ 44.2％、32.3％の者が

訴えていた。また、訴えた症状で半数を超えるものは

なかった。 
精神的症状も、4 症状全てにおいて PMS 群が非

PMS 群と比較して症状を訴える者の割合が高かった。

PMS 群では「疲れやすい」、「全くやる気がしない」

はいずれも 80％を超え、「自分の感情をコントロール

できない」、「勉強、趣味、友人関係に興味がなくなる」

も、それぞれ 78.8％、52.1％と高かった。非 PMS 群

では「疲れやすい」が 33.8％で最も訴える割合が高

かった。 
中核症状も、5 症状において PMS 群が非 PMS 群

よりも訴える割合が高く、両群に顕著な差がみられた。

PMS 群では、特に「気分がイライラする」が 87.3％
と高かった。非 PMS 群では「気分がイライラする」

が 3.9％で最も高く、「不安である」、「突然、悲しく

なったり、涙もろくなる」、「うつ状態が強く、自分を

責め絶望的になる」、「怒りっぽくなり、対人関係がま

ずくなる」を訴える者は 1％台か皆無であった。 
 

表２ 月経前に出現し、月経後に減退ないし消失する症状 
 

カテゴリー 症状 ＰＭＳ群（％） 非ＰＭＳ群（％）

そ
の
他
の
症
状 

身
体
的
症
状 

お腹が苦しい、不快感がある 
胸がはる 
首、肩が凝る 
手や足がむくむ 
頭が痛い 
眠りすぎる 
よく眠れない 
過食傾向がある 
食欲がない 
体重が増加する 

81.6 
64.8 
49.3 
42.2 
42.3 
61.4 
21.1 
57.7 
19.7 
53.6 

32.3 
44.2 
16.7 
15.7 
12.0 
22.8 
5.5 
21.3 
4.7 
19.7 

精
神
的
症
状 

疲れやすい 
全くやる気がしない 
自分の感情をコントロールできない 
勉強、趣味、友人関係に興味がなくなる 

88.7 
81.8 
78.8 
52.1 

33.8 
24.5 
5.5 
7.1 

中
核
症
状 

 

気分がイライラする 
不安である 
突然、悲しくなったり、涙もろくなる 
うつ状態が強く、自分を責め絶望的になる 
怒りっぽくなり、対人関係がまずくなる 

87.3 
49.3 
42.2 
32.4 
26.8 

3.9 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
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図１ CMI による身体的自覚症状と精神的自覚症状 

 
３．身体的自覚症状と精神的自覚症状 
図 1 に CMI による身体的自覚症状と精神的自覚症

状を示した。PMS の有無と身体的自覚症状および精神

的自覚症状の強さには、いずれも有意な関連が認めら

れた（いずれも p<0.01）。身体的自覚症状では、PMS
群で自覚症状の最も強いⅢに分類された者が 50.7％
に対して、非 PMS 群ではⅢに分類された者は 15.1％
と少なく、自覚症状の最も弱いⅠに分類された者が

65.1％である等、PMS 群が非 PMS 群よりも身体的自

覚症状を強く感じている割合が高かった。 
精神的自覚症状では、PMS 群において自覚症状の最

も強いⅣに分類された者が 63.4％に対して、非 PMS
群ではⅣに分類された者は 19.0％と少なく、自覚症状

が弱いⅠとⅡに分類された者が合わせて 64.3％であ

り、PMS 群が非 PMS 群よりも精神的自覚症状を強く

感じている割合が高かった。 
４．月経時のケア 
表 3 に月経時のケアの実態を示した（複数回答）。

PMS 群では「横になる」が 27.0％で最も多く、次い

で「市販の薬を飲む」が 24.1％、「何もしない」が 16.1％
と続き、「病院に行く」が 2.2％であった。一方、非

PMS 群では「何もしない」が 27.9％と最も多く、次

いで、「横になる」が 20.4％で、「病院に行く」と回答

した者は皆無であった。PMS 群の方が「市販の薬を飲

む」、「病院に行く」など、非 PMS 群と比較して医学

的なケアをしている者の割合が多かった。 
５．PMS の認知度 
 表 4 に PMS の認知度を示した。PMS の有無と PMS
の認知度には有意な関連が認められた（p<0.01）。PMS
について「知らない」と回答した割合は PMS 群で

62.0%、非 PMS 群では 76.0％であった。PMS を「知 
っている」と回答した割合はPMS群で15.5％、非PMS 

 
群で 3.2％であり、PMS 群の方が非 PMS 群よりも

PMS の認知度が有意に高かった。 
 

表３ 月経時のケアの実態              

（複数回答） 
ＰＭＳ群 （％） 非ＰＭＳ群 （％） 

横になる 
市販の薬を飲む

何もしない 
おとなしくする

気分転換をする

体を動かす 
その他 
病院に行く 

27.0 
24.1 
16.1 
15.3 
8.0 
4.4 
2.9 
2.2 

何もしない 
横になる 
市販の薬を飲む 
おとなしくする 
気分転換をする 
その他 
体を動かす 

27.9 
20.4 
18.4 
17.4 
8.0 
5.0 
3.0 

  
 

表４ PMS の認知度 
項目 ＰＭＳ群

（％） 
非ＰＭＳ

群（％） 
有意差

知らない 62.0 76.0  
** 聞いたことがある 19.7 20.8 

知っている 15.5 3.2 
**p<0.01 

６．月経時愁訴とライフスタイルとの関係 
図 2 に PMS 群および非 PMS 群における月経時愁

訴とライフスタイルとの関係を示した。「ライススタイ 
ルが月経時愁訴と関係しているか」の問いに対して、 
PMS 群では「とても思う」、「思う」合わせて約 63%
の者がライフスタイルと関係していると考えていた。 
非 PMS 群は、「とても思う」、「思う」を合わせて約 
48%と有意に少なかった（p<0.01）。図 3 に月経時愁 
訴とライフスタイルの関係を「とても思う」、「思う」 

身体的自覚症状

33.8

15.5

50.7

65.1

19.8
15.1

0

10

20

30

40

50

60

70

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

（％）
精神的自覚症状

4.2

23.9

8.5

63.4

25.4

38.9

16.7 19.0

0

10

20

30

40

50

60

70

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

（％）
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**ｐ<0.01 **ｐ<0.01 
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図２ 月経時愁訴とライフスタイルとの関係 

 

 

の者が、運動、栄養、休養のなかで最も関わっている

と考える要因を示した。PMS 群と非 PMS 群に有意差

はなく、「栄養」と考えている者が約 60％と最も多く、

「休養」、「運動」がそれぞれ 20％前後で続いていた。 
 
Ⅳ．考察 

１．PMS 発症率および身体特性 
対象者をアメリカ精神医学会の精神障害診断・統計

マニュアル（DSN-Ⅳ）の診断基準に準じて PMS 群と

非 PMS 群に分類したところ、本研究における PMS
の発症率は 35.9％で、相良ら 11）による 39.1％、細川

ら 13）による 20～40％とほぼ同じ発症率であった。

PMS は 3 人に 1 人の割合で存在しており、身近で一

般的な疾病であることが認められる。また、対象者の

身体特性について PMS 群と非 PMS 群間に差はなく、

両群とも日本人の食事摂取基準 2005 年版 14）に用いら

れている女性の 18～29 歳の体位基準である、身長

157.7cm、体重 50.0kg と極めて近似していた。 
２．月経前の症状 

PMS において、身体的症状では、PMS 群で高かっ

た症状は、「お腹が苦しい、不快感がある」、「胸がはる」、

「眠り過ぎる」、「過食傾向がある」であった。これら

の 4 症状は櫻田ら 16）、浅井ら 17）の報告でも訴える割

合が高く、積極的にケアを進めていかなければならな

い症状であると考えられる。また、精神的症状と中核

症状については、PMS 群で「疲れやすい」、「全くやる

気がしない」、「気分がイライラする」の症状を訴えた

割合は 8 割を超える等、全ての症状において訴える割

合が際立って高く、PMS と精神的な問題とのつながり

を指摘するこれまでの研究 18）と同様な結果が得られ 
た。身体的症状は、自分自身がその痛みや苦痛を自覚 

図３ ライフスタイルのなかで最も関わっていると考える要因 
 
 
でき、家族や学校、職場においては周囲に自身の苦痛

を直接的に現す事が比較的容易であるが、心理的・精

神的な症状は、自分自身が自覚しにくく、周囲にその 
た。身体的症状は、自分自身がその痛みや苦痛を自覚 
でき、家族や学校、職場においては周囲に自身の苦痛

を直接的に現す事が比較的容易であるが、心理的・精

神的な症状は、自分自身が自覚しにくく、周囲にその 
症状や心理的状態を説明し、理解を得られることが困

難であり、本人を取り巻く人間関係にも悪影響を与え

やすい。今回の心理的・精神的な症状の訴える割合の

高さから、これらの愁訴に対するケアと周囲の理解が

必要であることが示唆される。 
３．身体的自覚症状と精神的自覚症状 

PMS の発症原因の 1 つとしてストレス説が挙げら

れている 19）。CMI は、心身両面にわたる自覚症状を

比較的短時間のうちに調査する目的で作成されたもの

であり、臨床及び一般健康管理にも利用されており 20）、

本研究では CMI を身体的自覚症状と精神的自覚症状

を調査するために用いた。PMS 発症と身体的自覚症状

及び精神的自覚症状の強度にはいずれも有意な関連が

認められ、ストレスと PMS には強い関連があること

が示されている。PMS の症状があることがストレスを

感じさせるのか、ストレスに対する感受性が高いこと

が PMS の症状や発症と関連するのか等、因果関係に

ついては明らかではないが、ストレスが PMS の重要

な関連因子であることが示唆される。 
４．月経時のケア 

PMS 群で「横になる」が最も高く、3 割程度に認め

られた。「横になる」というケアは、一般的に身体的に

苦痛を感じた場合に最もよく行われる方法である。し

かし、消極的なケアと考えられ、外出している場合で

16.3
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21.0

0

10

20

30

40

50

60

70

運動 栄養 休養

（％）

PMS群

非PMS群
28.6

34.3
31.4

5.7

16.9

31.5

43.5

8.1

0

10

20

30

40

50

とても思う 思う 少し思う 思わない

（％）

PMS群

非PMS群



原著 

23 

は困難であり、日常的な社会活動に支障をきたす。次

ぎに高かったケアは、「市販の薬を飲む」、「何もしない」、

「おとなしくする」で、上位 4 つはいずれも消極的な

ケアであった。非 PMS 群でも、多少の順位の変動は

あるものの、これらの 4 つのケアは高い割合を示して

いた。このことから、ケアについては PMS 群、非 PMS
群が共に消極的な方法を主に行っているということが

示唆される。中丸 21）は月経時のケアについて調査し、

81.1％が症状があってもひたすら我慢すると回答した

ことを報告している。この我慢するという状況が PMS
の症状に何らかの悪影響を与えていることが考えられ

る。また、PMS における月経前期の症状と月経期の随

伴症状には有意な関連があることが報告されている
22）ことより、PMS の症状を改善するためには、月経

前と同様に、月経時の愁訴に対するケアも充実させる

必要があると考えられる。さらに、PMS 群について若

干名ではあるが「病院に行く」と回答した者がおり、

非 PMS 群には全くいなかったこのことから、PMS 者

は自己で行うケアだけでは症状を改善することが困難

であり、その症状の深刻さが推測される。 
５．PMS の認知度 

PMS の認知度は、PMS 群では 15.5％と、非 PMS
群の 3.2％より高かったが、わずか 15.5％に留まって

おり、PMS に関する知識は、未だに十分に普及してい

るとはいい難い状況であった。症状があっても PMS 
と知らないで、やり過ごしている場合がかなり多い状

況が推察される。PMS は、それが月経周期に伴って周

期的に起こってくる症状であることを自覚するだけで

も、仕事や日常生活あるいは人間関係に与える悪影響

を少なくすることができることが報告されている 15）。

また、プラシーボでも約 30％程度は効果がある 1）と

され、心理的な要因も PMS の症状の軽減に影響を与

えることが示されている。これらのことより、PMS
という症状についての知識の普及と、PMS 症状を呈す

る場合には PMS について本人にポジティブで肯定的

な自覚を促すことが重要であると考えられる。 
６．月経時愁訴とライフスタイルとの関係 

PMS の治療は薬物療法と非薬物療法に大別される。

非薬物療法では様々な試みがなされている。その中で

も特に重要とされる要素は生活習慣の中核に位置する

「運動」・「栄養」・「休養」と考えられている 10,23,24）。

本調査での月経時愁訴とライフスタイルとの関係につ

いては、PMS 群では 63％、非 PMS 群では 48％が関

係していると回答し、PMS 群の方が月経時愁訴の解決

方法としてライフスタイルへの関心が高いことが示唆

された。また、ライフスタイルのなかでも PMS 群、

非 PMS 群ともに 60％程度が「栄養」との関連が最も

強いと考えていた。平成 11 年度国民栄養調査 25）によ

ると、「食品を選んだり、食事を整えたりするのに困ら

ない知識や技術はありますか」という質問に対し、「十

分にある」と回答した割合は 5.7％に過ぎず、「あまり

ない」、「全くない」と回答した割合が半数近くにのぼ

っている。このことから、PMS 群、非 PMS 群ともに

「栄養」が重要であると考えているが、実際にそれを

実行するための知識は不足し、適切な食事をしていな

い可能性が推測される。 
以上から、PMS は身近で一般的な疾病ではあるが、

一般にはほとんど認知されていないという問題点が明

らかにされた。PMS の症状を訴えている者は、自身が

PMS であるという認識がほとんどなく精神的症状、身

体的症状の深刻さを訴える者が多く、特に、精神的症

状は社会的、また周囲の人間関係に様々な影響を与え、

よって人間関係を損なう可能性も多い。また、PMS
であることの認識がないことがさらに PMS の症状を

悪化させている要因にもなっており、教育あるいは保

健活動における PMS 教育の一層の推進を図ることが

必要とされている。これが、十分なケアが行われてい

ない現状から脱却し、個人のライフスタイルを向上さ

せることに繋がると考える。 
 

Ⅴ．結論 

PMS の症状等の実態を明らかにすることを目的に、

愛知県内のＡ大学の女子大生 200 名を対象として、平

成 17 年 6 月下旬から 7 月上旬にかけて自記式のアン

ケート調査を行った。 
１．本調査での PMS 発症率は 35.9％であった。 
２．身体的症状及び精神症状は、全ての症状において

PMS群の方が非PMS群よりも症状を訴える者の

割合が高かった。中核症状も、PMS 群で訴える割

合が顕著に高かった。 
３．PMS の有無と CMI による身体的・精神的自覚症

状の強さには、いずれも有意な関連が認められ、

PMS 群が身体的・精神的自覚症状を強く感じてい

る割合が高かった。 
４．月経時のケアについては、両群とも「横になる」

など、消極的なケアが多かった。PMS 群では医学

的なケアをしている者の割合が多かった。 
５．PMS 群の方が PMS の認知度が高かったが、わず

か 15.5％に留まっていた。 
６．月経時愁訴とライフスタイルの関係について、

PMS 群の方が関係していると考えている者の割

合が有意に高かった。また、両群ともライフスタ

イルのなかで栄養との関連が最も強いと考えてい

た。 
PMS は身近で一般的な疾病であるが、ほとんど認知

されていない問題点が明らかにされた。PMS の症状を
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訴えている者は、人間関係を損なう可能性が示唆され、

PMS 教育の推進を図ることが必要とされる。これがラ

イフスタイルを向上させることに繋がると考える。 
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Abstract 
  The purpose of this study is to extract relations of the hip-joint adductor and abductor muscle 
strengths among female in standing and sitting postures respectively from standpoint of 
cross-sectional age stages. Seven items were measured; height, weight, age, hip joint adductor 
strengths, hip joint abductor strengths, hip joint flexion strengths, and hip joint extension strengths. 
Two types of patented torque meters were used to measure hip joint flexion and extension strengths 
in standing postures, and to measure hip joint adductor and abductor strengths in sitting posture. 
  Seventy-six female participants volunteered with the informed consent. Mean age, weight, and 
height were 43.9 ±15.8 years old, 52.4 ±7.3 Kg, and 157.8 ±5.6 cm, respectively. The strongest 
muscle power was obtained in the right leg extension that reflected dominant leg, and the weakest 
one was the right leg flexion. Muscle strengths between hip joint flexion and extension strengths in 
standing posture showed statistical significance by ANOVA, but no significance among the age 
stages was obtained.  
  The abduction strengths of hip joint gradually increase with aging, on the other hand, the 
adduction strengths gradually decrease with a peak around 30’s and 40’s. The abduction strengths 
were significantly stronger than adduction strengths in all age groups. However, no significance 
was observed among age groups. The ANOVA results showed that abduction strengths were 
significantly stronger than adduction strengths in all age groups. However, no significance was 
obtained among age groups, and no significant interaction was obtained. It is inevitable to shift 
central gravity toward one leg in walking, and this causes or generate outward power moment. So 
getting older has an effect to make the outward rotation muscles strengthen for maintaining stable 
upright posture in walking. 
Keywords: Torque strength; Hip-joint; Psoas major; Adductor; Abductor 
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Introduction 
   To lift up the lower limbs forward and to extend 
down backward is very important for walking and 
running. The movement of hip-joint adductor and 
abductor muscles is inevitably important for 
maintaining a posture of halfway of bending both 
knees, some kind of exercising postures, rolling over 
in sleeping, or directional changes while sitting on a 
chair. To move the lower limbs has deep relations with 
the psoas major muscle. To measure and clarify 
characteristics of these hip-joint adductor and abductor 
muscle strengths is contributable for assessing athletes 
training effects, elderly walking abilities, 
rehabilitation effects of those with disabilities, and 
people’s daily activities. Motor ability, moving ranges 
of hip joints, and their muscle strengths are significant 
factors in athletic exercising and walking.  
   Kuno (2000) found out that running faster had 
strong relation with psoas major   in case of having 
measured of Japanese Olympic sprinters. This finding 
induced many studies on characteristics of psoas major 
in Japan (e.g. Kinugasa, 2001; Yamamoto, 2003; 
Hoshikawa, 2006; Takahashi, 2006; Asaka, 2008). 
These findings made clear that the psoas major area 
has gender difference and decreases with aging. 
However, the strength of psoas major can measure 
indirectly, so that strength of the psoas major applies a 
correlation method. 
   Among studies on the strength of psoas major, 
Yamamoto et al. (2004, 2005) reported that there were 
gender differences of the hip adductor and abductor 
strengths. Yamamoto et al. (2008) also reported that 
there was relation between the strength of psoas major 
muscles and bone density, and the psoas major 
muscles and exercising period. There were studies on 
the psoas major muscles by use of MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) technique (e.g. Laura E. Gibbons 
et Al., 1997; Juha E. Peltonen et al. 1998; W. S. 
Marras, 2001). 

Katoh et al. (2008) reported that there were a 
positive partial correlation coefficient between right 
psoas major area and inward rotation hip-joint muscle 
from multiple regression analysis, and a negative one 
between left psoas major and outward rotation 
hip-joint muscle by MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) cross-sectional area of the psoas major 
muscles. On the other hand, Kita et al. (2009) derived 
a positive relation between right and left psoas major 
area and adductor strength. The above ambivalent 
results come from number of participants, their 
attributes, and so on. Relations between the psoas 
major area and hip-joint muscle powers have obtained 
confusing results. 

However, there are a few research conducted in the 

area of cross-sectional measurements on torque 
strengths of the psoas major muscles and hip-joint 
muscle strengths among different age stages of female.  
  The purpose of this study is to extract relations of 
the hip-joint adductor and abductor muscle strengths 
among female in standing and sitting postures 
respectively from standpoint of cross-sectional age 
stages. 
Method 
1) Volunteered participants 

Seventy-six female students volunteered with 
informed consent. These students were enrolled in 
“Health and Physical Arts” course at the university. 
Ages ranged from 18 to 78 years old. 

2) Measured items 
Totally seven items were measured; height, weight, 
age, hip joint adductor strengths, hip joint abductor 
strengths, hip joint flexion strengths, and hip joint 
extension strengths. 

3) Devices used 
Two types of patented torque meters were used to 
measure hip joint flexion and extension strengths in 
standing postures （ Photo.1; Yamamoto et al. 
2009） , and to measure hip joint adductor and 
abductor strengths in sitting posture (Photo.2; 
Yamamoto et al. 2005). Subjects were requested to 
rotate their thighs inward and outward for adductor 
and abductor strengths of the hip joint.  

 
Phot 1. Patented torque meter 1 to measure flexion 
and extension muscle strengths of both legs in 
standing posture. 

 
Results 
1) Overview of participants 
   Totally, seventy-six female participants 
volunteered with the informed consent. Mean age, 
weight, and height were 43.9 ±15.8 years old, 52.4 
±7.3 Kg, and 157.8 ±5.6 cm, respectively. These 
participants were divided into five age groups. Sample 
size of each age group was as follows; a group of 
20-29 years-old was 21 participants with averaging 
23.6, 30-39 years-old was 11 with averaging 35.7, 
40-49 years-old was 12 with averaging 45.0, 50-59 
was 19 with averaging 55.2, and over 60 was 13 with 
averaging 66.2, respectively. Dominant of all 
participants’ leg was right one.  
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y = 1.0154x + 10.653
R2 = 0.5117

n=76  r = 0.715**
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2) Hip-joint muscle strengths in standing posture 
 Each flexion and extension of muscle strengths of 

both legs in standing posture was measured. In 
addition, each data obtained was corrected with 
participant’s height. This is a reason why a joint torque 
is a product of moment arm and tendinous tension to 
which synthesized tension by related each muscle 
fibers are transmitted ( Fukunaga, 2002). Its unit is 
Nm (Newton meter). 

The strongest muscle power was obtained in the 
right leg extension that reflected dominant leg, and the 
next was the left leg flexion. The weakest one was the 
right leg flexion (Tab.1). 

Tab.1 Mean values of measured items in function of 
age group 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relations among flexion and extension muscle 

strengths of the both legs are shown in Fig. 1 to Fig. 4 
with regression line and correlation coefficient. The 
highest relation was between the right leg flexion and 
extension (Fig. 1), the next was a relation between the 
right leg flexion and the left leg flexion (Fig.2). 

Fig 1. Scatter graph of relation between flexion and 
extension of right leg. 

Fig 2. Scatter graph of relation between flexion and 
extension of both legs 

 
On the other hand, a relation between the left leg 

flexion and extension was the lowest (Fig.3). The most 
important relation among the above is in Fig.4, which 
reflected a muscle coordination of the right leg 
extension and the left leg flexion for walking and 
running. These results mean that the right leg has been 
used for driving force from the point of dominant leg. 
Mean values of muscle strengths of both flexion and 
extension in function of age group was in Fig. 5. 

 The within- participant model of the two-factor 
(age group x muscle strengths) ANOVA was applied to 
hip joint flexion and extension strengths in standing 
posture. Muscle strengths as a main factor showed 
statistically significance (F=63.43, df=3/213, p<0.01). 
No significance was observed among age groups 
(F=1.03, df=4/71, ns) and interaction.   

Fig 3. Scatter graph of relation between flexion and 
extension of left leg. 
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Fig 4. Scatter graph of relation between right leg 
extension and flexion of left leg. 

Fig 5. Mean values of muscle strengths of both 
flexion and extension in function of age 
group. 

 
3) Hip-joint strengths in sitting posture 
  Both adductor and abductor strengths of the hip 
joint in sitting posture were measured by the torque 
meter. These data were also corrected with 
participant’s height.  

A scatter graphic relation of muscle strengths 
between inward and outward rotation showed 
relatively high (Fig. 6). Mean values of the rotation 
muscle strengths in function of age groups were in Fig. 
7. It showed that the abduction strengths of hip joint 
gradually increase with aging. On the other hand, the 
adduction strengths gradually decrease with a peak 
around 30’s and 40’s ages. A correlation coefficient 
between adduction and abduction strengths of the hip 
joint was 0.607 (n=74, P<0.01). The within- 
participant model of the two-factor (age group x 
muscle strengths) ANOVA was performed. Results 
showed that abduction strengths were significantly 
stronger than adduction strengths in all age groups 
(F=24.81, df=1/71, p<0.01). However, no significance 
was obtained among age groups (F=0.91, df=4/71, ns), 
and no significant interaction was obtained.  
 
 
 

Fig 6. A scatter graphic relation of muscle 
strengths between inward and outward 
rotation 

Fig 7. Mean values of the rotation muscle 
strengths in function of age groups. 

 
Discussion 
  No clear difference among age groups in hip-joint 
muscle strengths was obtained because of participants 
attribute, only female group who had no daily physical 
exercises. From the findings that the psoas major area 
decreased with aging, the hip-joint muscle strengths 
expect to decrease with aging hypothetically. This is 
why hip-joint muscle strengths seem to correlate 
deeply with the psoas major area. However, there was 
no significant difference in the inward and outward 
rotation of muscle strengths by age groups. This 
finding accords with Juho E. Peltonen et Al. (1997). 
Namely, athletes have a strong correlation between the 
psoas major area and hip-joint muscle power, but 
non-athletes have no such correlation. Why does not 
such correlation show in non-athletes? This seems to 
reflect that elderly or non-athletes female tend to 
weaken their physical balance in walking. They intend 
to keep their balance with widening width of both legs 
to prevent falling down. This causes abduction muscle 
strength stronger than adduction strength. For 
non-athletes person, walking ways on balance beam is 
not good to prevent falling down, but walking on two 
parallel bars is good to prevent falling. This kind of 
walking gives a positive view to understand why the 
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outward rotation muscle strength was significantly 
stronger than the inward rotation one. Moreover, this 
is also the reason why the outward rotation strength 
and difference between outward and inward rotation 
strengths tended to increase in function of aging. It is 
inevitable to shift central gravity toward one leg in 
walking, and this causes or generate outward power 
moment. So getting older has an effect to make the 
outward rotation muscles strengthen for maintaining 
stable upright posture in walking.       

 In walking and/or physical exercises, muscle 
power of flexion and extension of dominant legs is for 
driving force with coordination of muscle strengths of 
the other leg antagonistically. Especially, coordinating 
muscle powers between one leg extension and the 
other leg flexion needs for efficient and stable walks.  

Figure 8 shows a normalized scatter gram based on 
data in figure 4. This coordinating muscle power of 
both flexion and extension of dominant legs can use to 
understand female’s relative position. For example, 
such people with muscle power of both flexion and 
extension of dominant legs under － 1.0σ ( right 
leg :45.8 Nm, left leg:40.0 Nm) expect to have 
physical exercises for maintaining stable walking 
ability. Accordingly, Figure 8 can be able to utilize 
female’s estimation of walking ability, and effect of 
physical exercises. 

Fig 8. Normalized scatter graph to judge a 
relative position of leg muscle power. 
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平成 24 年度食品加工講習会の報告（第一報） 
 

参加者への講習会についての調査 

横山 洋子・水野 早苗 

愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

1.はじめに 

本学では平成 22 年度より、愛知県内の公立高校家庭

科教諭 30 名を対象に食品加工の講習会を開催してい

る。 

食品加工は、人類の進化や文明・文化の発達などと

密接な関係がある。人類は人間らしい行動をするよう

になった段階からすでに道具を利用しながら食品を加

工し、塩蔵、糖蔵、乾燥などあらゆる加工手段を用い

て食料の確保に努力してきた。このように食品加工の

原点は食料の備蓄であった。その後、人類の進化や文

明の発達に伴ってさまざまな加工・保蔵法が生み出さ

れ、それは食品に安全性、栄養性、機能性などの新し

い付加価値をつける結果となった。また、加工食品は

地域性とも密接に関係があり、加工食品の多くは伝統

食品として受け継がれてきた。 

本講習会は、高等学校における家庭科教育の参考に

なるような食品加工の知識と技術を伝え、それによっ

て食文化を見直すことを目的としている。また、文部

科学省より平成 25 年から実施される、高等学校新学習

指導要領（家庭科）では、「日常の食事や行事食におけ

る食の歴史や文化などについて理解させ、必要な知識

と技術を習得させるとともに、食文化を継承し食生活

を創造的に実践することができるようにする。」という

項目が新設されていることもあり、食文化の見直しと

継承に関する内容にも力を入れている。 

 講習会の内容としては、平成 22 年度は日本で古くか

ら作られている『味噌』を取り上げ、その歴史、種類、

栄養について講義をした。また、愛知県で生産されて

いる豆味噌（八丁味噌）を利用した和菓子や調味料お

よび惣菜の製法についての実習も行った。平成 23 年度

は『食品のゲル化』について講義を行い、種々のゲル

化剤を利用した実習も行った。平成 24 年度は日本の伝

統食品である『漬物』をテーマに開催した。野菜の色

素についての実験実習も取り入れ、科学的な面からも

漬物の魅力を紹介した。また中部地方の郷土料理でも

ある五平もちの作り方も実習した。 

講習会を 3 回重ねた今回、この講習会の在り方を見

直す意味から、平成 24 年度の講習会についてその内容

と講習会終了後実施したアンケートの結果を報告する。 

 

2.平成 24 年度食品加工講習会の内容  

⑴ 募集対象 

愛知県立高校の家庭科教諭 30 名 

⑵ 日程および内容 

 平成 24 年 8 月 21 日（火）10 時～15 時 

 講義 ・漬物の歴史 

    ・漬物の種類 

    ・漬物の製造原理 

    ・主な漬物の作り方と保存方法 

 実習 ・福神漬けの作り方 

    ・五平もちの作り方 

 実験 ・野菜の色素とその変化 

⑶受講者について 

 当日欠席者があったため、最終的な参加者数は 27

名であり、内１名が男性であった。 

 受講者を勤続年数により分類すると表 1 のとおりで

ある。 

 表 1 参加者の勤続年数 

 
27 名のうち約半数が前回、前々回の参加者であった。  

 

3.調査結果 

 講習会の終了後、実習内容などについてアンケート

をとった。その結果は以下のとおりである。 

⑴今回の講習会に参加した理由 

 ・テーマに興味があった。（6名） 

 ・実験に興味があった。（2名） 

 ・昨年の講習会がよかったので今年も参加した。 

（8名） 

0 2 4 6 8 10

5年未満

5～10年

11～20年

21～30年

31年以上

人数
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 ・授業の参考になると思った。（6名） 

 ・漬物の作り方を学びたかった。（2名） 

 ・食品を作るだけでなくその原理も学べると思った。 

 ・授業では実験実習が上手くできないので、そのコ

ツを学びたかった。 

 ・学ぶ立場になって、自分の授業を見直すいい機会

だと思った。 

 ・今まで一度もこういう講習会に参加したことがな

かったので参加してみたかった。 

・大学の施設が見たかった。 

⑵講習会の内容について 

 ①講習会の内容について 

 
②実習時間について   

 

③実験実習の内容について 

 

⑶本学の対応について 

①講習会の案内について 

 

②適切だと思われる開催時期について 

 

 

③受講してみたい内容について（複数回答可） （人） 

燻製品の加工 18 

うどん、中華そばなどの麺類 17 

ジャムの加工 4 

練り製品の加工 21 

和菓子の実習 12 

洋菓子の実習 5 

果物の酵素活性実験 19 

卵の新鮮度判定法 5 

⑷講習会全般で気づいた点（抜粋） 

・自分自身が生徒と同じ学ぶ立場になったことで、

教え方の参考になった。 

・学生に戻ったようで楽しかった。 

・高校の授業（50 分）でできる内容を取り入れて教

えていただけると助かる。 

・施設、設備がとても快適だと思った。 

・他の講習会では、内容が簡単すぎたり難しすぎた 

 りするが、この講習会は内容が適切で分かりやす 

い。 

・テーマがとても身近で、日常生活では見過ごして

しまうような内容を取り上げてあって勉強になっ

た。 

・大学の講習会は、研修として認められやすいので

助かる。 

・万全の準備で、とても参加しやすい。 

・学んだことを今後の授業に取り入れていきたい。 

・授業に実施できそうな内容が多かった。 

・講義と実験が多くて、加工実習の内容が少なかっ

たのでややさびしかった。 

・教室が寒い時があったので、空調の調節をしてほ

しかった。 

 

4.今後に向けて 
 アンケートにより講習会は全体的に好評であったこ

とがわかった。 

 今回のアンケート結果を参考に、改善できるところ

は改善し、より充実した講習会を目指したい。 
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あまり参考にならなかっ

た

人数
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長い
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食品加工講習会のテーマを決めるときに意識するこ

との一つは『食文化の見直しと継承』であり、もう一

つは『家庭科教諭が授業の参考にできうる内容』であ

る。 

 受講者である教諭は講習会に出席することで食品に

ついて広く学び、学んだ知識や技術を高校の授業に取

り入れたいという明確な目的を持っている。 

 今後も日本の食文化を中心に講習会を続け、高校の

教諭に授業のヒントを提供し、その授業を通じて食文

化に対する興味と関心が高校生に伝播することを目指

していきたいと考えている。 
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平成 24 年度食品加工講習会の報告（第二報） 
 

食文化に関する意識調査 

 

 

横山 洋子・水野 早苗 

愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

 

1.はじめに 

食は人間が生きていく上で欠かすことのできないも

のであり、健康な心身をはぐくむためには健全な食生

活が必要である。また、食は栄養的な面だけでなく、

食事をする中で食事マナーやコミュニケーション能力

を身につけるためにも重要な役割を担っている。さら

に、食習慣や食文化は国や地域によって様々であるた

め、食文化を比較することによって共通性と多様性を

理解することができる。またそれぞれの文化は歴史的

に形成されたものであるため、国際社会で活躍する日

本人を育成する上でも国や地域の食文化、食に関わる

歴史等を理解し、次世代に継承することは大変重要な

ことである。 

しかしながら現代社会では、外食産業の拡大やライ

フスタイルの多様化などにより食生活が大きく変化し、

そのため、以前は日常の食生活の中で自然に受け継が

れてきた郷土料理が食卓にのぼる機会が少なくなって

きた。また、家族のコミュニケーションの場であった

食卓が「孤」の食卓になることが多くなり、行事食や

食事のマナーなどについて大人からこどもへ伝えられ

る機会も少なくなってきている。 

私たちは、日本の食文化の継承について強く重要性

を感じ、また第一報で述べたとおり、平成 25 年から高

等学校新学習指導要領（家庭科）が実施されるとこと

もあり、平成 24 年度食品加工講習会に参加した家庭科

教諭を対象に「食文化についての考え方」、「食文化を

教育することの意義」、「高等学校での授業の取り組み」

について調査を行った。さらに食文化を取り入れた授

業に対して生徒がどのように感じているのかを知るた

め、「授業中の生徒の様子と授業効果」についても調査

を行ったので報告する。なお調査は記述式とし、全文

を掲載した（重複した回答は除いた）。 

 

2.調査結果 

⑴ 食文化についての考え方 

・それぞれの地域での特有な食材およびその扱い方

を含めた伝統食・郷土料理。 

・食の歴史、食の地域性、気候や風土を生かした食

材や調理法。 

・世界の料理や食生活。 

・狭義の意味での地域における伝統的な食事（菓子

を含む）。 

・古くから伝わる日本の行事食。 

・保存食（生きていくためには欠かせないもの）。 

・それぞれの国の食の歴史的背景、食が歴史にどう

影響を及ぼしたか。 

・食のジェネレーションギャップを知る勉強。同じ

食品の同じ食べ方でも、国によって「おいしい」「ま

ずい」「気持ち悪い」等感じ方の違うことを学ぶ。 

・その国の風土と歴史により、変化し、定着してい

った生きるための食。 

・家庭の味。 

・地域の野菜、栄養、食器や調理器具。 

・おばあちゃんの知恵袋。 

⑵ 食文化を生徒に教育することの意義 

（アンケート結果を以下の①～④に分類して報告す

る。） 

①食事の重要性 

・食べ物は調理済みで出てくるものと思っている生

徒が多い。人の営みとして、食というものをとらえ

させていけたらと思う。 

・食べることの大切さを知らせる（生きるため、健

康維持）。 

・器や盛り付けの美しさにより、食事を取る楽しさ

を知らせる。 

・家庭で食文化を伝えることが難しくなっている。

授業で食文化を取り上げることで食文化に興味を持

って実生活に生かしていく良いチャンスになると思

う。 

・食品の特徴を生かした調理の必要性を知ることが

できる。 

・食に関する関心が深まる。 
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②心身の健康の保持増進 

・自分自身の毎日の食事を振り返り、改善すること

ができる。 

・将来の健康について考えられるようになる。 

・家庭の味が失われつつある現代こそ、「食＝心身の

健康」であることを教えるのは必須だと思う。 

・最近はキレやすい子どもが増えている。食文化の

関連性は非常に大きいと思う。 

・食は「人＋良」の漢字が合わさっている。人を良

くするのである。 

・日本には四季があり、季節に合った食材を取り入

れることで体調も良くなる（生活の知恵）。 

・「医食同源」・・・健康を保つための食事の大切さ。

食事はえさと違い、精神面からも健康を保つ。 

③社会性 

・食事に関するマナーの大切さ。 

・人とのコミュニケーション（家族団らん、友人の

集まり）をとることができる。 

・地方色、郷土食が薄れ、今まである地方で行われ

ていた習慣等も全国展開のコンビニ等で全国一律に

なってきており、自然、風土の合理性よりも企業の

経済性が優先されてきているように思う。しかし、

本来は自然、風土の上に食が成り立っていることを

教えておくことは将来的にはエネルギー問題も含め

て重要だと思われる。 

・地球人として食糧事情をとらえることができる。 

④食に関わる歴史の理解と尊重 

・次世代への文化の継承 

・地元の郷土料理を知り、作り、自分の子供、孫へ

と伝えることが地産地消にもつながり、よいことだ

と思う。 

・地元の食文化を大切にすることで、他地区、外国

の文化も尊重できる人に育っていくように思う。 

・伝統的な食生活の知恵と文化を理解することがで

きる。 

・食文化を通して、世界各国の文化や歴史に興味を

示すようになる。 

・食べられる時代が人間の歴史の中でほんの短い間

であり、ほとんどが飢餓の時代であったことを伝え

たい。 

・自分の生活している地域や国への愛着心をはぐく

む。 

・食材の特徴（気候、価格、歴史、加工方法の根拠

など）がわかる。 

・地域差（加工方法の）を知ることによって、なぜ

そうなったかを考えるきっかけになる。 

・日本人の食文化を知ることで、日本食の意義を考

えさせられる。 

・気候、風土に合った食生活が大切であることを伝

えることができる。 

・日本とは違う感じ方があることを知らせたい。視

野を広められると思う。 

・国内の地域差とその理由で国内における文化の違

いを知ることができる。 

・歴史的に、食に込められた人間の願いを知ること

ができる。 

・生きていくため、食というものがどれほど人間の

様々な活動と結び付いてきたかを知る。 

・日本人の体質に合った食文化を取り入れることは

必要であるとともに、日本を見直す地産地消を考え

ることを学ばせたい。 

・冠婚葬祭や郷土料理などを生徒に知らせる。 

・まずは身近な郷土料理を学ぶことで、食生活につ

いて自らが主体的に作ったりすることにつながる点

が良い点だと思う。 

・１つの郷土料理をとってみても、その中に歴史、

自然環境（気候、地形）等が含まれ、長く現在まで

至っているものは安全性の面からも経済性（社会的

なもの）全て含まれていることが具体的にわかり、

合理性も理解できると思う。 

・日常生活の中で家事手伝いをしなくなってきたの

で、母親、祖母から「おふくろの味」を受け継がれ

ることが少なくなっているため必要であると考える。 

・コンビニやファーストフードなど、画一的な味し

か知らないので、日本料理をはじめ、世界各地の料

理がどのような背景で食べられるようになってきた

のか、作り方も含めて伝えていくことが求められる。 

⑶ 高等学校での授業の取り組み 

 ・食事のマナー、箸の使い方（箸のタブー）。 

 ・一汁三菜を並べてみよう（配膳）。 

 ・地域主催の料理コンテストには、地元の食にこだ

わって具体的に献立を立てるようにしている。 

 ・西洋料理のマナー（フォーク、ナイフ、スプーン

の扱い方）、中華料理のマナー。 

 ・調理実習において、和・洋・中と世界の食文化を

実習することで具体的な内容を伝えている。 

 ・高齢者（敬老の日）等のための献立（実習）。 

 ・日本の行事食（どんな時に何を食べたらよいのか、

どんな意味があるのか） 

 ・発酵食品、腐敗と発酵 

 ・郷土料理、各国の代表的料理、行事食の実習 

 ・野菜や果物の分野で実施している。 

 ・テーブルマナーを取り入れている。 

 ・日本の行事食を月別で伝える。 

 ・全国の郷土食（よく知られているもの）から入り、

愛知の郷土料理を話し合う。 
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 ・愛知、名古屋の郷土料理実習（鬼まんじゅう、味

噌煮込みうどん） 

 ・二十四節気に合わせた行事食の実習 

 ・日本と世界の気候・風土・文化を紹介し、そこで

食べられている料理を実習。 

⑷ 授業時の生徒の様子や授業効果 

 ・世界の料理については、日本では使われない調味

料や調理法に関心を持ち、興味を持って取り組んで

いた。日本料理も、和え物、煮物、焼き物、和菓子

など一品一品について大切に実習をすると、熱心に

取り組んでいた。 

 ・はじめて扱う材料に驚きを示した。このような機

会がなければ一生行事食を作ることがないと思うと

やって良かったと思う。 

 ・食事のマナーには比較的関心を持って取り組んで

いる。 

 ・愛知・名古屋の郷土料理は比較的答えやすいので、

意欲的に取り組んでいる。 

 ・修学旅行時の洋食のマナーに役立っているかもし

れない。 

 ・生徒の家庭において、手作りの料理を作らなくな

っている傾向がある。「こんなに簡単にできて、こん

なにおいしい。」等、感動するケースが多い。 

 ・「実習したものを家でも作ってみたらおいしかっ

た。」という意見もあり、実生活に生かされている。 

 ・知識を伝えるだけの講義より、生徒の発言を取り

入れていくことにより興味を持ってくれる。また、

視覚的にわかる教材も必要だと思う。 

 ・生徒は興味を持っていろいろと質問をし、普段と

は違うコース料理について知識を得たことに満足し

ている。 

 ・「へー。」と関心を示しながら聞いている。実習の

時に、授業の内容が自然に生徒の口から出てくるこ

ともあり、心に残っているんだと確認できる。 

 ・食が生命の源であるという認識が深まり、そのこ

とで日常のあり方なども考えるようになった。 

 ・あえて生徒受けの悪い食材を体験させ、これがお

いしいと思う国もあることや、その食材の良い所を

発見できるような使い方も指導している。 

 ・食文化は身近でも案外知らないことが多く、興味

を持って取り組んでいる。発言も比較的活発である。 

 ・最近は「お節料理」を食べない生徒が増えている。

なぜ食べないといけないのかなどの由来を教えると

興味を持ち、「食べてみた。」という生徒が増えてい

る。 

 ・実習については意欲的に取り組んでいる。 

 ・将来の子どものために鬼まんじゅうを作りたいと

いう生徒も多い。 

 ・実習の中で学ぶことは、生徒の目が生き生きして

くるので、効率よく学び、意識も高くなって良いと

思っている。 

 ・50 年くらい前の食文化等にも興味を持ったり、ど

のようにしたら作れるかを個人的に聞きに来る生徒

もいる。 

 ・他地域に旅行に行った時に、その地方ならではの

食材を見てきたり、同じ食べ物でも大きさや形が違

っていたりといろいろ発見できるようになってきて

おり、食に対する関心は広がってきていると思う。 

 

3.おわりに 

 今回の調査結果から、教諭それぞれが食文化に対し

てさまざまなイメージや考えを持っていることがわか

った。それぞれの設問に対しての回答にもそれぞれの

意見があり、その考えの巾広さに驚いた。ただ、どの

家庭科教諭も食文化を次世代へ継承していくことの重

要性を強く感じていることや、各教諭が学校で何がで

きるかを模索し、様々な工夫や努力をしながら食文化

を伝えようとしている実態がわかった。 

また、調査結果にあるように、家庭の食卓に手作り

料理や伝統食がのぼらなくなっている現状があるが、

家庭科教諭の授業によって、生徒も興味深く学んでい

る様子がわかった。 

今後は本学学生にも食文化に対する意識調査を行う

とともに、食文化に関する講習会を続けていきたいと

考えている。 
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愛知県渥美層群の貝類化石（速報） 

～鵜飼修司コレクションの貝類化石～ 

川瀬 基弘 

愛知みずほ大学人間科学部 

 

 

１．はじめに 

愛知県渥美半島に分布する中部更新統の渥美層群

からは豊富な貝類化石を産出することが知られてい

る．渥美層群の貝類化石は，Yokoyama（1926）によ

って渥美郡高豊村豊南，同村伊古部から産出した 48
種が報告された．しかし 48 種のうち記載され図示さ

れたものは 10 種のみであった．次に大炊御門（1933）
は，豊南，西赤澤，高松から産出する同層群の貝類

化石 100 種を報告した．大炊御門（1933）は 100 種

のリストを挙げたが，図示・記載は行わず，未定種

もいくつか含まれている．その後 Hayasaka（1961）
は，同層群の貝類化石 144 種を記載・図示した．ま

た，川瀬（2002）は同層群の貝類化石 183 種を識別

し，Hayasaka（1961）の報告した 144 種中に記録の

ない 86 種を新たに図示した．さらに Shibata et al.
（2006）は同層群の浮遊性貝類 18 種を記載・図示して

いる． 
これ以後渥美層群の貝類化石のまとまった報告は

なされていないが，後述する鵜飼修司コレクション

には 500 種以上の貝類化石が含まれており，半分以

上の種はこれまで渥美層群から報告されていない． 
鵜飼修司コレクションについては，愛知県を代表

する化石産地の重要な資料として将来的には公的な

施設に保管されるべきであるが，事前に全種を図示

するとともに必要に応じて種の記載をまとめる予定

である．その速報として腹足類化石 276 種，斧足類

化石 178 種を目録として報告する．なお，全種の図

示や未定種の記載などについては別途報告の準備中

である． 
 
２．鵜飼修司コレクション 
 鵜飼修司氏(2011/7/28 逝去)は岐阜県内の中学・高

等学校で理科(地学)の教鞭を執りながら，古生物学

の研究にも熱心に取り組まれ(旧)岐阜県立中濃西高

等学校校長を定年退職された．最初は長良川流域の

紡錘虫化石を研究され，1962 年には岐阜県吉城郡上

宝村福地地内(現 高山市)において世界初の紡錘虫

化石も発見している．その後は愛知県渥美半島に分

布する渥美層群の動物化石を調査された．渥美層群

の化石の研究は 1973 年に始まり退職後も継続され，

軟体動物をはじめ魚類，節足動物，六放サンゴ，環

形動物，腕足動物や棘皮動物など合計 600 種程度を

記録している．この膨大なデータは単なる記録だけ

ではなく，詳しい同定がなされ種毎に標本ケースに

収められ産出層準など詳細な情報が添えられてい

る．特に軟体動物は，いわゆる“微小貝”まで丁寧

に選別し分類され，腹足類，斧足類，堀足類，頭足

類，多板類あわせて 500 種を超える標本が充実して

いる． 
 
３．貝類化石目録 

 鵜飼修司コレクションのうち種まで同定されてい

る腹足類化石 276 種，斧足類化石 178 種を以下に記

す． 
●腹足類 
001. Scutellastra flexuosa (Quoy & Gaimard, 1834)  

ツタノハガイ 
002. Cellana toreuma (Reeve, 1854)  

ヨメガカサ 
003. Cellana grata (Gould, 1859)  

ベッコウガサ 
004. Pectinodonta ryhssa (Dall, 1925)  

ワタゾコシロアミガサ 
005. Patelloida (Asteracmea) pygmaea (Dunker, 1860)  

シボリガイ 
006. Lottia dorsuosa (Gould, 1859)  

カモガイ 
007. Lottia langfordi (Habe, 1944)  

キクコザラ 
008. Lottia komagogai (Sasaki & Okutani, 1994)  

コガモガイ 
009. Nipponacmea schrenckii (Lischke, 1868)  

アオガイ 
010. Sukashitorovhus carinata (A. Adams, 1862)  

スカシエビスガイ 
011. Emarginula fragilis Yokoyama, 1920  

ハブタエスソキレガイ 
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012. Tugali decussata A. Adams, 1852 
シロスソカケガイ 

013. Scutus (Aviscutum) sinensis (Blainville, 1825)  
オトメガサ 

014. Cranopsis pelex A. Adams, 1860  
ヤブレガサ 

015. Macroschisma delatata (A. Adams, 1851)  
ヒラスカシガイ 

016. Omphalius rusticus (Gmelin, 1791)  
コシダカガンガラ 

017. Granata lyrata (Pilsbry, 1890)  
アシヤガイ 

018. Euchelus ornatissimus Yokoyama, 1927  
化石種 

019. Kanekotrochus infuscatus (Gould, 1861)  
カネコチグサ 

020. Cantharidus japonicus hilaris (Lischke, 1871)  
ミドリチグサ 

021. Stomatella lintricula (A. Adams, 1850) 
ウスヒメアワビ 

022. Calliostoma consors (Lischke, 1872)  
コシダカエビス 

023. Umbonium costataum (Valenciennes, 1838)  
キサゴ 

024. Umbonium moniliferum (Lamarck, 1822)  
イボキサゴ 

025. Ethalinella floccata (Sowerby，1903)  
ハナゴショグルマ 

026. Ethminolia stearnsii (Pilsbry, 1907)  
キヌシダタミ 

027. Conotalopia ornata (Sowerby, 1903)  
ヒナシダタミ 

028. Conradia doliaris (A. Adams, 1863)  
カネコスズカゴ 

029. Liotina semiclathratula (Schrenck, 1861)  
ヒメカタベ 

030. Liotina solidula (Gould, 1859)  
チリメンヒメカタベ 

031. Homalopoma nocturnum (Gould, 1861)  
サンショウガイ 

032. Neocollonia pilula (Dunker, 1860)  
サンショウスガイ 

033. Turbo (Batillus) cornutus (Lightfoot, 1786)  
サザエ 

034. Lunella coronatus coreensis (Recluz, 1853)  
スガイ 

035. Clithon (Pictoneritina) oualaniensis (Lesson, 1831) 
ヒメカノコ 

036. Plesiothyleus newtonii (Sowerby, 1894)  
カゴメミヤコヤドリ 

037. Rhinoclavis (Proclava) kochi (Philippi, 1848)  
カニモリガイ 

038. Cerithidium fusca (A. Adams, 1860)  
ヌノメモツボ 

039. Diala semistriata (Pilippi, 1849)  
スズメハマツボ 

040. Haustaror cingulifera (Sowerby, 1825)  
ヒメキリガイダマシ 

041. Batillaria cumingii (Crosse, 1862)  
ホソウミニナ 

042. Batillaria zonalis (Bruguiere, 1792)  
イボウミニナ 

043. Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata (Gmelin,  
1791) ヘナタリ 

044. Cerithidea (Cerithideopsilla) djadjariensis (Martin,  
1899) カワアイ 

045. Finella pupoides A. Adams, 1860  
サナギモツボ 

046. Fimella purpureoapicata (Preston, 1905)  
シマモツボ 

047. Littorina (Littorina) brevicula (Phillippi, 1844)  
タマキビ 

048. Alvania (Alvania) concinna (A. Adams, 1861)  
タマツボ 

049. Lucidestea matusimana (Nomura, 1940)  
マツシマツボ 

050. Rissoina (Rissolina) costulata (Dunker, 1860)  
スジウネリチョウジガイ 

051. Stosicia (Stosiciaa) annulata (Dunker, 1860)  
ゴマツボ 

052. Iravadia (Pseudonoba) bella (A. Adams, 1853)  
ゴマツボモドキ 

053. Iravadia (Pseudonoba) yendoi (Yokoyama, 1927)  
イリエツボ 

054. Rissoalaba plebeja (Yokoyama, 1922)  
リソウネツボ（化石種） 

055. Caecum (Brochina) glabella (A. Adams, 1868)  
ミジンツツガイ 

056. Lissotesta sobrina (A. Adams, 1861)  
イトコシダタミ 

057. Pseudoliotia pulchella (Dunker, 1860)  
シラギク 

058. Pygmaeorota duplicata (Lischke, 1872)  
アラウズマキガイ 

059. Sigaretornus planus (A. Adams, 1850)  
イソマイマイ 
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060. Uzumakiella japonica Habe. 1958  
ウズマキウツブシガイ 

061. Strombus (Doxander) japonicus Reeve, 1851  
シドロガイ 

062. Macromphalus tornatilis (Gould, 1859)  
ハツカネズミガイ 

063. Berthais egregia (A. Adams, 1863)  
ヒナツボ 

064. Japanonoba patula (A. Adams, 1863)  
ヌノメツボ 

065. Ergaea walshi (Reeve, 1859)  
ヒラフネガイ 

066. Crepidula (Bostrycapulus) gravispinosus (Kuroda & 
Habe, 1950) アワブネガイ 

067. Onustus exutus (Reeve, 1842)  
キヌカサガイ 

068. Serpulorbis (Cladopoda) imbricatus (Dunker, 1860) 
オオヘビガイ 

069. Erato (Lachryma) callosa (A. Adams & Reeve,  
1850) ザクロガイ 

070. Velutina (Velutina) pusio A. Adams, 1860  
ハナヅトガイ 

071. Polinices sagamiensis Pilsbry, 1904  
ウチヤマタツバキ 

072. Glossaulax didyma (Roding, 1798)  
ツメタガイ 

073. Glossaulax hosoyai (Kira, 1959)  
ホソヤツメタ 

074. Glossaulax bicolor (Philippi, 1848)  
ソメワケツメタ 

075. Glossaulax reiniana Dunker, 1877  
ハナツメタ 

076. Mammilla melanostoma (Gmelin, 1791)  
リスガイ 

077. Eunatisina papilla (Gmelin, 1791)  
ネコガイ 

078. Sinum (Sinum) javanicum (Giffith & Ridgeon,  
1834) フクロガイ 

079. Naticarius concinnus (Dunker, 1860)  
フロガイダマシ 

080. Crypyonatica andoi (Nomura, 1935)  
エゾタマガイ 

081. Crypyonatica adamsiana (Dunker, 1860)  
アダムスタマガイ 

082. Phalium (Bezoardicella) flammiferum (Roding,  
1798) カズラガイ 

083. Semicassis bisulcata japonica (Reeve, 1848)  
ウネウラシマガイ 

084. Tonna luteostoma (Kuster, 1857)  
ヤツシロガイ 

085. Charonia lampas sauliae (Reeve, 1844)  
トウカイボラ 

086. Inella sagamiensis (Kuroda & Habe in Kuroda,  
Habe & Oyama, 1971) サガミキリオレ 

087. Inella japonica (Kuroda & Kosuge)  
アラレキリオレ 

088. Viriola (Viriola) tricincta (Dunker, 1860)  
キリオレ 

089. Bouchetriphora conspersa (Smith, 1875)  
サフランキリオレ 

090. Bouchetriphora otsuensis (Yokoyama, 1920)  
ホソアラレキリオレ 

091. Obesula lucidulus (Hervier, 1897)  
ギヤマンキリオレ 

092. Subulophora subfrenestra (Kosuge, 1962)  
コウシキリオレ 

093. Acilis loveniana (Adams, 1861)  
ホソセンマイドウシ 

094. Opalina (Nodiscala) mormulaeform (Masahito,  
Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) 
チョウジフシイトカケ 

095. Crsotrema (Elegantiscara) fimbriatulum (Masahito， 
Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) 
チジワイトカケ 

096. Amaea (Acrilla) acuminata (Sowerby, 1844)  
ウネナシイトカケ 

097. Amaea (Acrilla) xenicima (Melvill & Standen,  
1899) ツヤオビハブタエイトカケ 

098. Amaea (Amaea) thielei (de Boury, 1913)  
クリンイトカケ 

099. Amaea (Amaea)ojiensis (Yokoyama, 1927)  
化石種 

100. Epitonium (Epitonium) tokyoense Kuroda, 1930  
エドイトカケ 

101. Epitonium (Epitonium) pallasi neglectum (Adams  
& Reeve, 1850) ヒレイトカケ 

102. Epitonium (Epitonium) liliputanum (A. Adams,  
1861) コビトイトカケ 

103. Epitonium (Lamelliscala) replicata (Sowerby, 1844)  
ハスイトカケ 

104. Epitonium (Hirtoscala) conjunctum (Yokoyama,  
1922) ツヅリシノブ 

105. Epitonium (Hyaloscala) stigmaticum (Pilsbry,  
1911) チャマダライトカケ 

106. Epitonium (Hyaloscala) philippinarum (Sowerby,  
1844) クモリシノブ 
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107. Epitonium (Laeviscala) gracile (Sowerby, 1860)  
シノブガイ 

108. Epitonium (Nitidiscala) japonicum (Sowerby, 1861)  
ヒメネジガイ 

109. Epitonium (Nitidiscala) angustum (Dunker, 1861)  
トゲヒメネジガイ 

110. Epitonium (Depressiscalla) auritum (Sowerby,  
1844) オダマキ 

111. Epitonium (Parviscalla) eusculptum (Sowerby,  
1844) タテヨコイトカケ 

112. Epitonium (Parviscalla) yamakawai (Yokoyama,  
1922) ヤマカワイトカケ 

113. Epitonium (Papyriscala) clementium (Sowerby,  
1878) クレハガイ 

114. Epitonium (Papyriscala) tenuiliratum (Sowerby,  
1874) ウスムラサキクレハガイ 

115. Epitonium (Papyriscala) robillardi (Sowerby, 1874)  
セキモリ 

116. Epitonium (Papyriscala) catanuense (Sowerby,  
1844) ミナミハブタエセキモリ 

117. Eulima bifascialis (A. Adams, 1863)  
ハナゴウナ 

118. Mellanella musta (Yokoyama, 1928)  
ユキクリムシ 

119. Mellanella shibana (Yokoyama, 1927)  
シバセトモノガイ 

120. Mellanella tokunagai (Yokoyama, 1922)  
化石種 

121. Mellanella yokosukensis (Yokoyama, 1920)  
化石種 

122. Mellanella krishna (Yokoyama, 1920)  
化石種 

123. Mellanella robusta (A. Adams, 1861)  
イキオイクリムシ 

124. Mellanella teramachii (Habe, 1952)  
テラマチセトモノガイ 

125. Mellanella peronellicola (Kuroda & Habe, 1950)  
カシパンヤドリニナ 

126. Hemiltiostraca vincta (A. Adams, 1863)  
ヒメハナゴウナ 

127. Vitreolina auratas (S.Hirase, 1920)  
キンイロセトモノガイ 

128. Vitreobalcis astropectinicola (Kuroda & Habe,  
1950) トゲモミジヒトデヤドリニナ 

129. Niso hizenensis Kuroda & Habe, 1950  
ヘソアキゴウナ 

130. Niso matsumotoi Kuroda & Habe in Habe, 1950  
マツモトヘソアキゴウナ 

131. Chicoreus (Chicoreus) asianus Kuroda, 1942  
オニサザエ 

132. Favartia munda (Sowerby, 1849)  
ゴカクヨウラク 

133. Ceratostoma fournieri (Crosse, 1861)  
イソバショウ 

134. Thais (Reishia) clavigera (Kuster, 1860)  
イボニシ 

135. Thais (Reishia) luteostoma (Holten, 1803)  
クリフレイシガイ 

136. Rapana venosa (Valencibnnes, 1846)  
アカニシ 

137. Coralliophila  hataii Ｈayasaka, 1961  
化石種 

138. Mitrella  bicincta (Gould, 1860)  
ムギガイ 

139. Mitrella (Indomitrella) lischkei (Smith, 1879)  
シラゲガイ 

140. Mitrella (Indomitrella) yabei (Nomura, 1935)  
スミスシラゲガイ 

141. Zafra (Zafra) mitriformis A. Adams  
ノミニナモドキ 

142. Zafra (Zafra) pumila (Dunker, 1860)  
ノミニナ 

143. Niotha variegata (A. Adams, 1853)  
アラレガイ 

144. Niotha livescens (Philippi, 1849)  
ムシロガイ 

145. Telaso sufflatus (Gould, 1860)  
ヨフバイ 

146. Zeuxis castus (A. Adams, 1850)  
ハナムシロ 

147. Reticunassa pauperus (Gould, 1850)  
ナミヒメムシロ 

148. Reticunassa festiva (Powy, 1883)  
アラムシロ 

149. Reticunassa fuscolimeata (E. A. Smith, 1875)  
フカボリヒメムシロ 

150. Reticunassa japonica (A. Adams, 1874)  
キヌボラ 

151. Siphonalia cassidariaeformis (Reeve, 1846)  
ミクリガイ 

152. Siphonalia signa (Reeve, 1846)  
シマミクリ 

153. Siphonalia fusoides (Reeve, 1840)  
トウイトガイ 

154. Babylonia japonica (Reeve, 1842)  
バイ 
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155. Cantharus cecillei (Philippi, 1844)  
オガイ 

156. Cantharus (Pollia) subrubiginosa (Smith, 1876)  
コホラダマシ 

157. Volutharpa ampullacea perryi (Jay, 1855)  
モスソガイ 

158. Hemifusus terunatana (Gmelin, 1790)  
テングニシ 

159. Fusinus perplexus (A. Adams, 1864)  
ナガニシ 

160. Olivella spretoides Yokoyama, 1922  
ワタゾコホタル 

161. Oliva mustelina Lamarck, 1811  
マクラガイ 

162. Mitra inquinata (Reeve, 1844)  
フデガイ 

163. Cancellaria (Merica) kobayashii (Yokoyama, 1927)  
化石種 

164. Cancellaria (Sydophera) spengleriana (Deshayes,  
1830) コロモガイ 

165. Cancellaria (Habesolatia) nodulifera (Sowerby,  
1825) トカシオリイレ 

166. Cymatosyrrinx impolita Kuroda & Oyama in  
Kuroda, Habe & Oyama, 1971  
ツヤナシモミジボラ 

167. Haedropleura pygmaea (Dunker, 1860)  
チビシャジク 

168. Inquistor jeffreysii (Smith, 1875)  
モミジボラ 

169. Inquistor totomiensis takamatsuensis Hayasaka,  
1961 化石種 

170. Pseudoinquistor pseudopincipalus (Yokoyama,  
1920)ホソウネモミジボラ 

171. Tomopleura nivea (Philippi, 1851)  
マキモノシャジク 

172. Tomopleura quantoana (Yokoyama, 1920)  
化石種 

173. Comitas kamakurana (Pilsbry, 1875)  
カマクライグチ 

174. Paradrillia inconstans (E. A. Smith, 1875)  
イボヒメシャジク 

175. Etrema (Etremopa) subauriformis (E. A. Smith,  
1879) ヌノメシャジク 

176. Etrema (Etremopa) streptonotus (Pilsbry, 1904)  
ホソヌノメシャジク 

177. Etrema (Etremopa) texta (Dunker, 1860)  
アミメコシボソクチキレップ 

 

178. Leiocithara longispira (Smith, 1879)  
ヤセシャジク 

179. Pseudoetrema fortilirata (E. A. Smith, 1879)  
ホソシャジク 

180. Mangilia (Guraleus) semicarinata (Pilsbry, 1910)  
カタカドマンジ 

181. Mangilia (Guraleus) tabatensis (Tokunaga, 1906)  
タバタイトカケマンジ 

182. Paraclathurella gracilenta (Reeve, 1952）  
ヌノメツブ 

183. Pseudorhaphitoma hexagonalis (Reeve, 1845)  
ムカドケボリクチキレツブ 

184. Pseudorhaphitoma bipyramidata (Hedley, 1922)  
ナナカドケボリクチキレツブ 

185. Pseudorhaphitoma  nagamumaensis Otuka, 1935  
ナガヌマコトツブ 

186. Venustoma lacunosa (Gould, 1860)  
シロヌノメツブ 

187. Philbertia (Pseudodaphnella) leucharti (Dunker,  
1860) クリイロマンジ 

188. Philbertia (Pseudodaphnella) phaedra (Hervier,  
1895) シロゴウシツブ 

189. Clasthromangelia coffea Kuroda & Oyama in  
Kuroda, Habe & Oyama チャイロゴウシツブ 

190. Karmiartia tokyoensis (Pilsbry, 1895)  
トウキョウゴウシツブ 

191. Veprecula arethusa (Dall, 1918)  
ハリゴウシツブ 

192. Veprecula gracilispira (E. A. Smith, 1879)  
ナガトゲゴウシツブ 

193. Hastula rufopunctata (E. A. Smith, 1877) 
シチクガイ 

194. Duplicaria albozonata (E. A. Smith，1875)  
シロオビトクサ 

195. Duplicaria recticostata (Yokoyama, 1920)  
スグウネトクサ 

196. Duplicaria latisulcata (Yokoyama, 1922)  
ヒロウネトクサ 

197. Hastulopsis melanacme (E. A. Smith, 1879)  
シラネタケ 

198. Pristiterebra tayloi (Reeve, 1844)  
ムラサキタケ 

199. Pristiterebra pustulosa (E. A. Smith, 1879)  
ホソコゲチャタケ 

200. Cinguloterebra adamsii (E. A. Smith, 1873)  
シロコニクタケ 

201. Cinguloterebra fenestrata (Hinds, 1844)  
ヤスリギリ 
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202. Brevimyurella japonica (E. A. Smith, 1873)  
ヒメトクサ 

203. Granuliterebra bathyraphe (E. A. Smith, 1873)  
イボヒメトクサ 

204. Triplostephanus pereoa Nomura, 1935  
化石種 

205. Mothilda sinensis (Fischer, 1867)  
タクミニナ 

206. Heliacus (Torinista) enoshimensis (Melvill, 1891)  
ナワメグルマ 

207. Orinella pulchella (A. Adams, in H.& A. Adams,  
1854) クチキレガイ 

208. Orinella ebarana (Yokoyama, 1927)  
エバラクチキレ 

209. Colsyrnola ornata  (Gould, 1861)  
キザミメクチキレ 

210. Colsyrnola kurumana Yokoyama, 1927  
クルマチョウホソクチキレ（化石種） 

211. Syrnola cinctella (A. Adams, 1860)  
ホソクチキレ 

212. Syrnola subcinctella Nomura, 1936   
コホソクチキレ 

213. Agatha virgo (A. Adams, 1860)  
ミガキクチキレ 

214. Agatha amabilis (Nomura, 1936)  
タマゴミガキクチキレ 

215. Eulimella toshikazui Hori & H.Fkuda, 1999  
トシカズクチキレ 

216. Puposyrnola inturbita (Yokoyama, 1927)  
ウチマキクチキレ 

217. Turbonilla multigyrata (Dunker, 1882)  
シロイトカケギリ 

218. Turbonilla kidoensis (Yokoyama, 1922)  
キドイトカケギリ 

219. Turbonilla kurodai (Nomura, 1936)  
クロダイトカケギリ 

220. Pyrgiscus hataiana (Nomura, 1937)  
ベニシュウイトカケギリ 

221. Zaphella elegantula (A. Adams, 1860)  
ユウガイイトカケギリ 

222. Cingulina cingulata (Dunker, 1860)  
ヨコイトカケギリ 

223. Cingulina laticingulata (Dall &Bartsch, 1906)  
ヒロヨコイトカケギリ 

224. Paracingulina tiarata (Pilsbry, 1904)  
ミスジヨコイトカケギリ 

225. Odostomia hilgendorfi (Clessin, 1900)  
オリイレクチキレモドキ 

226. Odostomia tenera (A. Adams, 1860)  
クチヒダクチキレモドキ 

227. Pyrgulina casta (A. Adams, 1861)  
カゴメイトカケクチキレ 

228. Pyrgulina shigeyasui (Yokoyama, 1927)  
シゲヤスイトカケギリ 

229. Pyrgulina plicata (A. Adams, 1860)  
キヌジクチキレ 

230. Parthenina quantoana (Nomura, 1937)  
カントウタテヒダギリ 

231. Parthenina ultiralaeta (Nomura, 1927)  
カワリイトカケギリ 

232. Mumimola tesselata (A. Adams, 1864)  
タイルバリクチキレ 

233. Miralda diadema (A. Adams, 1860)  
アラレクチキレ 

234. Babella caelatior (Dall & Bartsch, 1906)  
クサズリクチキレ 

235. Oscilla lirata (A. Adams, 1860)  
イトマキクチキレ 

236. Iolaea amicalis Yokoyama, 1927  
ハオリクチキレ 

237. Monotygma eximia (Lischke, 1872)  
ヒメゴウナ 

238. Monotygma lauta (A. Adams, 1853)  
ホソマキギヌ 

239. Monotygma pareximia (Nomura, 1936)  
アラボリホソマキギヌ 

240. Amathina tricarinata (Linnaeus, 1767)  
イソチドリ 

241. Leucotina gigantea (Dunker, 1877)  
マキモノガイ 

242. Leucotina dianae (A. Adams, in H. & A. Adams,  
1853) コマキモノガイ 

243. Acteon siebaldii (Reeve, 1842)  
オオシイノミガイ 

244. Punctacteon fabreanus (Crosse, 1874)  
キジビキガイ 

245. Pupa strigosastrigosa (Gould, 1859)  
コシイノミガイ 

246. Rictaxiella choshiensis Habe, 1958  
ウスムラサキキジビキガイ 

247. Hydatina albocincta (van der Hoeven, 1811)  
ヤカタガイ 

248. Ringicula doliaris Gould, 1860  
マメウラシマガイ 

249. Ringicula kurodai (Takeyama, 1935)  
クロダマメウラシマ 
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250. Eocylichna musashiensis (Tokunaga, 1906)  
セキヒツクダタマガイ 

251. Eocylichna  signolabris (Habe et Ａndo, 1985)  
シグマクダタマガイ 

252. Eocylichna braunsi (Yokoyama, 1920)  
ツマベニクダタマガイ 

253. Acteocina exilis (Dunker, 1859)  
ヨワコメツブガイ 

254. Acteocina gordonis (Yokoyama, 1927)  
ゴルドンコメツブガイ 

255. Cylichnatys angusta (Gould, 1859)  
カミスジカイゴガイダマシ 

256. Retusa (Decolifer) matsusimana  (Nomura, 1940)  
マツシマコメツブガイ 

257. Retusa (Decolifer) globosus Yamakawa, 1911  
ドングリコメツブガイ 

258. Retusa (Pyrunculus) phiala A. Adams, 1862  
シリブトカイコガイ 

259. Retusa (Sulcoretusa) minima (Yamakawa, 1911)  
ヒメコメツブガイ 

260. Rhizorus eburneus (A. Adams, 1850)  
マメヒガイ 

261. Rhizorus  radiolus A. Adams, 1862  
アオモリマメヒガイ 

262. Philine argentata Gould, 1859  
キセワタガイ 

263. Philine kurodai Habe, 1946   
クロダキセワタ 

264. Philine vitrea Gould, 1859  
ウスキセワタ 

265. Yokoyamaia ornatissima (Yokoyama, 1927)  
ヨコヤマキセワタ 

266. Liola porcellana (Gould, 1859)  
カイコガイダマシ 

267. Bulla ventricosa Gould, 1859   
ナツメガイ 

268. Diacria quadridentata (Blainville, 1821)  
キヨコカメガイ 

269. Cavolinia uncinata forma uncinata (Rang, 1829)  
クリイロカメガイ 

270. Cavolinia globulosa (Gray, 1850)  
マルカメガイ 

271. Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813)  
マサコカメガイ 

272. Cavolinia longirostis  (Blainville, 1821)  
ササノツユガイ 

273. Creseis virgula (Rang, 1828)  
ツメウキヅノガイ 

274. Styliola subula (Quoy ＆ Gaimada, 1828)  
スジウキヅノガイ 

275. Crio pyramidata Linnaeus, 1767  
ウキビシガイ 

276. Cuvierina columnella (Rang, 1827)  
ウキヅツガイ 

 
●斧足類 
001. Acharax japonica (Dunker, 1882)  

アサヒキヌタレガイ 
002. Nucula paulula A. Adams, 1856  

マメクルミガイ 
003. Jupiteria (Saccella) sematennsis Suzuki & Isizuka,  

1943 アラスジソデガイ 
004. Arca boucardi Jousseaume, 1894  

コベルトフネガイ 
005. Barbatia (Ustularca) fusca (Bruguiere, 1789)  

ベニエガイ 
006. Barbatia (Ustularca) stearnsii (Pilsbry, 1895)  

ハナエガイ 
007. Mimarcaria matsumotoi Habe, 1958  

チゴワシノハガイ 
008. Nipponarca bistrigata (Dunker, 1844)  

ヒメエガイ 
009. Scapharca broughtonii (Schrenck, 1867)  

アカガイ 
010. Scapharca satowi (Dunker, 1882)  

サトウガイ 
011. Scapharca globosa ursus Tanaka, 1959  

クマサルボウガイ 
012. Scapharca subcrenata (Lischke, 1869)  

サルボウガイ 
013. Scapharca troscheli (Dunker, 1869)  

ヒメアカガイ 
014. Tegillarca granosa (Linnaeus, 1758)  

ハイガイ 
015. Arcopsis interplicata (Grabau, & King, 1928)  

ヨコヤマミミエガイ 
016. Arcopsis symmetrica (Reeve, 1844)  

ミミエガイ 
017. Didimacar tenebrica (Reeve, 1844)  

マルミミエガイ 
018. Porterius dalli (Smith, 1885)  

シコロエガイ 
019. Oblimopa multistriata (Forskaal, 1775)  

シラスナガイ 
020. Glycymeris (Glycymeris) rotunda (Dunker, 1882)  

ベニグリ 
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021. Glycymeris (Glycymeris) imperialis (Kuroda，1934)  
ミタマキガイ 

022. Glycymeris (Veretuceta) vestita (Dunker, 1877)  
タマキガイ 

023. Mytilus coruscus Gould, 1862  
イガイ 

024. Septifer bilocularis (Linnaeus,1758)  
クジャクガイ 

025. Septifer keenae Nomura, 1936  
ヒメイガイ 

026. Modiolus nipponicus (Oyama, 1950)  
ヒバリガイ 

027. Trichomusculus semigranatus (Reeve, 1858)  
スジタマエガイ 

028. Musculus (Modiolarca) copreus (Gould, 1861)  
タマエガイ 

029. Musculista japonica (Dunker, 1857)  
ヤマホトトギス 

030. Lithophaga (Leiosolenus) curta(Lischke, 1874)  
イシマテ 

031. Lithophaga (Labis) erimitica Koroda & Habein  
Kuroda, Habe & Oyama, 1971 カクレイシマテ 

032. Atrina (Servatrina) pectinata (Linnaeus, 1767)  
タイラギ 

033. Limaria hakodatensis (Tokunaga, 1906)  
フクレユキミノ 

034. Limatula (Limatula) kurodai  Oyama, 1943  
クロダユキバネ 

035. Limatula (Stabilima) japonica A. Adams, 1863  
ニッポンユキバネ 

036. Limatula (Stabilima) strangei (Sowerby, 1872)  
オオユキバネ 

037. Chlamys (Azumapecten) cf. halimennsis  
(Makiyama, 1923) 化石種 

038. Mimachlamys nobilis (Reeve, 1852)  
ヒオウギ 

039. Cryptopecten sematensis Oyama, 1954  
化石種 

040. Volachlamys hirasei (Bavey, 1905)  
アワジチヒロ 

041. Decatopecten striatus (Schumacher, 1917)  
キンチャクガイ 

042. Pecten albricans (Schroter, 1802)  
イタヤガイ 

043. Mizuhopecten tokyoensis (Tokunaga, 1906)  
化石種 

044. Spondylus cruentus Lischke, 1868   
チリボタン 

046. Anomia chinensis Philippi, 1849  
ナミマガシワ 

047. Monia unbonata (Gould, 1861)  
シマナミマガシマ 

048. Plicatula simplex Gould, 1861  
ネズミノテ 

049. Plicatula australis Lamarch, 1819  
カスリイシガキモドキ 

050. Neopycnodonte cochear (Poli, 1795)  
ベッコウガキ 

051. Ostrea denselamellosa Lischke, 1869  
イタボガキ 

052. Crassoatrea gigas (Thunberg, 1793)  
マガキ 

053. Crassoatrea pestigris (Hanley, 1845)  
ネコノアシガキ 

054. Epicodakia delicatula (Pilsbry, 1904)  
ウミアサガイ 

055. Pillucina (Pillucina) pisidium (Dunker, 1860)  
ウメノハナガイ 

056. Pillucina (Sydlorina) yamakawai (Yokoyama, 1920)  
アラウメノハナ 

057. Wallucina striata (Tokunaga, 1938)  
チジミウメノハナ 

058. Bellucina civica (Yokoyama, 1927)  
ムツキウメ 

059. Lucinoma annulata (Reeve, 1850)  
ツキガイモドキ 

060. Anodantia stearnsiana Oyama, 1954  
イセシラガイ 

061. Thayasira tokunagai Kuroda & Habe in Habe, 1961  
ハナシガイ 

062. Leptaxinus oyamai Habe, 1962   
マルハナシガイ 

063. Cycladicama cumingii (Hanley, 1944)  
シオガマガイ 

064. Cycladicama lunaris (Yokoyama, 1922)  
マンゲツシオガマ 

065. Cycladicama tsuchii Yamamoto & Habe, 1961  
アツシオガマ 

066. Diplodonta gouldi (Yokoyama, 1920)  
フタバシラガイ 

067. Squillaconcha subsinuata (Lischke, 1871)  
コフジガイ 

068. Kellia japonica (Pilsbry, 1894)  
ドブシジミモドキ 

069. Kellia fujitaniana Yokoyama, 1924  
フジタニコハクノツユガイ 
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070. Melliteryx puncticulata (Yokoyama, 1924)  
ハチミツガイ 

071. Platomysia rugata Habe, 1951  
オキナノエガオガイ 

072. Motacutona subelliptica (Yokoyama, 1924)  
コバンコハクノツユ 

073. Eoleptpon crassus (Yokoyama, 1927)  
コデマリガイ 

074. Niponomysella oblongata (Yokoyama, 1922)  
マルヘノジガイ 

075. Callomysia matuii Habe, 1951  
マツイガイ 

076. Curvemysella paula (A. Adams, 1856)  
ヘノジガイ 

077. Mysella japonica (Yokoyama, 1922)  
化石種 

078. Basterotia gouldi (A. Adams, 1864)  
イソカゼガイ 

079. Basterotia stimpsoni (A. Adams, 1864)  
ソヨカゼガイ 

080. Cardita leana (Dunker, 1860)  
トマヤガイ 

081. Carditella hanzawai (Nomura, 1933)  
ケシザルガイ 

082. Carditellopsis toneana (Yokoyama, 1922)  
ケシフミガイ 

083. Chama japonica Reeve, 1846  
キクザル 

084. Nipponocrassatella nana (Adams & Reeve, 1850)  
スダレモシオ 

085. Vesticardiumm burchardi (Dunker, 1877)  
ザルガイ 

086. Vesticardiumm arenicola (Reeve, 1845)  
キヌザル 

087. Afrocardium ebaranum (Yokoyama, 1927)  
ベニバトガイ 

088. Clinocardium buellowi (Polle, 1896)  
イシカゲガイ 

089. Fusocardium braunsi (Tokunaga, 1906)  
化石種 

090. Laevicardium undatopictum (Pilsbry, 1904)  
マダラチゴトリガイ 

091. Fulvia mutica (Reeve, 1844)  
トリガイ 

092. Mactora chinensis Philippi, 1846  
バカガイ 

093. Coelomactora antiquata (Spenglar, 1802)  
アリソガイ 

094. Mactrotoma depressa (Spengler, 1802)  
ヒナミルガイ 

095. Micromactora angulifera (Deshayes, 1855)  
ワカミルガイ 

096. Oxyperas bernardi (Pilsbry, 1902)  
ホクロガイ 

097. Lutraria maxima Jonas, 1844  
オオトリガイ 

098. Lutraria sieboldii Deshayes in Reeve, 1854  
ヒラカモジガイ 

099. Tresus keenae (Kuroda & Habe) in Habe & Ito,  
1952 ミルクイ 

100. Meropesta capillacea (Reeve, 1852)  
チリメンユキガイ 

101. Raetellops pulchella (Adams & Reeve, 1850)  
チヨノハナガイ 

102. Angulus vestalioides (Yokoyama, 1920)  
クモリザクラ 

103. Pistris margarina (Lamarck, 1818)  
アコヤザクラ 

104. Pistris subtruncata (Hanley, 1844)  
ユウヒザクラ 

105. Cadella narutoensis Habe, 1960  
マルクビザラ 

106. Cadella delta (Yokoyama, 1922)  
クサビザラ 

107. Exorica tokubeii (Habe, 1961)  
コメザクラ 

108. Moerella jedoensis (Lischke, 1872)  
モモノハナガイ 

109. Moerella rutila (Dunker, 1860)  
ユウシオガイ 

110. Nitidotellina hokkaidoensis (Habe, 1960)  
サクラガイ 

111. Nitidotellina minuta (Lischke, 1872)  
ウズザクラ 

112. Nitidotellina pallidula (Lischke, 1872)  
ハツザクラ 

113. Macoma contaculata (Deshayes, 1854)  
サビシラトリ 

114. Macoma praetexta (Martens, 1865)  
オオモモノハナ 

115. Macoma tokyoensis Makiyama, 1927  
ゴイサギ 

116. Macoma incongrua (Martens, 1865)  
ヒメシラトリ 

117. Psammotreta praerupta (Salisbury, 1934)  
アオサギ 
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118. Semele zebuensis (Hanley, 1844)  
アサジガイ 

119. Semele cornicolor (Hanley, 1845)  
サメザラモドキ 

120. Leptomya cuspidariaeformis Habe, 1952  
コチョウシャクシ 

121. Abrina lunella (Gould, 1861)  
シロバトガイ 

122. Gari maculosa (Lamarck, 1767)  
アシガイ 

123. Gari anomala (Deshayes, 1855)  
ウスベニマスオ 

124. Gobraeus kazusensis atumiensis Hayasaka, 1961  
化石種 

125. Solecurtus divaricatus (Lischke, 1869)  
キヌタアゲマキ 

126. Solecurtus consimilis Kuroda & Habe, 1961  
ツヤキヌタアゲマキ 

127. Azorinus abbreviatus (Gould, 1861)  
ズングリアゲマキ 

128. Solen gordonis Yokoyama, 1920  
アカマテガイ 

129. Solen grandis Dunker, 1861  
オオマテガイ 

130. Solen krusensterni Schrenck, 1867  
エゾマテガイ  

131. Solen roseomaculatus Pilsbry, 1901  
バラフマテガイ 

132. Siliqua pulchella (Dunker, 1852)  
ミゾガイ 

133. Alvenius ojianus (Yokoyama，1927)  
ケシトリガイ 

134. Trapezium liratnm (Reeve, 1843)  
ウネナシトマヤガイ 

135. Corbicula japonica sandaiformis Yokoyama, 1922  
化石種 

136. Petricolirus aequistriatus (Sowerby, 1874)  
シオツガイ 

137. Pseudoirus mirabilis (Deshayes，1853)  
チヂミイワホリガイ 

138. Lajonkaira divaricata (Lischke，1872)  
チヂミガイ 

139. Placamen tiara (Dillwyn, 1817)  
ハナガイ 

140. Velemolpa micra (Pilsbry, 1904)  
ヒメカノコアサリ 

141. Velemolpa minuta (Yokoyama, 1885)  
アデヤカヒメカノコアサリ 

142. Callithaca (Notochione) jedoensis (Lischke, 1874)  
オニアサリ 

143. Microcirce dilecta (Gould, 1861)  
ミジンシラオガイ 

144. Pitar japonicus Kuroda & Kawamoto in Kawamoto,  
1956 ウスハマグリ 

145. Costellipiter chordatum (Romer, 1876)  
チヂミマメハマグリ 

146. Phacosoma troscheli (Lischke, 1873)  
マルヒナガイ 

147. Dosinella angulosa (Reeve, 1850)  
ウラカガミ 

148. Ruditapes variegatus kioroshiensis Hirayama &  
Ando,1954 化石種 

149. Paphia schnelliana (Dunker, 1866)  
オオスダレガイ 

150. Paphia amabilis (Philipi, 1847)  
サツマアカガイ 

151. Paphia vernicosa (Gould, 1861)  
アケガイ 

152. Paphia undulata (Born, 1778)  
イヨスダレ 

153. Gamphina neastartoides (Yokoyama, 1922)  
キタノフキアゲアサリ 

154. Irus mitis (Deshayes, 1853)  
マツカゼガイ 

155. Callista chinensis (Holten, 1803)  
マツヤマワスレ 

156. Callista pilsbryi Habe, 1960  
コマツヤマワスレ 

157. Cyclosunetta menstrualis (Menke, 1843)  
ワスレガイ 

158. Meretrix lusoria (Roding, 1798)  
ハマグリ 

159. Cyclina sinensis (Gmelin, 1791)  
オキシジミ 

160. Clementia vatheleti Mabille, 1901  
フスマガイ 

161. Mya (Arenomya) arenaria oonogai Makiyama, 1935  
オオノガイ 

162. Cryptomya busoensis Yokoyama, 1922  
ヒメマスオガイ 

163. Paramya recluzii (A. Adams, 1864)  
ハマカゼガイ 

164. Solidicorbula eryhrodon (Lamarch, 1818)  
クチベニガイ 

165. Anisocorbula venusta (Gould, 1861)  
クチベニデ 
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166. Anisocorbula nipponica Habe, 1961  
イナカクチベニ 

167. Varicorbula yokoyamai Habe, 1949  
マメクチベニ 

168. Hiatella orientalis (Yokoyama, 1920)  
キヌマトイガイ 

169. Panopea japonica A. Adams, 1850  
ナミガイ 

170. Eufistulana grandis (Deahayes, 1855)  
コヅツガイ 

171. Barnea (Umitakea) dilatata (Souleyet, 1843)  
ウミタケ 

172. Martesia striata (Linnaeus, 1758)  
カモメガイモドキ 

173. Teredo navalis Linnaeus, 1758  
フナクイムシ 

174. Pandorella otukai (Habe, 1952)  
ネリガイ 

175. Myadora reeveana (Smith, 1880)  
コカタビラガイ 

176. Laternula anatina (Linnaeus, 1758)  
オキナガイ 

177. Cardiomya gouldiana (Hinds, 1843)  
ヒメシャクシ 

178. Plectodon ligula (Yokoyama, 1922)  
ヒナノシャクシ 
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学生アンケート調査結果の報告 
 

2012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心身健康学科 

 

 

 

本学では2000年4月から学生の意識調査を行ってきた。今回(平成24年度)は新入生だけのアンケート調査である。入学

するにあたってどのような事柄から本学を選んだのか、本学に何を求めているのか、入学前の不安などを探ってみた。アンケ

ートのフォームは最後に載せた。 

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（コース別）       表２ アンケート回答者数（男女別） 
  男性 女性 不明 合計 

養護 3 29   32

保体 32 2   34

心理 12 17 1 30

人間 9 2 1 12

合計 56 50 2 108

不明とは記入漏れのため 

Ｑ４．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）（Ｑに続く番号はアンケート用紙の質問番号である。） 

 

ａ 先生から 
ｂ 先輩・友人から 
ｃ 大学展会場 
ｄ 大学展以外会場 
ｅ 学校のみずほ大パンフ 
ｆ 学校以外のみずほ大パンフ 
ｇ 情報誌 
ｈ ホームページ 
ｉ 新聞・駅の広告 
ｊ 瀬木学園出身者 
ｋ 通学者が居る 
ｌ 以前から知っている 
ｍ その他 
 

 

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」が一番多く約 7 割の学生

  １回生 編入生 合計 

養護 31 1 32

保体 32 2 34

心理 27 3 30

人間 12   12

合計 102 6 108
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が答えている。次に多いのは「瀬木学園出身者」41 名となり瀬木学園関係者から情報を入手する学生が増えていることが伺

われる。 

 

Ｑ５．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 
 

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9割の学生が答えている、続

いて多いのは「知人の薦め」「通学に便利」という順で回答が多かった。今まで通学に便利という回答は少なかったのでこれ

は明らかに名古屋キャンパス効果である。「知人の薦め」というのは本学の情報の入手経路が瀬木学園関係者ということと連

動しているのであろう。「資格取得のため」は 32名で前年度と同数である。 

 

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３  目指す資格 
資格 人数

養護教諭 13

保健体育教員 11

臨床心理士 1

栄養士 1

計 26

 

コースを選択している時点で、目指す資格も決まっているが、目指す資格をコメントで記入してある数である。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６．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。 
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表４ 参加したい部、サークルの内訳（学内）      表５ 参加したい部、サークルの内訳（学外） 

 

 

参加したいクラブ 人数 

出身高校OG合唱団 1 

テニス部 1 

計 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活への参加意欲は学内のクラブへは 15 名、学外のクラブには２名が示しており、具体的にクラブ名記入結果は上の表の

ようである。今年度は15名（14％）の学生が入部を希望していて、昨年20名（25％）より少ない。本学は以前はスポーツ関

連の部活は入部希望者が多く、スポーツ部を中心に部活動は活発であった。しかし本年から名古屋キャンパスを開校し、特に

スポーツ部の活動場所が明確ではないこともあり、希望する学生が少ないのだと思われる。徐々に環境が整っていくのでそれ

とともにクラブ活動も活況を呈していくと思う。 

Ｑ７．現在、あなたが不安に思うことはありますか。(複数回答可) 

 

図３ 不安の有無 
悩みを抱えている学生は約6割である。件数は68件。 

 

 
表6．男女別 

悩みがあると答えたのは女性の９割以上で、男性は４割くらいである。これは例年の傾向

だが、女性の方が悩みを吐露しやすい傾向があると思われるので、実態とは異なるかもしれ

ない。 
 

 
表7．新入生の男女別不安の内訳 

参加したいクラブ 人数 

陸上競技部 1 

軽音部 2 

水泳部 1 

テニス 2 

硬式野球部 1 

バレーボール部 1 

サッカー部 2 

バンド 1 

スポーツサークル 1 

バスケット 1 

麻雀部 1 

手話サークル 1 

計 15 

  不安ある 

男性 20 

女性 48 
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  男 女 計 

学習関係 7 10 17

心身の健康 2 5 7

友人づくり 4 20 24

経済的問題 3 6 9

その他 4 7 11

計 20 48 68

 
       図４  男性の不安                         図５ 女性の不安 
 
ここで目立つのは女性の不安の “友人作り”である。これは新しい環境に溶け込めるのかどうかは友人作りにかかってい

ると思っているのであろう。一方男子の不安1位は学習関連である。 

 

表8. コース別不安項目別件数 

  学習関係 心身の健康 友人づくり 経済的問題 その他 計 

養護 8 1 11 4 3 27 

保体 6 1 3 1 2 13 

心理 2 5 9 4 3 23 

人間 1 0 1 0 3 5 

 計 17 7 24 9 11 68 

 

Ｑ９. 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。 

 

図６ 卒業後の進路 

 

Ｑ１０. 就職すると回答した学生の就職希望先（複数回答可） 
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図６卒業後の進路も

図7就職先も昨年と

ほぼ同様の傾向であ

る。 

 

図７ 希望する就職先 

Ｑ１１. 進学すると回答した学生の進学希望先 

 

                     図８ 希望する進学先 

 

以上、今回は名古屋キャンパス開校の初年度にあたりアンケートにもその影響が出ていると思われる。図１の本学の情報入

手先に“瀬木学園出身者”が多いところや図２の本学を選んだ理由の“通学に便利”の回答が多かった点が顕著である。部活

動を希望する学生が少なかったのは、新キャンパスがまだそこまでの環境の整備に至っていない点も影響しているのかもしれ

ない。 

 

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4号―2010、瀬木学園紀要第5号―2011、瀬木学園紀要第6号―2012 
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（１年・編入生用）  アンケート調査のお願い     Ｈ２５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。 

■ 

以下のアンケート 1～12 について、該当する番号に

鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）して下さい。 
アンケートの解答欄は裏面もあります。 

◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

● 
● 
● 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ 
1 貴方が所属するコースを教えてください  

 ①.保健・養護コース ②.保健体育コース 

③.心理・カウンセリングコース 

④.人間科学コース 

① ② ③ ④    ● 

            

2 貴方の学年を教えてください  

 ①.１回生 ②.編入生 ① ②         ● 

3 貴方の性別を教えてください  

 ①.男性  ②.女性 ① ②         ● 

4 本学の名前を何で知りましたか（複数回答可）  

 ①.担任の先生から聞いて 
②.進路指導の先生から聞いて 
③.担任・進路指導以外の先生から聞いて 
④.先輩・友人から聞いて 
⑤.大学展の会場で 
⑥.大学展以外の説明会の会場で 
⑦.愛知みずほ大学のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを学校で見て 
⑧.   〃         どこかで見て 
⑨.情報誌の大学案内資料を見て 
⑩.ダイレクトメールで見て 
⑪.愛知みずほ大学のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見て 
⑫. Yahoo など Web サイトの広告で見て 
⑬.新聞広告や駅での広告を見て 
⑭.周りに瀬木学園出身者がいるから 
⑮.周りに本学に通学している人がいるから 
⑯.瑞穂高校（短大）に通学しているから 
⑰.以前から知っていた 
⑱.その他 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ● 

 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱   ● 

 ⑤、⑥と回答され方は具体的な会場を記述願います  

 ⑧と回答され方はどこで見たかを記述願います  

 ⑨と回答され方は誌名等が解れば記入して下さい  

 ⑰、⑱と回答され方は具体的に記述願います  

5 あなたが本学を選んだ理由は何ですか（複数回答可）  

 ①.自分が勉強したい分野である 
②.自分の学力に合っている 
③.カリキュラムの内容が適切 
④.教育・指導が良いと聞いた 
⑤.少人数教育に関心を持ったので 
⑥.チューター制に関心を持ったので 
⑦.目指す資格を取得するため 
⑧.就職率の高さ 
⑨.学費が比較的安くすむ 
⑩.高校の先生のすすめ 
⑪.短大の先生のすすめ 
⑫.その他の先生のすすめ 
⑬.先輩･友人のすすめ 
⑭.親･兄弟・親戚などのすすめ 
⑮.兄弟･親戚･先輩･知人が在学･卒業している 
⑯.通学に便利である 
⑰.特にない 
⑱.その他 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ● 

 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱   ● 
 ③に回答され方は、特にどんな分野・系統ですか  

 ⑦に回答され方は具体的に記述願います  

 ⑫に回答され方は具体的に記述願います  

 ⑱に回答され方は具体的に記述願います  

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■  
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            ■ 
 該当する番号に鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）

して下さい。 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

● 
● 
● 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ 
6 本学のオープンキャンパスに参加されましたか  

 ①.参加した  ②.参加しなかった ① ②         ● 

7 本学を受験された募集区分は何でしたか  
 ①.AO 入試   ②.一般公募 

③.自己推薦  ④.同窓会推薦 
⑤.推薦入学（専門学科／総合学科） 
⑥.一般入試  ⑦.大学センター試験利用入試 
⑧.社会人入試 
⑨.第 3 年次編入学（推薦） 
⑩.第 3 年次編入学（一般） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ● 
        
        
            
8 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  
 ①.学内にある 

②.学外にある 

③.まだわからない 

④.特にない 

① ② ③ ④       ● 

 ①、②と回答され方は具体的に記述願います 

 

 

9 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか  
 ①.ある  ②.特にない ① ②         ● 
10 7番の問いで「①ある」と回答した方のみ、不安なことや心配事の内容を答えてください。  
 ①.学習関係 

②.心身の健康 

③.友人づくり 

④.経済的問題 

⑤.その他 

① ② ③ ④ ⑤    ● 
 ⑤と回答され方は具体的に記述願います  

11 あなたは現時点で、卒業後の進路についてどう考えていますか。  
 ①.就職する 

②.進学する 

③.その他 

④.まだ考えていない 

① ② ③ ④    ● 
 ③と回答され方は具体的に記述願います 

 

 

12 11番の問いで「①就職する」と回答した方のみ回答してください。  
 ①.一般企業 

②.公務員 

③.教員 

④.福祉関係 

⑤.病院 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥     ● 

 ⑥と回答され方は具体的に記述願います 

 

 

13 11番の問いで「②進学する」と回答した方のみ回答してください。  

 ①.大学院 

②.専門学校 

③.留学 
④.その他 

① ② ③ ④       ● 
 ④と回答され方は具体的に記述願います 

 
 

14 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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聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援に関する研究 

成瀬 眞佐子（G110005） 

指導教員：土田 満 

キーワード：聴覚障害者，手話、口話、筆談 

 

 

はじめに 
近年、障害者の自立と社会参加に対する理解が深まってい

るが、聴覚障害者については、音声言語情報に依存した伝達

方法が多い社会システムや外見だけでは分かり難く、コミュ

ニケーションがうまく取れない障害ゆえに、社会参加への機

会が著しく制限されている１）。病院の受付や、デパート・ス

ーパーのサービスカウンター、駅の対面式切符売り場等の公

共の場には、聴覚障害者への支援を示す世界共通のシンボル

マーク「耳マーク」と呼ばれるマークが貼られている。「手招

きして呼ぶ」「大きな声ではっきり話す」「筆談をする」など

の協力が出来る情報保障の場所を示しているが、法的拘束力

はない。「耳マーク」が貼ってあることから、聴覚障害者が安

心してコミュニケーションを取れると思われがちであるが、

コミュニケーションが取りやすい手段である筆談が得意では

ない聴覚障害者も多く、十分に利用されていない実情も報告

されている２）。 

代表的な公共の場のひとつである駅については、従来の交

通バリアフリー法、ハートビル法が見直されて、身体障害者、

車いす使用者、視覚障害者や高齢者等が公共交通機関を利用

した移動の円滑化の促進に関するバリアフリー新法が制定さ

れるに至り、エレベーターの普及、点字ブロックも多く整備

される等、ハード面の充実が図られて便利になっている５）。

しかしながら、文字放送でのお知らせや映像による伝達等は

新法に盛り込まれておらず、聴覚障害者への配慮は置き去り

にされてしまった感がある。 

加藤らは６）駅では各種情報を読み取らなければならず、聴

覚や視覚に障害を持つ人たちにとっては不便さを感じる代表

的な場所であると言っている。 

駅における聴覚障害者に関する研究は、案内の表示や電光

掲示板の表示速度７）、旅行場所の意識調査８）、また、駅にお

ける緊急時の案内は音声放送がほとんどで、放送の内容を理

解できない聴覚障害者への配慮が不足している９）等が報告さ

れているに留まっている。聴覚障害者にとって最も困るのは

電車が遅れたり、突発的な事故で電車が止まってしまうこと

であり、電光掲示板による案内や、字幕挿入などの視覚的な

情報提示は十分に普及していないことから、何が起こったか

不明で、不便や不安を感じている。携帯電話などの情報機器

のコミュニケーション手段としての使用は広く行き渡ってい

るが、それらを電車の遅延案内などの情報提供に利用出来る

までには至っていない１０）。 

目的 
本研究は、前述した背景を踏まえ、聴覚障害者における駅の

利用と、性、年代、地方都市及び大都市、先天性等の属性や

コミュニケーション手段との関連性を検討し、聴覚障害者が

駅を利用する際に必要な支援を明確にするものである。 

方法 
１．対象と方法 

聴覚障害者福祉協会の会員（名古屋・岡崎）と聾学校の生

徒(名古屋・一宮・豊橋)を対象とした。聴覚障害者福祉協会

と聾学校にアンケート用紙を郵送して調査を依頼するととも

に、聴覚障害者福祉協会の一部の会員には直接持参してアン

ケートを実施した。アンケートは自己記入式で行った。 

２．調査時期 

平成24年7月18日～10月19日。 

３．分析方法 

IBM SPSS ver.19を用いて解析した。 

基本属性、コミュニケーションや交通手段、駅の 

利用、駅のサービスに望む事項は単純集計を行った。また、

基本属性とコミュニケーションや交通手段 

との関連および駅利用との関連、コミュニケーショ 

ン手段と駅利用との関連についてはカイ２乗検定を 

行った。 
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結果 

項目 Ｎ (％)
スクリーンに手話と字幕をリアルタイムに表示 96 (69.1)
駅員が聴覚障害者を理解 81 (58.3)
駅員が手話の習得 72 (51.8)
手話通訳者が常駐 67 (48.2)
丁寧に筆談希望 61 (43.9)
絵文字などわかりやすい表示 51 (36.7)
緊急時の対応をきちんとしてほしい 92 (66.2)
その他 4 (  2.9)

表１５　駅に希望すること(複数回答）
駅にどのようなサービスがあれば利用しやすくなりますか

 
最も多かった事項は、スクリーンに手話と字幕をリアルタイ

ムに表示してほしいであり、ほぼ同じ率で緊急時の対応をき

ちんとしてほしいが挙げられていた。手話について駅員や通

訳者の常駐を望む意見、また、丁寧な筆談を希望する事項で

あった。手話通訳者が常駐と続く 

 

考察 
１．コミュニケーション・移動手段 
家庭内、家庭外とも手話と口話が最も利用されているコミ

ュニケーション手段であった。筆談については、家庭内では

筆談を使うものはいなかった。コミュニケーション機器とし

て携帯電話・スマートフォンを利用している割合は高かった。 

２．駅の利用 

駅で困ることについては、電車の遅れなどの情報 

や緊急事態の対応であり、緊急時の案内は十分でないと答え

た者が72％も上っていた。十分でないと答えた者の年代別は

20歳以上で高かった。 

３．対象者の属性とコミュニケーション・移動手段との関連 

住まいが名古屋では電車を利用する者が多かったが、岡

崎・豊田では利用する者は少なかった。 

４．対象者の属性と駅利用との関連 

駅の移動、案内表示板、電車内の表示は19歳までは、わか

りやすいと答えているが、60歳以上の者はわかりにくいと回

答した。 
５．コミュニケーション手段と駅の利用との関連 

家庭内で口話を使用している者は駅を利用しやすいと感じ、

手話を使用している者は駅を利用しにくく、困った時の駅員

の手助けも十分ではないと回答した。筆談が得意と答えた者

は駅を利用しやすいと感じ、半数以上が困った時には駅員に

聞くと回答した。筆談が不得意の者は逆に駅を利用し難く感

じていた。 

６．駅のサービスに望む事項 

スクリーンに手話と字幕をリアルタイムに表示や緊急時の対

応が最も多かった。次いで、駅員の手話習得や通訳者の常駐、

丁寧な筆談を望んでいた。 

参考文献 
１）上久保恵美子・比企静雄・福田由美子「聴覚障害者によ

る言語媒体の相手に応じた使い分け」，口話・手話・筆談

の使用傾向の男女による差異，特殊教育学研究  ３５

（１），１－９（１９９７） 
２）関川愛広苑・中澤理恵「医療機関における聴覚障害者の

情報保障―利用者からみた検討―」，第１１回新潟医療福

祉学会学術集会，７５，（２０１１） 
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ブラジリアン柔術を通した日本・ブラジルの交流 

高橋 健太（G110004） 

指導教員：安念 保昌 

 

キーワード：性格特性、国民性評価、教育期待 

 

はじめに 
 スポーツは先史時代から現代まで途切れることなく存続して

きた。それは、スポーツに時代や国、文化を越えて広がる普遍

性が備わっているからである。今日、社会が複雑化する中、ス

ポーツには社会的意義として①青少年の健全育成、②地域コミ

ュニティの醸成、③経済発展への寄与、④国際交友・親善への

貢献が求められている。 

 多くの外国人が日本で生活し多文化共生が求められる中、岐

阜県美濃加茂市にも多くの外国人、特にブラジル人（以下、伯

人）が滞在している。美濃加茂市は外国人集住都市会議に加盟

し、伯人が日本で暮らす上での諸問題（地域トラブルや、子ど

もの教育問題、社会保障サービスの遅れなど）に対して取り組

んでいる。 

そういった美濃加茂市にはブラジリアン柔術道場があり、道

場や試合会場では日本人と伯人が交流を深めている。ブラジリ

アン柔術の起源は日本の古流柔術にあり、日本からブラジルへ

の移民時代に前田光世によって古流柔術がブラジルへ伝わり、

エリオ・グレイシーらがブラジリアン柔術（以下、柔術）へと

発展させた。その後、UFCにおけるホイス・グレイシーの活躍

によって柔術は世界中に広がった。 

 

目的 
 本研究ではスポーツの時代や国、文化を越えて広がるという

普遍性に注目し、複雑化する現代社会でスポーツがどのような

役割を担えるのか調査・研究することにした。そこで、国際化

が進み多文化共生が求められる美濃加茂市において、柔術がス

ポーツとして、日本人と伯人の国際交流にどのようにして貢献

できるのか、アンケートおよびインタビューの結果から考察す

ることを目的とした。 

方法 
本研究では子どもに柔術を習わせている日本人・伯人保護者、

子どもに柔術以外を習わせている、または何も習わせていない

日本人・伯人を対象にアンケートを実施し、結果を分析した。

また、柔術の道場経営者、中学校長、中学校外国語講師、イベ

ント開催者に日本人と伯人の交流についてどのように考えてい

るのかインタビューを行った。そして、アンケートとインタビ

ューの結果から、柔術がどのような形で日本とブラジルの国際

交流に貢献できるのか考察した。アンケート内容は日本とブラ

ジルの交流について（4問）、日本人・伯人に対するイメージ（Big 

Fiveの重要因子10問）、柔術またはその他の習い事を学ばせて

いる理由（8 問）、今後の日本とブラジルの交流に望むこと（4

問）を6件法と記述形式で行った。 

 

結果 
 以下に主な結果を示した。 

① 情緒不安定性に関する分析 

情緒不安性に関する印象に違いがあるかを、国籍、柔術を習

わせているか否か、対象国の3要因混合分散分析によって分析

を行った。その結果、柔術を習わせているか否かの主効果が1％

水準で有意であった(F=11.1, df=1/129, p<.01)。これは、全般的

に柔術を習わせることによって、有意に相手の情緒が安定して

いると認識することを示している。しかし、国籍の主効果は見

られなかったが、それらの交互作用が有意傾向となった(F=3.07, 

df=1/129, p<.1)ため、下位検定を行った。その結果、ブラジル

人において柔術を習わせている群が慣わせていない群に比べて

有意に低く、他者（日本人と伯人に差はない）を情緒安定的と
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認識していることが分かった(F=25.70)。 

 
 

② 調和性に関する分析 

調和性に関する印象に違いがあるかを同様に、3 要因混合分

散分析によって分析を行った。その結果、柔術を習わせている

か否かの主効果が 1％水準で有意であった(F=52.44, df=1/129, 

p<.01)。これは、全般的に柔術を習わせることによって、有意

に相手への調和性を認識することを意味している。さらに、国

籍による主効果も 1％水準で有意と認められ、(F=33.25, 

df=1/129, p<.01)それらの交互作用が有意傾向となった(F=31.97, 

df=1/129, p<.1)。これは、日本人が柔術を習わせることで伯人

に調和性があると認識していることを示している。  

一方、対象となる国籍の違いによる主効果も１％水準で有意

となり(F=18.28, df=1/129, p<.01)、被験者の国籍との交互作用も

5％水準で有意であった(F=6.83, df=1/129, p<.05)。さらに、柔術

を習わせているか否かとの交互作用も 1％水準で有意となった

ため(F=10.35)、下位検定を行った。その結果、日本人に対して

は伯人のほうが調和的であると有意に認識し(F=69.14)、一方、

伯人に対しては、日本人のほうが協調的であると認識している

ことが示された(F=37.84)。  

 

 

 

 

 

 

 

③ブラジル文化に親しむためについて同様に、3 要因混合分

散分析によって分析を行った。その結果、国籍による主効果が

5％水準で有意にあると認められた（F=6.83, df=1/129, p<.05）。

また、スポーツの種目における主効果が 5％水準で有意である

と認められた（F=6.03, df=1/129, p<.05）。さらに、国籍とスポ

ーツの種目の間に交互作用が 5％水準で有意であることが認め

られた（F=5.69, df=1/129, p<.05）。これは、伯人においてスポ

ーツによってブラジルの文化に親しむことを求めていることが

示された。  

 
④日本・ブラジルの親子の交流のためについて同様に、3 要

因混合分散分析によって分析を行った。その結果、国籍による

主効果が1％水準で有意であると認められた（F=8.72, df=1/129, 

p<.01）。下位検定を行ったところ、伯人が日本人より日本・ブ

ラジルの親子の交流のためにスポーツに取り組んでいることが

認められた（F=340.78）。また、柔術を習わせている群は他の

スポーツを習わせている群よりも、日本・ブラジルの親子の交

流のためにそのスポーツに取り組んでいることが示された

（F=381.56）。   

 

考察 
 伯人は日本からの移民を受け入れてきたことや、子どもが望

むのなら日本人と交流しても良い、自国の文化で交流したいと

考えていることから、日本との交流に対して受身的であると考

えられてきた。 

しかし、柔術を子どもに習わせている伯人は日本人とスポー

ツを通してブラジルの文化で交流することや、柔術によって親

子の交流を望んでいる。 

また、柔術を習わせている伯人は伯人のことを調和性がない

と感じている。これは、ルールやマナーが守れず会場を借りる

ことができないという「会場問題」によると考えられる。「会場

問題」を解決するため、伯人が日本人に協力を求め、「伯人がも

っと日本文化を理解していくべき。」と伯人に問題があると認め、

日本の文化を受け入れていく姿勢を示している。 

さらに、東日本大震災の際には伯人が企画し、チャリティー

セミナーや大会を開き、「同じ日本に住むもの同士、助け合う。」

と主張した。 

以上のことから、柔術を習わせている伯人は、受身的だけで

はなく、様々な形による日本との交流を求め、活動していると

考えられる。 

また、柔術を習わせることによって日本人、伯人ともに相手

国の人を情緒が安定し、調和性があると認識している。これは、

柔術を通して交流することでお互いを知り、信頼関係が生まれ

たと考えられ、柔術が伯人だけでなく、日本人に対しても影響

を及ぼしたと考えられる。 

伯人が様々な形での交流を求める中、日本人においても、柔

術を通しての日本・ブラジルの交流を望んでいること。「柔術は

日本とブラジルをまたぎ、どちらにもなじみがある。」こと。「大

人が交流するのは抵抗があり、子どもからきっかけをつくって

いく。」こと。以上のことから、伯人が多く住む地域において子

どもたちに柔術を習わせ、日本・ブラジルの交流を見出してい

く方向性が考えられる。 
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本研究では、スポーツの普遍性に着目し、複雑化する現代社

会での役割を考えた。その結果、スポーツを子どもに根付かせ

ていくことで、国際交流や多文化共生に貢献できると考えた。 

 

参考文献  
小野寺理佳, 調査と社会理論. , 19(2002), 9396. 
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著書 

著者 題目 組織 発表年月 

森際眞知子 歴史学研究会編 世界史史料 第１巻 

『古代のオリエントと地中海世界』 

（専門項目執筆) 

岩波書店 2012 年 07 月

伊崎裕之・高階冨美

子・森守・土田満 

みんなの料理 モ ー リ ス カ ン パ ニ

ー・星雲社 

2012 年 06 月

 

 

 

総論 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 博物学研究 その６ 

～瑞穂高等学校のラパキビ花崗岩～ 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

安念保昌 進化的パーソナリティ論２ 

 パーソナリティの生態学的制約への接地 

瀬木学園紀要第 6 号 2012 年 06 月

 

 

 

原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

今井隆夫 A Practice in the Classroom: How to Let Japanese 

Learners of English Notice Differences in Construal 

between Japanese and English 

中部地区英語教育学

会 紀要 42 号 

（in print) 

2013 年 03 月

今井隆夫 知覚構文の教え方を 認知言語学を参照して整理

する 

日本認知言語学会論

文集 第 13 巻 

（in print) 

2013 年 06 月

今井隆夫 学習英文法設計の基本概念（1）：動的用法基盤モ

デルから言語運用のための言語知識を整理する 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

川瀬基弘・村瀬文好・

早瀬善正・市原俊・ 

森山昭彦・家山博史 

岐阜市に生息する淡水産貝類 陸の水 2012 年 

川瀬基弘・村瀬文好・

早瀬善正・市原俊・ 

吉村卓也・山内貴司・

横山貴則 

岐阜市に生息する陸産貝類 瀬木学園紀要第 6 号 2012 年 06 月

川瀬基弘・西尾和久・

市原俊・村瀬文好 

名古屋市に生息する陸産貝類 瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

 



大学教員の教育研究活動 

62 

原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

Yamane M・ Oida Y・ 

Ohnishi N・ 

Matsumoto T, 

 Kitagawa K 

Effects of wind and rain on thermal 

responses of humans in a mildly cold 

environment. 

Eur.J.Appl. Physiol. 2012 年 04 月

K.Tominaga・ 

M.Tsuchida・ 

M.Hayashi・ 

A.Asahi and H.Inui 

Ovulatory effect of an extract from Maitake 

mashroom in patients with polycystic ovary 

syndrome 

J.Reprod.Engineer. 2012 年 01 月

宮澤洋子・富永国比

古・土田満 

青年期女性における月経前症候群（PMS）の

実態について 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

長尾麻衣・宮澤洋

子・土田満 

大学生の食行動およびやせ志向に対する栄

養教育の影響 

日本健康体力栄養学

会誌 vol.16 

2012 年 

仲本桂子、渡邊早

苗、工藤秀機、 

ノ パ ラ タ ナ ウ オ

ン・サム、蒲原聖可、 

ラダック・テイム、

土田満、宮崎恭一、

サーシャン・ディー

プ、田中明 

日本人用ベジタリアンフードガイドを用い

た栄養教育介入の効果 

日 本 栄 養 士 会 雑 誌

vol.56 

2013 年 

    

Zojiro KATOH1 ・ 

TadahiroYAMAMOTO2・ 

Shin YOSHIHARA ・

Tetsuro KITA 

A Cross-sectional Study on Females’  

Torque Strengths of the Hip Joint Muscle

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月
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研究報告 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 愛知県豊田市に生息する陸棲軟体動物 豊田市史研究第 3 号 2012 年 

市原俊・川瀬基弘 豊田市自然観察の森に生息する陸産貝類Ⅱ． 平成 23 年度豊田市自

然観察の森年次報告

書 

2012 年 

川瀬基弘・鳥居亮一・

市原俊 

愛知県矢並湿地に生息するマメシジミ類 平成 23 年度豊田市自

然観察の森年次報告

書 

2012 年 

川瀬基弘・伊藤祐太

朗・大内陽子 

豊田市平戸橋町波岩に生息する陸産貝類 

～愛知みずほ大学の敷地内を調査して～ 

瀬木学園紀要第 7 号 2012 年 06 月

山根基 私の授業紹介：野外活動レクリエーション実践

（サッカー） 

第３回大学体育実践

研究会 

2011 年 08 月

金子寛子・青嶋裕子・

浅田知恵・五十嵐利

恵・石田妙美・今野洋

子・小澤美奈子・ 

河田史宝・北村米子・

黒田千代江・後藤多知

子・後藤ひとみ他 

(学会共同研究）健康相談活動に必要な能力（力

量）の枠組みについての検討（３）－能力を構成

する要素と対応プロセスから捉えた能力－ 

日本健康相談活動学

会誌 

2013 年 03 月

 

 

 

資料 

著者 題目 組織 発表年月 

平野緑・高橋徹 学生アンケート調査結果の報告 

2012 年 4 月実施編 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

川瀬基弘・守谷茂樹・

石黒鐐三 

(8)陸産貝類［2-4 熱田神宮の生物調査と外来生物

対策］ 

都市部における生物

多様性の保全と外来

生物対策事業報告書

（平成 23年度 生物多

様性保全推進支援事

業） 

2012 年 

横山洋子・水野早苗 平成 24 年度食品加工講習会の報告（第一報）

  参加者への講習会についての調査 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月

横山洋子・水野早苗 平成 24 年度食品加工講習会の報告（第二報）

  食文化に関する意識調査 

瀬木学園紀要第 7 号 2013 年 06 月
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

Takao IMAI A Practice in the Classroom:  

How to let Japanese learners of English notice

differences in construal between Japanese and 

English 

The 42nd Annual  

Conference of the  

Chubu English Language  

Education Society  

in Gifu. 

2012 年 07 月

今井隆夫 クイズ形式で学ぶ コミュニケーションのための

感覚英文法の理論と実際：「形と意味の対応」の

場合 

第 38 回全国英語教育

学会愛知研究大会（於 

愛知学院大学） 

2012 年 08 月

今井隆夫 知覚構文の教え方を 認知言語学を参照して整理

する 

第 13 回日本認知言語

学会（於 大東文化大

学） 

2012 年 09 月

山根基・鈴木嵩臣・ 

大西範和 

静的ストレッチングが持久的な走運動時のラン

ニング経済性や筋疲労に及ぼす影響 

第 15 回日本体力医学

会東海地方会 

2011 年 03 月

高橋徹・平野緑・ 

阪美里・大久保義美 

情報処理教育の実践的研究(11) 

－学生と社会人の情報機器に対する付き合い方

の違い－ 

日本教育心理学会第

54 回総会 

2012 年 11 月

西村佳那子・大久保義

美・安念保昌 

社会的スキルと性格特性がいじめ行為に及ぼす

影響(1)高校生の場合 1-1 

日本教育心理学会第

54 回総会 

2012 年 11 月

西田麻優香・後藤多知

子 

英語学習への応用の観点から “Would you give me 

a wine?”を考察する 

第 12 回日本認知言語

学会 

2012 年 10 月

鈴木将弘・土田満 高校野球部における部員満足度と指導者との関

わり～1 報 

第 19 回日本健康体力

栄養学会総会 

2012 年 03 月

鈴木将弘・土田満 高校野球部における部員満足度と指導者との関

わり～２報 

第 20 回日本健康体力

栄養学会総会 

2013 年 03 月

鈴木将弘・土田満 大学生における保健体育授業と現在の健康習慣

及び健康感との関連 

第 19 回日本健康体力

栄養学会総会 

2012 年 03 月

鈴木将弘・土田満 高校野球部における部員満足度と指導者との関

わり～２報 

第 20 回日本健康体力

栄養学会総会 

2013 年 03 月

松本美保、土田満 高校生におけるボディイメージの是正に向けた

検討～１報 

第 20 回日本健康体力

栄養学会総会 

2013 年 03 月

仲本桂子、渡邊早苗、

工藤秀機、ノパラタナ

ウオン・サム、蒲原聖

可、ラダック・テイム、

土田満、宮崎恭一、サ

ーシャン・ディープ、

田中明 

日本人用ベジタリアンフードガイド 改訂第二

版 

第 12 回日本ベジタリ

アン学会総会 

2012 年 11 月
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講演 

著者 題目 組織 発表年月 

安念保昌 臆病なネズミと、堂々としたネズミの社会から見

えてくるもの 

東海市市議会研修会 2011 年 07 月

今井隆夫 【招待講演】「認知言語学を参照した英語学習支

援法 

―言語の部分的動機づけと日英語の認知様式の

違いに目を向けさせる授業実践―」 

外国語教育メディア

学会 2012 年度春季

（第 79 回）中部支部

研究大会 （於：名古

屋学芸大学短期大学

部） 

2012 年 06 月

今井隆夫 メージで捉える日本語と英語の事態認識の違

い：新しい言語知識教育をめざして（講演の使用

言語は英語） 

豊田 TIA 2012 年 11 月

今井隆夫 【招待講演】動的用法基盤モデルと英語学習 中部地区英語教育学

会の愛知地区大会（テ

ーマ：認知言語学と英

語教育） 

2013 年 02 月

今井隆夫 イメージで捉える日本語と英語の事態認識の違

い：新しい言語知識教育をめざして(2)（講演の

使用言語は英語） 

豊田ＴＩＡ 2013 年 02 月

土田 満 菜食とアンチエイジング フェスタ 2011 2011 年 05 月

土田 満 健康づくりと思春期の食生活 学校保健集会 2011 年 11 月

土田 満 豊かさがもたらした生活習慣 名古屋市生涯学習セ

ンター主催・大学連携

講座 

2012 年 10 月

土田 満 生活習慣病予防へ新たな食の可能性 名古屋市生涯学習セ

ンター主催・大学連携

講座 

2012 年 11 月

土田 満 アンチエイジングへの誘い 名古屋市生涯学習セ

ンター主催・大学連携

講座 

2012 年 12 月

土田 満 人生を謳歌する長寿と食 名古屋市生涯学習セ

ンター主催・大学連携

講座 

2012 年 1 月 

土田 満 植物性食品の豊富な食事で健康に？ 名古屋市生涯学習セ

ンター主催・大学連携

講座 

2012 年 2 月 
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その他 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 カタツムリの魅力紹介（岐阜の自然「考」調査員

からの報告７）． 

岐阜新聞 2012 年 02 月

川瀬基弘 悪条件でも生きる陸貝（岐阜の自然「考」調査員

からの報告 14） 

岐阜新聞 2012 年 04 月

荻野剛史 「ベトナム難民」の「定住化」プロセス－「ベト

ナム難民」と「重要な他者」とのかかわりに焦点

化して－ 

2011 年度東洋大学博

士学位請求論文 

2012 年 03 月
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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 第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

から、受理して下さい。 

 

                                      記 

 

○論文題目 

 

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

 

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

                                         

○著者の所属と身分 

      氏   名        所     属         身  分 

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

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

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

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

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

 

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。） 

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

     ６．その他(具体的に：        ) 

○使用ワープロソフト名 ［                   ］ 

＜注意事項＞ 

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

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

領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。 

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

える場合は受理されないことがあります。 

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

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

名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。 

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

  

  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  ［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］  

 

１）用紙サイズ    Ａ４縦 

２）段組   

    １．標題部（論題，著者名，著者の所属）      １段組 

    ２．抄録部およびキーワード部         １段組 

     （日本語論文の欧文抄録・外国語論文および 

      日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録） 

    ３．論文部（論文本文，参考文献リスト）      ２段組 

     

３）行数 ４８行 

４）余白 

 ・天地   天から ３５ｍｍ 

       地から ３０ｍｍ 

 ・左右   左から ２５ｍｍ 

       右から ２５ｍｍ 

 ・２段組の場合の段間 ７ｍｍ 

 

５）仮ページ 

  （１論文内でのページ付け） 

  ・天の余白部分右肩に、 

    ページ数／総ページ数 

   の書式で記載する。 

  ・鉛筆書きが望ましい。 

 

６）各ページのヘッダー部（論文 

 １ページ目＝紀要名／その他の 

 奇数ページ＝論題／偶数ページ 

 ＝著者名）は通しページととも 

 に、業者に印刷を委託する。                               
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１−２．原稿の印刷        

 ・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。 

   

 

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項      

１）標題部          

      １．論題 文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

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

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

            ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

              きさとする。 

             （以下の空白行も全て同様） 

             ・中央揃え（センタリング） 

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

              ュ（−）を付す。 

             ３．著者名        

                      文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

              ら記述する。 

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

              表著者の判断にゆだねる。 

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

              する。 

              以下著者の増加には同じ方法で対応する。 

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

              中黒点を付さない。 

             ・中央揃え（センタリング） 

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

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

              の所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に 

              ＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増 

              やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の 

              項も併せて参照すること。 
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               ４．著者の所属 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

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

              所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記 

              述する。 

                           その他・所属名は正式名称を記載する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。 

・ 学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。      

               ５．受付日・受理日 

             ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。  ２）

抄録部         

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

  空白行を置いてから記述する。 

            文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・１行４８文字     ３）

論文部         

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

  付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

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

             ・左詰め  

      ３．本文 

            文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置   ＜１段組の場合＞  注意：特段の理由が無ければ次の２段組を 

             ・１行４８文字、４８行    原則とする。 
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                ＜２段組の場合＞ 

             ・１行２４文字、４８行 

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

              場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・可能であれば禁則処理をすること。 

      ４．使用記号および参考文献 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                            表記・各分野の慣行に従う。 

           配置・一段組または二段組                 ４）

欧文抄録部 ［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］  

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

              ら記述する。英文の場合、著者が２ 

              人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合は“，”で区切り 

              最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・著者の順序は、標題部にあわせる。 

             ・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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

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

                            所属、２行目からは先頭に＊を付 

              して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

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

             ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。                               

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

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

            ５．抄録 

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝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 ＝太字 

             ・大きさ ＝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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１４ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え 

             ・論題の次の行に、副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

      ３．著者名 

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

                      ら記述する。 

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

                      は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

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

                      る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

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

          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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

・ 著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の

所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

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

           する。 

             ・所属名は正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。                               

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

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．受付日・受理日 

・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部         

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

行を置いてから記述する。 

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

             ・太 さ ＝太字（ボールド） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。  ３）

キーワード（原著・総説では必須） 

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

・ 抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述す 

           る。抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記 

           述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語 

           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 ＝太字 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

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

        行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め 

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

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

       ３．本文 

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

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝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 ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                         表記・各分野の慣行に従う。 

                         配置・１段組または２段組 

          

［２］図および写真の掲載        

２−１．図および写真の作成        

・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出が
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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 
            Dry yeast(g)                          3                 3 
            Sugar(g)                            16.6              16.6 
            - - - - - -                           - - -               - - - 
 
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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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心身健康科学科 Division of Mind and Body Health Sscience, Department 
of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科  Division of Human Environmental Informatics, 
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
愛知みずほ大学大学院人間科学研究科心身健康科学専攻 Concentration in Mind and Body Health 
Sciences, The Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College  
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