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講演会記録 

愛知みずほ大学講演会記録 
日時:平成 26 年 11月 8 日(土) 13:30〜16:00 

              場所:ホテル トヨタキャッスル 華の間 
 
司会(土田満教授) 
このような講演会を開催できましたのは、豊田市、及び豊田市教育委員会、豊田加茂医師会、中日新

聞社、愛知みずほ大学後援会及び大学同窓会の皆様のご尽力によるものであり、この場をお借りして、

厚くお礼申しあげます。それでは初めに、愛知みずほ大学学長國井鏡より、ご挨拶させていただきます。 
  
國井鏡大学学長 
 ただいまご紹介頂きました愛知みずほ大学学

長の國井鏡でございます。本日はこの講演会に

ご参集いただき、誠にありがとうございます。

学校法人瀬木学園は、平成５年４月に豊田市平

戸橋町波岩の地に愛知みずほ大学を開学いたし

ました。以来本年３月末まで本学豊田キャンパ

スとして存在をしておりましたが、諸般の事情

によりまして、本年４月名古屋キャンパスに全

面移転を完了いたしました。豊田キャンパスと

しては約 20 年間の舞台の幕を下ろしたところ

でございます。なお、跡地につきましては前田

公園に隣接する緑多い住宅地として開発される

予定でございます。わずか 20 年間ではござい

ましたが、豊田市役所をはじめ関係部署の多く

の方々にお世話になりました。とりわけ、豊田

市アパート協同組合ならびに、大家さんには大

変お世話になりました。厚く御礼を申し上げま

す。平成 14 年度の教職課程設置以降は、豊田

市教育委員会をはじめ、多くの学校関係者、ま

た、臨地実習等では豊田厚生病院をはじめ、医

療機関並びに福祉施設に御厚情を賜りました。

改めて御礼を申し上げます。市民の皆様、こと

に猿投地域の方々、とりわけ平戸橋地区の皆様

方には、学生、教職員がお世話になりました。

なお、大学の近くにお住まいの方々には大変ご

迷惑をかけたことと思います。私が平成 10 年

に教員として愛知みずほ大学に加わり、 初の

３年間学生委員会委員長を仰せつかりましたが、

毎朝迷惑駐車の見回りをしまして、近隣の苦情

を聞くのが日課でございました。隣接しており

ます前田公園の駐車場を学生の車が占拠してい

て困るとの苦情も再三いただきました。また、

毎年秋の大学祭の時には騒音計を携えまして、

キャンパスの周りをテクテクと歩いたことを今

思い出しております。 
 本日の講演会は、過去20年間に亘る豊田市、

及び周辺市町村ならびに、住民の方々のご支援、

御厚情への感謝の一環として、また、ご迷惑を

おかけした方々へのお詫びとして開催すること

といたしました。 
 さて、本日のテーマは「ガンと糖尿病」でご

ざいます。いずれも生活習慣病ではあります。

「日本人の二人に一人がガンになり、三人に一

人がガンで死ぬ。」あるいは、「糖尿病は日本の

国民病」とも言われている現在には、ぴったり

のテーマではないかと信じております。加えて、

近の研究報告によりますと、糖尿病とガンと

の間にはどうも密接な因果関係がありそうだと

言うことであります。こうした関係からも、テ

ーマの選択は間違っていなかったのではないか

と思っております。 
なお、ガンをテーマに取り上げた理由はもう

一つございます。それは私ども瀬木学園の短期
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大学部第二代目学長の瀬木三雄先生の研究業績

との関わりです。先生は母子手帳の考案者とし

て、また、「腸は考える」あるいは「考える腸」

などで大変有名になりました「瀬木の帽子」の

発見者として有名でございますが、一方我が国

のガン疫学の先駆者としても有名でございます。

先生は東北大学の公衆衛生学講座初代教授とし

て着任早々、1951 年から53 年にかけまして宮

城県内のガンの実態調査を県医師会の協力を得

て実施をされており、我が国初めての地域のガ

ン罹患率を報告されたことで有名でございます。

以来精力的に日本のガンの疫学研究成果を海外

に発信をされました。当時私はコロンビア大学

ガン研究センターに留学しておりましたが、米

国のガン学会の機関誌である「キャンサーリサ

ーチ」に掲載される、日本発の論文のほとんど

は、瀬木三雄先生の論文であったと記憶してお

ります。1966 年には国際ガン登録学会設立を呼

び掛けられていて、五大陸のガン罹患率を毎年

発表するなど、多大な功績に対しまして、1975
年には中日文化賞、米国ガン学会も「キャンサ

ーリサーチ」10 月号の表紙に先生の研究室と近

影を掲載して、顕彰しております。また、くし

くも昨年末、ガン登録等の推進に関する法律が

可決成立しております。政省令の整備を経まし

て、再来年から施行されることになっておりま

す。これまでは健康増進法に基づく、各地方自

治体の努力目標に過ぎなかたこのガンの登録が、

この法律によりまして、国の責任において、ガ

ンの全数登録が義務化されることになるのでご

ざいます。瀬木三雄先生の先駆的な研究から 60
年の歳月を経て、大きく実を結ぶこととなるの

でございます。先生の卓越した先見性を偲ばず

にはいられません。 
 それでは本日の講師と私との関係について少

し触れたいと思います。表向きの経歴はすでに

ご存知と思いますし、後ほど主催者が改めてご

紹介すると思います。 
堀田先生は私の 10 年後輩で約 44 年前、私が

名古屋大学の第一内科教室の医局長をしており

ました時の入局者の一人でございます。普通な

らば大学院に進学をされるはずの秀才でござい

ましたが、当時博士制度反対・大学院ボイコッ

ト組の一人でございました。以来私と同じ研究

室に属しておりましたが、私と違いましてエリ

ート街道まっしぐらに登りつめた英才でござい

ます。 
 二人目の佐藤祐造先生は６年後輩でございま

すが、第三内科の大学院を修了されまして、第

三内科の助手を経て名古屋大学総合保健体育科

学センターの講師、助教授、教授、センター長

を歴任され、糖尿病を中心に肥満者、高齢者の

運動療法を研究されております。名古屋大学定

年後は第三内科時代の恩師でもある小出忠孝愛

知学院大学学院長の懇請を受け、同大学の心身

科学部の創設に尽力をされました。なお、多年

にわたる研究成果、ならびに糖尿病の啓蒙活動

に対しまして、平成 22 年度の日本糖尿病学会

坂口賞を授与されています。 
我々医師の世界では「小医は病を癒し、中医

は人を癒し、大医は国を癒す」との故事がござ

いますが、お二人ともまさに大医を極めた方々

でございます。なお、佐藤先生は文武両道の方

でございまして、日本拳法４段の腕前ですから、

パンチの利いた御講演を頂けるのではないかと

期待をしております。それではメーンイベント

の幕を開けていただきたいと思います、御清聴

よろしくお願いをいたしまして、開会ご挨拶と

いたします。御清聴ありがとうございました。
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司会(土田満教授) 
 それでは第一部「がんにならない、がんに負けない、がんと生きる」という演題で、ご講演をいただ

く堀田知光先生をご紹介させていただきます。お手元の資料をご覧ください。堀田先生は名古屋大学医

学部をご卒業後、東海大学医学部長、国立病院機構名古屋医療センター院長を歴任され、現在日本のが

ん医療の拠点であります国立がん研究センターの理事長また、総長でいらっしゃいます。それでは堀田

先生、よろしくお願いします。 
 

がんにならない、がんに負けない、がんと生きる 
堀田 知光 

国立がん研究センター理事長・総長 
 
 みなさまこんにちは、本日は土曜日の貴重な

時間の中、お集まりいただきましてたいへん感

激しております。愛知みずほ大学の講演会のお

話を伺ったのは、半年以上も前の話でございま

した。このような記念すべき行事にお招きいた

だきましたことに、瀬木理事長様をはじめご関

係の皆様に感謝申し上げます。先ほどご紹介い

ただきました國井学長先生は、私の大先輩であ

ります。先生にはすっかり持ち上げていただき、

私にとっては冷や汗がでるような思いでありま

す。さて、国立がん研究センターはどこにあり

ますかというと、東京の築地の市場の目の前で、

周りが寿司屋ばっかりのところにあります。毎

日そのようなメタボに良くないもの食べている

と佐藤先生に怒られそうな気がします。 
さて、今日はがんについてお話しするという

機会をいただきました。今日の参加者は一般の

方々が主だと聞いておりますので、医療関係も

ちらほらお見えになりますが、ここは一般の方

に向けたお話でご容赦いただきたいと思います。 
 それでは早速始めさせていただきます。 
 今日は「がんにならない、がんに負けない、

がんと生きる」というテーマを選ばせていただ

きました。国のがん対策は 1984 年に始まり、

昨年度までで第 3 次 10 か年総合戦略が終わる

に際して、国立がん研究センターとして今後何

を目指すかを全職員で検討し、このようなキャ

ッチフレーズを作りました。それを今国立がん

研究センターのHPのトップに据えてございま

す。がんにならないというのは予防、それから

早期発見もございますし、それからがんになっ

てしまったらどうやって対処したらいいかとい

う問題、それから、がんになった後、どのよう

に生きたらよいか。こういうことを社会全体で

考えていきたい、国立がん研究センターはその

先導役を果たそうという趣旨でございます。本

日の話題はここにありますように、 初にがん

の現状と、これからの予測を、大きく見ていた

だこうと思います。二番目に先ほど申し上げた

課題を一つずつ、今日は全般的なお話をしてま

いりたいと思います。 
1.がんの今とこれから 
 そもそも、がんというのはどういう病気で人

類史上いつからあるのかです。この写真（スラ

イド 1）は、古代エジプト、今から 3000 年か

ら 4000 年前の遺跡ですね。そこから出てきた

ミイラを検査してみた資料があります。これは

男性のミイラで、CT、エックス線の検査をしま
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すと、前立腺がんがみつかったという事でござ

います。この画像を縦に、輪切りにしてみます

と、脊椎とそれから骨がやっぱりむしばれてい

ますので、転移性の前立腺がんということが分

かります。この他にもいろいろと資料がありま

すが、少なくとも神世の時代から、がんはあっ

たということです。けっして 近でてきたとい

うような病気ではないといえます。 

1

 
 ではどのようにしてがんは生まれてくるのか

です。これにつきまして、 近分かってきてい

ることを、少しお話ししたいと思います。人間

の体は図（スライド 2）の一番右にありますよ

うに、約 60 兆の細胞でできている。60 兆と言

ってもなかなかイメージがわきませんが、600
万の 100 万倍ぐらい、ちょうど国家予算が 90
兆から 100兆円でありますが、そのくらいの細

胞数で、一人の人間の身体ができている。これ

だけの細胞がそれぞれ組織や臓器を構成してい

るわけです。それをさらに細かく見てみますと、

１個の細胞の中に核という中心になる塊があっ

て、そこに染色体があり、らせん状の２本の鎖

状のＤＮＡが遺伝子を構成しております。さら

にこれを紐解いていくと４つの塩基の暗号文に

なっています。これが細胞を形成する設計図と

いうことになるんですね。どの細胞も同じ設計

図を持っていますが、細胞ごとに働く遺伝子が

制御されてさまざまな組織や臓器が形成されて

いきます。さて、人は１日にどのくらい細胞が

入れ替わっているか、ということになりますと、

大体１日に１％から２％の細胞が入れ替わって

いる。入れ替わるということは、一部の細胞が

死んで、一部新しい細胞が生まれ、単純に計算

すると、大体100 日くらいで１回転ということ

になります。そうすると３か月前の細胞は、基

本的にはもうないという計算になります。日々、

新しく入れ変わっているけれど３か月前と今と

でそんなに体の形は変わっていませんよね。そ

れはどうしてかというと、遺伝子の設計図通り

に細胞がどんどん生み出されていくからです。

ところが、細胞の中の遺伝子は時々コピーミス

をすることがあって、このコピーミスがたまた

ま、がんに向かう変化となり、それが次の世代

に受け継がれることがあります。細胞が分裂す

るごとに変化が消えてしまえば問題ないですが、

それが受け継がれるというケースが起こります

と異常な細胞の塊となりがんとして認識される

ようになるというわけです。 

スライド　2 

 
では、がんになるようなコピーミスがどのく

らいの頻度であるのかというと、細胞分裂の数

万回に１回は起こるとされ、毎日がんは発生し

てもおかしくはないという計算になるそうです。

しかし、人は実際にはそんなに頻繁にはがんに

なることはない。それはなぜかといいますと、

細胞には異常な遺伝子を修復してがん化を抑え
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る仕組みがあるからです。それ以外にもがんに

対する免疫の働きなど、色んな仕組みがありま

す。それでも、異常細胞が防御機構をすり抜け

て増えて行くと、がんになります。私たちの身

体は見た目は変わっていないけれど、体の中で

はずいぶんと細胞が入れ替わっていて、その入

れ替わるための細胞分裂の過程で遺伝子のコピ

ーミスがおこって、それががんの発生につなが

るということが分かってきています。 
 正常な細胞のどこかの遺伝子に傷が入っても

普通はそれだけではなかなかがんにはならない

んです。大人になって加齢を伴って出てくるが

んは、ほとんどが多段階発がん（スライド 3）
と言って、いくつかの遺伝子異常が重なってく

るとがんになります。そういうことから、大人

のがんを「だんだん病」という言い方をする先

生もいます。がんは遺伝子の異常が「だんだん」

と蓄積して発生し、悪性になる。こういうわけ

ですね。がん化の過程で、アクセルのように働

く遺伝子もあれば、これにブレーキを掛ける遺

伝子の働きもあり、このせめぎ合いの中で、が

んが早く進行したり、ゆっくり進行する場合が

あるわけです。がん化は遺伝子の異常の積み重

ねですからいったん起こったらもとに戻るのは

難しいわけですが、予防によって多段階の発が

ん過程を止めたり、少しでも遅らせるというこ

とはできるのではないかと思います。 

傷がつく遺伝子の種類 

・がん遺伝子の活性化 

・がん抑制遺伝子の不活化 

遺伝子の異常

スライド　3 

 

2.がんにならない 
 さて、日本人ではどのくらいの方が一生のう

ちにがんになるリスクはあるのでしょうか。10
人に１人か、５人に１人か、２人に１人か、イ

メージをお聞きしたいと思います。まず、10 人

に１人だと思う方。……少ないですね。では、

５人に１人くらいだと思っていた人は……はい。

それでは２人に１人と思っていた方……意外と

多いようです。実は、２人に１人というイメー

ジは、一般の方々にはまだまだ定着していない

のが現状です。本日いらっしゃる方々はとても

勉強家だということですね。男性の生涯リスク

が 54％、女性の場合は 41％ということで差が

あります。なぜ男性のリスクが大きいかという

と、タバコや飲酒などの生活習慣やストレス、

遺伝などいろんなことがおそらく絡んでいると

考えられます。次に、日本人の死亡原因の推移

を見てみますと(スライド 4)、第二次世界大戦を

境にすごく変わっているのが分かります。戦中

と戦後初期には結核が、死亡原因として大変重

要な疾患でした。それも若い人では死因のほと

んどが結核だったのです。それが治療の進歩や

生活環境の改善などによって急速に低下しまし

た。そして変わりに増えたのが脳血管障害、高

血圧でした。一方で、がんによる死亡がじわじ

わじわじわ増え、ついに 1981 年にがんが死因

の第１位の座を獲得する事になったのです。そ

して現在では、日本人の２人に１人ががんにな

り、３人に１人ががんで亡くなっています。 
死亡率の推移を見ていただくと、近年はがん

が頭打ちになってきて、減少傾向にあるように

見えます。これは年齢調整死亡率といって、年

齢層によって異なる人口を補正して一定にした

ときの死亡率を示しています。もう一つの重要

なポイントである、がんに罹りやすさ、すなわ

ち罹患率（スライド 5）を見て行きますと、全
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体としては増え続けているように見えます。そ

こで、年齢別にがんになりやすさを見て行きま

すと図の右の方、すなわち高齢になるほどがん

の罹患率が高くなるというのは分かります。こ

れだけみると高齢者ではものすごい罹患率にな

りますけれども、高齢になると他の病因で亡く

なる人も当然高くなるので、分母になる人口が

だんだん小さくなる。ですから、がんになる率

が余計高く見えるのです。ここで特徴となるの

が、年齢階級別でみると若い女性のがんになる

リスクが高いことですね。これは、女性に特有

の子宮がん、乳がん、卵巣がんといった、比較

的若い年齢層に発生するがんが押し上げている

からです。この年齢層の女性には検診やワクチ

ン接種などの対策が重要ということがこの図か

ら見て取れます。 

がん死亡者数と 全死亡者に対する割合

がんは国民病

平成22年人口動態統計 スライド　4 

 
 

年齢別にみたがんの罹患率  (1 9 8 0 年、 2 0 0 6 年）

生産年齢

死因の4 0 % を占める

労働力の喪失は
年に1 .8 兆円＊

*「 がん対策の費用の分析」
（ 分担研究者： 福田敬平成2 0 ・ 2 1 年度厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

高齢者のがんは
さ ら に増加する

スライド　5 

 
 一方、高齢者のがんはまだまだ増えると見込

まれています。それからもう一つのポイントは

20 歳から 65 歳までの、いわゆる生産年齢のが

んも軽視できない状況にあります。ある集計に

よりますと、この世代の死因の 40％はがんであ

ります。がん治療の間仕事を休んだり、辞めた

り、あるいは亡くなることも考えますと、この

年代層のがんによる労働力の年間損失は、1.8
兆円になるとの試算があります。ということは

その分だけ、税収も減るということになります。

したがってがんを早く見つけ、早く治療する事

で社会復帰していただくことがとても重要です。

この世代のがん検診は非常に重要な意味がある

と思います。 
 一方で、高齢者はどうでしょうか。高齢の方

はもちろんがんになる確率は高いのですが、ど

ちらかというとゆっくり進行するがんが多いの

で、見つけ次第に徹底的に治癒を目指すという

のは必ずしも適切とは言えません。患者さん個

人の考え方を基本に、リスク対効果、医療経済

的な側面からのガイドラインが必要になってく

ると思います。 
 日本の人口ピラミッドの変化（スライド 6）
はよく新聞等でよく見る図だと思いますけれど

も、2005年には 65 歳以上の高齢者は 20％でし

た。21％以上の場合を超高齢社会というそうで

すが、2030 年には高齢者が 32％になると予想

されています。いわゆる団塊の世代が 2025 年

には全部 75 歳以上に入ってくる時代が目前に

迫っています。これはがんだけではなく日本の

社会構造、あるいは医療のあり方としてどう乗

り越えて行くかという大きな課題です。この状

況は中国やヨーロッパ、アメリカでも、同じ道

をたどるに違いありません。その中で先頭を行

く日本が、きちんとした対応策を立てて乗り切

れれば、世界の先進モデル、いわゆる課題解決

国としてリーダーシップを取れるでしょう。逆
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に失敗すると労働力がどんどん減り、国として

の形が成り立たないということになるかもしれ

ません。 

人口ピラミッドの変化予測 

Age 

総務省「国税調査」および「人口推計」、人口問題研究所「日本の将来推計人口」 

65歳以上の人口は2025年にピークを迎える 

スライド　6 

 
 では、がんについての将来予測についてお話

をしたいと思います。この図（スライド7）は、

がんの罹患数と死亡数の予測を表しています。

図の左側が罹患数であります。全体を見ると増

え続けますが、内容を見ると、65 歳未満では下

がっています。しかし、高齢者層の罹患数は増

加すると予測されます。これは高齢者人口がこ

のように増えているためでで、罹患率が上がる

ということでは必ずしもありません。このよう

に、総数で見るとがんの罹患数は全体としては

増える傾向にあるということになります。一方、

右側の死亡数はどのように予測されるかという

と、74 歳以下の世代に関しては減少していくと

予測されます。予防や早期発見、治療の向上に

加えて人口自体が減るということが影響します。

逆に後期高齢者の死亡総数が増えると予測され

ます。高齢の方のがんに対して、若い人と同じ

ような発想で、同じような対策をこのままやれ

ばいいのかという議論をしっかりやっていかな

いといけないと思います。 
年齢調整罹患率と年齢調整死亡率を一つの図

（スライド 8）にまとめてみます。がんになる

率はこれからも徐々に増えて行く一方、死亡率

は年々下がってきています。現在、年間約 84

万人がんになり、37 万人くらいががんで死亡し

ています。その差の約 45 万人がいわゆるがん

体験者、サバイバーという形で増えています。

今ではがん体験者は数百万人となり、まだまだ

増えると予測されます。 

がん罹患数・ 死亡数の予測
がん罹患数（年平均） がん死亡数（年平均） （万） （万） 

77.8万 

85.3万 

90.3万 
92.5万 35.7万 

37.6万 
38.6万 

39.3万 

国立がん研究センターがん対策情報センター スライド 7  
 

がんの罹患率と 死亡率の差は広がっ ている

年齢調整死亡率は減少
傾向にあるが、 年齢調
整罹患率は上昇を続け
ている

2 0 1 0 年の罹患推計数
は8 0 .5 万人

がんサバイ バーシッ プ
の重要性

罹患率

がんの統計’ 1 3

死亡率

がん体験者が増えている

スライド 8  
次に、日本人で何ががんになる要因か示しま

す（スライド9）。男性の場合は第一の要因は明

らかに喫煙です。その次がＣ型肝炎、ピロリ菌

などの感染症ですね。その次には飲酒、塩分の

取りすぎ、野菜不足などが知られています。 
 女性の場合は原因の第一はタバコや飲酒では

なく、感染症です。感染症に関しては男女あま

り差がないのですが、女性に特有の子宮頸がん

の原因となるヒトパピローマ・ウイルス（HPV）
感染があります。感染症に関しては除菌療法や

抗ウイルス薬、ワクチンなどにより減らすこと

は可能です。 

9
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日本人のがんの原因（ 2 0 0 5 年罹患例）
国内疫学研究の系統的分析に基づく 推計

Inoue M, et al. Ann Oncol 2012;23:1362-9. 

% % 

スライド 9  
 
それからもう一つ、喫煙と飲酒については個

人が努力すればいいのですけれども、なかなか

容易にはいかないということがあります。個人

の努力のみでなく、社会としてこういったこと

に対策を打つべきだと思います。特に受動喫煙

は罪深いと言えます。自分が吸っていてがんに

なるのはある意味、自業自得という面もありま

すけれども、タバコを吸わない人が、他人の喫

煙のせいでがんになるのは、あってはならない

問題であると思います。こうした受動喫煙の影

響は、無視できないというのが 近の研究の結

果であります。そのほかには、辛いものの取り

過ぎ、体重は痩せすぎや太り過ぎ、糖尿病もが

んとの関係が知られています。 
こういったがんに関する情報がどこにあるか、

がんの情報があっても、何が正しいのかよくわ

からないという言葉をよく聞きます。国立がん

研究センターではがん情報サービス（スライド

10）をインターネットで公開しています。がん

の説明や治療法などを一般の人が分かるように

工夫してあります。たとえば、がんにならない

ための生活習慣として喫煙しない、アルコール

の節酒、そして塩分を控える、体を動かす、体

重を一定に保つ、この５つの生活習慣を守ると

どのくらいがんのリスクが減るかを示していま

す（スライド 11）。生活習慣の注意を何もしな

いか１つだけ気を付けた場合にはあまり変化は

ありませんが、２つだとリスクは少し下がりま

す。そして、５つ全部を励行すると、がんの発

生リスクは半分近く下がります。もっとも、生

活習慣だけでがんになるわけではなく、環境の

影響や遺伝もあって、個人の努力じゃどうしよ

うもないところもありますが、そういう要因を

差し引きますとだいたい半分になると考えられ

ます。これらの５つの生活習慣を全部励行した

ら人生楽しくないという人もいますが、タバコ

については吸っていていいことは全くないです。

お酒に関しては例えば晩酌程度、一日一合ぐら

いであれば、統計的にがんになりやすさには関

係がないとされています。しかし、深酒、例え

ば５合以上飲まれる方は明らかにがんになりや

すさは高いということになります。嗜好の問題

ですから、あまり強制はできませんけれども、

長生きしたかったら、節酒した方がよいと言え

ます。 

 
 近、がんにならないための新 12 カ条（ス

ライド 12）が出ています。何が新なのかといい

ますと前の 12 カ条では、「焦げ目のあるものは

やめましょう」が入っていたのです。皆さんも、

魚のお焦げなんかを食べたらがんになるといっ

たことを聞いたことがあると思います。しかし

これは、統計的にあまり根拠がないということ

が分かったのです。研究の結果、日常生活で普

10



講演会記録 

通に焦げ目のあるものを食べる程度では、がん

のリスクに影響しません。毎日お焦げをどんぶ

り一杯ずつ食べるとがんになるかもしれないと

いう程度だといわれています。新 12 カ条の中

には先ほど申し上げた５つの生活習慣以外にも、

ウイルス感染の検査やがん検診なども奨めてい

ます。 

5つの健康習慣とがんリスク 
【非喫煙、節酒、塩蔵品控えめ、身体活動、適正体重】 

５つの健康習慣を実践している数 

Sasazuki S, et al. Prev Med 2012;54:112‐6. 

男性 女性 

生活習慣と がんリ スク （ 観察型研究）

スライド11 

 

スライド12 

 
3.がんに負けない 
次に、今日の話題の３つ目の「がんに負けな

い」という話です。みなさん、ご自分のがんの

イメージをお聞きしたいと思います。「がんは死

に直結する、恐ろしい病気」というイメージか、

それとも「長く付き合う慢性病」というイメー

ジのどちらでしょうか。前者だと思う方は手を

挙げてください。結構多いですね。次に慢性病

だと思う方は挙手願います。こちらは少ないで

すね。やはりがんは怖いというイメージを持た

れている方が多いですね。これからがんのイメ

ージはずいぶん変わってきたという事について

お話しします。 
がんの治療（スライド 13）には手術療法、抗

がん剤を使う薬物療法、放射線療法があります。

そして、これらの治療を組み合わせた集約治療

というものがあります。ここで、皆さんにがん

を治すという面から見た場合に、どの治療法が

一番貢献しているかについてお尋ねします。現

在の治療では全体として 52％の患者さんが治

癒すると考えられます。それでは、治癒に一番

に貢献する治療法は、外科治療、抗がん治療、

放射線治療のどれだとお考えでしょうか（スラ

イド 14）。 

がんの治療

 手術療法 
 薬物療法 
 放射線療法 
 免疫療法（保険診療ではできない） 
 上記の組み合わせによる集学的治療 

スライド13 

 

37% 

10% 5% 

48% 

外科治療 

放射線治療 
抗がん剤治療 

治癒は困難 治癒が期待できる 

治癒率が高いがん治療は？

スライド14 

 
正解は外科治療なんです。次は放射線です。

薬物療法だけではがんが治るのは５％位と言わ

れています。ただし、これには条件があります、

がんが早く見つかって、局所にとどまっていれ

ば、外科治療の適応であり、治る確率が高くな

11
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ります。放射線治療も局所療法ですが、手術が

難しい部位や浸潤する性質のがんには放射線治

療が有効です。薬物療法だけで治ることが少な

いというのはなぜでしょう。二つの理由があり

ます。まず、多くのがんでは化学療法の効果は

治癒をもたらすほど効果が高くないこと。二つ

目にそれに関連して、治療法の選択はがんの広

がり具合（病期）が重要です。がんが限局して

いる場合には外科療法を選択し、病期が進んで

いて外科療法の適応がない場合に薬物療法を行

います。それでは、望ましいがん薬物療法とは

何かと考えますと、まず安全で確実に効くこと

ですね。それから、体にあまり過度な負担がか

からないこと、副作用が少ないといったことで

すね。薬物療法の場合は長期に使用しても安全

であること、さらに治療費が過度の負担になら

ない事だろうと思います。 
これから少し抗がん剤による薬物療法の話を

したいと思います（スライド 15）。これまでの

抗がん剤は、がん細胞だけでなく周りの正常な

細胞も一緒にダメージを与えてしまいます。そ

の後、がんは縮小したまま、正常な細胞が回復

してくると有効とされます。さて、薬の効果と

副作用の関係は、一般薬ですと、薬の量を増や

していくと効果が上がっていき 大の効果が得

られるところでも毒性はまだ現れません。とこ

ろが、抗がん剤の場合には効果と毒性が出る用

量が近接している。すなわち、 大効果を狙う

には副作用は避けられない、という関係にある

のです。さらに場合によっては効果がなく、副

作用だけが現れることもあります。主な副作用

は、白血球や血小板が減るといった、いわゆる

血液毒性が主なものですね。他には脱毛、吐き

気、食欲不振などさまざまな事があります。 
近年、臨床導入されている分子標的薬（スラ

イド 16）といってがん細胞のもつ目印に対して、

がん細胞だけを攻撃するようにデザインされた

薬の開発が行われています。これは、遺伝子解

析などでがんの性質や細胞の表面にあるいろい

ろな目印が分かってきたということによって可

能となりました。がんの分子標的薬は今から 20
年くらい前から急速に開発され、今では新しい

薬物療法の中心にシフトしつつあります。また、

従来の抗がん剤との組み合わせでより高い効果

を目指すのが主流であります。 

抗がん剤
 がん細胞のみでなく 、 正常組織も 攻撃する。

 最大の抗腫瘍効果は最大耐容量の近く で得ら れる。

 おも な副作用は血液毒性（ 白血球減少、 貧血など）
で、 その他に脱毛、 吐き 気、 食欲不振などがある。

 抗がん剤は発がん性がある。

作
用

用量 

一般薬

効果 毒性

作
用

用量 

抗がん剤

効果 毒性

スライド15 

 

分子標的薬

標的分子を選択的に攻撃するので、 正常組織への影響が少なく 、 副作
用が少ない。

絨毯爆撃 ピンポイ ント 攻撃

がん細胞 

正常細胞 

スライド16 

 
ところで分子標的薬のほとんどが海外で開発

されていて日本に輸入されています（スライド

17）。その結果、日本の抗がん剤に関する貿易

赤字は膨らんで、年間２兆円に達しています。

したがって日本発の新しい抗がん剤や分子標的

薬を作っていかないと、いつまでたっても貿易

赤字を抱えるということになります。こうした

背景を踏まえて、アベノミクスは成長戦略の目

玉として新薬の開発に力を入れています。 

12
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分子標的薬

小分子化合物
– グリ ベッ ク   慢性骨髄性白血病  (BCR/A BL)
     胃間質細胞腫瘍（ G IST )(c-k it)

– イ レッ サ   肺腺がん  (EGFR)
– ベルケイ ド   多発性骨髄腫
– アフ ィ ニト ール   腎細胞がん、 膵神経内分泌腫瘍

モノ ク ローナル抗体
– リ ツキサン   B細胞リ ンパ腫(CD2 0 抗原）
– ハーセプチン   乳がん（ H ER2 陽性）
– アバスチン   大腸がん、 乳がん(V EG F)

放射線結合抗体（ ミ サイ ル療法） ）
– ゼバリ ン   B細胞リ ンパ腫(CD2 0 抗原）

スライド17 

 
しかし、これまで日本は何もしてこなかった

わけではありません。日本のアイデアで開発さ

れた分子標的薬として胃間質腫瘍に対するグリ

ベックや乳がんに対するハ―セプチンなどがあ

ります。 
分子標的薬を含む抗がん剤や手術療法、放射

線治療を組み合わせた集学的治療によって、が

んの生存率はどのくらい改善したでしょうか。

５年生存率（スライド 18）を見ていただきます

と、今から 10 年ほど前には、全部のがんをひ

っくるめていいますと 53％くらいだったのが、

近では 60％になり、どんどん向上しています。

このような生存率などの数値はどのようにして

測られるのかについては、先ほど國井先生がお

っしゃられていた、瀬木三雄先生が始められた、

各地の地域がん登録のデータを集めて計算され

たデータであります。ただし、治療法の進歩で、

これだけよくなったと手放しで喜んでいるわけ

にはいきません。むしろ、早く見つけて治療す

ることができるようになったということが大き

いかもしれません。 
もう一つ、５年生存率を病期別で見ますと（ス

ライド 19）、Ⅰ期では 85％、Ⅳ期になると 10％
切る状態で、見つかった時期によって全然違い

ます。乳がんでは、早期に見つかれば９割以上

の人が５年生存可能です。しかし見つかるのが

遅ければ 30％に低下してしまいます。いかに早

期発見が重要であるが分かります。 
4.がんと生きる 
次に、本日の四つめの話題である「がんと生

きる」を取り上げたいと思います。もし、ご自

分ががんになったら、何を望みますか。多くの

がん体験者から聞かせていただきますと、やは

り第一には治りたい。しかし、みんなが治るわ

けではなく、中にはどうしても治らない難しい

タイプのがんもあります。そうした場合に、治

らなくてもなるべく長生きしたい、普通の生活

がしたいと望むのが普通です。また、本当のこ

とを知りたい。ウソで固められて、大丈夫と言

われながらどんどん悪くなるのは、自分の残さ

れた時間をどう過ごすかということからいえば、

大変残念なことであるといえます。 

がんの5 年相対生存率（ 全がん） の推移

ただし、早期発見例が増えたことも影響している 

スライド18 

 

病期別の5 年生存率(2 0 0 0 ～2 0 0 5 年診断症例）

がんの統計‘ 1 3

全国がん（成人病）センター協議会31病院 

生存率はがん腫ごと、病期ごとに大きく変わる 
早期発見と早期治療が望まれる 

　全がん　　　食道　　　　　胃　　　　　結腸　　　　　直腸　　　　　肝　　　　　肺　　　　　乳房 

5
年
生
存
割
合 

(%) 

スライド19 

 
私も父をがんで亡くしました。今から 40 年

ほど前の話ですが、がんとは告知しませんでし

た。大丈夫、これはポリープだと信じさせたの

13
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です。しかし、本人はどうもおかしいと感じな

がら、私も口に出せないまま、 期を迎えまし

た。今から思いますと 後の時間を大事にして

もらいたかったですね。そうした経験から、私

は自分がもしがんになったら本当のことを知り

たいと思っています。 
ただ、がんの告知で気をつけたいのは、予後

と余命は違うということです。予後とは、病期

や、がんのタイプによる多くの患者の生存期間

の平均として幅のあるものです。一方、余命と

いうのはその人の個人の残された時間という話

です。「あなたの余命は半年です」という事を宣

告することです。「あと半年ですよ」と言われた

が、３年生きることも少なくありません。余命

については、むやみに言うべきではないと私は

考えています。がんの病期や悪性度については

本当のところをきちんと伝え、お互いに知った

上で、ベストな治療法を選択すべきです。患者

さんがどう納得して治療を受けるのか、本当の

ことをしっかり理解していないと、結果が思わ

しくない場合に、不信感につながります。した

がって、なるべく患者さんと医師はお互いに本

当の事を知り、伝え合うことが大切だと思いま

す。 
  それから、治療法が手詰まりになった時に、

どこか別の病院に行って下さいというのはもっ

てのほかで、 後までしっかりと「寄り添って

いますよ」という態度はほしいですね。がんに

なればだれもが落ち込みます（スライド 20）。
がんの告知は、いきなり何の前触れもなく伝え

るのではなく、患者さんが受け入れやすい環境

で順をおって話します。それでも落ち込むのが

普通です。多くの患者さんは、2 週間くらいで

次第に受け入れるようになりますが、中には、

適応が難しい人もいます。こういうときは早め

にカウンセリングを受けることが重要になって

きます。今日では緩和ケアチームがどこのがん

拠点病院にも存在していますので、診断された

ときから介入してもらうことができます（スラ

イド 21）。昔は緩和ケアについてターミナルケ

アと同じ意味で、末期になってから痛みを和ら

げたり、心理的なサポートをすることとされて

いました。今では、がんと診断された時から体

や心の痛み和らげるための緩和ケアが普通にな

ってきています。 

がんと 言われたと き の心の変化

患者必携「 がんになっ たら 手にと るガイ ド 」

誰でも 落ち込みます。 まずは、 その心境を 素直に受け入れるこ と です。
そこ から 抜け出すには、 ひと り で抱えないこ と が大切です。
信頼でき る人に不安やつら い気持ちを話すこ と で、 次第に気持ちの整理がつき 、 心
が少し 落ち着く でし ょ う 。
日常生活に支障が続く なら 、 専門的な治療が手助けになり ます。

スライド20 

 

がんと 診断さ れた時から の緩和ケア

W H Oの定義

生命を 脅かす疾患による問題に直面し ている患者と その家族に対し て、 疾患の早期より
痛み、 身体的問題、 心理社会的問題、 スピリ チュ アルな（ 霊的な・ 魂の） 問題に関し て
き ちんと 評価をおこ ない、 それが障害と なら ないよう に予防し たり 対処し たり するこ と
で、 ク オリ ティ ・ オブ・ ラ イ フ （ 生活の質、 生命の質） を改善するためのアプローチ

がんに対する治療

つら さ や症状の緩和

緩和ケアチーム
  緩和医療医
  精神科医
  看護師
  薬剤師
  栄養士
  理学療法士
  ソ ーシャ ルワーカ ー

看取り
グリ ーフ

ケア

スライド21 

 
緩和ケアは、がんそのものの治療には直接関

係しませんが、治療の成功率につながるとても

重要なことだし、患者さんが安心と納得をして

治療受け入れるためにも重要なことでもありま

す。また、困りごとがある場合にはがん拠点病

院には必ずがん相談支援センターがあります。

そこでは、医療情報の提供、セカンドオピニオ

ンの紹介、あるいは経済的な問題も含めていろ

んなことが相談できます。たまに、セカンドオ
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ピニオン外来に、治療結果がよくない、この医

師や病院で本当にいいのかというようなことを

相談される方がいます。しかし、セカンドオピ

ニオンの目的はこれから受ける治療について第

３者の専門家の意見を参考にして、納得して選

ぶということにあります。セカンドオピニオン

を切り出すのは、今の先生に申し訳ないとか、

怒られるんじゃないかとか思う人がいますが、

それは心配ありません。もし、気分を害するよ

うなことがあるなら、その医者をやめた方がい

いです。自分の治療や診断に自信があるなら、

「どうぞセカンドオピニオンを受けてくださ

い」というはずです。 
後に、がんとの付き合い方についてです（ス

ライド 22）。まず第一に、がん検診で早く見つ

けて治るものは治していくのが大前提です。次

に正しい情報を得ることです。世の中にはがん

に対する情報がたくさんあります。例えば、「が

んの治療法」についてヤフーで検索すると 100
万件くらい出てきます。その中で、本当に正し

い情報は何か、どうやって選ぶかが問題です。

国立がん研究センターのがん情報サービスの

HP を見ていただけると、解決の糸口になりま

す。次に、主治医にちゃんと自分の気持ちや考

えを伝え、本当のことを聞いて納得することで

す。また、遠慮なくセカンドオピニオンを利用

する。そして、家族との絆はとても重要です。

日常の家族や友人とのコミュニケーションの中

で「自分はどう生き、どう 期を迎えたいか」

を深めていきたいと思います。こういうコミュ

ニケーションの広がりとして、新たなコミュニ

ティが出来上がっていくと思います。いまの日

本の社会では、孤独死や無縁死という言葉をよ

く耳にします。ところが、 近聞いた話では、

フランスではそのような言葉自体がないという

ことです。無縁とは、縁がないということです

が、近所の人とのつながりが保たれていれば、

家族が近くにいないか、縁がたとえ途絶えてい

たとしても、コミュニティとしてつながりがあ

れば、孤独死でも無縁死でもないということだ

そうです。 

がんと の付き 合い方

 早期発見に努める

 正し い情報を得る（ がん相談支援センタ ー）

 主治医と のコ ミ ュ ニケーショ ン

 セカ ンド オピニオンを利用する

 家族の支え

 日常から 死生観を深める

スライド22 

 
パリでは５階建てのアパートで、エレベータ

ーのないような古い建物が並んでいますが、住

居人の中に高齢者が結構いるそうです。ひとり

暮らしの老人たちが、お互いに気遣い見回って

いる。「そろそろあの人は……」という話が近所

の人たちに通じていて、救急車を呼んだりはし

ない。翌日に死亡を確認して、医師や家族に連

絡するのが普通なのだそうです。それを、こと

さらに孤独死や無縁死といわない、個人が自立

したコミュニティが成立している。それが成熟

した社会の姿ではないかそんなことを感じた次

第です。 
御清聴ありがとうございました。 
 

司会(土田満教授) 
第一線の話を簡潔に分かりやすくお話しいた

だき、今後の生活を大いに考えさせられました。

今話題の池上彰先生にもぜひお聞かせしたいよ

うな講演を、ありがとうございました。 
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司会(土田満教授)  
これから第二部を始めさせていただきます。現在糖尿病で悩んでおられる方がたくさんいらっしゃる

時代になりました。糖尿病について長年研究しておられる、佐藤祐造先生より「糖尿病にならない、な

っても共に長生きしよう」と題しましてご講演いただきます。 
 佐藤先生は名古屋大学医学部、大学院を修了後、名古屋大学総合保健体育科学センター教授、愛知学

院大学教授を経て現在、本大学の大学院研究科長を務めております。それでは、佐藤先生よろしくお願

い致します。 
 

糖尿病にならない、なっても共に長生きしよう 
佐藤  祐造 

愛知みずほ大学大学院人間科学研究科特任教授 
 
 ご紹介いただきました佐藤祐造でございます。

大学では、佐藤先生とは呼ばれず、皆様祐造先

生と言います。私は新参者で、この豊田キャン

パスで教育、研究の経験がない私が講演をさせ

ていただくということで大変光栄に存ずる次第

でございます。また、今日はいろいろな先生に

お願いしまして、その結果、たくさんの方に来

ていただき、心より御礼申し上げます。司会の

土田教授は大学院副研究科長です。我々のとこ

ろの大学院のコマーシャルを少しさせていただ

きます。大学院人間科学研究科ということで、

瀬木学園は「健への探究」がカレッジポリシー

となっておりまして、そういう学問領域を中心

にした大学院です。昼夜開講制で、さらには、

大学を出ていなくても、専門学校、短期大学の

ご卒業の人でも社会人入学ということで入学で

きます。もし、関心がおありの方は、書類が受

付に用意されておりますので、１月 31 日が入

学試験です。まだ十分間に合いますので、ご持

参いただきたいと思います。ということで、コ

マーシャルはこのくらいにして、いよいよ本題

に入りたいと思います。 
1.糖尿病・糖尿病合併症とは 
 糖尿病とはどういう病気かというと、膵臓か

ら分泌されるインスリンという血糖値を下げる

ホルモンの出方が少ない、または作用が弱くな

ってしまう。そのために糖が利用できず、血液

の中に溜まって、高血糖になって尿に糖がでる

というのが、糖尿病です。 近どんどん増えて

います。しかし、予備軍も合わせれば少し減っ

たという状況にあります。11 月 14 日は世界糖

尿病デーでございまして、実は私も来週盛岡へ

講演に行くことになっています。この世界糖尿

病デーは 2007 年一番初めに行われ、東京タワ

ーがライトアップされました。これは名古屋城

のブルーライトアップでございます。 
 糖尿病は大きく二つに分けますと、もっと細

かく分かれるのですが、とりあえずは 1型糖尿

病と 2型糖尿病。要するに、膵臓のランゲルハ

ンス島のβ細胞からインスリンは分泌されるの

ですが、そのβ細胞が壊れ、毎日注射を射たな

ければいけないのが、1 型糖尿病です。必ずし

もそうでないのが 2型糖尿病で、 近増えてい

るのは 2 型です(図 1)。インスリンが完全に無

いのが 1型です。もう一つの 2型はインスリン

分泌能の低下に加えて、インスリンはあっても

血糖値が下がらない、インスリンの作用が弱ま

っている、この状態をインスリン抵抗性といい
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ますが、このインスリン抵抗性とインスリン分

泌能低下が主な原因です。 

図1   2型糖尿病の発症メカニズム 

前川 聡:インスリン作用とブドウ糖毒性，基礎と臨床 西村書店2007，p226、落合慈之（監）：糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック，学研 2010，p21 

遺伝因子 

環境因子 

遺伝因子 

環境因子 
過食、運動不足 

肥満、ストレス、加齢 

インスリン 
分泌能低下 

インスリン 
抵抗性増大 

インスリン作用不足 

高血糖 

糖
毒
性

悪
循
環 

高血糖の持続 

高血糖自体による 
インスリン分泌能↓ 
インスリン抵抗性↑ 

高血糖を助長 

食事・運動習慣の改善は、2型糖尿病の予防・治療に役立つ。 

 
 インスリン抵抗性がなぜ起きるかというと、

食べ過ぎ、運動不足、肥満、ストレス等々が関

係します。先ほどのがんも遺伝が関係するとい

うことですが、糖尿病も遺伝が関係し、その他

に生活習慣が発症に関係します。 
1996 年生活習慣病という概念が導入されま

した。この時私は厚生省(当時)公衆衛生審議会、

それから生活習慣病対策特別委員会の委員をさ

せていただいていましたが、食べ過ぎや高脂肪

食、運動不足という生活習慣の歪みがきっかけ

で発症する病気です。その代表例が 2型糖尿病

やメタボです。したがって、食事だけを制限す

れば良い、運動すれば良いではなく、食習慣、

運動習慣を同時に改善しなければなりません。

さらに、タバコもある程度関係があります。あ

とはお酒の飲みすぎも糖尿病の発症に関係があ

ります。 
糖尿病の診断基準を申し上げます(表 1)。血糖

値が高い。お腹が空いたときの血糖値が

126mg/dl以上、それから糖負荷試験2時間値、

または、食後が 200mg/dl 以上。もう一つは血

糖の 1〜2 ヶ月の平均値、HbA1c、短くしてA1c
といいますが、これが 6.5％以上であったら糖

尿病ということになります。極端な場合、2 型

糖尿病では、2、3 日お水ばかり飲んでいれば血

糖値は下がります。ですが、A1c は 1〜2 カ月

きっちり食生活、運動を改善しないと下がらな

いわけです。A1c が高いと合併症が起きます。 

血糖値 
(静脈血漿) 

空腹時 

126mg/dL以上 

糖尿病型にも正常型にも属さないもの 

110mg/dL未満 

200mg/dL以上 

140mg/dL未満 

負荷後2時間 

◀または▶ 

◀および▶ 

判定区分 

糖尿病型 

境界型 

正常型 

血糖測定時間 

表1   糖尿病の臨床診断 

(日本糖尿病学会(編):糖尿病治療ガイド2014-2015　血糖コントロール目標改訂版,  p18, 文光堂,  
2014より改変) 

随時　 

200mg/dl以上 
糖尿病型 

HbA1c 糖尿病型 6.5%以上 

血糖値とHbA1cが糖尿病型を示した場合には、糖尿病と診断する。 

 
 
合併症は３大合併症といって、目、腎臓、神

経、それから動脈硬化、その他足とか、いろい

ろございます(表 2)。毎年 3000 人が糖尿病で視

力障害になります。医学の進歩はありがたいも

ので、40 数年前には糖尿病ですと透析はできな

いことになっていました。ということで、この

患者さんは腎不全(尿毒症)で死亡されましたの

で、解剖させていただいたのです。 近は、糖

尿病腎症が進行すれば、透析療法です。がん対

策もそうですが、私のところにはあまり来てい

ませんが、糖尿病対策で厚生労働省からたくさ

ん研究費が支給されています。その関係もあり、

近透析導入患者の数はやや減少傾向です。だ

いたい１万６千人の方が新たに透析導入になる

わけで、透析って大変です。週３日５時間ぐら

い透析を受けなければいけないのですから、生

活の質が悪くなります。もう一つはお国も大変

です。年間一人500万円医療費がかかるのです。

ですから、堀田先生は医療制度をはじめ、いろ

いろな委員会に関係しておられるでしょうが、

医療保険が財政的に大変な状態です。透析を受

けられた方は公費給付ということになっていま

す。国民の皆様の税金やトヨタさんなどの健康
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保険組合とか、そういうところが 500万円払う

わけです。ご本人様の生活の質も下がります。

また、国家も大変というのが、糖尿病の合併症

です。 

表2   慢性合併症の分類 

1.細小血管症(3大合併症) 
　　・網膜症 
　　・腎症 
　　・神経障害 
2.大血管症 
　　・脳血管障害 
　　・虚血性心疾患 
　　・末梢血管障害 
3.その他 
　　・足病変、骨病変、歯周病、皮膚疾患、など 

(羽田勝計: 内科学第10版, p1779, 朝倉書店, 2013)  
 
ですから、できるだけ、糖尿病にならない、

なっても悪くならないようにするということが

大切であります。このスライドは膀胱のレント

ゲン写真です。糖尿病で神経が麻痺して、尿が

うまく出せない。私の患者さんで尿が排泄でき

ないので導尿しましたら 1700ml の尿が出まし

た。このスライドは造影剤を入れた膀胱のレン

トゲン写真です。これは私の師匠の故坂本信夫

教授からいただきましたスライドで、名古屋大

学医学部附属病院で脳出血で死亡されました方

の脳の所見です。このスライドは糖尿病壊疽で

す。私の患者さんで、ご本人様の遺言がありま

して、「名大の佐藤先生に解剖をしてもらって下

さい」というありがたいお申し出があり、私が

病理学教室にお願いして解剖をさせていただき

ました。 
このように、ご覧いただければ分かると思い

ますが、糖尿病は大変恐ろしい病気で、頭の先

から足の先まで合併症がおきます。ですから、

何度も申し上げますが、なるべく悪くならない

ようにすることが大切です。 
合併症の原因は、血糖値が高いということで

す。これはDCCT というアメリカの研究ですが、

血糖値が高い群に比べて、一生懸命良くした群

では、糖尿病合併症の発症率が明らかに減少し

ています。また、これは熊本研究で、日本が誇

るデーターです。七里元亮名誉教授が実施され、

血糖値が高いと網膜症、腎症などの合併症を発

症し、血糖コントロールを良くすると発症しな

いというエビデンスです。これはイギリスの研

究で、血糖値を一生懸命下げ、ヘモグロビンA1c
が対照群に比べ、0.9％くらい下がりました。そ

の結果、10 年間観察しますと網膜症などの合併

症の発症が 25％下りました。しかし、動脈硬化

性血管障害の予防にはあまり有効でありません

でした。 
初めの10年間で細小血管症の発症に関して、

有意差が出ましたので研究は中止となりました。

中止後の 10 年間は両群ともほぼ同じ血糖値で

した。10 年後( 初より 20 年後)にもう一度調

べました。初めの10年間一生懸命下げた群と、

それほどでもない群とで比較しました。網膜症

は 10 年後と同様に減少しています。また、心

筋梗塞、要するに、動脈硬化症の発症も低下し

ました。さらに、全死亡も低下し、脳卒中につ

いてもある程度そういう傾向が出ています(図
2)。つまり、がんになったら愛知県がんセンタ

ーや豊田厚生病院のような、とにかく専門病院

に行かないといけないのは常識ですが、糖尿病

の場合もやはり専門医を受診してきっちりと治

療するか否かで、合併症の発症は大きく違うと

いうことを申し上げたいと思います。このよう

な現象を、レガシー効果、要するに遺産効果と

いいます。やはり、糖尿病にならない、なって

もできるだけ初めから良い治療をするというこ

とが合併症の起こり方に後々までかかわるとい

うことであります。 
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図2  早期からの良好な血糖コントロール達成のlegacy effect(遺産効果) :  
       UKPDS80(強化療法群におけるリスク軽減(vs 従来療法群) 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Holman RR et al: UKPDS80.N Engl J Med 359:1577,2008) 

治療早期の血糖コントロール改善は、細小血管症だけで動脈硬化症の進展も抑制する。 

 
 
2.糖尿病の予防・治療 
 日本糖尿病学会では血糖値、血圧等を改善し、

合併症とか動脈硬化を起こらないようにする。

終的には普通の方と同じような社会生活、会

社に勤めるとか、普通の人と変わらない日常、

寿命の確保を目標にしています。 
2 型糖尿病に対しては、食事、運動が基本治

療です。これに加えて、色々な飲み薬があり、

終的にはインスリンがあります(図 3)。私が医

師になりました頃には、BG と SU だけで、あ

とはインスリンということでしたが、現在は多

くの種類のお薬があります。血糖のコントロー

ル、A1c の正常化が大切ということで、昨年熊

本で日本糖尿病学会が開催されまして、ここに

「くまもん」が描かれていますが、そこで熊本

宣言が発表されました。A1c をできたら６％未

満に、７％未満なら合併症は進まないというこ

とです。しかし、治療が困難な患者さんもいら

っしゃいますので、せめて８％未満にしようと

いうことです。６、７、８%という覚えやすい

目標になりました。ということで、７％未満を

ずっと守ることが大切です(図 4)。 
糖尿病予防プログラムという米国の研究を紹

介します(図 5)。糖尿病予備軍の方を登録しまし

た。３年後には、30％の方が糖尿病を発症しま

した。ある薬を飲むと、３割くらい減りました。

ところが、生活習慣をきっちりすると６割減ら

すことができました。生活習慣の修正はどうい

うことをするかというと、まずカロリーを減ら

します。そして、コレステロール、要するに、

脂肪分で、ステーキ等を減らします。他に、毎

週 150 分速歩をして７％体重が減れば、糖尿病

の発症が 6 割減ります。私もこの 10 日間いつ

も 1万歩を超えていますが、食生活、アルコー

ルが守れなくて、体重が減りません。要するに、

食事のカロリーを減らして、脂肪の多いものを

減らし、毎週150 分運動をする、運動といって

もこま切れでも良いので、７％体重を減らしま

すと、糖尿病の発病を 6割予防ができるという

研究です。 

インスリン抵抗性改善薬 

αーグルコシダーゼ阻害薬 

食事療法 

運動療法 

ナテグリニド 

ＳＵ薬 

インスリン 

ＢＧ薬 

図3  2型糖尿病の治療方法 

糖尿病の進展 （兼子俊男、1995一部改変） 

インクレチン 

GL 2阻害薬 

 

図4  血糖コントロール目標 

目標 

HbA1c*(%) 

血糖正常化を 
目指す際の目標 

6.0未満 

合併症予防 
のための目標 

7.0未満 

治療強化が 
困難な際の目標 

8.0未満 

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制など

を考慮して個別に設定する。     *HbA1c(NGSP) 

(日本糖尿病学会2013年5月) 

コントロール目標値 

 
これは私が名古屋大学にいました時の研究で

すが、中日新聞さんには何回も取材していただ

きました「肥満学生のサマーキャンプ」のフォ

ローアップの研究です(図 6)。３泊４日の合宿セ
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ミナーを 12 年間行い、肥満解消に成果をあげ

ました。約 20 年経過後に、手紙を出してアン

ケート調査をしました。そうしますと、学生時

代に肥満で、20 年後も肥満であった人が多く、

現在私の患者さんとして通院されている方もい

らっしゃいます。しかし、中には良くなった方

もおられます。生活習慣を伺ってみますと、や

はり「できるだけ体を動かしている」、「腹８分

目を守っている」という方が多いことが分かり

ました。ですから、「少しでも歩こう」、「腹８分

目を守ろう」ということを実行すれば、生活習

慣病を防ぐことができるという、我々のささや

かな研究です。 

 
 

図6  日常生活活動レベルの比較 

A.  

B.  

肥満群 

非肥満群 

肥満持続群 

肥満改善群 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

生活活動強度I(軽度) 生活活動強度II(中等度) 生活活動強度III(やや強度) 
非肥満群は肥満群に比べて、肥満改善群は肥満非改善群に比べて生活活動強度が 
中等度以上の比率が高い。 (Fujii他、1998 ) 

88.3 
10.0 

74.4 24.4 

86.3 11.8 

54.5 45.5 

 
 
本格的な研究を紹介します。痩せた方と肥満

の方の生活を見てみるとどこが違うか。そうし

ますと、太った方はデンと座っていることが多

いわけです。痩せた方は立ったり座ったり、ち

ょこまか動いていることが多い。それを、ニー

トと言います。役に立たない、働かない、勉強

しない人のことをニートと呼ぶのですが。この

場合は運動によらない熱産生をニート(NEAT : 
non-exercise activity thermogenesis)と呼びま

す。すなわち、立ったり座ったりという運動で

す。私は昨日から新幹線で出張に行っていまし

たが、駅で絶対にエスカレーターに乗りません。

以前製薬会社のMRの方に講演についてきても

らった時も申し送りが「佐藤先生は絶対にエス

カレーターに乗らない人です」というようにし

て、少しでも歩くようにしているわけです。こ

のようなニートでも、少しは肥満の改善につな

がるということであります(図 7)。 

図7   日のエネルギー消費  

526分  

立位&歩行  

407分  

座位  

やせた人  

姿勢配分　(分) 

373分  

立位& 
歩行  

571分  

座位  

肥満者  
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一
日
の
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ネ
ル
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消
費
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合  
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n-exercise  acivity  themogenesis  
　　　運動によらないエネルギー消費  

運動  

NEAT 
熱産生  

安静代謝率  

(Science  3
0 7:  53

0 ,  200

5

)  

肥満者とやせた人の一日エネルギー量の差は、運動によらないNEAT  
であった  (津田謹輔、糖尿病診療マスター、2006)  

 
1)食事で糖尿病の予防・治療ができる 
食事は、当たり前の話ですが、食べ過ぎを防

ぐ、しかし、 近は摂取カロリーはあまり増え

ていないです。砂糖、動物性たんぱく質、動物

性脂肪が多いという事です。したがって、カロ

リーそのものもそうですが、砂糖の多いもの、

動物性たんぱく、動物性脂肪が多い食物は、よ

くないのです。食物繊維について申し上げます。

炭水化物には、いわゆるブドウ糖、糖質のほか

に食物繊維があります。こんにゃくとかこんぶ

とか、きのこ類もあります。また、玄米には食

物繊維が多く含まれています。人間には、セル
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ラーゼという酵素がないので、こういった食物

繊維は消化できません。我々の非常に古い研究

です。健常者にブドウ糖を 75ｇの飲んでいただ

くのですが、300 キロカロリーです。それと食

べやすい大麦を 300 キロカロリー、それから、

白米のお米も300キロカロリー食べていただき

ました。大麦は明らかに血糖値の上がり方が少

ない。糖尿病の患者の場合も、お米が一番血糖

値が高くなり、大麦は血糖値の上り方が少ない

ことがおわかりいただけます。これは、食物繊

維が大麦は８％、お米は、玄米のときは食物繊

維も多いが、磨くことで食物繊維が減少します。

大麦はどれだけ磨いても８％。ということで、

食物繊維が多い大麦を食べると糖類の吸収が遅

くなり、血糖値の上がり方が少ないということ

になります。 
こういった食物繊維を先に食べておくと、ご

飯などを食べても吸収が遅れます。その結果、

血糖値の上がり方がゆっくりになります。そし

て、コレステロールも下がります。食物繊維を

たくさん食べれば太りません。大便も多くなり

ますから便通がよくなります。そして、大腸が

んを防止する効果もあるという事が明らかとな

っています。 
「マンナンヒカリ」ってご覧になったことが

ありますか。こんにゃく製品を米粒状にしたも

ので、これはセロハンの袋に入っていて、これ

一合と米一合で三合の目盛まで水を入れ、三合

のご飯ができます。このマンナンご飯を食べま

すと、食物繊維が玄米ご飯の倍で、普通のご飯

の 10 倍になります。しかも 33％カロリーオフ

です。その結果、血糖の平均値であるヘモグロ

ビンA1c が下がります。空腹時血糖値に変わり

はないのですが、やはり、食後の血糖上昇が少

なくなっていて、A1c が低下します(図 8)。 
 

 
 
食生活についてまとめますと、腹八分目にす

るといった量的な問題。次に質的な問題として

は、食品の種類をできるだけ多くします。色々

なものを食べていれば全体を通して少しぐらい

良くない食品を食べても影響はない。ですから、

できるだけ多くの種類の食品を食べます。そし

て、脂肪を控えめにします。そして、野菜とか

海藻、キノコなどの食物繊維を食べます。ご飯

に大麦を三割混ぜるなど、そのようにするのも

一つのやり方なのです(表 3)。 
 

  表3   望ましい食生活 
1.量 

　1) 腹八分目とする. 

2.質 

  1) 食品の種類はできるだけ多くする. 

  2) 脂肪は控えめに. 

  3) 食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこなど)をとる. 

3.食行動 

  1) 朝食、昼食、夕食を規則正しく. 

  2) ゆっくりよくかんで食べる. 

(日本糖尿病学会編著:糖尿病治療ガイド2014-2015より改変)   
 
このように食事の量、質。もう一つは食行動

です。よくダイエットのために朝飯は抜く、昼

はそばにして、朝昼と我慢したから夜はたくさ

ん食べる方がいらっしゃいます。これは必ずし

も正しくありません。やはり、朝昼夕食を規則
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正しく食べます。そして、ゆっくりよくかんで

食べます。これが大切です。以上、要するに食

事の量と質と食行動です。これをしっかりして

いただくことが大切です。 
ついでながら、「糖尿病の治療ガイド」という

本が市販されています。糖尿病の診断・治療全

般について簡潔にまとめられていて、定価は

700 円＋税です。 
2)運動で糖尿病の予防・治療ができる 
運動をすると、筋肉でブドウ糖と脂肪が使わ

れます。食後血糖値が上がります。そこで運動

すると、食事直後で運動してはダメですが、30
分後位に運動すると、上がり方が少なくなると

いうことになります。当然ながら、カロリーを

制限しながら運動すれば、痩せることができま

す。インスリン抵抗性、初めに申し上げました

が2型糖尿病の成因はインスリン分泌不全とイ

ンスリン抵抗性ですが、身体運動を行えばイン

スリン抵抗性が改善します。さらに、筋肉の萎

縮(サルコペニア)や骨粗鬆症の予防ができます。

高血圧や動脈硬化の予防効果があります。生活

の質(QOL)が良くなり、ストレスの解消にも有

効です(表 4)。 

表4  身体運動の効果 

1. 運動の急性効果として、グルコース、脂質の利用が 
　 促進され、食後の運動実施は、血糖値を低下させる。 
2. エネルギー摂取量と消費量のバランスが改善され、 
   減量効果がある。 
3. 運動の慢性効果として、インスリン抵抗性が改善する。 
4. 加齢や運動不足による筋萎縮や、骨粗鬆症の予防に 
　 有効である。 
5. 高血圧や脂質異常症が改善する。 
6. 体力・全身持久力、運動能力が改善し、日常生活の 
　 QOLを高める。 
7. 認知機能低下を防止する。 
8. ストレスの解消やうつ状態の改善にも有効である。 

(日本糖尿病学会編:糖尿病治療ガイド2014-2015より一部改変)　  
 
いくつかの研究を紹介したいと思います。テ

レビ等をみる、安静時間の問題です。安静時間

が長いと、糖負荷後の血糖値が高くなります。

安静時間が長いと糖尿病が起こりやすく、悪く

なるという事です。つまり、安静時間の増加は

糖代謝、脂質代謝の増悪につながり、動脈硬化

が進みますので、安静時間を減らしましょう。

また、2 型糖尿病の患者さんの安静時間が長け

れば長いほどメタボになりやすい。一方、消費

カロリーが増えれば増えるほどメタボになりに

くいという研究成績です。以前はよく、体脂肪

は 20 分くらい運動を続けないと燃焼しない、

といわれていましたが、必ずしもそうではあり

ません。さらに、安静時間が長いと、 近の文

献によれば、認知症になりやすいことが報告さ

れています。ですから、テレビを３時間、４時

間座りっぱなしで視て、あとはその辺のお菓子

やみかんをつまむとか、 悪です。安静時間の

延長は、糖尿病を招いたり、認知症も悪化させ

るということにつながります。 
民放であれば、コマーシャルの間に、トイレ

に行くとか、そういう事でも良いので、少しで

もブレイクを入れます。ボクシングのように、

ブレイクを入れるようにして、とにかく少しで

も体を動かすことにより、体全体の消費カロリ

ーを増やすことが非常に大切です。 
東京ガスでは健康診断に体力テストを行いま

す。体力テストで悪くなった方を１とすると、

よくなった方は三割ぐらいしか糖尿病は発病し

ません。ですから、体力が低下すると、糖尿病

になりやすいということが分かります。体力が

改善すると糖尿病の発症率が下がります。 
これは、糖尿病の患者さんを、ずっとフォロ

ーしているJDCSという長期追跡成績なのです

が、余暇時間にレジャーやウォーキングをした

りする時間が短い人と長い人がいるわけですが、

短い人は脳卒中が起きやすく、余暇時間は、日

本人の脳卒中の発症の予知因子になりうるとい

うデーターです。ですから、よく運動すれば脳
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卒中の予防ができるということです。 
曽根博仁教授(新潟大)のデーターです。運動

をすると、心筋梗塞も減らすことができます。

それだけではなく、一週間に 1000 キロカロリ

ー余分に運動を行うと、約15％くらい死亡率を

減らすことができるという研究成績です(図 9)。
1000 キロカロリーの運動はどのくらいかとい

うと、4 時間くらいウォーキングするのに相当

します。ですから、私は生来司馬遼太郎の小説

等を横になって読むことが好きなのです。しか

し、運動療法に関する自分の研究成績や他の研

究者の論文の結果から安静にしていることが恐

ろしくて、大学や出張から帰宅しても、1 万歩

に達していない場合、夕食後少しウォーキング

します。また、新幹線や鉄道を利用の際にもな

るべく階段を使って、1 日 1 万歩を達成してい

ます。 

消費エネルギー 
(単位:1 unit=1000 kcal)でみた場合

運動強度x時間 
(単位:MET-h)でみた場合 

1000 kcal /week あたり 14.9% 
 (7.0-22.1%)全原因死亡リスク低下 

1 MET-h/day (7 METs-h/week) あたり 
9.5% (5.0-13.8%)全原因死亡リスク低下 

図9   身体活動増加量と全原因死亡リスク低下度
との間の量的相関 

(Kodama S, Sone H, et al. Diabetes Care 36:471-479, 2013)

 
エリートアスリートの方の場合、彼らは普通

の人より糖尿病になりにくいのですが、その中

で糖尿病になるかどうかは、競技スポーツ活動

を止めてからも身体運動を続けていればなりに

くいということが判っています。 
次に、運動強度と血糖値の関係について申し

上げます。運動をすると、筋肉にブドウ糖が取

り込まれます。しかし、強い運動は逆に血糖値

が上昇してしまいます。そのため、強い運動は

ダメです。糖尿病の予防・治療に役立つのは、

やはりウォーキング程度の運動です。私が 40
年位前に、糖尿病の運動療法の研究を始めたこ

ろには、「そんななまっちょろい運動はダメだ」、

「体にビシッと効くものじゃなくてはいけな

い」。「良薬は口に苦し」と主張される方もおら

れましたが、それは間違いです。 
我々の古い研究です。脂肪組織にはメタボな

んかを起こす内臓脂肪と皮下脂肪がありますが、

軽い食事制限とウォーキングをすると、内臓脂

肪の方が優先的に減るということが判っていま

す。私は 1978〜79 年にスウェーデンカロリン

スカ研究所に留学し、グルコースクランプ法の

実施方法を「元祖」のデフロンゾ先生から伝授

していただきました。この方法を用いて、運動

療法の研究を精力的に行いましたので、名古屋

大学定年後、愛知学院大学に、 終的には愛知

みずほ大学にも呼ばれたのではないかと思って

います。どういう方法かといいますと、縦軸が

ブドウ糖の注入量(GIR)、要するに、インスリ

ン作用ですが、普通の人に比べ、よく運動して

いる人は、インスリン作用(感受性)が強くなり

ます。強くなるということは、糖尿病になりに

くいということです。とにかく、よく運動して

いると、インスリン作用が強くなります。イン

スリン作用が強くなりますと、インスリン注射

量が減ります。また、糖尿病の予防につながり

ます。一方、肥満していて、インスリン作用が

低下すれば、インスリン抵抗性の状態です。山

之内国男先生と一緒に行った研究ですが、食事

制限だけで4.2kgやせてもあまり効果は上がり

ません。食事制限と運動の両者を行うと、体の

余分な脂肪が減って筋肉は減らずに、肥満、糖

尿病で低下しているインスリン作用が回復する

ということであります。 
これも名古屋大学の時に行った研究ですが、

学生さんに 1年間走ってもらいました。軽い運

23



講演会記録 

動ですので、体力テスト( 大酸素摂取量)の結

果は変わらなかったのですが、明らかにインス

リン作用は増強しました。どういう事かという

と、生活習慣病の予防治療のための運動は、ア

スリート、競技スポーツのための運動よりも軽

い強度で良いということです。多くの論文の成

績を集計した 近のメタ解析の結果でも、運動

は強度を上げてもダメ。軽い運動を時間を長く

(回数を多く)行うと血糖の平均値(HbA1c)が減

るということが明らかとなっています(図 10)。
なので、軽い運動をできるだけ長く続けること

が大切です。 
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　　図10   運動量(a)、運動強度(b)とHbA1cの相関 

運動量(回数/週) 運動強度(%最大心拍数) 

(Umpierre D et al: Diabetologia 56:242-251, 2013) 

a. b. 

HbA1cレベルの低下は、運動量(頻度)と相関があり、運動強度とは相関がなかった。 

 
 
愛知みずほ大学には大学院があり、飯田裕二

さんという大学院生とこのスライドのような研

究を行っています。良い結果が出たら、来年の

日本糖尿病学会(下関)、うまく行けば、ヨーロ

ッパ糖尿病学会(ストックホルム)で発表しよう

と今研究を行っています。食後に運動をすると、

軽い運動強度でも、血糖面積(AUC)が低下する

というデーターです。食事制限と運動をすると、

インスリン抵抗性が改善し、内臓脂肪以外の肝

臓や筋肉の脂肪も減少し、糖尿病の予防・治療

だけでなく、動脈硬化の予防もできることが明

らかとなっています。あと、これは今年発表さ

れた論文ですが、運動はうつ病を防止する効果

があるということです。ですから、やはり運動

すると気分がよくなります。太極拳はなかなか

良いもので、運動をすると膝や足を痛めがちで

すが、太極拳は膝や足に負担がかかりません。

さらに、脈拍は多いので有酸素運動ということ

です。ジャンプも良いが、膝や足を痛めます。

ここで、トヨタさんの健保と協力して行った研

究を紹介します。骨粗鬆症の予防を目指しまし

た。普通の食事制限と運動で、ウォーキングだ

けとウォーキングに 1 日 10 回ジャンプを加え

た群の2群に分け、1年間経過を観察しました。

そうすると、10 回ジャンプを加えただけなのに、

明らかに骨形成マーカーの血中濃度が増加しま

した。ですから、ジャンプも膝や足を痛めない

範囲で行えば、特に女性の方は、骨粗鬆症にな

るのを予防できる可能性があります。 
名古屋大学老年科梅垣講師らと愛知学院大学

で行ったのですが、認知症の予防にも運動が役

立つという研究があります。そういった運動を

週に何回すれば良いのか。皆さまの中には週 1
でトレーニングセンターに行っているから、ま

た、スイミングスクールに行っているから大丈

夫と思っている人もいるかもしれません。しか

し、週1では、ほとんど元に戻ってしまいます。

これはラットの成績ですが、インスリン作用の

改善で代表されるトレーニング効果は3日でほ

とんどなくなります(図 11)。ですから週3 回は

運動しないといけないことになります。少なく

とも糖尿病の予防とか、そういった生活習慣病

の予防治療のための場合です。 
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実際に運動療法を開始する場合には、お医者

さんに行き、メディカルチェックを受けていた

だきたいと思います。この講演会、愛知みずほ

大学さんの講演会を聴講して、すぐに運動を開

始した結果、事故が起きたと言われても困りま

す。きちんと主治医の先生とご相談の上、運動

療法を行っていただきたいと思います(図 12)。 
 

図12   糖尿病患者で運動療法を実施する基準 

メディカルチェック 

(代謝状態、合併症の有無・程度、整形外科的疾患など) 

積極的に進める例 注意して進める例 禁止あるいは制限 
したほうがよい例 

・メタボリックシンドローム 
・高度肥満 
・高齢者 
・インスリン治療中 
・罹病≧10年 
・軽度の糖尿病合併症 
・血糖コントロール不十分 
・軽症高血圧症　など 

 

・代謝コントロールが極端に 
　悪い場合1) 

・増殖網膜症による新鮮な眼 
　底出血がある場合 
・腎不全の状態2) 

・虚血性心疾患や心肺機能 
　に障害がある場合3) 

・骨・関節疾患がある場合3) 

・急性感染症 
・糖尿病壊疽 
・高度の自律神経障害 

運動負荷試験 
(心筋虚血、不整脈、血圧、AT) 

・合併症のない 
2型糖尿病 

運動処方 

実施 

運動習慣 体力評価 

運動の可否 
注意事項の確認 

1):空腹時血糖値250mg/dL以上、または尿ケトン体 
　 中等度陽性 
2):血清クレアチニン、男性2.5mg/dL以上、 
　 女性2.0mg/dL以上 
3):専門医の意見を求める 

(佐藤祐造編著:糖尿病運動療法指導マニュアル、p14、南江堂、2011) 

 
 
具体的には、有酸素運動と筋力トレーニング、

高齢者の方は特に筋トレを行わなくてはなりま

せん。運動強度としては、さっさと歩いて、他

人とお話しできる強さです。脈拍で普通の人な

ら毎分 120 までぐらい、60 歳以降なら 100 ま

でくらいで、1 回 10〜30 分、週に 3 回です。

特別に運動をする時間がない場合には、エレベ

ーターを使わずに階段を上り下りするなど、日

常生活で運動をするようにするのが良いと思い

ます。それからインスリンを注射したり、経口

血糖降下薬を飲んでいる方は、食後に運動を行

います。そして、先ほど申し上げましたとおり、

安静期間が長いと、ブレイクを入れるのが大切

です。米国糖尿病学会も、中等強度の運動を毎

週 150 分、週 3 日以上間隔をあけないで行うこ

とを強調しています。あと禁忌でない限り、筋

トレもするという事になっています(表 5)。 
 

　　 表5  糖尿病患者の運動処方 

種　　目 : 有酸素運動:ラジオ体操、散歩、ジョギング 

　　　         　　　　　　　 自転車、水泳(水中歩行)、 

　　　　　　　　　　　　　　 乗馬様他動的運動(ジョーバ®) 

　　　        筋力運動:スクワット、チューブ運動　 

強　　度 : 最大強度の50%前後 ( LT 強度 ) 

　　　　      「楽である」〜「ややきつい」 

　　　　　　　(ボルグスケール11〜13) 
             　 50歳代迄　　　　　脈拍: 100〜120 / 分 

　　　         60歳以降　　　 　  脈拍: 〜100 / 分 

持続時間 : 10〜30 分(60分迄、可能なら食後2〜3回/日)  

頻　　度 : 週に3〜5日以上 

注1 )  各自のライフスタイルに運動を組み込む。活動量計、脈拍計を活用する。 

注2)   血糖降下性薬物治療患者は食後に実施 

注3)　安静時間にはブレーク(中断)を入れる  
 
糖尿病の運動療法については、特別なスポー

ツ・運動を糖尿病教室で直接指導を受けること

ができれば一番良いと思います。しかし、この

ような特別な運動を行わなくても、さっさと歩

くというように日常生活に運動を取り入れるこ

とでも効果があります。これはアメリカ糖尿病

学会の会場のスライドですが、ストップダイア

ビーティス、糖尿病の発症を防止しましょうと

いうスローガンが壁に貼ってあります。しかし、

誰も階段上がり、下りをしていないんですね。

皆様、下りのエスカレーターに乗っています。

ですから、「言うは易く行いは難し」ということ

です。1 日１万歩じゃないといけないのではな

く、少しでも体を動かすようにする。エレベー

ターではなく階段を上がるようにしてください。

体を動かすことを習慣づけると1日に換算すれ

ば、結構良い運動になります。歩数計、活動量

計は運動を開始するきっかけにも、1 日の運動

量の評価にも役立ちます。これは私が付けてい

る「メディウォークⓇ」です。3メッツ以上の運

動を行えば、赤い電気が点灯し、なんとなく脂

肪が燃えているような感じになります。3 メッ

ツ以上の運動、１日 30 分、１日１万歩になれ

ば、「バンザーイ」のマークが出ます。結構面白

い機械です。購入希望の方は、HP で検索する

と出てくると思います。 
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あとは、体脂肪計がありますが、体脂肪を測

っているのではないです。体の電気の伝導度を

図っているだけですから、水を飲んだり、運動

して汗をかいた時や下痢の時に測っても意味が

ありません。大股で歩きます。歩く姿勢として

は、眼はなるべく遠くを見て、私は「たけしの

家庭の医学」という番組に出演したことがあり

ます。２回目の時はちょっと大股で歩くという

ことを提案しました。実際それを行ってもらい、

順天堂大学田村准教授のところで筋肉内脂肪を

測りましたところ、明らかに減りました。 
運動は、有酸素運動、柔軟運動、すなわち、

ストレッチは、準備運動、整理運動に用います。

あとは筋力トレーニングです(図 13)。高齢者で

は、ウォーキングだけよりも先ほど申し上げま

した筋トレです。こういうのを組み合わせて行

うと良いと思います。運動療法実施上の注意点

としては、お医者さんを中心に、チーム医療体

制で指導するということが必要です(表 6)。 

図13　会社や自宅でできるレジスタンス運動 

 

表6 運動療法実施上の注意点 

・ 食事指導も併行して指導 

・ 運動の前後に準備・整理運動 

・ 軽い運動から強い運動へマイペースで増加 

・ スポーツシューズの着用 

・ 暑い時には水分補給、極端な寒冷時の運動の回避 

・ インスリン治療中の患者では低血糖防止など個別の指導を行う。 

・ 管理栄養士・栄養士、看護師、健康運動指導士など 

　 コメディカルスタッフを加えたチーム医療の実施　 

(佐藤祐造:内科学第10版(朝倉書店)、2013改変)  
これは全国規模のインスリン運動療法研究会

で行った結果です。食後に運動を行わなければ

いけないという事を示している研究成績です。

また、別のプロジェクトですが、同じならばス

トレスのない状態で運動すると良いことを示す

研究成績です。以前にトヨタ健保で講演会を行

った際、「私の主人は、土曜日、日曜日、家で寝

てばかりいる」というご質問がありました。「お

仕事は何ですか」と伺いますと「トヨタ自動車

のラインで働いている」ということです。会社

の仕事で疲れていらっしゃるので、せめて休み

の日くらい家でゆっくり休ませてあげてくださ

いということを申し上げました。ラインの仕事

は大変ですよね。でも、そういう運動も、要す

るに、生活活動でも十分に糖尿病などの予防に

なるということが厚生労働省からの「アクティ

ブガイド 2013 年」でも述べられています。国

立がんセンターの研究でも、そういう運動でも

ある程度運動すると生活習慣病予防に役立つと

いう成績が出ています。「風邪は万病のもと」で

すが、ウォーキングは万病を予防する力になる

のではないか。これはできたらリラックスした

状態で行うと効果が上ります。しかし、仕事で

の身体活動でも良いということです。 
3)お薬やインスリン注射で糖尿病を改善できる 
私も内科の医師ですから、ヘモグロビンA1c

が 15.7%で、空腹時血糖が 267 という方でも、

現在は薬を一種類投与しただけで良くなる場合

があります。DPP-4 というお薬は低血糖を起こ

さない薬です。食事療法と運動療法をしっかり

行えば、DPP-4 単剤で良くなる方もいらっしゃ

います。もちろん、しっかり行ってもなかなか

良くならない重症の方もおられます(図 3)。あと

はインスリン注射ですね。本当に必要な場合は

インスリン注射があります。インスリンではな

く、インクレチン製剤で注射するものがありま

す。インスリンは、1型に 2 型にも有効ですが、
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GLP-1 製剤は 1型には無効で、2型糖尿病だけ

に有効です。 
3.おわりに 
糖尿病は初期には無症状のことも多いですが、

放置すれば多くの合併症、頭の先から足の先ま

で合併症を併発し、いわゆる生活の質が低下し

ます。ですから、今日一生懸命聴講していただ

いて、生活習慣病を予防・治療する事が、透析

治療は一人 500 万円かかるわけですから、医療

経済的にも意義が大きいと思います。 
以上、要するに、生活習慣の改善が大切です。

厚生労働省も、今後の生活習慣病対策の推進に

は、メタボリックシンドロームの概念を導入し、

１に運動、２に食事、しっかり禁煙、 後に薬

ということを強調しています(表 7)。 

表7  今後の生活習慣病対策の推進 
メタボリックシンドロームの概念を導入 

1に運動、　　2に食事、 

しっかり禁煙、最後に薬 

(厚生労働省厚生科学審議会、2005.9) 
 

ご清聴誠にありがとうございました。 
 

 
司会(土田満教授) 
ありがとうございました。非常に興味深い、いろいろな話を、生活の中に取り込むことができるよう

に、噛み砕いてお話しいただけました。ありがとうございました。ちなみに、先生が首にかけられてい

るものは、活動量計でして、常にこれを付けて生活の中で糖尿病の予防について実践しておられます。

また、お土産にどら焼きが入っておりますので、先生のお話を思い出しながら噛み砕いて、召し上がっ

ていただきたいと思います。質問があれば受け付けたいところでありますが、時間の関係で少し質問を

受け付ける時間が少ないのですが。 
 
佐藤祐造先生 
運動を定期的に行うのは朝起きて一番と決めてするのが良いのですが、早朝にウォーキングを行う場

合、必ず水分補給をしてからにしてください。朝は心筋梗塞や脳梗塞になりやすい時ですから。糖尿病

の患者さんでしたら必ずお茶、お水。糖尿病やメタボ以外の方でしたら、いわゆるスポーツドリンクで

も良いと思いますが、ぜひ約 200cc の水を飲んで、ストレッチをして、血液をサラサラにしてから行っ

ていただきたいと思います。 
 
司会(土田満教授) 
ありがとうございます。先生は大学院の宣伝をしましたが、ここで大学の説明をさせていただきます。

実は愛知みずほ大学ではこのような講演を無料で行っております。豊田には特に、一も二もなく駆け付

けたいと思っていますので、ご遠慮なくお申し付けください。 
それでは、もう一度先生に拍手をお願いします。 
それぞれの分野で日本を代表するお二方のご講演をお聞きいただき、今後皆様が生活する上で参考に

なるキーワードが沢山あったと思われます。早速、健康また病気と共に生きるヒントを生活の中に取り
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入れて、ますます健康で豊かな、そして幸せな日々を送っていただきたいと思います。少なくても今日

お聞きいただいた、がんと糖尿病に関しては恐れることなく生きていけると確信しております。 
それではこれで、愛知みずほ大学講演会を終了いたします。長時間に渡り、御清聴誠にありがとうご

ざいました。 
大学は名古屋市にキャンパスを移転しましたが、変わらないご支援をよろしくお願い申し上げます。 
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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検討（第２報） 

―コミュニケーション手段と駅の利用との関連― 
 

Study on support required when with hearing-impaired people 
utilize a station (Part 2) 

                                             
―The association between communication means and station utilization― 

 

成瀬 眞佐子1)  、 土田 満2) 

1)慈恵福祉保育専門学校、2) 愛知みずほ大学大学院 

 

Masako Naruse1) ,  Mitsuru Tsuchida2) 

 

1)Jikei College of Humane Service ,  2)Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
 
 

This study investigates the association between communication means in with hearing-impaired 
people and station utilization in order to clearly define the support they require to utilize a station. 
We conducted a questionnaire survey involving the members of the public welfare organization for  
hearing-impaired people and the students of deaf-mute schools. 

The subjects who used verbal language inside the home felt that the stations were easy to utilize, 
whereas those who used sign language answered that the stations were difficult to utilize with 
inadequate support from station staff when they encountered difficulty. The subjects who answered 
that they were good at written communication felt that the stations were easy to utilize, more than a 
half of whom answered that they consulted with the station staff when they encountered difficulty.  
In contrast, the subjects who were poor at written communication felt that the stations were difficult 
to utilize. 

Among station services, the items most commonly suggested by the subject s were a real-time 
on-screen display of sign language and captions and the assistance in case of emergency, followed by 
the station staff’s mastery, regular availability of oral interpreters, and cautions written 
communication.          

In conclusion, we propose the placement of a television displaying real-time information for 
hearing-impaired people. In addition, communication technologies, using a cellular phone to provide 
information in case of emergency should be put into practical use at an early date. For many 
hearing-impaired people who are poor at written communication or are advanced in age, the range of 
support in sign language at the stations should be expanded. 

 
Key words : hearing-impaired people, communication means, station utilization, support method 
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Ⅰ 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障害が分か

り難く、コミュニケーションがうまく取れないゆえに、社

会参加への機会が著しく制限されている1)。公共の場にお

ける聴覚障害者のコミュニケーション問題については、病

院等の医療機関において多くの研究がなされている2)。し

かしながら、医療従事者の視点からの報告が多く、聴覚障

害者が納得し、理解できるような細かい配慮に欠け、一方

的に進められることが多い3)。一方、研究報告は少ないが、

大手スーパーやデパートでは、法律の後ろ盾があるわけで

はないが、手話のできる店員が案内をしてくれる等、サー

ビスの一環として聴覚障害者への支援システムがある程

度確立されているところもみられる。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4)。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5)は駅では各種の情

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報

告している。 

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6)、旅行場所の意識調査7)、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8)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

帯電話等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等

の情報提供に利用出来るまでには至っていない9)。 

以上の背景を踏まえ、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ために、著者ら10)は第1報で聴覚障

害者の属性とコミュニケーション手段、駅利用との関連に

ついて報告した。第2報では、聴覚障害者における日頃の

手話、口話、筆談等のコミュニケーション手段と駅利用と

の関連について検討したので報告する。 

 

Ⅱ 調査方法 

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

参して調査を行った。 

２．調査時期 

平成24年7月18日～10月19日。アンケートは自己記

入式で実施した。 

３．調査項目 

1) 基本属性（性別、年齢、所属、先天性・後天性、住

居） 

2) コミュニケーションと交通手段（家庭内、家庭外の 

コミュニケーション手段、筆談、コミュニュケ―ション機

器、コミュニュケ―ションの取りやすい場所、主な移動手

段） 

3) 駅の利用（頻度、目的、利用のしやすさ、駅で困る 

こと、困った時の解決法、駅員の手助け、移動しやすさ、

案内表示の分かりやすさ、電車内の表示の分かりやすさ、

遅延説明、緊急時の案内） 

4) 駅のサービスに望む事項（複数回答） 

４．分析方法 

基本属性については単純集計を行った。コミュニケーシ

ョン手段と駅利用との関連についてはχ2検定を行った。

解析にはIBM SPSS ver.19を用いた。 

５．倫理的配慮 

得られたアンケート結果は個人を特定できないよう統

計処理を行う旨をあらかじめ説明し同意を得て調査を実

施した。 

 

Ⅲ 調査結果 

１．対象者の属性 

表1に対象者の属性を示した。対象者の男女の比率はほ

ぼ半々であり、聴覚者福祉協会に属する者は64%、聾学校

の学生は36％であった。また、失聴時期は産まれつきの先

天性が80％以上を占めていた。住まいについては尾張地域

（名古屋）と西三河、東三河地域（岡崎・豊橋）が半々で

あった。 

対象者の年齢を年代別にみると、19 歳までの学生、20

歳～59歳までの青年・壮年世代、60歳以上の老年世代が、

それぞれ三分の一ずつの割合を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 対象者の属性 
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２．コミュニケーション手段と駅の利用との関連 

1) 家庭内のコミュニケーション手段と駅の利用との

関連 

表2に家庭内のコミュニケーション手段と駅の利用との

関連を示した。家庭内のコミュニケーション手段と利用頻

度、利用目的、利用しやすさ駅員の手助け、移動しやすさ、

案内表示板、電車内の表示、電車が遅れた場合の説明や緊

急時の案内に有意な関連が認められた。家庭内のコミュニ

ケーション手段に口話を使用している者は利用頻度、利用

目的、利用しやすさ、駅員の手助けに満足しており、駅を

利用しやすいと感じていた。また、駅の移動、案内表示板

と電車内の表示もわかりやすいと答え電車が遅れた場合

の説明や緊急時の案内においても十分であると答えた。 

一方、家庭内のコミュニケーション手段で手話を使用し

ているものは駅を利用しない割合が48.6％と高く、緊急時

の案内においては80％が十分でないと答えていた。また、

駅は利用しにくく困った時の駅員の手助けも十分ではな

く、駅の移動もわかりにくいと回答した。 

2) 家庭外のコミュニケーション手段と駅の利用との関連 

表3に家庭外のコミュニケーション手段と駅の利用との

関連を示した。家庭外でのコミュニケーション手段と駅利

用においては複数回答の一部を除き駅で困ること、困った

時の解決以外すべての項目において有意な関連が認めら

れた。 

筆談を主なコミュニケーション手段としている者は困

った時の解決方として駅員に聞く割合が76.9％と高いが、

駅員の手助けは 42.3％が十分ではない、緊急時の案内も

84.6％が十分ではないと回答した。 

3) 筆談と駅の利用との関連 

表4に筆談と駅の利用との関連を示した。筆談と駅利 

用は、駅で困ることの一部と困った時の解決以外の全ての

項目において有意な関連が認められた。筆談が得意と答え

た者は駅の利用しやすさが 38.9％と答え、困った時にも

66.7％が駅員に聞くと回答していた。しかしながら、電車

が遅れた場合の説明には 50％、緊急時の案内においては

61.1％の者が不十分であると答えた。 

Ｐ 値
項目 カテゴリー

利用頻度 毎日 7 (20.0) 11 (40.7) 18 (23.4) **
週に３～４度 5 (14.3) 8 (29.6) 10 (13.0)
週に１度 6 (17.1) 0 ( 0.0) 23 (29.9)
利用せず 17 (48.6) 8 (29.6) 26 (33.8)

利用目的 通勤・通学 8 (22.9) 18 (66.7) 27 (35.1) *
買物・用事 15 (42.9) 6 (22.2) 28 (36.4)
その他 9 (25.7) 3 (11.1) 22 (28.6)

利用しやすさ 利用しやすい 9 (25.7) 7 (25.9) 13 (16.9) **
ふつう 17 (48.6) 19 (70.4) 50 (64.9)
利用しにくい 9 (25.7) 1 ( 3.7) 14 (18.2)

駅で困ること 駅の構造 9 (25.7) 3 (11.1) 13 (16.9) n.s.
   （複数回答） 乗り換えの方法 13 (37.1) 3 (11.1) 19 (24.7) †

遅れなどの情報 22 (62.9) 11 (40.7) 51 (66.2) †
緊急事態の対応 22 (62.9) 18 (66.7) 53 (68.8) n.s.
その他 2 (5.7) 0 (0.0) 1 (1.3) ー

困った時の解決 駅員に聞く 18 (51.4) 18 (66.7) 41 (53.2) n.s
その他 17 (48.6) 9 (33.3) 36 (46.8)

駅員の手助け 十分である 6 (17.1) 7 (25.9) 8 (10.4) **
ふつう 10 (28.6) 17 (63.0) 33 (42.9)
十分でない 19 (54.3) 3 (11.1) 36 (46.8)

駅の移動の しやすい 4 (11.4) 5 (18.5) 10 (13.0) **
しやすさ ふつう 17 (48.6) 21 (77.8) 35 (45.5)

しにくい 14 (40.0) 1 ( 3.7) 32 (41.6)
駅の案内表示の わかりやすい 6 (17.1) 7 (25.9) 18 (23.4) **
わかりやすさ ふつう 16 (45.7) 18 (66.7) 30 (39.0)

わかりにくい 13 (37.1) 2 ( 7.4) 29 (37.7)
電車内の表示の わかりやすい 9 (25.7) 8 (29.6) 21 (27.3) **
わかりやすさ ふつう 15 (42.9) 17 (63.0) 27 (35.1)

わかりにくい 11 (31.4) 2 ( 7.4) 29 (37.7)
遅延説明 十分である 13 (37.1) 15 (55.6) 28 (36.4) **

十分でない 22 (62.9) 12 (44.4) 49 (63.6)
緊急時の案内 十分である 7 (20.0) 11 (40.7) 21 (27.3) **

十分でない 28 (80.0) 16 (59.3) 56 (72.7)
　　　　　　　　       値は人数（％）

       n.s.:有意差なし，†<0.10，*Ｐ <0.05，**Ｐ <0.01

　　　　コミュニケーション手段

n=35 n=27 n=77
手話 口話 手話+口話

表２ 家庭内のコミュニケーション手段と駅の利用との関連 
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Ｐ 値
項目 カテゴリー

利用頻度 毎日 6 (24.0) 14 (58.3) 11 (17.2) 5 (19.2) **
週に３～４度 2 ( 8.0) 6 (25.0) 13 (20.3) 2 ( 7.7)
週に１度 6 (24.0) 1 ( 4.2) 20 (31.3) 2 ( 7.7)
利用せず 11 (44.0) 3 (12.5) 20 (31.3) 17 (65.4)

利用目的 通勤・通学 8 (32.0) 19 (79.2) 22 (34.4) 7 (26.9) *
買物・用事 6 (24.0) 5 (20.8) 27 (42.2) 11 (42.3)
その他 11 (44.0) 0 ( 0.0) 15 (23.4) 8 (30.8)

利用しやすさ 利用しやすい 7 (28.0) 9 (37.5) 7 (10.9) 6 (23.1) **
ふつう 11 (44.0) 15 (62.5) 46 (71.9) 14 (53.8)
利用しにくい 7 (28.0) 0 ( 0.0) 11 (17.2) 6 (23.1)

駅で困ること 駅の構造 5 (20.0) 3 (12.5) 11 (17.2) 6 (23.1) ー
   （複数回答） 乗り換えの方法 9 (36.0) 3 (12.5) 16 (25.0) 7 (26.9) n.s.

遅れなどの情報 13 (52.0) 11 (45.8) 44 (68.8) 16 (61.5) n.s.
緊急事態の対応 16 (64.0) 15 (62.5) 50 (78.1) 12 (46.2) *
その他 1 (4.0) 0 ( 0.0) 1 (1.6) 0 ( 0.0) ー

困った時の解決 駅員に聞く 14 (56.0) 13 (54.2) 30 (46.9) 20 (76.9) n.s.
その他 11 (44.0) 11 (45.8) 34 (53.1) 6 (23.1)

駅員の手助け 十分である 4 (16.0) 8 (33.3) 4 ( 6.3) 5 (19.2) **
ふつう 12 (48.0) 11 (45.8) 27 (42.2) 10 (38.5)
十分でない 9 (36.0) 5 (20.8) 33 (51.6) 11 (42.3)

駅の移動の しやすい 5 (20.0) 6 (25.0) 5 ( 7.8) 3 (11.5) **
しやすさ ふつう 11 (44.0) 17 (70.8) 29 (45.3) 16 (61.5)

しにくい 9 (36.0) 1 ( 4.2) 30 (46.9) 7 (26.9)
駅の案内表示の わかりやすい 8 (32.0) 9 (37.5) 11 (17.2) 3 (11.5) **
わかりやすさ ふつう 9 (36.0) 13 (54.2) 27 (42.2) 15 (57.7)

わかりにくい 8 (32.0) 2 ( 8.3) 26 (40.6) 8 (30.8)
電車内の表示の わかりやすい 8 (32.0) 11 (45.8) 12 (18.8) 7 (26.9) **
わかりやすさ ふつう 11 (44.0) 12 (50.0) 24 (37.5) 12 (46.2)

わかりにくい 6 (24.0) 1 ( 4.2) 28 (43.8) 7 (26.9)
遅延説明 十分である 8 (32.0) 14 (58.3) 25 (39.1) 9 (34.6) **

十分でない 17 (68.0) 10 (41.7) 39 (60.9) 17 (65.4)
緊急時の案内 十分である 8 (32.0) 8 (33.3) 19 (29.7) 4 (15.4) **

十分でない 17 (68.0) 16 (66.7) 45 (70.3) 22 (84.6)

  n.s.:有意差なし，*Ｐ <0.05，**Ｐ <0.01

 値は人数（％）

　                         コミュニケーション手段
手話 口話 手話+口話 筆談
n=25 n=24 n=64 n=26

一方、筆談が不得意と答えた者は、駅の利用しやすさで

17.1％、駅員の手助けで71.4％、電車が遅れた場合の説明

で 82.9％、緊急時の案内で 88.6％の者が十分でないと回

答した。 

３．駅のサービスに望む事項 

表5に駅のサービスに望む事項を示した。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が 69.1％と

最も多く、次いで緊急時の対応をきちんとしてほしい、 駅

員が手話を習得してほしい、手話通訳者が常駐してほしい、

丁寧な筆談を希望と続いた。絵文字等で工夫し、見てわか

りやすい表示をしてほしいという者も36.7％いた。 

Ⅳ 考察 

１．コミュニケーション手段と駅利用との関連に

ついて 

本調査では家庭内のコミュニケーション手段として口

話を使用している者は駅を利用しやすい、手話を使用して

いる者は駅を利用し難いと回答していた。また、家庭外の

コミュニケーション手段として筆談を使用している者は、

駅を利用しやすく、困った時の解決方法として駅員に聞く

が、駅員の手助けや緊急時の案内は十分でないと回答して

いた。一方、筆談が得意でない者は駅を利用しにくく、電

車の遅れや緊急時の案内に不安をもっている者が多かっ

た。 

現在の聾教育では口話が中心で、時間もかかり、体得す

ることも非常に難しい音声受容を読唇（読話）で行ってい

る11)。2011年に障害者基本法が改正され、学校で手話を

使用しても良いとの答申が文科省より出たが、手話を使っ

て授業の行える先生が少ないこともあり、現在もほとんど

の授業は口話で行われている。著者らが前報10)で報告した

ように、家庭内でコミュニケーション手段として口話を使

用している者は聾学校で口話教育を受けている19歳まで 

 

 

 

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)
緊急時の対応をきちんとしてほしい 92 (66.2)
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)
その他 4 (  2.9)

 表５ 駅のサービスに望む事項(複数回答）

表３ 家庭外のコミュニケーション手段と駅の利用との関連 
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 筆談について Ｐ 値
項目 カテゴリー

利用頻度 毎日 5 (27.8) 25 (29.1) 6 (17.1) **
週に３～４度 2 (11.1) 17 (19.8) 4 (11.4)
週に１度 1 ( 5.6) 16 (18.6) 12 (34.3)
利用せず 10 (55.6) 28 (32.6) 13 (37.1)

利用目的 通勤・通学 5 (27.8) 41 (47.7) 7 (20.0) *
買物・用事 8 (44.4) 28 (32.6) 13 (37.1)
その他 5 (27.8) 16 (18.6) 13 (37.1)

利用しやすさ 利用しやすい 7 (38.9) 16 (18.6) 6 (17.1) **
ふつう 9 (50.0) 61 (70.9) 16 (45.7)
利用しにくい 2 (11.1) 9 (10.5) 13 (37.1)

駅で困ること 駅の構造 5 (27.8) 10 (11.6) 10 (28.6) *
   （複数回答） 乗り換えの方法 5 (27.8) 19 (22.1) 11 (31.4) n.s.

遅れなどの情報 6 (33.3) 51 (59.3) 27 (77.1) **
緊急事態の対応 9 (50.0) 57 (66.3) 27 (77.1) n.s.
その他 1 (5.6) 1 (1.2) 1 ( 2.9) -

困った時の解決 駅員に聞く 12 (66.7) 52 (60.5) 13 (37.1) n.s.
その他 6 (33.3) 34 (39.5) 22 (62.9)

駅員の手助け 十分である 3 (16.7) 15 (17.4) 3 ( 8.6) **
ふつう 13 (72.2) 40 (46.5) 7 (20.0)
十分でない 2 (11.1) 31 (36.0) 25 (71.4)

駅の移動の しやすい 5 (27.8) 10 (11.6) 4 (11.4) **
しやすさ ふつう 8 (44.4) 59 (68.6) 6 (17.1)

しにくい 5 (27.8) 17 (19.8) 25 (71.4)
駅の案内表示の わかりやすい 7 (38.9) 19 (22.1) 5 (14.3) **
わかりやすさ ふつう 8 (44.4) 49 (57.0) 7 (20.0)

わかりにくい 3 (16.7) 18 (20.9) 23 (65.7)
電車内の表示の わかりやすい 6 (33.3) 24 (27.9) 8 (22.9) **
わかりやすさ ふつう 8 (44.4) 44 (51.2) 7 (20.0)

わかりにくい 4 (22.2) 18 (20.9) 20 (57.1)
遅延説明 十分である 9 (50.0) 41 (47.7) 6 (17.1) **

十分でない 9 (50.0) 45 (52.3) 29 (82.9)
緊急時の案内 十分である 7 (38.9) 28 (32.6) 4 (11.4) **

十分でない 11 (61.1) 58 (67.4) 31 (88.6)

   n.s.:有意差なし，*Ｐ <0.05，**Ｐ <0.01

  値は人数（％）

得意 ふつう 不得意
n=35n=86n=18

の者が多く，年代と駅利用との関連でも、この年代は駅を

利用しやすいと回答している割合が多かった。このことが、

口話を使用している者が年代の高い手話を使用している

者よりも駅を利用しやすいと回答している結果に繋がっ

ていることが考えられる。 

筆談については、上久保3)、井上8)、中園12)、大城13)は、

聴覚障害者の多くは文字の読み書きがあまり得意ではな

いことを報告している。栗村11)はLennebergが提唱 

した概念である言語獲得の「臨界年齢」は多くの研究者で

確認されており、思春期までに言語を獲得しないとその後

ずっと言語を獲得できない、5歳ぐらいまでに言語が獲得

されないと本来の水準に達しない、あるいは正確な文法が

身につかないことを実証している。老田ら14)は先天性の障

害者の場合、耳からの音経験がないため文字による音の表

現が理解できないことを報告している。本調査で筆談を使

用している者は、聴覚障害者のなかでも言語を獲得した少

数に属する者であると考えられる。健常者とコミュニケー

ションをとる時に筆談という手段が必要な現代では、この

コミュニケーション能力が高いことは社会生活を営む上

で重要な意味を持つという報告15)もあることより、筆談が

得意な者は健聴者とのコミュニケーションに自信を持っ

ている者である可能性が高い。 

このような背景から駅を利用しやすく、困った時の解決方

法として駅員に聞くと回答していることが推察される。 

聴覚障害者の多くは筆談が健聴者とコミュニケーショ

ンをとるための有効な手段だと認識をしている。しかしな

がら、筆談が不得意な者は「健聴者に迷惑をかけてはいけ

ない」「かわいがられる障害者になりなさい」と教えられ

た時代もあり、筆談が理解できずに何度もやり取りをする

ことを遠慮し、わかったふりをしがちである。老田ら 14)

は、聴覚障害者は見ただけではわからない障害なので他人

に認知され難いことを報告している。本調査では、駅で困

った時の解決方法として駅員に聞く者が半数近くいたが、

遅延説明、緊急時の案内が十分でないと答えた割合が高く

不満をもっていた。場面は様々であるが、今後の課題とし

て黙っていれば障害がわからないという選択をせず、聴覚

障害者自身からの「聞こえないから教えて」という発信も

行っていかなければならないことが提案される。 

２．駅のサービスに望む事項 

スクリーンに手話と字幕のリアルタイムの表示や、緊 

急時の対応への要望が最も多かった。調査地域のなかに 

は手話と字幕がリアルタイムに表示される大きなスクリ

ーンがあり、聴覚障害者だけでなく、耳の遠い高齢者にも 

表４ 筆談と駅の利用との関連 
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好評な駅が存在している。この様な大スクリーンでな 

くとも、字幕(テロップ)が出るテレビほどの大きさのもの

が、駅の改札口の横等、決まった場所に設置してあれば、

聴覚障害者にとって緊急時の不安を無くすのに大変役立

つことが考えられる。井上ら6)は現在の鉄道駅および鉄道

車内で使用されている電光文字表示器では、同じ表示文字

数であっても表示速度に大きなバラツキがあり、読みやす

さについて充分な配慮なしに速度設定されている機器も

少なくないことを報告している。聴覚障害者が駅を利用し

やすく不便な環境を改善できるように聴覚障害者の方と

同じ目線に立った細かな配慮が必要とされる。 

聴覚障害者は電車が緊急停止した時等、緊急のアナウン

スの音が聞こえない為、何が起こったか不明な際に不安を

感じており、緊急時にすぐに情報が得られるような支援技

術を求めている15)。中園ら16)は、駅において携帯情報端末

上で動作することを想定したコミュニケーション補助技

術VUTE（Visualized Universal Talking Environment）を

報告している。VUTEは聴覚障害者や高齢難聴者、外国人な

どで障害や言葉の障壁を超えてコミュニケーションの実

現を目指す技術で、実用化が可能な段階まできている。本

調査では携帯等情報機器の所有割合は各年代ともかなり

高いことが明らかにされており、開発に目途が立ったなら

ば、普及はかなり早いことが推測される。また、火災警報

設備の面も、聴覚障害者や難聴者（高齢者を含む）に対し

て、あまり考慮されていない、聴覚障害者は外見上健常者

と変わらないために他の人からの援助を得ることが期待

できず孤立した状況になりやすく、火災状況や避難情報を

得ることが困難であるという報告17)もあり、火災時の警報

音にも次第に目が向けられてきている。また、手話につい

ては、現在、全日本聾唖連盟では自分たちの独自の語彙や

文法体系をもっている言語である手話を取り戻そうと手

話言語法制定に向けて運動を広げている。手話で自由なコ

ミュニケーションを図ることは、学力や日常生活、豊かな

人間性、社会性の発達にも大きく貢献すると期待されてい

る。本調査でも、駅での手話に対応するシステム、手話が

出来る人の常駐等を望む声が挙がっている。手話にも対応

した多彩なコミュニケーションが出来るようになること

を期待したい。 

本調査を通し、聴覚障害者が駅を利用しやすく不便な 

環境を改善できるように、聴覚障害者と同じ目線で考え、

どの駅にもリアルタイムで情報が表示できるようなテレ

ビの設置を提案していきたい。 

 

Ⅴ 結論 

聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援を明確にす

ることを目的に、聴覚障害者における日頃の手話、口話、

筆談等のコミュニケーション手段と駅利用との関連につ

いて検討した。平成24年7月～10月に聴聴覚障害者福祉

協会の会員と聾学校の生徒を対象としてアンケート調査

を実施した。 

１．コミュニケーション手段と駅の利用との関連において

は、家庭内で口話を使用している者は駅を利用しやす

い。手話を使用している者は駅を利用し難く、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く、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

逆に駅を利用し難いと回答した。 

２．駅のサービスに望む事項においては、スクリーンに 

手話と字幕をリアルタイムに表示することや、緊急時

の対応をきちんとしてほしいが最も多かった。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。 

以上から、聴覚障害者に対してどの駅にもリアルタイム

で情報が表示できるようなテレビの設置が提案される。ま

た、緊急時にすぐに情報が得られるような携帯電話で動作

するコミュニケーション技術等の早期実用化が待たれる。

多くの筆談が得意でない、あるいは高年代の聴覚障害者に

対しては、手話に対する駅の対応の一層の充実が望まれる。 
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Abstract 

This study examined the characteristics of yogo teachers’ research activities and related factors, 
with the aim of clarifying the influences of such activities on work-related duties. The study was 
conducted within the period between August 8 and September 12, 2012, involving 124 yogo teachers 
working at public elementary and junior high schools located in A-Prefecture. 

On factor analysis of yogo teachers’ research activity scale scores, the following 3 factors were 
extracted: “motivation to conduct research”, “environments for research activities”, and 
“implementation of research projects”.  

With factor 1: “motivation to conduct research”, the status of research, anticipated levels of 
difficulty, usefulness, pleasure, burdensomeness, verification of implementation, and self-efficacy 
were associated. With factor 2: “environments for research activities”, the experience of presenting 
implemented research projects, status of research, anticipated levels of usefulness, pleasure, 
burdensomeness, and self-efficacy were associated. With factor 3: “implementation of research 
projects”, the experience of presenting implemented research projects, status of research, 
anticipated levels of difficulty, usefulness, pleasure, burdensomeness, job satisfaction level, 
verification of implementation, and self-efficacy were associated. 

The status of research, anticipated levels of usefulness, pleasure, burdensomeness, and 
self-efficacy showed significant correlations with all 3 factors. The job satisfaction level was 
significantly correlated only with “implementation of research projects”. Attributes or interpersonal 
relationships in the workplace were not significantly correlated with any factor. 

These results indicate the possibility of yogo teachers’ research activities being markedly 
influenced by their own “motivation to conduct research”. It was also suggested that yogo teachers 
showing a high level of “motivation to conduct research” perform research activities while 
independently creating appropriate personal and physical environments for such activities, and 
that this enhances their self-efficacy regarding work-related duties. 
 
Key words：yogo teacher，research activity，motivation to conduct research，self-efficacy 
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Ⅰ はじめに 

中央教育審議会答申（平成20年）においては，養護教

諭の役割・職務について，学校保健活動の推進に当たって

中核的な役割を果たしており，現代的な健康課題の解決に

向けて重要な役割を担っていることや，救急処置，健康診

断，疾病予防などの保健管理，保健教育，健康相談，保健

室経営，組織活動などを行っていることが述べられている
1)。学校教育法や学校保健安全法等の関係法規を踏まえた

養護教諭の専門領域における主な職務内容として，学校保

健計画及び学校安全計画，保健管理，保健教育，保健室経

営，健康相談，保健組織活動があり，それらに加えて子ど

もの心身の健康に関わる研究を大枠として捉えている 2）。

後藤 3)は，国立大学養護教諭養成協議会研究委員会が提示

した「養護教諭に必要な能力」に関する4主題と，日本学

校保健学会の共同研究班が「養護教諭の養成教育のあり方」

をめぐって示した5主題からなる「養護教諭に必要な能

力」，日本教育大学協会全国養護部門研究委員会が整理し

た11主題からなる「養護教諭の力量」をまとめている。

これらは，役割や機能に対応させた養護教諭に求められる

能力または力量を捉えたものであり，共通して「研究」が

明示されている。 
養護教諭の研究活動について，「養護教諭にとっての研

究とは，経験から共通の理論を導きだしたり，その理論を

実証したりするプロセスである」と定義されている 4)。斉

藤ら 5)は，一般的な研究と養護教諭の研究の違いについて，

現職の研究が重要な意味を持つことに加え，学校現場にお

ける実践の中からこそ生まれるものという独自性を持ち

合わせているとしている。実際の研究活動の動向について

は，学会発表では現職の養護教諭が連名で発表者に加わっ

ている演題が5割を占める等，養護教諭が研究に関わるよ

うになってきており，その内容は，職務の特定領域に細分

化・深化していることが報告されている 5)。一方，研究は

「活動の紹介」に終始しているものが多く，研究デザイン

の適切性，信頼性，妥当性についての記載がない論文が多

いことが課題として指摘されている 6-8)。また，著者ら 9)

は現職の養護教諭の研究活動の現状について調査した報

告の中で，養護教諭は，研究は有益であるが難しく苦しい

ものであるというイメージを持っているが，研究活動に取

り組むことで研究のイメージが良くなるというサイクル

が生まれる可能性を示唆している。さらに，研究に取り組

むことで職務への自己効力感の向上を実感しており，日々

の自己実践を振り返り検証する実践検証を研究の原点と

して，職務上の課題や疑問への問いかけを研究課題とした

実践研究に積極的に取り組むことが職務への自己効力感

を高めることに繋がることも明確にしている。 
看護の分野においては，菊池 10)による看護師の研究活動

における報告で，研究に主体的に取り組んできたベテラン

看護婦ほど自律性が高く，研究意欲の高さが臨床能力の向

上に関与するなど，看護師の職務上の自律性と研究活動と

の関連が明らかにされている。これらのことから，養護教

諭もまた看護師と同様に，研究意欲の高さが，養護実践の

能力の向上に関与し，養護実践に対する自信である職務へ

の自己効力感の向上に関係していると考えられる。 
前述した背景を踏まえ，本稿では，養護教諭の行う研究

活動が職務に影響を与えることを明らかにする目的で，養

護教諭の研究活動の特徴と研究活動に関連する要因につ

いて検討した。 
 

Ⅱ 研究方法 

1．調査対象・調査時期・調査方法 
 Ａ県内の2地区における7郡市の公立小・中学校に勤務

する養護教諭135名を対象として，2012年8月8日～9
月12日に，無記名自記式のアンケート用紙を用いて調査

を行った。各郡市の養護教諭部会長を通じて調査依頼をし，

夏季の養護教諭部会（研修会など）においてアンケート用

紙を配布して，会の終了後に回収した。 
2．倫理的配慮 
本調査により得た結果は「コンピュータによって統計処

理および解析を行うこと，および，本調査への協力は自由

意思によるものであること」を調査依頼文に明記し，質問

紙の返却と同意への署名をもって協力の意志を確認した。 
3．調査内容 
質問項目は以下のとおりである。 

1）対象者の属性 
 勤務校種，現在の勤務校の学校規模，現在の勤務校での

勤務年数，年代，これまでの勤務校種と勤務年数，養成課

程の6項目において選択式および記述式とした。 
2）研究に関する現状 
養護教諭の研究に関する先行研究 6)を参考に作成した。

学会や研究会への所属，学会への参加経験，論文や実践の

発表経験，現在の研究の状況，研究の種類，共同研究者の

有無，研究で得られた効果についての8項目について選択

式および記述式とした。 
3）研究のイメージ 
養護教諭の研究に関する先行研究 6)を参考に作成した。

研究の難易度では「易しい」「少し易しい」「少し難しい」

「難しい」，有益度では「有益」「少し有益」「少し無益」「無

益」，苦楽度では「楽しい」「少し楽しい」「少し苦しい」「苦

しい」の3項目のイメージについて，それぞれ4件法の選

択式とした。 
4）養護教諭の研究活動尺度 
 看護専門学校教員の研究活動尺度に関する先行研究 11)

を参考に，「研究の実践」「研究意欲」「研究活動の環境」

の要因から15項目を抽出・改編して作成した。すべての

項目は，「非常に思う（7点）」「思う（6点）」「少し思う（5
点）」「ふつう（4点）」「少し思わない（3点）」「思わない
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表1 養護教諭の研究活動尺度を構成する質問項目の得点と回答者の分布 

（2点）」「非常に思わない（1点）」の7件法の選択式とし

た。 
5）養護教諭の自己効力感尺度 
養護教諭の自己効力感に関する先行研究 12-13)で作成さ

れた養護教諭の自己効力感尺度の40項目のうち，Ａ県で

使用されていない名称について一部変更して使用した。す

べての項目を「非常に思う（7点）」から「非常に思わな

い（1点）」の7件法の選択式とした。 
6）養護教諭の職務への自己効力感の関連要因 
職務への自己効力感の関連要因として先行研究 12-14)で

報告されている，養護教諭の仕事への満足度（以下，仕事

満足度と示す），学校内の教職員間の人間関係（以下，職

場の人間関係と示す），自己の実践の振り返り検証の頻度

（以下，実践検証と示す）を取り上げ，すべての項目を5
件法の選択式とした。また，関連要因として報告がある勤

務年数については対象者の属性，学会参加については研究

に関する現状の中で回答を求めた。 
4．分析方法 
養護教諭の研究活動尺度の質問項目については単純集

計し，平均値と標準偏差を算出した。養護教諭の研究活動

尺度は，主因子法バリマックス回転で因子分析を行った。

養護教諭の自己効力感は，自己効力感得点平均値を低値群

（～4.70）（以下，自己効力感Ｌ群と示す）・中間値群（4.71
～5.37）（以下，自己効力感Ｍ群と示す）・高値群（5.38～）

（以下，自己効力感Ｈ群と示す）の3分位で群分けした。

養護教諭の研究活動尺度の因子分析で抽出された因子と

属性等の要因との関連については，校種，学会等の所属，

学会への参加経験，論文等の発表経験，実践の発表経験，

研究の状況には t検定，あるいはMann-WhitneyのU検

定を行った。学校規模，着任年数，経験年数，養成課程，

研究のイメージの難易度，有益度，苦楽度，仕事満足度，

職場の人間関係，実践検証，養護教諭の自己効力感は一元

配置分散分析，あるいはKruskal-WallisのH検定を行っ

た。多重比較は，Bonferroniの検定を行った。 
統計解析には IBM SPSS Statistics ver.19.0 を用いた。

各検定においては危険率5％以下を有意水準とした。 
 

Ⅲ 結果 

 回収数130名（回収率96.3％）であった。そのうち，「養

護教諭の研究活動尺度」と「養護教諭の自己効力感尺度」

の全項目に回答があった124名を分析対象とした。有効回

答率は，91.9％である。 
1．養護教諭の研究活動尺度の得点と回答者の分布 

養護教諭の研究活動尺度を構成する質問項目の得点と

回答者の分布を表1に示した。１つの選択肢に50％以上

の回答が集中する項目はなかった。質問項目全体の研究活

動得点平均値は4.16（SD＝0.60）であり，研究活動得点

平均値の高い項目は「1．養護教諭に研究活動は必要であ

る」で5.38（SD＝1.07）と大変高い得点であった。次い

で「2．研究活動は養護教諭の能力と関係がある」で4.94
（SD＝1.29），「5．今以上に研究のスキルを身につけたい」

で4.74（SD＝1.49）であった。逆に，低い項目は「6．学

会に積極的に参加している」で3.12（SD＝1.40），次いで

「15．研究のための時間を確保できる」で3.34（SD＝1.44），
「7．常に研究に関わっている」で3.53（SD＝1.51）であ

った。 
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2．養護教諭の研究活動尺度の因子分析 
養護教諭の研究活動尺度を，主因子法バリマックス回転

により因子分析を行った結果を表2に示した。 
固有値の推移と解釈の可能性から，因子負荷量が 0.50 以

上の 14 項目で構成される 3 因子を抽出した。各因子の

Cronbachのα係数は，0.887～0.873と高く，累積寄与率

は62.907％であった。 
第１因子は「3．研究に関心がある」「5．今以上に研究

のスキルを身につけたい」「4．研究の基礎的知識がある」

などの6項目からなり，研究に対する養護教諭自身の考え

や思いなどを示していることから『研究への意欲』と命名

した。第2因子は「14．文献・資料を入手しやすい環境で

ある」「13．研究を指導してくれる人がいる」「11．職場に

は研究活動を支援する雰囲気がある」などの5項目からな

り，研究に取り組むための養護教諭自身を取り巻く環境を

示していることから『研究活動の環境』と命名した。第3
因子は「9．研究結果を児童生徒のケアに取り入れている」

「10．研究について意見交換する機会がある」「8．仕事の

中から研究テーマを取り上げている」の 3 項目からなり，

実際に研究に取り組んでいる様子を示していることから

『研究活動の実践』と命名した。  

3．養護教諭の研究活動と関連する要因 

研究活動尺度の3因子と対象者の属性，研究に関する現

状，養護教諭の自己効力感等との関連について検討した結

果を表3に示した。 
第1因子『研究への意欲』と関連が認められたのは，研

究に関する現状における研究の状況，研究のイメージにお

ける難易度，有益度，苦楽度，そして実践検証，養護教諭

の自己効力感であった。研究の状況では，現在研究をして

いる者がそうでない者よりも研究活動得点平均値が有意

に高かった。研究のイメージにおいては，難易度では，研

究を少し難しいと思っている者が，少し易しい，難しいと

思っている者より，有益度では，研究を有益と思っている

者が，少し有益，少し無益と思っている者より研究活動得

点平均値が有意に高かった。また，苦楽度では研究を楽し

いと思っている者が，少し苦しい，苦しいと思っている者

より，あるいは，少し楽しいと思っている者が苦しいと思

っている者より研究活動得点平均値が有意に高かった。実

践検証では，いつも・時々している者があまり・まったく

していない者よりも研究活動得点平均値が高かった。養護

教諭の自己効力感では，自己効力感Ｈ群が自己効力感Ｌ群

よりも研究活動得点平均値が有意に高かった。 

表2 養護教諭の研究活動尺度の因子分析 

39



原著 

 
 

  

第 2 因子『研究活動の環境』と関連が認められたのは，

研究に関する現状における実践の発表経験，研究の状況，

研究のイメージにおける有益度と苦楽度，養護教諭の自己

効力感であった。研究に関する現状においては，実践の発

表経験のある者がない者より，現在研究をしている者がそ

うでない者よりも研究活動得点平均値が有意に高かった。

研究のイメージにおいては，有益度で研究を有益と思って

いる者が少し無益と思っている者より，苦楽度で研究を楽

しいと思っている者が少し苦しい，苦しいと思っている者

よりも研究活動得点が高かった。養護教諭の自己効力感で

は，自己効力感Ｈ群が自己効力感Ｌ群よりも研究活動得点

平均値が有意に高かった。 
第 3 因子『研究活動の実践』と関連が認められたのは，

研究に関する現状における実践の発表経験，研究の状況，

研究のイメージにおける難易度，有益度，苦楽度，仕事満

足度，実践検証，養護教諭の自己効力感であった。研究に

関する現状においては，実践の発表経験で，発表経験のあ

る者がそうでない者より，研究の状況では現在研究をして

いる者がそうでない者よりも研究活動得点平均値が有意

に高かった。研究のイメージでは，難易度で，研究を少し

難しいと思っている者が，難しいと思っている者より，有

益度では，研究を有益と思っている者が，少し有益，少し

無益と思っている者より，また，苦楽度では，研究を楽し

いと思っている者が，少し苦しい，苦しいと思っている者

より研究活動得点平均値が有意に高かった。仕事満足度で

は，満足・やや満足の者が不満・やや不満の者，あるいは

満足・やや満足の者とどちらでもない者が不満・やや不満

の者よりも研究活動得点平均値が有意に高かった。実践検

表3 養護教諭の研究活動の各因子に関連する要因 
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証では，いつも・時々している者がそうでない者よりも研

究活動得点平均値が高かった。養護教諭の自己効力感では，

自己効力感Ｈ群と自己効力感Ｍ群が自己効力感Ｌ群より

も研究活動得点平均値が有意に高かった。 
3因子のすべてに有意な関連が認められた項目は，研究

に関する現状における研究の状況，研究のイメージにおけ

る有益度と苦楽度，養護教諭の自己効力感であった。研究

のイメージにおける難易度と実践検証は，『研究活動の環

境』と有意な関連が認められなかった。また，仕事満足度

では，『研究活動の実践』のみと有意な関連が認められた。

対象者の属性，職場の人間関係においては，すべての因子

で有意な関連は認められなかった。 
 

Ⅳ 考察 

1．養護教諭の研究活動の特徴 
新井 15)は「養護教諭による実践研究の展望」の中で，実

践研究を進めることは養護教諭自らの力量を高めること

と，成果を養護教諭同士で共有し，広く子どもの健やかな

発育発達に貢献することにつながると述べている。本調査

における養護教諭の研究活動尺度を構成する質問項目で，

「養護教諭に研究活動は必要である」「研究活動は養護教

諭の能力と関係がある」「今以上に研究のスキルを身につ

けたい」の得点が特に高かった。また，養護教諭の研究活

動と関連する要因では，養護教諭の研究活動から抽出され

た3因子と自己効力感が有意に関連し，自己効力感が高い

Ｈ群が，Ｍ群，Ｌ群より研究活動得点平均値が有意に高か

った。これらのことにより，養護教諭は，研究に取り組む

ことは自身の養護実践の能力の向上につながる活動であ

ると捉えており，研究に取り組みたいという思いをもって

いることが推察される。 
 養護教諭の研究活動尺度の因子分析から，『研究への意

欲』『研究活動の環境』『研究活動の実践』の3因子が抽出

された。齊藤ら 11)の看護専門学校教員の研究活動で抽出さ

れた因子と同様であったが，第1因子が「研究の実践」で

寄与率が26.126％，第2因子が「研究意欲」で16.563％,
第 3 因子が「研究活動の環境」で 13.533％と，各因子の

寄与率において本調査結果との相違が認められた。本調査

で抽出された第1因子である『研究への意欲』は，養護教

諭自身の研究に対する意識や積極性を示す項目で構成さ

れている。『研究への意欲』を高くもつことは，『研究活動

の実践』へとつながるものと考えられる。養護教諭は研究

に対し，「有益」と感じながらも「難しい」「苦しい」とい

うイメージをもっている6)9)ことから，「研究に取り組もう」

という思いや意欲が低いと，研究発表等の機会があったと

しても積極的に研究に関わることは少ないであろう。また，

第 1 因子の寄与率が 48.970％と高かったことからも，養

護教諭の研究活動には養護教諭自身の『研究への意欲』が

大きく影響している可能性が示唆される。 

2．養護教諭の研究活動と関連する要因 
齊藤ら 11)は，看護専門学校教員の研究意欲の高さは，日

ごろの教育への疑問や関心の高さに影響されると報告し

ている。また菊池 10)は，看護師の研究活動における調査で，

研究に主体的に取り組んできたベテラン看護婦ほど自律

性が高く，研究意欲の高さが臨床能力の向上に関与してい

ることを明らかにしている。養護教諭においては中安 16)

が，「養護教諭の実践の特質と研究が求められる理由」と

して，実践の成果は子どもと養護教諭の関係性によって変

化するため，子どもの気づきを深めるために養護教諭の学

びと成長が求められていることや，子ども観，健康観，教

育観など養護教諭の力量により実践の質が影響されると

述べている。著者ら 9)は，養護教諭が研究活動に取り組む

ことで研究のイメージが良くなる可能性が示唆されると

ともに，研究に取り組んだことで職務への自己効力感の向

上を実感していることを報告した。本調査においては，現

在研究に取り組んでいる，研究のイメージの難易度で少し

難しい，有益度で有益である，苦楽度で楽しいあるいは少

し楽しい，実践検証をいつも・時々している，養護教諭の

自己効力感の高い者で，『研究への意欲』が高いことが認

められた。この結果は，実践検証を行い，研究に取り組み，

研究のイメージを向上させている養護教諭は，『研究への

意欲』が高く，自己効力感も高いという前述した報告と一

致している。 
第2因子の『研究活動の環境』は，資料の入手や職場の

研究活動を支援する雰囲気，指導者の有無，時間の確保等，

実際の研究活動に取り組むにあたっての支援を含む人

的・物的環境を示す項目で構成されている。また第3因子

である『研究活動の実践』は，日々の自己実践を振り返り

検証する実践検証から捉えた職務上の課題や疑問への問

いかけを，実践研究として取り組むこと 9)でもある。後藤
17)は養護教諭が専門職という立場であり続けるためには，

養護教諭だからこそできる実践を理論化し，

EBP(Evidence Based Practice)を明らかにすることが求

められていると提唱していることから，養護実践の根拠を

明らかにするこのプロセスこそが，養護教諭の研究である

と考えることができる。中村ら 6)は，研究に関する実態調

査において研究を行うための条件整備として，指導者がい

ない，費用がない等を挙げ，十分でないと回答したものが

多く，すべての条件がそろわないと研究できないのではな

く，限られた中でできるところから始めていくのが現状で

あると報告している。本調査においては，実践の発表経験

のある者，現在研究を行っている者，研究のイメージの有

益度で有益である，苦楽度で楽しい，養護教諭の自己効力

感が高い者が『研究活動の環境』が整っていることと関連

していることが認められた。また，実践の発表経験のある

者，現在研究を行っている者，研究のイメージの難易度で

少し難しい，有益度で有益，苦楽度で楽しい，仕事満足度
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の満足・やや満足の者，実践検証でいつも・時々している

者，養護教諭の自己効力感が高い・中間の者が『研究活動

の実践』をしていることとの関連が認められた。実践の発

表経験があるということは，現在までに研究に取り組んで

いたことがあると捉えることができる。新井 15)は，研究に

取り組むには，問題意識を持って自分で考えたり，研究の

ために自分で動いて情報を集めたりすることが大切であ

ると述べている。加えて，より積極的に研究に取り組むた

めには，「どのように研究するか」という方法論，つまり

研究を遂行する上で必要な理論的な手法や実験的手技な

どを，研究を通して習得するというようなやり方を推奨し

ている。これらのことから，まずは研究に取り組むことが

重要であり，『研究活動の実践』を通して『研究活動の環

境』が整っていくと考えられる。 
研究の状況と養護教諭の自己効力感において，『研究へ

の意欲』『研究活動の環境』『研究活動の実践』のすべての

因子と有意な関連が認められた。新井 15)は，性教育と性意

識の関連を検証する機会を得た養護教諭の例をもとに，実

践研究により自分の思いに根拠があることを示せたこと

は，養護教諭自身の自信を高めるとともに周囲の人たちへ

の説得力を持つことにつながり，より良い性教育の契機と

なったことを紹介している。この養護教諭自身の自信こそ，

まさに職務への自己効力感であると考えられる。 
これらのことから，『研究への意欲』の高い養護教諭は，

研究に対する人的・物的環境を自ら整えながら研究活動を

実践しており，研究活動に取り組むことで職務への自己効

力感を向上させていることが明らかになった。また，看護

師と同様に養護教諭も，研究に主体的に取り組む『研究へ

の意欲』の高さが，養護教諭の力量の向上に関与する可能

性も示唆される。 
本調査における研究のイメージにおいて，少し易しいイ

メージをもっている者が，少し難しいイメージをもつ者よ

り『研究への意欲』が低いという結果は，質問の選択カテ

ゴリーが細かく，対象者のデータ数の偏り等によることが

要因として考えられる。今後，カテゴリー分けの方法など

を含めて再検討が必要である。また，実践検証が研究活動

の原点となりうる 9)ことからも，実践検証をどのように研

究につなげていくことが，養護教諭の『研究への意欲』を

高めることになるのか，具体的な方法について着目した研

究が必要とされる。 
 

Ⅴ まとめ 

養護教諭の行う研究活動が職務に影響を与えることを

明らかにする目的で，養護教諭の研究活動の特徴と研究活

動に関連する要因について検討した。対象はＡ県内の公立

小・中学校に勤務する養護教諭 124 名，調査期間は 2012
年8月8日から9月12日である。以下のような結果が得

られた。 

1．養護教諭の研究活動尺度を因子分析し，『研究への意欲』，

『研究活動の環境』，『研究活動の実践』の3因子が抽出

された。 
2．第 1 因子『研究への意欲』と関連しているのは，研究

の状況，研究のイメージの難易度，有益度，苦楽度，実

践検証，養護教諭の自己効力感であった。第2因子『研

究活動の環境』と関連しているのは，実践の発表経験，

研究の状況，研究のイメージの有益度，苦楽度，養護教

諭の自己効力感であった。第 3 因子『研究活動の実践』

と関連しているのは，実践の発表経験，研究の状況，研

究のイメージの難易度，有益度，苦楽度，仕事満足度，

実践検証，養護教諭の自己効力感であった。 
3．3 因子すべてに有意な関連が認められた項目は，研究

の状況，研究のイメージの有益度，苦楽度，養護教諭の

自己効力感であった。仕事満足度については，『研究活

動の実践』のみで有意な関連が認められた。属性，職場

の人間関係ではどの因子においても有意な関連は認め

られなかった。 
以上のことから，養護教諭の研究活動には養護教諭自身

の『研究への意欲』が大きく影響する可能性が明らかにさ

れた。また，『研究への意欲』の高い養護教諭は，研究に

対する人的・物的環境を自ら整えながら研究活動を実践し

ており，職務への自己効力感を向上させていることも示唆

された。 
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西尾市八ツ面の水路に生息する軟体動物 
Freshwater and Land mollusks in concrete irrigation 

channels in a paddy field in Nishio City, Aichi Prefecture, 
central Japan 

 
鳥居亮一*・川瀬基弘** 

 
*三河淡水生物ネットワーク．**愛知みずほ大学． 

 
 
 

キーワード：淡水産貝類，陸産貝類，軟体動物，西尾市，八ツ面町． 
Key words：Freshwater mollusks, Land mollusks, mollusks, Nishio City, Yatsuomote-cho. 

 
 

 
はじめに 

 愛知県西尾市（現在の西尾市）は，旧西尾市に幡

豆郡の３町（一色町，吉良町，幡豆町）が 2011 年 4

月 1 日に編入合併して総面積 161.22km²となった．

合併後の 2014 年には「新編西尾市史」を発刊する

ための第１回編纂委員会が開催された．市制 65 周

年に当たる 2018（平成 30）年度の考古編（資料編）

を皮切りに，2028（同 40）年度の年表・索引（別

巻）まで計 16 巻を刊行することとなった．このう

ち，2023（平成 35）年度刊行予定の『別巻・自然

編』の生物調査が 2015 年度より開始された． 

 自然編の執筆員・調査員である著者らは，海産貝

類，淡水産貝類，陸産貝類を担当しており，2015

年 4～5 月にかけて西尾市八ツ面山周辺水路で淡水

産貝類調査を行ったところ，いくつかの興味深い種

が見つかったので報告する． 

 

調査場所と調査方法 

 調査場所は愛知県西尾市八ツ面町切戸（八ツ面山

北側）の水路である．調査方法は目視確認した種を

直接採取するほかに，鋤簾やタモ網を用いた．水草

などに付着する微小種については，目合いの細かな

フィッシュネットを用いて採取した．砂泥底に生息

する微小種については，0.5mm メッシュの金属製

篩を用いて水底の堆積物をソーティングし，篩上に

残ったものをピンセットで採取した． 

 

確認種一覧 

 八ツ面町切戸の水路より全 12 種の軟体動物を確

認した．淡水産貝類を調査対象としたが，水路の水

際などのエコトーン（推移帯）に生息する陸産貝類

も発見したので併せて記録した．各種の生息状況，

モノアラガイ科とオカモノアラガイ科については形

態に関する情報も併せて記した． 

 
●マルタニシ 
Cipangopaludina chinensis laeta (Martens, 
1860) 
 生貝を 2 個体のみ発見したが，死殻ですら個体

数は少なかった．水質汚濁，農薬散布，用水路の改

修，水田の乾田化や転作などにより全国的に生息地

と個体数が減少している．愛知県では準絶滅危惧

(NT)に指定されている． 
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●ヒメタニシ 
Sinotaia quadrata histrica (Gould, 1859) 
 愛知県下に生息するタニシ科の中では最も多産

し汚濁にも耐性がある．砂泥底を匍匐する個体や水

路の側面に付着する個体を多数確認した． 
 
●ヒメモノアラガイ 
Fossaria ollula (Gould, 1859) 
 殻はやや薄質，黄白色から飴色の半透明，卵円形

で小型．螺塔は多少高く，殻口の軸唇はほとんど捩

れない．軟体の頭の触角は三角形．眼は触角の外側

基部にある．エビモに多数付着していた．砂泥底を

匍匐する個体や水路の側面に付着する個体も確認

した． 
 
●コシダカヒメモノアラガイ 
Galba truncatula (Muller, 1774) 
 殻はやや薄く，茶褐色，長卵形．螺塔はヒメモノ

アラガイよりも更に高い．軟体部は黒味を帯びる．

触角は三角形．淡水性種であるが，水面より上の水

際の湿ったコンクリート壁面に付着している個体

を確認した．個体数はそれほど多くないが，部分的

に複数個体が集合している場所がある．肥後・後藤

（1993）によれば，汎北極圏の種で本邦へは 1945
年前後に移入されたとされているが，増田・内山

（2004）は，ヨーロッパ原産の外来種と考えられ

るが在来も否定できないとしている．愛知県内での

本種の報告例は比較的少ない． 
 
●ハブタエモノアラガイ 
Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 
 殻はやや細長い紡錘形，薄質，黄白色の半透明．

殻表面には細かい布目模様がある．エビモに多数付

着していた．明らかな外来種と考えられているが原

産地は不明である（肥後・後藤，1993；増田・内

山，2004）．大多数は殻高が 10～12mm 程度の個

体であるが稀に本種と考えられる 20mm を超える

大型個体が発見された．10～12mm 程度の個体と

20mm を超える大型個体との中間的なサイズの個

体については確認できなかったが，形態的には同種

と判断した． 
 
●サカマキガイ 
Physa acuta (Draparnaud, 1805) 
 原産地はヨーロッパであり，被害事例の報告はな

いが驚異的な繁殖力で，局所的な圧迫を受けている

生物がいる可能性が指摘されている（佐久間・宮本，

2005）．汚濁耐性が強く，都市の下水路など汚水中

でも生息することができ，水田や溜池，水路，湿地

などの人口的な環境で有機物が多い浅い場所に多

産する（増田・内山，2004）．エビモに付着する個

体を確認した． 
 
●ナガオカモノアラガイ［陸棲］ 
Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901) 
 殻は極めて薄質，淡黄褐色半透明，やや輝き，紡

錘形で鋭い．蓋はない．軟体部の模様が透けて見え

る．頭部の大触角の先端に目があり，前方下部に小

触角がある．愛知県では準絶滅危惧(NT)に指定さ

れている．陸産貝類であるが，水田周辺や水路の水

際などのエコトーン（推移帯）に生息する． 
 
●ヒメオカモノアラガイ［陸棲］ 
Succinea lyrata Gould, 1859 
 殻は薄質，淡黄褐色半透明．ナガオカモノアラガ

イよりも殻高が低く小形である．蓋はない．軟体部

の模様が透けて見える．前種同様に頭部の大触角の

先端に目があり，前方下部に小触角がある．庭園の

石の下などに普通に生息する種であるが，本調査地

点では水際のエコトーンに生息していた． 
 
●ノハラナメクジ［陸棲］ 
Deroceras reticulatum (Muller, 1774) 
 ヨーロッパ原産の外来種である（山口・波部，

1955）．水際のエコトーンで確認された．岐阜市内

でも同様の環境で発見されている（川瀬ほか，

2012）． 
 
●ウスカワマイマイ［陸棲］ 
Acusta despecta sieboldiana (Pfeiffer, 1850) 
 明らかな陸産種であるが，水面直上のエコトーン

で確認された．耕作地や市街地などで多く見られる

が，水田際の畦で複数の個体を確認できたことから，

越冬した個体が乾燥回避のために水際に移動して

発見されたと考えられる． 
 
●タイワンシジミ 
Corbicula fluminea (Muller, 1774) 
 本種は中国・朝鮮半島などから侵入した外来種で

あり，日本各地に分布を広げ，在来種であるマシジ

ミとの交雑や競争的置換が懸念されている（日本生

態学会編，2002）．タイワンシジミは日本産マシジ

ミと非常によく似ており形態変異も大きく識別困

難な場合がある．また，マシジミはタイワンシジミ

のシノニムとされる（Morton，1986；山田ほか，

2010；酒井ほか，2014）など，文献により異なる
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見解が示されている．さらに最近の研究ではマシジ

ミは近世期の外来種である可能性が高いとされて

いる（黒住，2014）．矢作古川で近年の確認記録が

ある（浅香ほか，2014）． 
 
●ドブシジミ 
Sphaerium japonicum (Westerlund, 1883) 
 底質中に浅く埋在する多数の個体を確認した．ま

れにエビモに付着する場合がある． 
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テキストマイニングによる空間的表象の分析 ： 

性と移動手段による方向音痴の研究 

 

An Analysis of Spatial Representation Using Text Mining : 

A Study of Direction-Blindness in Gender and Transferring 

Methods 
 

安念保昌 (愛知みずほ大学) 

Annen, Yasumasa (Aichi Mizuho College) 

 

キーワード：方向感覚；認知地図；空間認知；テキストマイニング；徒歩と自転車 

Keywords: Sense of Direction; Cognitive Map; Spatial Cognition; Text Mining； By Foot or Bicycle 

 

Abstract 

This study explores what kind of characteristic there is for scenery information processing in spatial 

representation among those who have no sense of direction.  It aims to find whether gender or transferring 

methods make difference. The experiment involved 137 students (96 females, 41 males).  Each participant 

drew a pictorial map according to the technique of Kosslyn et.al. (1978) in 30 minutes.  Participants were 

asked to describe the scenery of the spatial representation that they had paid attention to during movement 

in their maps just after arrival, which was recorded to PC.  Participants taking even slightly wrong in the 

direction test were defined as direction blind.  Independent variables of the participant are 3 factors: gender, 

direction blindness or normalcy, and transportation methods (by foot or by bicycle).  The letter information 

that participants paid attention to during movement in spatial representation was processed by KHcoder.  

The uttered words were coded by 12 categories including landmarks, roots, plates, natural phenomena, 

artifacts, artificial phenomena, feelings, geographical, person & characteristics, person movements, situation 

and time, and delusion.  The co-occurrence network figures with 12 cords indicated that the normalcy group 

females using foot collocated with the cord of landmarks, whereas the normalcy group males using foot 

collocated with the cord of roots.  However, both male and female participants in direction blind groups using 

foot or bicycle collocated with neither the code of landmarks nor roots but collocated with the cord of plates or 

situation and time, irrelevant to the formation of cognitive map.  On the other hand, the normalcy group 

using bicycle paid attention to the scenery which was different from the normalcy group by foot.  Within the 

normalcy group using bicycle, gender difference was observed.  It was discussed that a direction-blind 

person fixated on the code of plates that could not indicate a direction in the spatial representation, and it 

indicates that a schema of such space processing led to poor sense of direction in real life.
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１．はじめに 

 

  「人間は本来社会的動物である」とは、アリストテレ

スの言葉であるが、人が集団社会の中にいる間、社会的地

図の中で生活し、空間的に迷うことはない。集団から離れ、

一人になった時、空間の問題に直面する。まずは、集団の

もとに帰れるかどうかが問題となる。  

人や動物にとって、空間的に迷わないことは、根源的な

能力で、餌を探し当てても、安全な場所や巣に戻れなかっ

たら、その個体のみならず、集団とも生き残れなかったは

ずである。  

そうした空間行動は、古典的な行動主義図式では、動物

による学習、とりわけ迷路学習として扱われた。迷路の曲

がり角の状況を刺激とし、どちらに曲がるかの反応の対と

なる SR 学習を形成し、その連鎖として、ゴールの報酬に

至る迷路学習を解くと考えられていた。これは、我々でも、

知らない土地で、行き方を電話で伝授されるとき、例えば、

どこそこの角を右に曲がって、何々が見えてきたらその角

を左に曲がって、といった言葉をもとに、たどり着くのに

似ている。  

しかし、Tolman(1948) の行ったラットの実験では、ゴ

ールに報酬のない状況でラットは、自由に迷路を探索し、

ゴールに報酬が与えられた途端、迷うことなくゴールに到

達できるようになる。また、固定の経路だけで訓練されて

いても、ショートカット経路を含む選択経路が提示される

と迷わず、最短の経路を選択した。こうしたことから、

Tolman は、ラットが地図のような空間を把握できる情報

の集約を図っており、それを cognitive map 認知地図と

呼んだのである。  

ヒトの空間行動について、SilvermanとEals (1992)は、

進化心理学的に捉えており、農耕牧畜がおこる約1万年前

まで、その採餌活動を狩猟採集生活で生きながらえてきた

という。ヒトとして、性的役割が分化し始めた数百万年の

間は、男性は主に狩猟に、女性は、子育てをする居住地の

周辺の採集に従事してきた。そのため、男性は、獲物を遠

くまで追ってゆくこともあり、居住地に戻るためその方位

感覚に優れているが、女性は、どこに何がありいつごろ食

べられるのかという記憶に優れていて、そういった組み合

わせが生き残りやすかったと考えられている。そうした違

いは、Lawtonら(1996)の複雑な屋内空間を移動させた後、

帰路を探させる課題において、男性のほうが目的地の方向

を正確に示すことができたことに示された。また、

Schmitz(1999)も、不慣れな建物での経路探索を男女32人

に行わせたところ、男性のほうがよりよく経路方向を覚え

ており、一方女性は、ランドマークを選ぶ傾向にあった。   

方向音痴を新垣(1998)は、「(1)初めて出かける場所で目

的地に向かうために十分と思われる手がかりがあるにも

かかわらず目的地を失う、(2)一度訪れたことがある場合

に再度向かう時に、前回訪れた記憶があるにもかかわらず

目的地を見失う」こととして、それらの違いは「移動する

ときの手掛かりが地図や標識か、自分の獲得した記憶かの

違い」であるとして、環境に対する内的モデルである認知

地図の形成を研究した。 

村越(2003)によると、その認知地図は、次のような経緯

で出来上がるという。「認知地図は、最初は移動に沿った

ルートだけから構成されたり、異なる移動のルートがそれ

ぞれ断片的に記憶されているだけである。それが経験によ

ってしだいに結びつけられ、知識が線から面へと広がって

いく。その過程で、まず経路上の目印になるような点が記

憶される。その周辺の空間は、目印を中心に記憶され

る。・・・経験が多くなるとこれらの目印間のルートも記

憶される。しかし、この段階ではルートはつながっている

というレベルでしか記憶されていない。・・・また見えな

い場所の方向を正確に指すこともできない。さらに経験を

積むことで、ルートの形状も正確に記憶されるようになる。

こうなると、ルート上の点の相互位置関係も正確に把握さ

れたことになるので、方向指示や近道もできるようになる。

正確な認知地図を作り上げるためには、ルートを移動する

ことで空間関係を正確に把握し、さらにそれを統合しなけ

ればならない。(村越, 2003,p.35-36)」この目印のことを、

ランドマークと呼ぶが、どのランドマークを選ぶかが重要

なカギとなる。  

空間学習はランドマークの知識から出発し、経路知識を

経て、地形的知識に至る(Siegel & White, 1975)のか、経

路知識が先に獲得され、あとで、ランドマークの知識が入

る(Gaerlingら, 1981)のか、論争のあるところであるが、

この二つの方略は、進化的起源以上に、空間的な情報処理

のプロセスの違いを孕んでいて、Tolman 時代の行動主義

対認知主義の古典的な問題でもある。経路情報は、見通し

のきく場所から同時に様々な情報が得られる状況で処理

されやすいが、ランドマークの知識は、逐次的に限られた

情報が刺激・反応的に入ってくる状況で処理されやすい。

刺激反応的なルートの知識は、動作の自己中心的な連鎖で

ある。その自己中心的な知識に、どこからである程度見え

る、いわば公的なランドマークと絡むことで、脱中心化す

るプロセスが面として広がりを持ち、空間関係を正しく把

握できるようになり、認知地図を形成するとみることがで

きる。 

現実空間の認知地図の形成過程で、方向音痴の問題を扱

うべきであるが、それには、多くの学習時間が必要となっ

てくる。それに対して、直接認知地図を描かせるという手

法がKosslynら(1978)によって用いられている。空間的処

理課題の中で、空間的表象に関して、自分で地図を自由に

描いてもらい、その地図を伏せた状態で、描いた地図のイ

メージ内を移動し、それに要する時間を地図上の距離とと

もに計測する手法である。彼らは、描かれた地図上の距離

に比例して、イメージ空間内での移動の所要時間がかかる

ことを見出した。この自由に地図を描く作業それ自体は、

逐次的になされる手作業であるため、自分で描いたことに

より、ランドマークとルート情報が処理さるとともに、ル

ートの形状やランドマーク間の相互位置関係情報も把握

されているはずで、そうした2つのプロセスを含んだ、認

知地図とみなすことができる。 

このKosslynの手法において、まだ用いられていないも

のがある。それは、地図内の移動を徒歩以外に拡張し、小

走りや自転車といった日常的に行っている動作に展開す

ることである。また、移動の最中にイメージ内で意識した

り、気が付いた風景を記述してもらうことが可能である。

そうしたことで、行動から認知地図への流れを詳細に分析

することが可能になる。 

方向音痴は、この認知地図の形成がうまくゆかない人で

あると考えることができるが、この自由に描いた地図にお
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いては、自分で描いた地図でありながら、その空間関係を

正確に把握できず、目的地への定位や最適の経路を見出す

ことができない人と、ここでは定義することができるであ

ろう。男女とも、比率に違いがあるかもしれないが、方向

音痴は存在している。Siegel と White (1975)によればこ

の認知地図の形成が、 男性は女性に比べて優れていると

いうことになる。 

 

２．目的  

 

 Kosslynら(1978)の手法による自作の地図上での空間的

表象内の移動という枠組みにおいて、進化心理学的な視点

から性差がどのように現れるのかをまず確認することが、

この研究の第一の目的である。空間的表象内での距離と移

動時間にどのような違いがみられるのか、また、地図上の

ランドマークの位置関係を扱った方位テストで、従来言わ

れているような性差がみられるかどうかを確認する。  

 次いで、その方位テストにおいて、間違えたものを、方

向音痴群とし、まったく間違えなかったものを方位正常群

として、地図上の距離と移動時間の関係の比較を行う。ま

た、この空間的表象内を徒歩と自転車の移動によって行い、

性と方向音痴・成城の違いが、どのように反映されるのか

を調べる。方向音痴群では、空間のイメージがあやふやで

あることが予想されるため、距離に応じて所要時間が伸び

すぎたり、あるいは極端に短くなることが考えられる。ま

た、移動手段によっての違いをイメージできるかどうかと

いう、動作の問題が、制とどのような相互作用を見せるか

を調べる。  

  最後に、空間的表象内を徒歩あるいは自転車にて移動

の際に、ルート上のどのようなことが気になったかの記録

をつけてもらうことで、ルートから、面としてのサーベイ

マップにどの程度広がりを見せるのかを、文字処理の分析

を性差、移動手段、方向音痴か正常かの比較を行い、方向

音痴の持つ意味を探索的に探ることを目標としている。  

 

３．方法  

 

 この実験は、実験参加者が屋内で自由な地図を描き、そ

の地図を伏せて、空間表象内で地図内に記されたあるラン

ドマークから別のランドマークへ徒歩や自転車で移動し、

その所要時間を実験者が計測するものである。その際、表

象空間の風景で気になったことを言語報告し、実験者が書

き留める。それが終わった後、実験者が任意に選んだ3つ

のランドマークを使って、参加者の方位テストを行い、不

正確だったものを方向音痴群、正確だったものを方位正常

群とした。最後に、竹内の方位感覚尺度によって、自己評

定した。  

 

３.１ 実験参加者  

 実験参加者は、学生137名(男性41名、女性96名）で

ある。 

 

３.２ 材料  

  Kosslynら(1978)の手法によって、実験参加者に下部

に定規のメモリが印刷されているA3版の白紙を渡し、自

由な地図を描かせた。描画時間は、30分で、地図には、

第三者がわかるように、最低3か所のランドマークの絵と

名前、経路や風景を描くことを求めた。  

 

３.３ 課題と手続き  

 実験は、パソコン室で行われ、記録は、以下の地図作成

いがはすべて、パソコン上で行われた。最初実験開始にあ

たって、個人情報の取り扱い、研究データの使用の許諾を

求め、不快に感じた時は拒否できる旨伝えた。  

 （１）地図作成課題  

  実験参加者に、30分かけて、A3用紙に、鉛筆を使って

自由な絵地図を描かせた。その際、最低3か所のランドマ

ークとその名前、それらをつなぐルートを描くよう求めた。

30分の間にできるだけ、イメージを掻き立てるように、

さまざまな空間を描くことも求めた。その際、1㎝は、お

およそ何メートルになるかも聞いた。  

 （２）空間的表象内移動課題  

 実験参加者には、自作の地図を実験者に手渡してもらい、

自分の描いた地図の表象空間を移動してもらう。実験者は、

描かれた地図をもとに、任意の3か所のランドマークを選

び、徒歩と自転車を交互に、同じ2点間にならないように

配慮しながら、AB間徒歩、BC間自転車、CA間徒歩、BA間

自転車、CB間徒歩、AC間自転車となるように、同じ場所

間を徒歩と自転車で往復するように指示し、それぞれの地

図上の距離(経路上の距離：単位㎜）とそれぞれの所要時

間を計測した。なおかつ、それぞれの移動に際して、到着

後、移動中に風景・経路に関して気付いたことや気になっ

たことの言語報告を求め、それを実験者がパソコンの記録

画面で口述筆記した。  

 （３）方位感覚テスト  

  実験者が、参加者の描いた地図を見て、なるべく方位

の関係が複雑なものの中から任意のランドマークを3か

所選び、次のように教示した。「あなたは今、A地点にい

ます。B地点のほうに体を向けてください。そこで、C地

点は、何時の方向に見えますか。」その方位を記録すると

ともに、地図を見て、正確な方位を記録した。  

 （４）竹内の方位感覚尺度  

 日常生活で方向音痴かどうかの尺度である、竹内(1992)

の方位感覚質問紙を用いて、方向感覚を自己評定してもら

った。  

 

３.４ 分析方法  

 （１）実験参加者が方向音痴かどうかの指標  

  Kosslynらの手法における空間的表象の中での方位感

覚を重視した。自分で描いた地図上のランドマークを空間

的表象の中で正しく位置づけられているかどうかは、描い

た地図がサーベイマップの意味を持つ認知地図となって

いるかどうかを見る意味もあり、方位認識が少しでも間違

っている場合、方向音痴と定め、方位正常群と分けた。  

 （２）移動距離と所要時間  

  実験参加者が作成した地図の経路上の距離を測定し、

㎜単位で記録した。また、地図上1㎝が想定している実際

の距離をもとに、想定された移動距離も算出した。それら

をもとに、地図上の速度(cm/sec)と、想定上の速度(m/sec)

を徒歩と、自転車それぞれで算出した。 
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 （３）実験参加者注目した経路上からの風景情報の処理  

 方向音痴か否かに関して、サーベイマップ化しているこ

とが期待される描かれた絵地図は、それがもとになって、

空間的表象が形成されているのか、あるいは、逆にイメー

ジされた空間的表象を単に地図化したもののいずれかで

あるが、空間的表象を探る上で重要な要素である実験参加

者を性、移動手段、音痴か否かによって8群に分け、注目

した表象上の風景情報を、KHcoderを使用して分析した。

それぞれの群において、頻出語を用いた自己組織化マップ

を作成し、コード化されたカテゴリの頻度を算出し、χ二

乗検定を行った。またカテゴリ間の関係をコーディング・

共起ネットワークで、比較し、方向音痴の持つ特性を性や、

移動手段による差と合わせて分析した。  

 （４）竹内の方位感覚尺度との対応  

  空間的表象内での方位感覚が、日常的な方位感覚とど

のような関係があるのかを、竹内の尺度を因子に分けて、

性と方向音痴か否かの2要因の分散分析によって比較を

行った。  

 

４．結果 

 

４.１ 方位テスト  

 実験参加者の空間的表象における方向音痴を探るため、

方位テストについて調べた。 ランドマークA地点にいる

ことをイメージして、ランドマークBの方に体を向けた時

のランドマークCの方位を、真正面を0時として、右を3

時、真後ろを6時、左を9時とするやり方で、正解とのず

れの絶対値の平均値をみた。女性のずれ1.14時(SD=1.41)、

男性のずれ0.39時(SD=0.98)であった。この性差を分散分

析した結果、1％水準で有意となり(F=9.41, df=1/135, 

P<.01)、男性より女性の方が、方位のずれが平均値として

大きいことが分かった。また、方位のずれのなかった正常

群と、少しでもずれがあった音痴群に分けて、性差と正

常・音痴の2要因参加者間分散分析したところ、交互作用

が有意傾向となり(F=2.83, df=1/133, p<.1)、下位分析の

結果、当然ながら、方位正常群にはずれがなく差がないが、

方向音痴の程度に性差がある(F=5.67, df=1/133, p<.05)

ことがわかった。この男女、方位正常・音痴の2要因を実

験参加者間の独立変数とし、徒歩か自転車かの移動手段を

実験参加者内の独立変数として以降の分析を行った。 

図1 男女における方位正常群と音痴群の方位のずれ(時) 

 

４.２ 空間的表象内での距離と所要時間の関係  

 （１）地図内移動距離と所要時間 

 A3版の用紙内で描かれた地図上のランドマーク間、3地

点間の移動距離は、移動手段が、徒歩と自転車は同じ距離

の生きか帰りかを移動するが、その平均を性と正常・音痴

の2要因参加者間分散分析を行ったが、どの主効果、交互

作用とも有意差は得られなかった(図2)。 

一方、徒歩か、自転車かによる移動手段の違いを参加者

内要因として、移動にかかった所要時間(秒)について(図

3参照)、混合3要因分散分析を行ったところ、性の主効

果が5％水準で有意となり(F=5.16, df=1/133, p<.05)、

男性の方が、所要時間が多くかかっていることが分かった。

方位正常・音痴の主効果が有意傾向(F=3.36, df=1/133, 

p<.1)で、正常群の方が長い傾向があり、また、移動手段

の主効果も1％水準で有意(F=53.56, df=1/133, p<.01)で、

さらに、方位正常・音痴の要因と移動手段の要因間の交互

作用が有意傾向となり(F=3.80, df=1/133, p<.1)、下位分

析の結果、徒歩においては正常群の方が音痴群より所要時

間が多くかかっているが(F=3.96, df=1/133, p<.05)、自

転車においては、差は見られず(F=2.12)、一方、当然なが

ら、方位正常群(F=42.93, df=1/133, p<.01)、方向音痴群

(F=14.42, df=1/133, p<.01)とも、自転車より、徒歩の方

が所要時間は有意に長いことが示された。 

 
図2  徒歩(=自転車)による地図上移動距離（ｃｍ） 

 

 
図3  徒歩と自転車による地図上の移動時間(sec) 
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（２）地図上の速度と想定速度 

地図上の移動距離を所要時間で割った値、すなわち、地

図上の平均速度を求めて、同様の分散分析を行ったところ、

性の主効果(F=6.49, df=1/133, p<.05)や移動手段の主効

果(F=53.49, df=1/133, p<.01)がみられた、それらの間の

交互作用も1％水準で有意となった(F=4.43, df=1/133, 

p<.05)。そのため、下位検定を行ったところ、徒歩(F=8.00, 

df=1/133, p<.01)および自転車(F=7.67, df=1/133, 

p<.01)それぞれにおいて性差が有意となり、いずれにおい

ても女性の方が地図上の移動速度は有意に早いことが分

かった。また、女性(F=51.42, df=1/133, p<.01)、男性

(F=10.06, df=1/133, p<.01)とも徒歩より自転車の方が速

度が有意に早かったが、その開きは女性の方が大きいこと

が、交互作用有意の原因であった(図4)。 

 

 
図4 徒歩と自転車による地図上の速度 

 

一方、地図上1㎝の想定する距離をかけ、想定速度を同

様に分析したところ、移動手段の主効果だけが1％水準で

有意となった(F=11.15, df=1/133, p<.01)(図５)。 

 

 
図5 徒歩と自転車による想定速度 

 

 

 

４.３ 竹内の方位感覚尺度との対応 

 空間的表象における方向感覚のずれを中心に見ている

が、竹内の方位感覚尺度質問紙の自答による、日常の方位

感覚とどのような対応があるかを、質問内容を方位回転の

要因と場所記憶の要因に分けて、それぞれ別々に、性と方

位正常・音痴の2要因参加者間分散分析を行った。その結

果、方位回転の要因（F=13.63, df=1/133, P<.01と場所

記憶の要因（F=15.00, df=1/133, P<.01）のいずれにおい

ても、性の主効果のみ有意となり、方向音痴の差は見いだ

されなかった(図6)。 

 
図６  男女における竹内の方向感覚質問紙の回答 

 

 しかし、20項目をそれぞれ2要因の分散分析をした結

果、性差を除いて方向音痴の要因が絡んだ項目が2つのみ

見出された。一つは、地図上で自分の位置を見出せるとい

う項目では、性と正常・音痴の要因の交互作用が有意傾向

で(F=3.70, df=1/133, p<.1)で、下位検定の結果、方向音

痴群に性差は見られないが正常群では、性差が有意となり

(F=8.88, df=1/133, p<.01)、また、女性では差はないが、

男性においてのみ正常群の方が音痴群に比べ自分の位置

を見いだせる傾向があった(F=2.77, df=1/133, p<.1)(図

7)。 

 
図７ 地図上で自分のいる位置をすぐに見つけることが

できるかどうかに関する回答平均値 
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 もう一つは、2人以上であると人についていって疑わな

いという項目で、性差(F=6.73, df=1/133, p<.05)のほか

に、正常・音痴の主効果が有意傾向となり(F=3.18, 

df=1/133, p<.1)、音痴群の方が2人以上であると人につ

いていって疑わない傾向が認められた(図8)。 

 

 
図８  2人以上であると人についていって疑わないに関

する回答平均値 

 

４.４ テキストマイニングによる実験参加者が注目した

経路上からの風景情報の処理  

  方向音痴か否かに関して、サーベイマップ化している

ことが期待される描かれた絵地図は、それがもとになって、

空間的表象が形成されているのか、あるいは、逆にイメー

ジされた空間的表象を単に地図化したもののいずれかで

あるが、空間的表象を探る上で重要な要素である。 

 

（１）テキスト文字数の分析 

  実験参加者の徒歩および自転車での移動中の空間的

表象の中で注目した風景について発話され記録された文

字数について、性、正常・音痴、移動手段の混合3要因分

散分析を行ったところ、どの要因交互作用とも有意にはな

らなかった(図９参照)。 

 

 
図９ 徒歩と自転車移動中に注目した風景の記述に関す

る平均文字数 
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（２）Correlationalアプローチ 

 実験参加者が注目した空間的表象

上の風景文字情報が分析対象として

どのような言葉群であるかの全体像

を知る必要がある。テキストマイニ

ング手法で、研究者側の視点処理を

一切加えず、まず、そのままの形で、

KHcoderを使って分析した。 

１）自己組織化マップ 

 KHcoder(樋口,2014)の自己組織化

マップは、切り出された頻出語の中

でそれぞれの語が使われている文脈

を表しているベクトルを考える。そ

のベクトルの計算には、語1～語nま

でのｎ個の抽出語を用いる。文脈を

表したい当該の語が出現しているぶ

んにおける、語iの平均出現数をmi

とすると、文単位で計算したベクト

ルは、(m1,m2,…,mi,…,mn)であらわ

される。同様に段落のベクトル、全

文書のベクトルが計算され、その合

成で、文脈を表すベクトルがあらわ

され、当該の語がほかにどのような

語とともにデータの中で用いられて

いるのかを表すものである。こうし

て、頻出語が背後にある低頻度語の

出現位置情報との関わりの中で、マ

ップ化すること可能となる。こうし

た行列を自己組織化マップとして作

成できる(樋口,2014)。この手続きに

従って、実験参加者が注目した空間

的表象上の風景の全文字情報の自己

組織化マップを作製し、図10、１１

に示した。出現パタンの似通った語

が近くに配置され、12のクラスター

を作っている。例えば、左上の第1

クラスターでは、「強い」、「風」、

「長い」、「下る」がまとまり、ま

た少し離れて、「日」、「木」、「神

社」、「落ちる」がまとまっている

などしている。 

  

図１０ 頻出語の自己組織化マップ(度数) 
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図１１ 頻出語の自己組織化マップ(クラスターによる色分け) 
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図１２ 階層的クラスター分析の結果 

２）階層的クラスター分析 

  出現パタンが似ているものを階層的クラスター分析

によってまとめたものが図１２である。集計単位を文とし、

最少出現数を10とした。上記の自己組織化されたマップ

の12クラスターに対応している。 
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３）共起ネットワーク 

 全文字情報に関して、出現パタンの似

通った語を線で結んだ、共起ネットワー

クによる分析結果を、図13に示す。 

この分布平面の中に、実験参加者8群の

位置づけを加えたのが、図14である。こ

れからわかることは、男性の正常群や、

女性の徒歩の正常群は、「道」という語

と強く結びついているのに対し、両性の

音痴群やじょせいの正常自転車群では

「道」とつながりが弱いということであ

る。 

女性の徒歩で音痴か否かの違いを見ると、

正常群では、「森」、「木」、「橋」、

「道路」、「道」と強いつながりもつの

に対し、音痴群では、「歩く」、「雨」、

「車」と強くつながっており、方位や場

所への関心が薄いことがわかる。男性の

徒歩で比較してみると、女性ほどはっき

りとした差が認められず、正常群が「山」、

「草」、「道」に注意しているのに対し、

音痴群では、「上り坂」、「草原」、「ア

スファルト」、「坂道」、「草」に関心

を示し、坂と面に関心が集中しているよ

うに見える。 

  

図１４ 各群の共起ネットワークにおける位置づけ 

図１３ 共起ネットワークによる分析 
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４）対応分析 

 実験参加者の空間的表象内での移動中に気になった風

景が、男女で、また、方向音痴か否かで、さらに徒歩か自

転車かで、どのように違うかを、対応分析で探った。中央

の原点では、相対的に特徴のないものであるが、直行する

2軸が抽出され、2次元ばらついた語の平面上に、各群の

中心が位置付けられている(図１５)。 

  

図１５ 対応分析の結果 
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（３）Dictionary-basedアプローチ 

 上で見てきたように、Correlational アプローチでは、

発せられたすべての言葉の分析のために、認知地図にかか

わる経路とランドマークの役割が多くの言葉に埋没して

しまって、それらの特徴が出せなかった可能性がある。そ

こで、Correlationalアプローチの結果もかんがみながら、

従来の空間認知の視点を入れ込んで、コーディングルール

を決定し分析することにした。 

１）コーディングルール 

  発話された言葉を、以下の１２カテゴリに分類した。  

①人工現象：にぎわう、ラッシュ、渋滞、混む、人通り、

など。  

②感情：ごてごて、さみしい、しんどい、きつい、どき

どき、など。 

③地理的：わき、右側、後ろ、手前、真っすぐ、など。 

④人・特徴：おばさん、お巡りさん、家族連れ、親子、

友達、など。  

⑤ランドマーク：ショピングモール、ホテル、映画館、

火山、船着き場、など。  

⑥面：草むら、野原、路面、原っぱ、砂漠、など。 

⑦自然現象：炎天下、豪雨、小春日和、照り返す、快晴、

など。  

⑧人工物：タクシー、バス、耕運機、船、電車、など。 

⑨経路：あぜ道、スロープ、車道、手すり、堤防、など。 

⑩人動作：かきわける、くぐる、さえぎる、すりぬける、

走る、など。 

⑪状況・時間：ぐしゃぐしゃ、昼過ぎ、凸凹、午前、昼

下がり、など。 

⑫迷い：迷子、立ち往生、迷う、邪魔、引っ掛かる、な

ど。 

２）コード出現率 

 上記のコーディングルールに従って、発話を分類し、性、

方向音痴か否か、移動手段によって8つの群のコード出現

率を図１６に示す。 

人工現象においては、群間差が５％で有意となり(χ2 

(7)=15.877, p<.05；発話数を比率で補正したχ2 

(7)=26.095, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重比

較の結果、 

（女正常徒歩＝女音痴徒歩＝女音痴自転車＝男正常自転

車）＜男音痴自転車 

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

感情においては、群間差が発話数を比率で補正して、1％

水準で有意(χ2 (7)= 57.412, p<.01)となり、ライアンの

名義水準を用いた多重比較の結果、 

（女正常徒歩＝女音痴徒歩＝女正常自転車＝女音痴自転

車＝男正常徒歩＝男正常自転車）＜男音痴自転車                   

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

地理的においては、群間差が発話数を比率で補正して、

1％水準で有意(χ2 (7)= 24.364, p<.01)となり、ライア

ンの名義水準を用いた多重比較の結果、 

（女正常徒歩＝女音痴徒歩＝女正常自転車＝女音痴自転

車＝男正常徒歩＝男正常自転車＝男正常自転車）＞男音痴

自転車     の関係が見いだされた。 

ランドマークにおいては、群間差が１％で有意となり

(χ2 (7)=20.893, p<.01；発話数を比率で補正したχ2 

(7)=29.224, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重比

較の結果、 

女正常徒歩＞（女音痴自転車＝男音痴自転車）；男正常徒

歩＞男音痴自転車 

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

面においては、群間差が１％で有意となり(χ2 

(7)=24.315, p<.01；発話数を比率で補正したχ2 

(7)=53.974, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重比

較の結果、 

男音痴徒歩＞（女正常徒歩＝女正常自転車＝女音痴自転車

＝男正常徒歩＝男正常自転車）；  （女正常自転車＝女

音痴自転車＝男正常徒歩）＜男音痴自転車 

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

自然現象においては、群間差が１％で有意となり(χ2 

(7)=121.225, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重

比較の結果、 

女音痴徒歩＞（女正常徒歩＝女音痴自転車＝男正常徒歩）

＞男正常自転車＞男音痴自転車； 女音痴徒歩＞（女正常

徒歩＝女音痴自転車＝男正常徒歩）＞男音痴徒歩； 女音

痴徒歩＞女正常自転車 

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

人工物においては、群間差が１％で有意となり(χ2 

(7)=15.435, p<.01；発話数を比率で補正したχ
2(7)=21.873, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重

比較の結果、 

（女音痴徒歩＝女正常自転車＝女音痴自転車）＞男音痴徒

歩＜男音痴自転車 

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

人動作においては、群間差が１％で有意となり(χ2 

(7)=28.706, p<.01；発話数を比率で補正したχ2 (7)= 

20.759, p<.01)、ライアンの名義水準を用いた多重比較の

結果、 

女正常自転車＞（男正常徒歩＝男音痴自転車）                        

の関係が見いだされた。それ以外の対には有意差はなかっ

た。 

迷いにおいては、群間差が発話数を比率で補正して５％

水準で有意(χ2 (7)= 18.160, p<.05)となり、ライアンの

名義水準を用いた多重比較の結果、 

男音痴徒歩＜男音痴自転車  の関係が見いだされた。そ

れ以外の対においては、有意差はなかった。 

 ヒト・特徴、経路、状況・時間の３つのコードでは、比

率補正しても有意差は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

58



原著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１６ コードごとのヒートプロット 

女正常徒歩 女音痴徒歩 女正常自転車 女音痴自転車 男正常徒歩 男音痴徒歩 男正常自転車 男音痴自転車 合計 カイ2乗値
人工現象 14   (5.53%) 16   (6.02%) 5   (3.79%) 14   (8.28%) 4   (2.25%) 2   (2.27%) 0   (0.00%) 2   (4.08%) 57   (4.58%) 15.877*
感情 7   (2.77%) 4   (1.50%) 4   (3.03%) 2   (1.18%) 2   (1.12%) 4   (4.55%) 1   (0.91%) 4   (8.16%) 28   (2.25%) 14.051
地理的 23   (9.09%) 16   (6.02%) 14 (10.61%) 11   (6.51%) 11   (6.18%) 5   (5.68%) 7   (6.36%) 0   (0.00%) 87   (6.99%) 8.984
人・特徴 24   (9.49%) 19   (7.14%) 17 (12.88%) 16   (9.47%) 17   (9.55%) 7   (7.95%) 14 (12.73%) 5 (10.20%) 119   (9.56%) 5.045
ランドマーク 73 (28.85%) 49 (18.42%) 28 (21.21%) 28 (16.57%) 45 (25.28%) 14 (15.91%) 21 (19.09%) 4   (8.16%) 262 (21.04%) 20.893**
面 34 (13.44%) 56 (21.05%) 11   (8.33%) 16   (9.47%) 21 (11.80%) 20 (22.73%) 12 (10.91%) 8 (16.33%) 178 (14.30%) 24.315**
自然現象 74 (29.25%) 110 (41.35%) 46 (34.85%) 73 (43.20%) 73 (41.01%) 27 (30.68%) 37 (33.64%) 14 (28.57%) 454 (36.47%) 16.439*
人工物 28 (11.07%) 40 (15.04%) 22 (16.67%) 27 (15.98%) 14   (7.87%) 4   (4.55%) 11 (10.00%) 6 (12.24%) 152 (12.21%) 15.435*
経路 78 (30.83%) 77 (28.95%) 38 (28.79%) 56 (33.14%) 65 (36.52%) 28 (31.82%) 32 (29.09%) 11 (22.45%) 385 (30.92%) 5.617
人動作 86 (33.99%) 81 (30.45%) 67 (50.76%) 65 (38.46%) 49 (27.53%) 23 (26.14%) 41 (37.27%) 11 (22.45%) 423 (33.98%) 28.706**
状況・時間 128 (50.59%) 131 (49.25%) 74 (56.06%) 97 (57.40%) 90 (50.56%) 35 (39.77%) 49 (44.55%) 19 (38.78%) 623 (50.04%) 13.215
迷い 5   (1.98%) 6   (2.26%) 2   (1.52%) 7   (4.14%) 3   (1.69%) 0   (0.00%) 3   (2.73%) 2   (4.08%) 28   (2.25%) 6.309
ケース数 253 266 132 169 178 88 110 49 1245  

表1 各群のコード出現率 
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３）コードの自己組織化マップ 

  12のコードによる自己組織化マップを図17に示す。

これによると、自然現象、感情、面が離れてはいるが同じ

クラスターに入り、人工物と状況・時間、そして、ランド

マークと人動作もそれぞれ同じクラスターにいることが

分かった。 

  人工人人

感感

地地地

人・特特

トコスラココ
地

自自人人

人工人

経道

人人人

状状・時時

迷き

図１７ コードの自己組織化マップ 
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図１８ コードによる共起ネットワーク 

４）コードによる共起ネットワーク 

8群それぞれの空間的表象の中で、注目した風景が12

のコードの空間でどのようなつながりになっているのか

を、共起ネットワーク分析によって図示した(図18)。こ

れによると、男女とも、徒歩おける音痴群並びに、男自転

車の音痴群は、「面」と共起し、女自転車の音痴群は、状

況・時間と共起していることがわかる。これに対して、女

正常徒歩群は、ランドマーク、人動作、状況時間と共起し、

男正常徒歩群は、経路、自然現象と共起していることが分

かった。

女正常自転車群は女正常徒歩群と人動作を共有して共起

しているが、ほかに、地理的、人工物とも共起している違

いがある。方位感覚が正常な場合、徒歩において、女性は、

ランドマークに頼り、男性は、経路と共起しているという

違いが見いだされた。また、女性において、徒歩から自転

車に移動手段が変わることで、地理的コードや、人工物の

コードに見えてくるものが変わっていくことが示された。 
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図１９ コードによる対応分析 

５）コードによる対応分析 

 Correlationalアプローチで素の単語で各群の位置づけ

を見たが、2軸に広がる12のコード平面で同様に、各群

の位置づけを対応させた(図１９)。これによると、男女と

も、徒歩や自転車の音痴群は、経路やランドマークといっ

た空間認知の基本になるところから、かなり離れているこ

とが示された。 
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６）コードによる共起ネットワーク構造による群間比較 

①性差 

 女性と男性の文字情報だけを取り出し、modularityに

よるサブグラフ検出法用いた共起ネットワークで比較を

行った(図２０)。男女とも、経路―面―自然現象―状況時

間の共通したχ構造がみられるが、女性では、ランドマー

ク―人動作―地理的が下位構造となっているのに対し、男

性では地理的が外れた代わり、人工物―人特徴―迷いが合

わさっている。女性では、迷いは人特徴と下位構造をなし

ている。 

        

 

 

  

図２０ 女性(左)と男性(右)におけるコードによる共起ネットワーク 
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②女性と男性における方位正常と音痴群の比較 

 女性では、音痴群の方が、ランドマーク下位構造群と経

路下位構造群が分離しているのに対して、男性では、逆に

正常群の方が分離し、音痴群は、ランドマークと経路が同

じ下位構造群に含まれている違いが見いだされた。 

  

図２１ 女性の方位正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 

図２２ 男性の方位正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 
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③性差、音痴か否か、移動手段の比較 

女性では、徒歩においては、ランドマークと経路の下位

構造が音痴では分離し、正常では同一の下位構造となって

いるが、自転車になると、音痴群では同じく分離している

のに対し、正常群では、ランドマークが外れてしまう。 

  

図２３ 女性徒歩の正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 

図２４ 女性自転車の正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 
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男性では、徒歩の場合、正常群も、音痴群もランドマー

クと経路を含む下位構造は、それぞれ、分離しているが、

音痴群の場合、ランドマークが下位構造において、人動作

とのみ繋がっているだけである。同様に、自転車の場合も、

音痴群になると、ランドマークは、下位構造を作らなくな

る。これは、女性の自転車の場合とちょうど逆である。 

  

図２５ 男性徒歩の正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 

図２６ 男性自転車の正常群(左)と音痴群(右)におけるコードによる共起ネットワーク 
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５．考察 

 

５.１ 本研究の意味  

  本研究では、Kosslynら(1978)の手法に基づき、実験

参加者が丹念に描いた地図をもとに、それを伏せて空間的

表象の中を、徒歩あるいは自転車で移動してもらい、その

時に注目した表象内の風景を記録するというやり方をと

り、多くの認知地図の研究が現実空間での移動を伴ってい

るのとは対照的な研究である。また、最初から、認知地図

のようなものを描かせている点で、従来の認知地図形成に

かかわる研究と、大きく違うであろう。しかし、描かせた

地図をもとに空間的表象の中で移動することで、記憶され

たランドマークや経路が、サーベイマップ化された可能性

があり、方位テストによって、方向音痴か否かが決定され

た。  

  現実の空間の方向音痴と異なり、表象的空間に閉じら

れた中での方向音痴は、自分で描いたランドマークの相対

的位置関係の記憶という、表象内での有限の事象の関係性

の合理的な空間処理の問題である。現実空間では、ランド

マークや経路などの実在の位置情報と空間的表象の対応

が修正され、認知地図が完成してゆくので、現実空間の記

憶や空間認知の問題が入り込んで、逆に複雑な様相を呈し

ているといっていいかもしれない。そうした意味では、

Kosslynらの手法の方が、純粋な認知地図の研究としての

意味がある。   

 

５.２ 性差    

  実験参加者が描いた地図の認知の3つのランドマーク

を使った方位テストで、統計的に有意な性差が得られた。

このことは、進化心理学的な説明（Silverman＆Eals, 

1992)と合致するように見える。しかし、ここでのランド

マークは、実際のものではなく描かれたものであり、この

テスト自体は、心的回転課題と考えた方がよいであろう。

心的回転においては、明確な性差がみられている 

(Collins & Kimura, 1997) 。  

ただ、自分の描いた絵地図の世界に浸り、表象的空間

を漂う経験の後では、それは、オブジェクトの回転ではな

く、その表象空間に身を置いた分、実験参加者の方位感覚

のモジュールが立ち上がっているとみなすべきかもしれ

ない。  

  地図上の移動距離を移動時間で割った速度で比較して

も、性差が明瞭で、女性の方が有意に早い速度で移動して

いたが、地図上の１ｃｍあたりの想定している距離をかけ

ると、速度に差はなくなった。このことを、単純に考える

と、女性は、自分の描いた地図に、現実空間的な思い入れ

がなく、現実に想像できるほどの距離を想定していない、

あるいは、狩猟採集時代の営巣地の周りの狭いエリアでし

か空間をイメージできないと解釈することも可能である。 

竹内の方位感覚尺度を性と方向音痴か否かの2要因で

分析したところ、方位回転と場所記憶の2因子とも、性の

主効果のみ有意となったが、これらも、日常生活において、

女性の空間処理能力が、狩猟採集民時代を引きずっている

と考えることもできるかもしれない。しかし、ここで、本

実験で行われた空間的表象の中だけでの方向音痴の判定

は、現実の日常生活での差を大体において反映していない

ことが示された。 

1つ１つの質問項目で、調べたところ、方向音痴か否の

判定に関連が見いだされたのは、地図上で自分の位置をす

ぐに見つけることができるという項目と、2人以上である

と人についていって疑わないという項目の2項目だけで

あった。前者では、交互作用が有意傾向で、下位検定の結

果、方向音痴には性差がなく方位正常群においては、性差

がみられ、男性の方がすぐ見つけられると自己評定してい

る。空間的表象における方位テストに間違えなかった男性

は、地図上で自分の位置をすぐに見つけられると、女性よ

り相対的によく答えていることが示された。また、2人以

上であると人についていくと音痴の方が正常より有意に

よく答えていることが分かった。空間的表象での方位テス

トに間違えたものは、日常においても、空間的に自信がな

いことが表れているのかもしれない。しかし、この2つ以

外では、性差のみがあって、本実験での方位テストが日常

生活の方位感覚とは違って差が見いだされていないこと

から、表象的空間での方位テストは、従来の性差を維持は

している日常の方向感覚とは異なる可能性がある。  

 

５.３ テキストマイニング  

  空間的表象の中を、徒歩あるいは自転車で移動した際

の注目した表象内の風景を記録したテキストの文字数自

体には、性、音痴か否か、移動手段のどの主効果や交互作

用も見いだされなかった。そのことから、だれもが、どの

状況でも同程度の移動中の注目をしていることになる。そ

の文字情報の解析を、まずは、KHcoderによって、切り出

された文字の出現する近さと頻度によって、性差、方向音

痴、移動手段の違いが反映されたかを見た後、それらを合

わせて、認知地図形成のプロセスである、経路とランドマ

ークの視点を取り入れて、辞書ベースアプローチで、同様

な比較を行った。  

  移動中に注目した風景は、経路情報やランドマークが、

サーベイマップ化していくプロセスとみなすことで、サー

ベイマップ化に成功した正常群と、失敗した方向音痴群の

違いから、そのプロセスを逆にたどることが可能であろう。  

（１）correlationalアプローチ  

  発話は、完全な分でなくても途切れると、句読点がつ

けられ、文として独立してゆく。同じ文内に切り出された

語が並ぶことが多くなれば、自己組織化マップ(図10、11）

で近くの位置を占め12個のクラスターで区分された。こ

の基本的な語の空間に、3つの要因による8群がどこに位

置するかということになるが、自己組織化マップでは、す

べての群の発話さわれた語をもとに作成されるため、群の

位置づけは見ることができない。そこで、ともに発話され

るネットワークを描き（図１３）、その中に、各群の中心

がどこに位置するかを見た。これからは、群によって、見

えている風景が違うことがわかる。強く共起したものだけ

を挙げてみる。  

 女正常徒歩  ：道、道路、古、砂利、橋、木、森  

 女正常自転車：車、スイスイ、強い   

 女音痴徒歩  ：車、雨、歩く  

 女音痴自転車：車、信号、晴れ(る)、走る、途中、下り

坂、  

 男正常徒歩  ：道、草、生える、少し、狭い、山、渡

る、たくさん  
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 男正常自転車：道、風、曇る、自転車、横断、引っかか

る、乾く、平坦  

 男音痴徒歩  ：草、通る、整備、上り坂、草原、坂道、

アスファルト  

 男音痴自転車：走る、坂、湿る、濡れる、地面、普通  

  性差として、このおもに共起した言葉だけから言える

ことは、男性の方が、イメージがこまやかであるというこ

とである。女性は、この課題を自分の描いた地図空間を移

動することに、手近なところの項目の操作なので、わかり

きっているとみているのかもしれない。その意味で、メン

タルローテーションとしての課題ととらえている可能性

が残る。  

  方向音痴の要因として、方位正常群では、経路や遠く

のランドマークが共起していることが認められるが、方向

音痴群に特徴的なのは、遠くの風景が見えておらず、近場

の面に気を取られていて、さらに、天候に気を使っている

ように見えることである。これは、迷ったときに、雨に降

られるのを予期している、あるいは経験の記憶がよみがえ

るのかもしれない。  

  移動手段の要因として、徒歩より、自転車の方が速度

が上がった様子やそれにかかわる言葉が共起している。ま

た、女性では、自転車の移動に伴って、見えている風景が

大雑把なものになるが、男性では、ある程度経路の情報が

見えているようである。  

  語同士が出現してくるベクトルから直行する主要な2

成分を選んで出来る平面上に、主な語を散りばめ、そこに

8群の中心をプロットしたのが図15である。ここで特徴

的なのは、自転車群が右下に線形に並んでいて、男女で、

音痴と正常の関係が逆転していることである。すなわち、

男正常自転車は右上にいて男音痴自転車は左下にいるが、

女音痴自転車は右上にいて、女正常自転車は左下の関係で

あるが、女性の差は小さく、男性の際に含まれている。一

方、徒歩においても男性の正常と音痴の広がりが大きく、

自転車と同じく、男正常徒歩は右上、男音痴徒歩は左下方

向に位置し、男性にとっての方向音痴が第3象限に広がっ

ている可能性がある。ここに見いだされるのは、草原や地

面といった面にかかわる言葉群である。それに対して、第

1象限には、山があり、遠くのランドマークである可能性

がある。一方、女性においては、自転車における方向音痴

の変異の広がり軸とは対照的に、変異は小さいながら、右

下、第2象限への広がりとなっている。  

  このように、この2軸が持つ意味は、性差と移動手段

の違いに絡みながら、サーベイマップ化に失敗した方向音

痴の成り立ちを意味している可能性がある。  

（２）辞書ベースアプローチ  

  上で見てきたように、発話されてテキスト情報に何ら

処理を加えずに見ていても、断片的な事実が見えるだけで

あるため、そこで得られた特徴をもとに、とりわけ、面や、

経路などの状況、自然現象、困ったことなどの迷いなどに、

従来のランドマークと経路や、方向など地理的なことなど

12のカテゴリに語をコード化して、分析することにした。  

  12カテゴリに分かれたコードは、自己組織化マップに

よって、いくつかはまとまって、8つのクラスターに分か

れたが、マップ内では距離がある程度離れているので、そ

のままのコードで、分析することとした。  

  12コードの共起ネットワークの中に、8群をプロット

したのが、図18である。男女とも、徒歩おける音痴群並

びに、男自転車の音痴群は、「面」と共起し、女自転車の

音痴群は、状況・時間と共起していることがわかる。これ

に対して、女正常徒歩群は、ランドマーク、人動作、状況

時間と共起し、男正常徒歩群は、経路、自然現象と共起し

ていることが分かった。このことは、女性がランドマーク

をもとに認知地図を作りやすく、男性は、経路をもとにし

ているという従来の知見（村越, 2003)を裏付けることに

なった。また、徒歩における方向音痴群は、男女とも面に

こだわることが示され、そのことが、サーベイマップの形

成に障害になっていることが示唆される。一方自転車にお

いても、男音痴自転車群は面に、女音痴自転車群は状況・

時間にこだわりがあり、そのことが、サーベイマップの形

成に障害になった可能性はあるが方位正常群においては、

徒歩と違う風景に注目していることが示された。男女とも、

人動作に注目しているのは、移動の速度が上がり、そこで

見えてくるほかの人に注意を払いながら、男性はさらに、

人の特徴に関心を持つが、女性は、乗り物などの人工物に

注意を払うということが見えてきた。方位正常群にしてみ

ると、徒歩と同じ経路を自転車で行き来するため、どこを

通っているのかわかっている、すなわち、サーベイマップ

が出来上がっているということであるが、方向音痴群にし

てみる同じ道ではなく、新たな道に迷いながら移動してい

る可能性がある。  

  12のコードによって作られる直行する2成分の平面に

8群をプロットしたのが、図19である。ここでも、性と

移動手段によって、方向音痴の特徴変異が異なることが示

された。女性においては、徒歩・自転車とも方向音痴は、

第2象限から、第4象限への左上方向に広がるのに対し、

男性では、徒歩と自転車では異なり、徒歩では、やや左下

第3象限への変異であるのに対し、自転車では、女性と同

じ、第2から第4象限への左上への変異であった。男正常

徒歩のすぐ近くに経路が位置し、また右下にはランドマー

クや地理的が位置していて、ここで作られた12コードに

よる2軸が、サーベイマップ形成成功の意味をはらんでい

ることが示唆された。 

徒歩における共起ネットワークの下位構造を見たとき

に、方位正常か音痴かで性によって、異なっていることも

見いだされている。女性の方位正常群では、ランドマーク

と経路が下位構造において、一体化しているのに対し、方

向音痴群では、異なる下位構造群に分かれている。このこ

とが女性における方向音痴を決定していると考えられる。

これに関して、車載ビデオからの認知地図形成過程のプロ

トコル解析でも、方向音痴の人はそうでない人に比べ、ラ

ンドマークから獲得される経路マップの情報量が少ない

という結果(新垣、1998)と関連があるように見える。しか

し、男性では、そのルールが当てはまらず、方位正常群で

も方向音痴地群と同じく別々の下位構造を形成していた。

これらのことからすると、男女では、認知地図成立にもっ

と異なる機序が存在している可能性がある。その一つの特

徴は、男徒歩正常群において迷いというコードが、下位構

造においてランドマークと結びついており、経路を中心に

認知地図を立ち上げてゆくが、迷う要素が出てきたときに、

ランドマークで検証しながら、サーベイマップを構築して

いる可能性が出てきた。その点、方向音痴群には、迷いの
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発話すら存在しなかった。迷っていることにすら気が付か

ないのかもしれない。一方、情勢においては、迷いのコー

ドは、正常、音痴とも、ランドマークや経路と強いつなが

りは存在していない。このあたりが、女性と男性の地図の

作られ方の違いであるかもしれない。  

 

５.４ 認知地図の形成  

 ランドマークの知識が基盤になる(Siegel & White, 

1975)のか、経路知識が先に獲得され、あとで、ランドマ

ークの知識が入る(Gaerlingら, 1981)のか論争は、本研

究においては、方向音痴と方位正常な実験参加者が、どの

ような風景に注意を払ったかのテキスト情報が重要な切

り口となる。また、さらに、異なる表象的身体動作がマッ

プの精緻化（それがサーベイマップにつながるかどうかは

わからないが）にどのような役割を持つかも見えてくる可

能性がある。  

  この視点で、今回のデータを見てみると、 共起ネット

ワークの図18から言えることは、男女でその結論は異な

っているように見えることである。方位正常な女性は、ラ

ンドマークが、男性は経路に注目していた。サーベイマッ

プとしての認知地図形成に失敗した方向音痴群では、面や

状況・時間にこだわりを持ってしまいランドマークや経路

に注意がいかなかったのである。しかし、自転車による移

動では、全く違った風景に着目しており、認知地図形成研

究が、徒歩以外の車や、ビデオテープ映像の場合に異なる

様相が起きている可能性がある。  

 

５.５ 総合的考察と展望 

  自分で作成した絵地図の空間を移動するという

Kosslynらの手法において、方位テストで少しでも間違え

るか、大きく間違えるかを区別せず、正確か不正確かだけ

で、方向音痴を決定したが、竹内の質問紙からは現実生活

での方位感覚とは全く異なっていたものであった。しかし

ながら、移動の最中に注目した表象的空間における風景に

テキストマニングされたコードの平面からは、従来の知見

に合致する特徴が見いだされた。すなわち、女性はサーベ

イマップをランドマークからつくりはしめるのに対し、男

性は、経路から始めるということは、徒歩に限定されるも

のであるが、ここで操作的に定義された方向音痴は、意味

のあるものである可能性がある。空間的表象における地図

の作成が、現実世界と対応はしていなくても、日常的な認

知地図の形成と純粋な意味で同じであるということかも

しれない。ランドマークが現実空間と対応すれば、それは

すぐに実用的な認知地図となってゆくのである。さらに言

えば、我々は独自の空間的表象のスキーマとしての地図世

界に住んでいて、そこに現実の世界を無理やり割り当てて

いるだけなのかもしれない。そうであるなら、方向音痴の

人たちは、もとより、ランドマークや経路といったことに

関心を持たない表象的世界に住んでおり、現実でも仮想で

も同じように迷う可能性がある。  

  今回、徒歩のほかに自転車による移動における注目し

た風景の比較を行った。しかし、同じ経路の行き来であっ

たが、徒歩と自転車で異なるランドマーク間を移動しても

らうと、また違った語のマップが形成されていたかもしれ

ない。移動手段をイメージとしては、けがをした場合、あ

るいは車椅子の場合、手足を縛られての部屋の中での移動、

さらに高速な自動車での移動などを取り入れるとともに、

サーベイマップの形成過程をもっと丹念に見るために、い

ろいろなルートの移動のたびに、方位テストをしてみるこ

とも検討されるべきであろう。さらに、こうした課題は、

移動せずに寝たまま行えるため、多様な動作イメージと合

わせて、関与する脳部位との対応をみてゆくことも可能で

あろう。  
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The present paper looks into the reasons why students in the department of early 
childhood nursing apply to be child care workers, and further into the potential motives 
they would have from their backgrounds. Taking junior college students in the early 
childhood nursing department as main subjects, and students in the school health caring 
department and the department of nutrition from the same college as comparison groups, 
the research has been conducted. 
 The research is based on the questionnaires and interviews. The questionnaires asked for 
following information: 1) an ideal occupation in their lower grades, upper grades, junior 
high school, and high school ages 2) a figure who had the most impact on their career path 
selection 3) their views for the idea saying that children should be taken care of by mothers’ 
hands until the age of three 4) their study habits at junior high and high school 5) their 
workplace experience or volunteer experience at nursery schools or kindergartens 6) their 
typical  career  after graduation. The interviews were for those who are going to enter the 
early childhood nursing department and about their previous experience of playing the 
piano. 

This investigation presents that 1) students in the early childhood nursing department, in 
most cases, belong to either identity diffusion or identity moratorium of the four stages in 
Marcia’s identity status and are mentally unready to be child care workers as their 
occupation although they wish to be one 2) students of any stage in Marcia’s identity status 
are greatly influenced by the workplace experience or volunteer experience at nursery 
schools or kindergartens, with which point they make a decision to be child care workers 3) 
their teachers at high school had the most impact on their career path selection, followed by 
mothers, and fathers 4) considering their previous experience of playing the piano and 
study habits at high school as indicators to measure their readiness, there are a fairly large 
number of students entering the early childhood nursing department being not ready 
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enough 5) between students in the early childhood nursing department and students in 
other departments, there is a remarkable difference in responding to the question asking if 
children should be taken care of by mothers’ hands in their houses  until the age of three, 
what is called “till-3-year-old” myth. While most of the students in the school health caring 
department and the department of nutrition answered that the mother should be the one 
who gives care to her child until the age of three, more than 70 percent of students in the 
early childhood nursing department answered that they were not sure if the mother should 
be the one. It is still not clear if that is because students with this view tend to enter the 
early childhood nursing department or because what they learn during the course such as 
social care services for children  gives them this kind of view. 

 
Key words：child care worker, identity status, workplace experience, readiness, 

“till-3-year-old”myth 
 

 

１．はじめに 

 保育士は女の子に大変人気の高い職業である。小学

校 1 年生女子では「おとなになったらなりたい職業」

の第 5 位（株式会社クラレ、2015）1)、小学校卒業時

では第 7 位（株式会社クラレ、2014）2)、高校生では

堂々の第 1位（幼稚園教諭を含む）（ベネッセ教育総合

研究所、2009）3)、性別を問わない投稿サイト（13 歳

のハローワーク公式サイト、2015）4)でも男女合わせ

た中で 10 位である。また女の子本人だけでなく、親に

も人気が高い。例えば小学校 1年生女子の親の「将来、

子どもに就いて欲しい職業」の第 7 位、小学校 6 年生

女子の親でも第 7 位である（株式会社クラレ、2014、

2015）。 

このように保育士は女の子にもその親にも人気の高

い職業であるが、男の子とその親にはあまり人気がな

く「男の子のなりたい職業ランキング」には見当たら

ない。近年男性保育士は大変増加しており、2015 年現

在では、現場で働く保育士のうち 5％に達しており（総

務省統計局、2011）5)、男性保育士の世話になった子

どもたちも多いはずである。それにも関わらず「なり

たい職業ランキング」の 20 位まで辿っても現れないの

は、保育士がまだまだ女性色の強い職業と見られてい

るからであろうか。 

 さて女の子とその親に人気の高い職業である保育士

であるが、保育園入所を望む人が増えているにも関わ

らず十分な入所定員がなく入れないという「待機児童」

が増え、国を挙げて保育士養成に力を入れるようにな

った。このような時流も、高校生の保育系進学に無縁

ではないと思われる。 

 本研究の第１の問題は、このような時代――すなわ

ち保育士が女の子に人気の仕事であり、社会もまた保

育士の増加を求める時代――において、保育系短大に

進学した女子学生たちは、本当に職業として保育士を

選ぶという決断をして進学して来たのか、ということ

である。そして、入学前に保育系の勉学に必要最小限

の準備ができていたのだろうか。これらの問題につい

て、ひとつはマーシャ（Marcia,J.E.､1966）6)のアイ

デンティティ・ステイタスという点から考えてみたい。 

生涯発達について研究したエリクソン（Erikson,E.H. 

1950）7)は、アイデンティティの達成こそ青年期の重

要な発達課題だと述べている。アイデンティティとは 

「自分とは何者であるかという自己定義、あるいは自

分自身はこの社会の中でこう生きているのだという実

感、存在意義」（無藤、1979)8）、そして「どんな職業

についたらよいのか」について迷いつつ悩みつつも見

出して行くことは、アイデンティティ達成に至る重要

な部分であると考えた。 

マーシャはアイデンティティの達成までにはいくつ

かの段階があると考えて 4 つのアイデンティティ・ス

テイタスを提唱した。マーシャのいう 4 つのステイタ

スとは以下の通りである。 

 

①アイデンティティ達成：迷い悩みながらもいくつ

かの可能性について真剣に考えた末、自分自身の解

決を見出し、それに基づいて行動している。自分の

意志で生き方、職業などを選び、この選択に関して

自ら責任を持って、その実現に向かって努力しよう

としている段階。 

②モラトリアム：自分はどんな職業に就きたいのか、

どんな人生を生きて行きたいのか、あれかこれかま

だ迷っている段階。 

③フォークロージャー（早期完了）：「幼い頃から大

人になったらなりたいもの」が決まっており、周り

の大人からも受け入れられて来ているので迷いがな

い。 
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④アイデンティティ拡散：過去において危機を経験

している、または経験していないどちらの場合でも、

どのような職業につくか、自分はどのような生き方

をするかなどの自分の進路や生き方についての目標

をまったく持っていない段階。 

 

本研究では保育系学生がどのステイタスにいるのか、

言い換えると「保育士」を自分の人生の職業としてど

の程度のとらえ方をしているのか、を検討する。 

第 2 に、どのような経験が、あるいはどのような人

物のことばが保育系進学の決断を促したのかについて

も考えていきたい。 

第 3 に、短大に進学する前に、保育系の勉学に最低

限必要な心身の準備が出来ていたのかを検討する。 

第4に、「3歳児までは母親の手で育てるべきである」

という考え方、いわゆる「3 歳児神話」について保育

系の学生がどうとらえているのかを見る。「3歳児神話」

とは、子どもは 3 歳頃まで母親自身の手元で育てない

とその子どもに悪い影響があるという考えを指してい

る。この考え方はアカゲザルの仔を用いた研究から導

き出されたものであった（Harlow,H.F.,19589 ）、

197110)）。これを統計学的に否定する研究が現れないま

ま一人歩きしてしまったものが「3歳児神話」である。

科学的根拠がないにもかかわらず多くの人が信じると

いう意味で「神話」と呼ばれてきた。「3 歳児神話」に

取り組んできた大日向によると以下のような要素から

なるという（大日向、1988）11)。 

(a)子どもの成長にとって幼少期が重要である。 

(b)この大切な時期は生みの母親が養育に専念しなければ

ならない、なぜならお腹を痛めたわが子に対する母の愛情

は子どもにとって最善だからである。 

(c)母親が就労などの理由で育児に専念しないと、将来子

どもの発達に悪い影響を残す場合がある。 

この考え方は現在多くの研究から否定されており（大

日向､1988；日本子ども学会､200912）他）、また 5 年間

の追跡調査から「母親といる時間数よりも質が重要」

との結論が得られている（厚生労働省､2000）13)。それ

にも関わらず、「3歳児までは（とにかく）母親の手で」

と信じる人は少なからず存在する。保育士を目指す学

生たちが「3 歳児神話」をどう受け止めているのかを

検討したい。 

 

２．目的 

 保育系学生はなぜ保育系に進学したのか、その背景

を明らかにすることを目的とする。 

 

３．方法 

(1)調査対象者 

Ａ県Ｎ市のＡ女子短期大学 1年生。保育士コース 26

名、養護教諭コース 16 名、栄養士コース 12 名の計 54

名であった。 

 (2)調査方法と内容 

Ａ．質問紙調査 

対象者全員が何らかの教員免許取得希望者（保育士

コース：保育士資格＋幼稚園教諭、養護教諭コース：

養護教諭、栄養士コース：栄養士＋栄養教諭）である。

質問紙は教員免許必修科目「教育心理学」の授業後に

実施した。内容は対象者全員に対して、①「大人にな

ったらなりたいと思っていた職業」について 1 問、②

「保育系／養護教諭コース／栄養士コースに進学する

という決断に影響のあった人」について 1 問、③「3

歳児神話」について 1 問、④中学校・高校時代の高校

時代の家庭学習について 1 問、の計 4 問を尋ねた。ま

た保育士コースの学生に対しては、さらに⑤「保育園

／幼稚園でのボランティア／職場体験」について 2問、

⑥「卒業後の代表的進路に対する気持ち」についての

1 問、の計 3 問を追加した。したがって、養護教諭コ

ースと栄養士コースの学生は 4 問、保育士コースの学

生は 7 問の質問を受けたことになる。回答所要時間は

10～15 分であった。 

Ｂ．保育士コ－ス学生の入学前のピアノ経験について 

音楽担当講師による、入学前聞き取り調査データを

用いた。 

 

４．結果と考察 

(1)保育系学生の「保育士志望」についてのアイデンテ

ィティ・ステータス 

 質問への回答の結果から、マーシャのいう４つのア

イデンティティ・ステイタスにしたがって、保育士コ

ースの学生の分類を試みた。 

まず、４つの時期（小学校低学年・高学年・中学校時

代・高校時代）について、「大人になったらなりたいと

思っていた職業」について、「あった」「無かった」「覚

えていない」の 3 択から選ぶこと、次に「あった」場

合にはなりたかった順に最大 3 つまで書くことを求め

た。結果は Figure１の通りである。 

 
Figure１ 大人になったらなりたい職業 

0
20
40
60
80

100
120

(1～3年
生）

（4～6年
生）

小学校低

学年

小学校高

学年

中学校 高校

あった

無かった

覚えていない

72



資料 
 

これによると、小学校低学年では「なりたい職業があ

った」のは半数以下であるが、年齢と共に増えていき

中学時代や高校時代になると 8 割以上が「あった」と

答えている。児童期から青年期へ成長し、職業という

ものへの関心が高まってきた様子が示されている。 

 次にアイデンティティ・ステイタスという点から見

る。本研究では以下の基準で学生個人のアイデンティ

ティ・ステイタスを特定した。 

①アイデンティティ達成：中学校までは保育士を含む

複数の職業が見られるが、高校時代になると保育士の

みが記入されている。 

②モラトリアム：高校時代になると職業は絞られ、保

育士を含む２つになる。 

③フォークロージャー（早期完了）：4つの時期すべて

に「保育士」が記入されている。他の職業の記入なし。 

④アイデンティティ拡散：高校段階でなりたい職業に

保育士が含まれるが、他にも 2 つ記入されている。あ

るいは高校時代の「なりたい職業」に保育士が含まれ

ていない。さらに「なりたい職業」がない学生もここ

に入れた。結果は Table１および Figure２の通りであ

った。 

 

Table1 アイデンティティ・ステイタスの割合(数値)

アイデンディディ・ステイタス ％ (実数：人)

①アイデンティティ達成 23.0 ( 6) 

②モラトリアム 30.8 ( 6) 

③フォークロージャー 0.0 ( 0) 

④アイデンティティ拡散 46.1 (12) 

 計 100 (26) 
 

 

Figure2 アイデンティティ・ステイタスの割合（図） 

 

これらによると、「保育士になる」とことをしっかり心

に決めた状態（アイデンティティ達成）で入学した学

生は２割を少し超す程度であった。他の学生は保育系

に入学したものの、まだ保育士以外の職業にも関心が

あってどちらになりたいのか決められない状態（モラ

トリアム）だったり、さらには何になりたいのか当人

にもさっぱりわからない状態（アイデンティティ拡散）

だったりしていることが明らかとなった。なお、幼い

時から一貫して保育士に憧れてきたという学生（フォ

ークロージャー。早期完了）は見いだされなかった。

保育士は幼い頃から女の子に一貫して人気職業だとい

う調査結果（クラレ、2014 他）から見ると、幾人かで

もフォークロージャーが見いだされることが予想され

たが、実際には今回の保育系学生の中に 1 名もいない

という意外な結果となった。 

モラトリアムとアイデンティティ拡散が多かった

（合計 76.9％）理由として、以下の二つのことが考え

られた。(a)時間不足：将来の職業について真剣に考え

るにはまだ十分な時間が取れないまま進路決定時期が

来てしまった。(b)職業の多様化：現代の日本において

は職種は増える一方であり、その中から選ぶのは大変

難しくなってきた。(c)上の 2つ両方。 

なお同じ質問を他の 2コースにも行ったが、「栄養士」

「養護教諭」という職業自体幼い子どもの夢にはなり

にくかったようで、彼女らの回答からアイデンティテ

ィ・ステイタスを分析することは出来なかった。 

 

 (2)保育ボランティアおよび職場体験と保育士志望の

関係 

 中学校時代あるいは高校時代の、保育ボランティア

経験あるいは保育園／幼稚園での職場体験の有無と、

その経験が保育系進学のきっかけとなったかについて

尋ねた。その結果は Table2 通りである。 

 

Table2 保育ボランティア／職場体験と保育系進学と

の関係 

経験あり 64%(16 人) きっかけになった  93.8%(15 人)

きっかけにはならなかった 

6.2%( 1 人)

経験なし 36%( 9 人)  

 

これによると学生の 64%が何らかの経験をしており、

経験者のほとんど(93.8%)がこの経験が保育系進学の

きっかけとなったと答えている。「（これらを）経験し

たがきっかけとはならなかった」と答えた唯一の学生

にインタビューをしたところ、「中学校時代から保育士

とは別の職業を目指しており専門学校にも合格してい

たが、母親の意向で方向転換せざるを得なかった」と

保育士に関心が持てない気持ちを語ってくれた。 

 アイデンティティ・ステイタスとの関係は以下の

Table3 の通りで、アイデンティティ・ステイタに関ら

ず、ボランティアや職場体験が「保育系進学」と結び

ついたことがわかる。 
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Table3 保育ボランティア／職場体験とアイデンテ

ィティ・ステイタスとの関係 

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ･ｽﾃｲﾀｽ 実数（人） 保育系進学のきっか

けとなった（人） 

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ達成     ３   ３（100.0％） 

モラトリアム   ５   ５（100.0％） 

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ拡散   ８  ７（ 87.5％） 

計  １６ １５（ 93.8％） 

 

保育ボランティアや園での職場体験がこれほどの力を

持つのはなぜだろうか。ひとつには、学生（経験時は

高校生）が高校の用意した多種のボランティアや体験

の中から「子ども」と触れ合うものを選んだのである

から、もともと子どもに関心があり、この気持ちと具

体的体験とが結びついて一挙に「保育系進学へ」と進

んだということかもしれない。また、学生の経験の範

囲が狭く貧しいので、たまたま得た経験が大変刺激的

であり、一挙に「保育系進学へ」と進んだのかも知れ

ない。 

 

(3)進学先の決定に影響を及ぼした人物 

進学先を決定する際に影響のあった人物を最大 3 人

まで記入することを求めたところ、Table4 の通りの結

果であった。影響力の大きかった人物は、高校教諭と

母親と友人、そして父親である。全体を見ると母親が

最も影響力を持っていた。これは、女性である母親が

同じく女性である高校生の娘に、女性同士としてのア

ドバイスをするということが多かったためではないか

と想像できる。また、保育士コースでは、他の 2 コー

スよりも高校教諭の影響が大きかった。これは、待機

児童・保育士・幼保一元化など保育関係の事柄が新聞

を賑わすことの多い現在、進路指導担当の高校教諭が

「将来性のある仕事」として高校生に保育士志望を進

めた結果かも知れない。 

 

Table4 進学先の決定に影響を及ぼした人物 

コース 第１位 第 2 位 第 3 位 

保育士 

(記入あり

21 人) 

高校教諭 

61.9％（13 人) 

母親 

52.4％(11 人) 

父親 

23.8％(5 人)

養護教諭 

（16 人） 

母親 

68.8％（11 人) 

高校教諭 

43.8％（7 人） 

友人 

31.3％（5人）

栄養士 

（12 人） 

母親 

66.7％（8 人） 

高校教諭 

41.7％(5 人) 

友人 

16.7％（2人）

全体 

（49 人） 

母親 

61.2％（30 人） 

高校教諭 

51.0％（25 人） 

友人 

14.3％（7人）

(注)全体で「父親」は第 4位 10.2％（5人）であった 

 

 

(4)3 歳児神話の受け止め方 

 「3 歳までは母親の手で」という考え方に対して、

賛成か反対か、あるいはどちらでもないかを選択をす

ることを求めた。コース別の結果は Table５の通りで

あり、保育士コースと他の 2 コースとの間に大きな違

いが見られた。養護教諭コースと栄養士コースでは「賛

成」が 6 割以上占めているのに対し、他方、保育士コ

ースでは 7 割以上の学生が「どちらともいえない」を

選ぶという結果であった。 

 養護教諭コースと栄養士コースの学生たちは、迷う

ことなく「3 歳までは母の手で育てるのが良い／育て

るべきだ」と考えているように思われる。自身の母親

がモデルなのか、それが常識であると考えて来たのか、

あるいは、自分の母親が忙しい仕事を持っていたため

に寂しい思いをしたという思い出もあるのかも知れな

い。様々なことが想像される。専業主婦願望も底にあ

るのかも知れない。 

 一方、保育コースの多くの学生は「3 歳までは母の

手で」という考え方について「賛成」ではないが「反

対」でもない、つまり明らかに迷いがある。どのよう

に優れた保育士であっても「子どもの母親」ではない。

もし学生があるいは保育士が「3 歳児神話」を事実で

あると信じるならば、保育士の役割はいったい何なの

か。保育士として自らを高めるとはいったい何を高め

るのか。「3歳児神話」を突き詰めると、こういった悩

みに直面せざるを得ない。入学して 3 か月の保育系学

生たちは、まだ明確に意識に上らずとも薄々感じとる

ところがあって「どちらともいえない」を選択したの

ではないかと思われる。しかし保育士コースと他の 2

コースの学生たちは、そもそも入学前から考え方が違

っていたという可能性も捨てきれない。今回は賛否の

理由を尋ねていないので、コース間の反応差の原因を

追求するのは次の機会に譲りたい。 

 

Table5 「3 歳児までは母親の手で」に対する賛否 

コース 賛成 反対 どちらと

もいえな

い 

計 ％(人)

保育士 26.9(7) 0(0) 73.1(19) 100.0(26)

養護教

諭 

62.5(10) 6.3(1) 31.2(5) 100.0(16)

栄養士 66.7(8) 0(0) 33.3(4) 100.0( 4)

全体 46.3(25) 1.8(1) 51.9(28) 100.0(54)

 

(5)保育系学生になるための準備性 

 保育系学生として入学するにあたって、入学前のピ

アノ経験と学習習慣が重要であると考えた。なぜこの

2 つを取り上げたかを、まずピアノ経験から述べる。

保育系学生にとってピアノは必須であり、しかも短大
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ではわずか 2 年で現場に通用する力を付けなければな

らないからである。これは入学後の、音楽担当教員と

学生本人の両者の大きな努力によって達成される、あ

るいは達成されるべきものであるが、ピアノのように

経験時間が大きく物を言う学習では出来る事ならば事

前の準備があった方が良い。 

 保育園あるいは幼稚園の現場ではピアノ演奏が必要

であり、そのため保育士養成施設ではピアノ演奏を学

ぶことが必須となっていることは高校生にもかなり広

く知られており、現に入学試験の面接ではピアノのこ

とを話題にする受験生が多くみられた。そしてその多

くはピアノ学習についていけるかどうかという不安に

関するものであった。 

 次に学習習慣について述べる。保育系短大の学生は

忙しい。必須科目がそもそも多い上に、講義系科目、

実技系科目、授業時間外の課題、ピアノ練習と、する

べきものはたくさんある。そこでは、学力以上に学習

習慣が重要となる。 

 このような観点から、保育系学生になるための準備

性としてピアノ経験と学習習慣を取り上げた。 

①ピアノ経験 

Ａ短期大学では保育士コースの学生募集にあたってピ

アノ経験を問わないので、初心者で入学しても何ら差

し支えはない。しかし入学すればピアノ学習が必須と

なるので、初心者には入試面接において「入学前に少

し準備をしておいた方が良いのではないか」と示唆し

ている。Ａ短大の場合、入学試験には様々な形があり

（ＡＯ入試、指定校推薦入試、一般推薦入試、一般入

試、センター試験入試など）、最も早く結果の出るタイ

プの入試では高校 3 年生の秋の初め頃に、主力となる

推薦入試受験生の場合は秋が深まった頃に合格が決ま

る。いずれにせよ入学までには 4～6か月間の時間的余

裕がある。この期間にどのような準備がなされたのか、

あるいはまったくなされなかったのかを、入学前に音

楽担当者が行った聞き取り調査から確かめた。これに

よると入学予定者のうち入学前に何らかのピアノ経験

があった者は 57.7％（26 人中 15 人）であり、まった

くピアノを弾いたことの無い初心者は 42.3％（26 人中

11 名）であった。この結果、6 割弱の入学者は、子ど

もの頃からもしくは入学が決まってからピアノの準備

をしているが、残り 4 割強の入学者は時間的余裕があ

ったにも関わらず、全くピアノの準備をしないで入学

したことになる。 

②学習習慣 

高校時代の家庭学習について 3 コースの学生に尋ねた

ところ、結果は Table6 の通りであった。保育士コー

スでは 26 人中 11 人が「まったくしなかった」と答え、

8人が「30 分以内」と答えている。どのコースの学生 

Table6  高校時代の家庭学習時間（3コースの比較） 

コース 全く

しな

かっ

た 

30分

以内

30分

～ 1

時間

未満

1 時

間～

2 時

間未

満 

2 時

間未

満 

3 時

間 

以上

計 

 

保育士

 

 

42.3

(11)

30.8

(8) 

7.7

(2) 

15.4 

(4) 

3.8 

(1) 

0.0

(0)

100 

(26)

73.1(19) 

養護教

諭 

 

25.0

(4) 

18.8

(3) 

37.5

(6) 

6.2 

(1) 

0.0 

(0) 

12.5

(2) 

100 

(16)

43.8(7) 

栄養士

 

 

33.3

(4) 

25.0

(3) 

16.7

(2) 

25.0

(3) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

100 

(12)

58.3(7) 

全体 

 

 

35.2

(19)

25.9

(14)

18.5

(10)

14.8

(8) 

1.9 

(1) 

3.7 

(2) 

100 

(54)

61.1(33) 

 

も家庭学習の時間が多いとはいえないが、保育士コ－

スの学生は他の 2 コースよりもいっそう家庭学習時間

が短い傾向にあったといえそうである。 

保育士コースでは、入学後の家庭学習時間（ピアノ練

習を含む）は最低でも課題 30 分、ピアノ練習 30 分計

1 時間が必要である。この数値から言うと、「30 分～1

時間」あるいはそれ以上と答えた学生 26.9％（26 人中

7 人）は学習習慣という点からは一応入学の準備が出

来ていたといえるが、「まったくしなかった」及び「30

分以内」と答えた 73.1％（26 人中 19 人）の学生は、

学習習慣という点から入学準備が出来ていなかったと

言わざるを得ない。なお、全国の小・中・高校生の家

庭学習時間（学習塾を除く学校外の学習）調査（2014、

独立行政法人国立青少年教育振興機構）14)によると、

高校 2年生のうち「まったくない 33.9％」「1時間未満

31.4％」、この 2 つを足すと 65.9％となり 6 割以上の

高校生の家庭学習時間は 1 時間未満となっている。最

近の高校生は家庭学習をしなくなったといわれて久し

いが（例えば、内田、200915））、あまり勉強していない

と言わざるを得ない。しかしこの調査結果と比較して

も保育士コースの学生の多くが学習習慣が出来ていな

かったといえるだろう。 

③準備性のまとめ 

以上、保育系学生になるための 2つの準備性として「ピ

アノ経験」と「学習習慣」という 2 つの事柄について

みてきた。その結果、ピアノ経験と学習習慣の準備の

状態をまとめると、以下の Table7 及び Figure3 の通

りであった。 
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Table7 保育系学生になるための準備性１(単位％と実数） 

準備 出来ている 出来ていない 計 

ピアノ経験 57.7(15 人) 42.3(11 人) 100（26 人）

学習習慣 26.9( 7 人） 73.1(19 人) 100（26 人）

 

Figure3 保育系学生になるための準備性２ 

 

準備性という面からみると、ピアノと学習習慣の両方

とも準備の出来ていた学生(11.5％、26 人中 3 人）は

さほど心配がないといえる。しかし、どちらの準備も

出来ていなかった学生（26.9％、同 7人）については、

かつてない努力を強いられてがんばっているわけであ

り、この中で「努力する力」を獲得していくのか、あ

るいはふとしたきっかけで保育士という夢をも投げ出

してしまうのか、大変気になるところである。 

 アイデンティティ･ステイタスとの関係から見ると、

ピアノと学習習慣の両方とも準備の出来ていた学生は

「アイデンティティ達成」2 名、「拡散」1 名、どちら

も準備出来ていなかった学生は「達成」1 名、「モラト

リアム」3 名、「拡散」3 名であった。しかし実数があ

まりにも少ないので、この結果から特に言えることは

ない。 

 

５．おわりに 

 保育系学生の「保育士志望」の背景を探る目的で調

査研究を行ったところ、いくつかのことが明らかとな

った。 

①保育系学生は「保育士になること」少なくとも「保

育士資格を取得したい」という希望を持って入学して

来る。しかし 2 つの点で準備が不十分な学生が多いこ

とが分かった。1つ目は、自分の人生の仕事として「保

育士」を真剣に考えるまでの段階に至っていない。こ

れはアイデンティティ・ステイタスの分析から導かれ

た。2 つ目は、保育の学習をするだけの準備が整って

いない。これはピアノ経験と学習習慣の両者から見い

だされた。 

②中・高校時代の保育ボランティアや保育園／幼稚園

職場体験は中・高生の進路決定に対して大きな影響力

を持ち、保育系短大進学のきっかけとなっていた。 

③保育系を選ぶにあたって影響のあった人物は、高校

教諭、母親、父親の順であった。 

④「3歳までは母の手で」といういわゆる「3歳児神話」

について、保育系学生は他コースの学生よりも深く考

えようとしているが、まだどう考えたらよいのか迷っ

ている。これは入学後に受けた教育（例えば保育学、

社会的養護、発達心理学などの授業）と関係している

のかも知れない。 

 

６．今後の課題 

今回は調査期間が限られていたため、被検者数が十

分でないことが残念であった。ぜひ被検者数を増やし、

今回見られた結果が普遍的といえるのかどうか確認し

たい。 

 また「3歳児神話」への反応が学生の専攻によって大

きな差があることが分かったので、この差の背景にあ

るもの追求することが必要であろう。 

 今回の研究から、同じように保育系学生といっても

保育士という職業に対する覚悟の程度（アイデンティ

ティ・ステイタス）や入学までの準備性に大きな差が

あることがわかった。この差が時間と共にどのように

広がるのか、あるいは縮まるのか、追跡調査の必要が

あると思われる。 
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キャベツの新しい利用法 

1.キャベツジャム 
 

横山 洋子・水野 早苗 

愛知みずほ大学短期大学部 

 

Youko Yokoyama・Sanae Mizuno 
Aichi Mizuho Jr. College 

 
 

１．はじめに 

 日本人の食生活は社会環境の変化とともに変容し、

それによってさまざまな問題が生まれている。その例

として食料自給率の低下、個食、欠食、摂食障害など

があげられるが、中でも生活習慣病の増加は大きな問

題となっている。 

それらの問題に対して、2000 年に厚生省（当時）は

「健康日本 21」という施策を立ち上げ、その中で特に

生活習慣病の予防を目的として、具体的な数値目標を

掲げている。私たちの健康維持のためには野菜を十分

に摂取することが重要であり、前述の「健康日本 21」

では、栄養・食生活の目標のひとつに“野菜の摂取量

増加”を挙げている。そしてその具体的な数値として

1 日に摂りたい野菜の量を 350ｇとしている。しかしな

がら平成 24 年度国民健康・栄養調査の結果によると、

国民の一日の野菜摂取量は 20 歳以上の全国平均で

286.5ｇとなっており、目標値に対して 60ｇ以上不足

している。年代別の摂取量では、野菜を一番多く摂取

しているのが 60 代で、一番少ないのが 20 代である。

一番摂取量が多い 60 代でも平均 317ｇ/日と目標値に

対して 30ｇ以上不足している。また一番摂取量が少な

い20代では243.9ｇ/日であり100ｇ以上不足している

のが現状である。 

また都道府県別での比較では、一番摂取量が多いの

は男女とも長野県で、男性は 379g/日、女性は 365ｇ/

日であった。一方、一番摂取量が少なかったのは男女

とも愛知県で、男性は 243ｇ/日、女性は 240ｇ/日であ

った。長野県と愛知県では摂取量において 100ｇ以上

の差が見られる。 

 野菜の生産については、平成23年3月に示された「愛

知県野菜生産振興方針」（愛知県農業水産部園芸農産課

発行）によると、愛知県の野菜産出額は 1,000 億円程

度で推移し、その全体の産出額は全国 4 位であり全国

シェアは約 5％を占めている。特にキャベツについて

は愛知県の野菜産出額の約 17％を占め、産出額は全国

1 位である。すなわち、愛知県は全国で有数な野菜生

産県でありながら、野菜摂取量が全国で一番少ないと

いう残念な現状であることが分かる。 

 今回、著者らは愛知県の主要農産物であるキャベツ

の利用方法を考え、それによってキャベツの利用頻度

の増加と、消費量の増加、さらには将来的に食料自給

率の増加、愛知県民の野菜摂取量増加に寄与できない

かと考えた。 

キャベツの加工品としては、漬物、カット野菜など

が一般的であるが、最近では乾燥キャベツ、キャベツ

アイスクリーム、キャベツドレッシングなどさまざま

な加工品が作られている。 

今回著者らは、家庭で簡単に手作りができるジャム

に着目した。ジャムは毎日手軽に食べることができ、

パンだけでなくお菓子作りへの利用など利用頻度が高

い。長期の保存が可能であることも魅力である。そこ

で、キャベツを使ったジャムを製造したので紹介する。 

また、キャベツジャムの香り付けにどの洋酒が適し

ているかについても調べた。キャベツジャムを 4 つに

分け、1 つは洋酒を加えないもの、3 つにはそれぞれに

ブランデー、コアントロー、キルシュワッサーを同量

ずつ加え、どの洋酒がキャベツジャムに好ましい風味

を与えるかについて官能検査を実施し検討した。 

 

２．方法 

1）キャベツジャムの製造 

製造工程を図 1 に示した。また実際に製造している

様子を図 2（1～4）に示した。 

①キャベツは愛知県産の新鮮なキャベツを使用した。 

②キャベツは洗浄後、水気を拭き取り、外側の葉や

芯ごと千切りにした。それを分量の水とともに鍋に

入れ、鍋蓋をして沸騰後中火で 10 分間煮た。 

③粗熱をとった後、ミキサーでキャベツを煮汁ごと

粗めのペースト状に摩砕して鍋に戻した。 

④レモン汁を加えて混合した後、キャベツペースト
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のｐH を測定し、少量の水で溶解したクエン酸を加

えてｐH3 に調整した。 

⑤再び加熱し、途中で砂糖とペクチン（乾いたボウ

ルの中で混合したもの）を少しずつ加えて煮溶かし、

さらに煮詰めてジャムに煮上げた。 

（４区分に分割） 

⑥最後に洋酒を加えて仕上げた。 

2）官能評価 

 パネルは、本学の食物栄養専攻および生活文化専攻

食生活コースの学生 42 名とした。 

直径 50ｍｍの持手付きアルミカップにＲ，Ｋ、Ｍ、

Ｌの記号をつけ、記号に対応するジャムを小さじ 1.5

杯ずつ入れて官能評価を行った。記号はコアントロー

をＲ、キルシュワッサーをＫ、ブランデーをＬ、洋酒

なしをＭとした。 

官能評価は、4 種類のジャムについて好ましい順に

順位をつける順位法 1）を用いて行った。質問項目は 4

つとし、その結果から洋酒の好ましさについて検討し

た。また、ジャムの主原料が何かを伏せたまま学生に

官能検査を実施し、原料が何かを推測させ、食べた感

想についても自由に記述させた。 

官能評価に用いた用紙を図 3 に、官能検査の様子を

図 4（1～2）に示した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ キャベツジャムの製造工程 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１ キャベツジャムの製造（調整と水煮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２ キャベツジャムの製造（摩砕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-３ キャベツジャムの製造（煮詰め） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-４ キャベツジャムの製造（製品） 

 

 

 

 

 

 
キャベツ     （調 整）※芯ごと 

 
 水 
 
          （水 煮）※10 分間 
           
          （摩 砕） 
              ※鍋に戻す 

レモン汁 
ｐH 調整 

 クエン酸          
 
 砂糖・ペクチン 
※乾いたボウルの中で混合 
          （混 合） 
 
          （煮詰め）       

         
 洋酒 

 
           製 品 
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ジャムの官能検査 
 

 

平成 26 年 10 月 29 日（水） 

        学番    氏名         

 

 Ｒ、Ｋ、Ｍ、Ｌのジャムを比較して、各質問項目ごとに好

ましい順に順位をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

※試食していただいたジャムの主原料は全て同じです。 

 何を使用したジャムだと思いましたか？ 

 

 

※試食した感想をご自由にお書きください。 

 

 

 

            ご協力ありがとうございました。 

 

図３ 官能検査（検査用紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 官能試験の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ 官能試験中の様子 

 

 

 

４.官能検査の結果 

 順位法による官能検査から、色、甘味、香り、総合

評価について算出しまとめた。 

 色については、1 位が洋酒なし、2 位がキルシュワッ

サー、3 位がブランデー、4 位がコアントローであった。

洋酒を加えないジャムが 1 番好ましい色であるという

結果であった。 

 甘味については、1 位がブランデー、2 位がコアント

ロー、3 位がキルシュワッサー、4 位が洋酒なしとなり、

甘みについては洋酒が入っていないものが一番好まし

くないことがわかった。 

 香りについては 1 位がコアントロー、2 位が洋酒な

し、3 位がブランデー、4 位がキルシュワッサーとなっ

たが、2 位から 4 位までの得点には大きな差がなかっ

た。 

 総合評価については、1 位がブランデー、2 位がキル

シュワッサー、3 位が洋酒なし、4 位がコアントローと

なり、香りの評価で一番好まれたコアントローが総合

的に一番低い順位だったことは意外であった。 

 これらの結果を Newell& MacFalane の検定表 2）を用

いて各試料間に差があるか検討した結果、どの試料に

ついても、色、甘味、香り、総合評価について有意の

差はなかった。 

 

５．ジャム原料の判別結果と感想 

 今回のジャムの主原料を予想させた結果は、リンゴ

と予想したパネルが 17 名と一番多く、続いて多い順に

ナシ（5 名）、レモン（4 名）、キャベツ(3 名)、ラ・フ

ランス（3 名）、カンキツ類（2 名）、モモ（2 名）、ア

ンズ（1 名）、ダイコン(1 名)、イチジク(1 名)、野菜

（1 名）、不明（1 名）であった。また、試食した感想

としては、11 名が「フルーティーな感じでおいしかっ

た」とし、「苦手な味だ」(9 名)、よくわからない(6

名)、「少し青臭い感じがした」（3 名）という意見があ

った。 

 

５.まとめ 

 今回はキャベツの利用法として「ジャム」を製造し、

キャベツジャムに好ましい風味を与える洋酒について

官能検査を行った。 

 Newell& MacFalane の検定表 2）を用いた結果からは、

どの試料間にも有意の差は見られなかった。 

今回のキャベツのジャムについて好ましい味である

と回答したパネルは約 26％で、値は高くはない。好ま

れない原因として考えられるのが、感想の中にも記さ

れていた「青臭い」ことがあげられると考えられる。

葉菜類を原料とした場合、青臭さはマイナス要因では

あるが野菜らしい風味であるともいえる。たとえば香

 Ｒ Ｋ Ｍ Ｌ

色の好ましい順     

甘味の好ましい順     

香りの好ましい順     

総合して好ましい順     
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りで高い評価であったコアントローや総合評価で一番

評価の高かったブランデーの使用量を工夫することで、

あるいは柑橘類などを副原料として併用することで香

りを付与し、もう少し好ましいジャムができるのでは

ないかと考えている。 

 原料を隠して官能検査を実施し、原料を推測させた

結果は、リンゴやナシ、ラ・フランスなど、果実を挙

げた学生が多く、キャベツのジャム原料としての可能

性を強く感じる結果となった。 

 また、キャベツジャム製造には、キャベツの外側の

葉や芯ごと使用することから、製造工程での廃棄分が

ほとんど無く、キャベツの有効な利用法であると考え

る。 

 今回はジャムの製造を行ったが、今後は香りを含め

てキャベツジャムの品質改良とキャベツジャムの利用

法を考えていこうと考えている。また、キャベツの消

費量増加と食料自給率増加、愛知県民の野菜摂取量の

増加をめざして、新たなキャベツの加工食品について

の検討を続けていきたいと考えている。 

 

参考文献 

1）（公社）日本フードスペシャリスト協会編：食品の官能評

価・鑑別演習、建帛社、2014、ｐ17 

2）（公社）日本フードスペシャリスト協会編：食品の官能評

価・鑑別演習、建帛社、2014、ｐ20 
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本学の学生の援助要請行動について 

中林 恭子・後藤 和史 
愛知みずほ大学人間科学部 

Kyoko Nakabayashi・Kazufumi Gotow 
Faculty of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

キーワード：悩み，援助要請行動，学生相談 

 
問題と目的 

少子化，大学全入時代を迎え，大学・短大への進学

率は年々増加し，53.2％（平成 25 年度文部科学省）と

なっている。このような中で大学には資質，能力，知

識，興味，関心などの面で多様な学生が入学してくる

し，精神面，発達面の問題を抱えた学生も増えている。

そのために，多様な学生のニーズに応じるために，様々

なサービスが大学に求められるようになった。また，

平成 12 年に「教職員中心の大学」から「学生中心の大

学」へという視点の転換が文部科学省から示され，多

様なニーズをもった学生に対するきめ細やかな教育・

指導が重要視されるようになった。 

本学でも従来のチューター制度や何でも相談窓口，

就職指導室に加え，学修コンシェルジュ制度を設けた

り，学生相談室を開設したりして，学修面，進路面だ

けではなく，精神面の援助を含めた学生のニーズに応

じる体制作りが進んでいる。 

日本学生支援機構の調査では，学生相談の件数は

年々増加傾向にあるが，学生数 1000 人以下の小規模校

のみ，変化していないことが示されている。この結果

について，学生と教職員との距離が近く，一般教職員

がこまめに学生に対応しているために，学生相談独自

の組織の相談件数が増えていない可能性と，学生の相

談ニーズに対応できるだけの余裕がなく，相談件数が

頭打ちになっている可能性が指摘されている 1)。本学

も小規模大学であり，調査結果から学生相談ニーズに

十分対応できていない可能性が示唆される。大学が学

生に様々なサービスを提供しても，学生のニーズとず

れが生じたり，ニーズに対応できないこともある。 

学生相談の場合，学生が自ら相談することでサービ

スが開始される。DePaulo, B.M.は援助要請を「①個人

が問題または要求を抱えている②他者の時間，努力，

その他の資源が関われば，問題を軽減したり，解決す

ることが可能である。③そのような人が直接的に他の

人の助けを求める行動」と述べている 2)。自ら援助を

求める行動を起こせば，援助を受けることが可能とな

るが，援助を求めない場合，援助を受けることはでき

ない。大学のサービスの場合も，学生が悩みを抱えな

がらも助要請行動を取れない，あるいは取らない場合，

学生のニーズに応じることは困難である。また，木村・

水野は学生が問題を抱えた時，学生相談室などのフォ

ーマルな制度よりも身近な友人，家族に相談する傾向

があることを指摘している 3)。大学のサービスが学生

に十分活用されていないことが伺える。 

このような調査，先行研究から，本学の学生のため

のサービス制度が十分に活用されているかどうか検証

することが必要である。そこで，学生が悩みや問題を

抱えた場合，誰に，あるいはどの機関に相談したか，

あるいは相談を希望しているかという学生の援助を求

める行動の現状を把握したい。 

 そこで本研究では，学生がどのようなことに悩んで

いるのか，悩みを解決するためにどのような行動を取

っているのかという現状を調査分析することを目的と

する。また，悩みがあっても，相談に来ない学生につ

いて分析することで，その対応方法について考察する。 
 
方法 

調査参加者 調査は本学の学生全員を対象とし，124

名（男性 43 名，女性 79 名，性別欄未記入 2 名）から

回答を得た。学年別には１年生 10 名，２年生 55 名，

３年生 34 名，４年生 20 名であった。 
調査手続き 当初，Google Forms を利用した調査を

実施した。ウェブ調査ならば，大学に来ることができ

ない等，本来最も援助を必要とする学生もアンケート

に参加できると考えたからである。そこで Campus 

Vision（学内情報配信システム）や学内掲示を通して

学生に参加を呼びかけた。しかし，協力者が十分集ま

らなかったため，授業時間を利用して紙面による質問

紙調査を行った。ウェブを利用した場合も，紙面によ

る場合も，任意の調査であり，回答しなくても不利益

にはならないこと，匿名性が保たれることを明記し，

同意を得たうえで実施した。 

  

質問紙構成 
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(1)悩み 

 大学生になってから，悩んだことがあるかどうかを

訊いた。日常的に様々な悩みが想定されるので，質問

紙では「自分で解決できない問題」と規定した。悩み

のある学生には，悩みの内容を選択肢の中から選んで

もらった。 

 悩みの内容については，木村・水野の分類 4)を参考

にして，「対人・社会面」，「心理・健康面」，「修

学・進路面」の問題領域を設定し，「対人・社会面」

の問題領域に「対人関係」「異性・恋愛」「家族関係」

の悩みを，「心理・健康面」の問題領域に「性格・外

見」「体調」「精神面」の悩みを，「修学・進路面」

の問題領域に「進路・将来」「学力・能力」「履修」

の悩みを設定した。 

(2)援助要請行動 

 悩みのある学生には，援助要請行動の有無を訊き，

援助要請行動を取った学生には，悩みを相談した相手

及び機関を選択肢から選択させた。相談相手・機関と

しては，フォーマルな大学の相談サービス制度の「チ

ューター」「コンシェルジュ」「学生相談室」「なん

でも相談窓口」「就職指導室」，インフォーマルで身

近な「友人」「恋人」「先輩」「家族」「その他」を

設定した。 

悩みがあっても，援助要請行動を取らなかった学生

には援助要請行動を取らない理由について選択肢を挙

げて訊いた。援助を求めない理由は，太田の「たすけ

を求める行動をとめる原因」5)を参考にして，「相談

相手」「相談相手との関係」「相談相手からの評価」

「自己評価」「相談の意義」の問題領域を設定した。

「相談相手」の問題領域には「不在」「対人不信感」

の問題，「相談相手との関係」の問題領域には「迷惑」

「嫌悪」「拒否」の問題，「相談相手の評価」の問題

領域には「能力」「弱み」「甘え」の問題，「自己評

価」の問題領域では「戸惑い」「無力感」「プライド」

の問題，「相談の意義」の問題領域では「相談への不

信感」「不信体験」「問題の放置」および「その他」

を設定した。 

また，悩みがない学生には悩んだ場合を想定した上

で，援助要請行動の有無と前述の選択肢を提示して悩

みを相談したい相手・機関を訊いた。 

 

結果 

悩み 「自分で解決できない問題に関する悩み」の

体験率は有効回答 122 名中 76 名（62.3％）であり，性

別・学年による有意な違いは見られなかった。 

また，悩みの中で体験率が高いのは，進路や将来に

関する悩み（53.9％），対人関係に関する悩み（53.6％），

単位・履修に関する悩み（34.2％）であり，対人関係

に関する悩み以外は「修学・進路面」の問題領域にお

ける悩みの体験率が高かった。 

 また，悩みごとに性差を分析するところ，「対人関

係に関する悩み」「自分の精神面に関する悩み」にお

いて，男子学生の方が悩みの体験率が有意に高かった

(それぞれ，χ2(1)=3.947, p<.05; χ 2(1)=4.305, 

p<.05)。 

援助要請行動 悩みのある学生の中で援助要請行動

（相談）を取った学生（援助要請群）は72名中42名

（58.3％）であり，援助要請行動（相談）を取らなか

った学生（非援助要請群）は72名中30名（41.7％）で

あった。性別・学年による有意な差は見られなかった。 

現在悩みはない学生の中で問題が起きた場合，援助

要請行動（相談）を取ると予想する学生〈想定群〉は

50名中31名（62.0％）であり，取らないと予想する学

生（非想定群）は50名中19名（38.0％）であった。援

助要請群の方が，想定群よりも援助要請行動を取らな

いことが示された。 

相談相手 援助要請群の主な相談相手を表１に示し，

想定群の主な相談相手を表２に示した。身近な友人・

家族に相談する学生が多数をしめたが，大学の制度と

してはチューターに相談する学生が多かったことが見

て取れる。 

また，悩みのある学生の実際の相談行動と悩みのな

い学生の想定行動との差異を検討するために，Fisher

の直接法を用いてクロス表分析を行った。その結果，

援助要請群では，家族問題と精神面の悩みにおいてチ

ューターを有意に高く，あるいは高い割合で相談相手

として選択していた（それぞれ，p=.036, p=.063）。

一方，想定群のほうが有意に高い割合で選択した相談

相手は，対人関係，体調における家族 (それぞれ，

p=.000, p=.000)，性格・外見，進路・将来における友

人（それぞれ，p=.020, p=.000），精神面における恋

人（p=.036）であった。また，進路・将来における就

職指導室（p=.083），恋愛・異性，体調，学力・能力，

精神面における友人（それぞれ，p=.058, p=.060, 

p=.063, p=.081）においても高い傾向がみられた。 

援助要請行動の抑制理由 非援助要請群が挙げた主

な理由は，「相手に迷惑がかかるのではと気になる」

（11名），「こんなことで相談して良いのか迷う」（10

名），「相談しても解決しないと思う」（10名）であ

った。一方，非想定群があげた主な理由は，「自分の

弱みを見せたくない」と「放っておいてもそのうち解

決すると思う」（4名），「相談相手がいない」「信頼

できる人がいない」「こんなことで相談して良いか迷

う」（3名）であった。 

非援助要請群と想定群との理由の差異を検討するた

めにFisherの直接法を用いたクロス表分析を行った。
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その結果，非援助要請群において「相談しても解決し

ないと思う」「相手に迷惑がかかるのではと気になる」

の割合が有意に高い，あるいは高い傾向であった

（p=.007, p=.089）。 

 

 

表１ 悩みをかかえる学生（援助要請群）の相談相手 

 

相談相手（複数選択） 

総 

数 

チ
ュ
ー
タ
ー

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

学
生
相
談
室

何
で
も
相
談

就
職
指
導
室

友
人

恋
人

先
輩

家
族

そ
の
他

対人・社会 

対人関係 4 0 2 1 0 22 3 1 6 2 40 
異性・恋愛 0 0 0 0 0 6 1 3 3 0 16 

家族 3 1 0 0 0 5 3 1 3 1 16 

心理・健康 

自分の性格・外見 0 0 0 0 0 4 2 2 4 1 14 
自分の精神面 3 1 1 0 1 10 0 2 3 1 21 
自分の体調 2 0 0 0 0 3 2 0 3 2 18 

修学・進路 

進路や将来 10 1 2 0 3 10 4 3 10 2 41 
自分の学力・能力 4 0 0 0 0 3 1 1 6 1 19 

単位・履修 8 3 0 0 0 10 2 1 2 1 26 
(n=76) 

 

表２ 悩みをかかえていない学生（想定群）が想定する相談相手 

 

想定する相談相手（複数選択） 

総 

数 

チ
ュ
ー
タ
ー

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

学
生
相
談
室

何
で
も
相
談

就
職
指
導
室

友
人

恋
人

先
輩

家
族

そ
の
他

対人・社会 

対人関係 2 0 0 0 0 22 4 3 17 4 30 
異性・恋愛 2 2 0 0 2 21 3 3 11 3 30 

家族 0 0 0 0 0 22 6 1 5 4 30 

心理・健康 

自分の性格・外見 0 0 0 0 0 21 5 4 14 4 30 
自分の精神面 0 0 1 0 0 22 6 1 11 3 30 
自分の体調 2 0 0 1 0 14 3 1 21 5 30 

修学・進路 

進路や将来 11 3 2 0 7 23 4 4 8 2 30 
自分の学力・能力 11 1 0 0 0 13 4 3 11 6 30 

単位・履修 17 3 2 1 3 11 2 3 4 2 30 
 

 

考察 

大学生の心性 大学生は発達段階においては青年期

後期と位置づけられる。就職をしている同年齢の若者

と比較すれば，社会参加を果たしていないこと，経済

的に親に依存している点が大学生の特徴となる。つま

り，身体的，性的には成熟しているものの，精神的，

社会的においては，まだ，十分成熟しているとは言い

難い状態にある。 

Erikson, E.H.は青年期には社会的な義務を猶予さ

れ，自分の生き方を模索する機関として心理社会的モ

ラトリアムを提唱している6)。まさに，大学生はモラ

トリアム期間に属している。大学生はこの期間を利用
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して勉学，部活やサークル活動，ボランティア活動，

アルバイトや旅行等の役割実験を行い，自らのアイデ

ンティティの獲得を目指すことになる。 

Eriksonはアイデンティティを「内的な不変性と連続

性を維持する能力（心理学的意味での自我）が，他者

に対する自己の意味の不変性と連続性とに合致する経

験から生まれた自信」と定義している7)。つまり，内

的な自我の確立とともに，他者との関係，言い換えれ

ば，社会の中での自分の役割を得ていかなければなら

ない。それゆえに，アイデンティティの確立には職業

の選択も大きな意味を持つことになる。 

 また，大学生になると，親からの精神的な自立が促

進される。このような青年が精神面で親から独立する

心理的な親離れを Hollingworth, L.S.は「心理的離乳」

と呼んだ。落合らは心理的離乳を親が子どもを抱え込

む親子関係／親が子どもと手を切る親子関係（第１段

階），親が外界にある危険から子どもを守ろうとする親

子関係（第２段階），子どもである青年が困った時に親

が助けたり，励まして子どもを支える親子関係（第３

段階），子どもが親から信頼・承認されている親子関係

（第４段階），親が子どもを頼りにする親子関係（第５

段階）の過程としてとらえた。そして，第１～３段階

から第４，５段階への質的な変化が高校生から大学生

初期に生じると述べている 8)。 
親から精神的に自立していく過程で，親の代わりに

精神的支柱となるのが，友人，親友である。黒田等の

研究によると，大学生において自分たちの親友関係が

他の親友関係よりも良いあるいは悪くないと評価すれ

ばするほど， 相対的幸福感 ・ 自尊感情・充実感が高

まり，抑うつ感が低まると言う 9)。親友との良好な関

係性が大学生の精神的な安定感を支えることに繋がっ

ていると言える。中高生のみならず，大学生にとって

も友人，親友の存在は重要である。 

大学生は大人になることを模索している段階である。

移行期の不安定さの中でさまざまな悩みが生じると考

えることができる。特に将来の進路を考えることは重

要な課題である。また，親から精神的に自立している

ので，親への依存度が減り，友人への依存度が高くな

るので，友人関係における悩みが生じると考えられる。 
悩みの体験率 「自分で解決できない問題に関する

悩み」の体験率は 62.3％であり，過半数の学生が過去

に悩んだ経験があったり，現在も悩んでいることにな

る。日本学生支援機構の調査では，学業成績，進路・

就職，経済的問題における不安や悩みが「少しある」

から「大いにある」を合わせると，50.9％から 74.6％

であり，人間関係，健康，性格に関しては，25.1％か

ら 35.6％であった 10)。福岡が８つのストレス状況にお

いて最近１週間での体験を問うており，その体験率は

59.5％から 78.4％になっている 11)。また，篁は過去 1

年間の悩みを聞いたところ，高校生も大学生も約 60％

は何らかの悩みを抱えていたと報告している 12)。先行

研究では悩みのとらえ方が異なるので，一概に比較で

きないが，本学の学生の悩みの体験率は大学生の平均

的な水準にあると考えられる。 

また，悩みの中で体験率が高かったのは，進路や将

来に関する悩み（53.9％），対人関係に関する悩み

（53.6％），単位・履修に関する悩み（34.2％）であ

った。篁は「大学生にとっては，学業や将来について

の悩みに加えて，人間関係の問題が高校生よりも悩み

の原因として大きい」と述べている 13)。進路，対人関

係の悩みは大学生の心性とも一致するものであり，大

学生の発達課題として大きなテーマとなるものである。 
対人関係には様々な側面が考えられるが，友人関係

の問題が多数を占めていると考えられる。本学でも仲

間と一緒に同じ授業を受けたり，授業以外でも数人で

楽しそうに談笑する学生の姿が見受けられる。その一

方で高等学校までのようなクラス制度がないために，

どのように友人を作ったらよいか分からないという相

談を受けることもある。また，桜井の調査によると，

本学では 60％の学生がサークル活動や部活動に参加

していない 14）。それらの活動を通して仲間や友人を作

ることも困難な状況にあることが分かる。 
さらに，大学で友人ができても，時にはトラブルや

仲間外れになることもあり，そのような相談を受ける

ことがある。最近の特徴としては LINE によるトラブル

の相談が増加していることである。「LINE の既読が付

いたのに，返信がない」，「返信が遅いと，文句を言わ

れる」などの訴えがあった。新たなコミュニケーショ

ンツールの出現により，対人関係が複雑なものになっ

ていることが伺える。 

援助要請行動 本学の学生においては援助要請行動

について性差，学年による有意差は見られなかった。

援助要請行動に関する先行研究では女性の方が男性よ

りも援助要請行動を取る傾向があるとことを示すもの

と，有意差はないとするものがあった。永井等は 194

件の論文から，援助要請と性別との関連を検討し，援

助要請は概ね女性の方が男性よりも高いが，専門家へ

の援助要請に対する態度， 教師および専門家への援助

要請については，性差は見られなかったと述べている
15)。 

 悩みがあるのに，援助要請行動を取らなかった学生

は 40％となっている。日本学生支援機構による「大学

等における学生支援の取組状況に関する調査」 では，

「学生相談に関する今後の課題として特に必要性が高

いと思われる事項」として，「悩みを抱えていながら

相談に来ない学生への対応」が最も高く，85.9％とな
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っている 16)。この事項が大きな課題となるのは，おそ

らく，相談に来ない（援助要請行動を取らない）学生

が学修面や適応面で何らかの支障をきたしているから

ではないか。本学でも被援助要請群への対応が求めら

れる。 

 悩みのある学生よりも，悩みがない学生の方が，問

題が起きた時には援助要請行動を取ると予測している

ことは，援助を求めたい気持ちと実際の援助要請行動

の間にはギャップがあると捉えることができる。悩み

のない学生は実際に援助要請行動を起こしていないの

で，容易に相談できると考えられるのだろう。一方，

悩みがある学生は相談したいと思っても，援助要請行

動に結びつかなかった体験があるのではないだろうか。

つまり，実際に相談しようとすると，二の足を踏んで

しまい，相談できない学生がいると考えられる。援助

要請行動を取れなかった理由については後述する。 

相談相手 援助要請群の相談相手は，身近な存在で

ある「友人」，「家族」と大学では「チューター」と

いう結果になった。前述したように木村等は，学生は

インフォーマルな援助者（友人，家族）の方が，フォ

ーマルな援助者（学生相談）よりも，援助を求める際

の対象ととらえ，援助を求めやすいことを示唆してい

る 17)。本学でも同様な結果が見られた。 

 しかし，想定群が想定する主な相談相手と実際に相

談した相手を比較すると，想定とは異なり友人・家族

はあまり選ばれず，チューターが選ばれることが見出

された。 

このことから，「友人」を相談相手と想定するが，

プライベートな問題や精神的な悩みについては実際に

は相談しにくいことが伺える。ベネッセ教育センター

の調査では，大学内に「話をしたり一緒に遊んだりす

る友だち」が「いない」学生の割合は 5.9％であるが，

「悩み事を相談できる友だち」 が「いない」学生の割

合は 21.4％となっている 18)。つまり，表面的な付き合

いの仲間がいても，深い話ができる友人や心から頼り

になる親友がいない学生の姿が浮かび上がってくる。 
 また，「チューター」は学修面の相談だけではなく，

「精神面」「家族関係」の悩みの相談相手として選ば

れている。チューターは面談や欠席者へ連絡の等，日

常的に学生に関わっているので，教員とはいえ，学生

にとって身近な存在である。それゆえに，学生がチュ

ーターを相談相手として選び，援助を求める傾向が示

唆された。 

 本学において「学修コンシェルジュ」や「学生相談」

は，新しい制度であり，学生の認知度が低いために，

援助を求める対象となりにくいのかもしれない。また，

学生自らが求めないと援助を受けることができない制

度であるため，悩みがあっても援助要請行動を取らな

い学生にとっては，「チューター」のように積極的に

自分に関わってくれる存在が必要なのではないだろう

か。 

援助要請行動の抑制理由 非援助要請群の主な抑制

理由は，「相手に迷惑がかかるのではと気になる」，

「このようなことで相談して良いのか迷う」，「相談

しても解決しないと思う」であった。「相手に迷惑が

かかるのではと気になる」という気遣いの背後には，

相談をすることで，相手に迷惑がられたり，嫌がられ

たりして，相手との関係に亀裂が入ることを懸念する

気持ちが伺える。また，「このようなことで相談して

良いのか迷う」という気持ちの背後には，些細なこと

を悩んでいると見下されることへの不安が伺える。悩

んでいるにもかかわらず，相手を過度気遣う学生の姿

が浮かび上がる。また，「相談しても解決しない」と

いう相談への懐疑や不信を示す学生もいる。援助を求

めることを無意味であると捉えるならば，援助要請行

動が抑制されるのも当然だろう。 

非想定群の挙げている理由と，非援助要請群が挙げ

ている理由を比較すると，「相手に迷惑がかかるので

はと気になる」，「相談しても解決しないと思う」に

ついて有意な差がみられた。実際に援助を求めなけれ

ばならないとき，不安や懐疑心が過り，援助要請行動

を抑制することになると考えられる。 

DePauloは援助を求める人は援助を要請する時にア

ンビバレントな気持ちを抱くことを指摘している19)。

また，西川は被援助者が援助や援助者に対して申し訳

のなさや苦しい感情を抱いたり，反発心のような感情

を抱かせることもあると述べている20）。 
想定場面ではこのような葛藤は生じないが，実際に

援助要請行動を起こす立場に立つと，葛藤や不懐疑心

に陥たり，不安になり，援助要請行動がとれなくなる

ことが示唆される。 

 

まとめ 

 本学の学生の援助要請行動から，悩みを抱えた場合，

相談相手として「友人」「家族」「チューター」を選

択していること，「友人」には相談したいが，相談で

きない傾向がみられたこと，「チューター」には相談

したくないものの，いざとなったら相談する傾向があ

ること，葛藤，懐疑心，不安が援助要請行動を抑制す

ることが示された。今後は援助要請動向の抑制原因に

ついて，性格や資質との関連から研究することが必要

であろう。 

また，本学の学生相談機能については悩みがあって

も援助要請行動を起こさない非援助要請群へのアプロ

ーチが求められる。アプローチのひとつとしては、身

近な友人への相談を容易にすることが課題となるだろ
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う。そのためにはピア・サポート等，学生同士で支援

する制度を導入する必要があるだろう。フォーマルな

制度としては，チューター制度の充実，学生相談，学

修コンシェルジュ制度を学生に周知徹底していくこと

が求められるであろう。 
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Ⅰ．はじめに 
 連日、マスメディアは健康に関する内容を紹介している。

国民の多くは少しでも健康的な生活を送りたいために、こ

れらの情報の信憑性やさまざまな試行錯誤を行うなど、健

康に対する意識が高まっているのは周知のことである。し

かし、このような社会のなかで多くの学生は意識が低く、

健康的な生活を実践していない学生が多く見られると言

われている。理由は様々であろうが、自分の責任において

の自己管理ができていない学生と、若さにまかせてまだま

だ先のことで大丈夫だと考えている学生も多くいるのが

現状で、本学学生も大きな違いはないようである。卒業後

は健康に関する職業を目指している短期２年生で、現在は

資格取得と就職活動に頑張っている。このような学生に対

して、これからもより豊かな学生生活を送ると同時に、資

格を活かし希望している就職先に進むために、学生の健康

に対する意識を変える必要があると以前から考えていた。  

また、多くの学生は来年から社会人として責任ある立場に

なるが、社会で通用する人間になるためには、まず何が必 
要かを改めて考え直す機会にもなればと思っている。         

学生の身体面・社会面・精神面における健康度や精神的健

康パターン診断から、今の自分はどの型に分類されるのか

を知ることにより、ストレスへの対応の仕方などを考える

参考にするとともに、将来、社会人として健康で豊かな生

活を送るために、健康チェックや精神的健康パターン診断

などを利用し、定期的に傾向を見直すことの大切さを理解

させることを目的としている。質問紙法による調査結果を

報告する。 
 
Ⅱ．調査方法 
１）調査対象  

本学短期大学部2 年生の女子学生、91 名（健康度91

名、精神的健康パターン診断72 名） 
２）調査期間 
  前期の調査対象学生（以下前期学生）は2014 年6 月

精神的健康パターン34名、2014年7月健康度40名。 

後期の調査対象学生（以下後期学生）は 2014 年 12
月精神的健康パターン 38 名、2014 年12 月健康度51
名に実施した 

３）調査方法 
  健康度および精神的健康パターンの調査は保健体育

講義の一環として実施した 
４）調査内容 
  健康度は松本ら１）、徳永ら２・６）が作成した。身体的健

康、精神的健康、社会的健康どの 3 因子の 12 項目か

らなる健康度チェックリスト用紙使用した。回答は、

「あてはまらない」「少しあてはまる」「かなりあては

まる」「よくあてはまる」の4 段階の回答肢である。 
  精神的健康パターンの調査は橋本ら３・５）が作成した

40 項目からなる調査用紙でストレス度・生きがい度

などを「全くそんなことはない」「少しはそうである」

「かなりそうである」「全くそうである」の 4 段階の

回答肢である。 
５）分析方法 
  健康度は12 項目について、身体的健康、精神的健康、

社会的健康の3 領域に各4 項目の回答を計算方法（精

神的健康においては回答を逆にした合計点）に従い、

得点の総合計点を出した。なお、3 領域の合計点を総

合得点とし、健康度得点判定基準（大学生）表で判定

基準に従い分析した。判定基準は、身体的健康度の合

計点を「低い」は 7 以下、「やや低い」は 8、「普通」

は9～10、「やや高い」は11～12、「高い」は13～１

6 点に当てはめた。精神的健康度の合計点は「低い」
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10 以下、「やや低い」は11～12、「普通」は13～14、
「やや高い」は 15、「高い」は 16 点に当てはめた。

社会的健康度の合計を「低い」は8 以下、「やや低い」

9～10、「普通」は 11～13、「やや高い」は 14～15、
「高い」16 点に当てはめた。また、総得点において

は健康度が「低い」は 28 点以下、「やや低い」は 29
～33、「普通」は34～38、「やや高い」は39～43、「た

かい」は 44~48 点に当てはめ健康度の判定をしたも

のである。 
徳永ら７）は、健康度の総得点は、食事の規則性・バ

ランスのとれた食事。睡眠時間、集団所属、友人・知

人の有無、家族との団らん、遊びの有無、自由時間の

有効利用、ひとり静かな時間の有無、愛情をかける

人・かけてくれる人の有無、適正体重、体力や運動の

諸要因など種々の生活習慣と関係していることを明

らかにしている。 
精神的健康パターンの調査は、ストレス度として心理

的ストレス 10 項目、社会的ストレス 10 項目、身体

的ストレス 10 項目に、生きがい度として 10 項目の

計40 項目から回答を得た。ストレス尺度として6 領

域に、生きがい度 2 領域の 8 領域に分類したストレ

ス尺度表に当てはめた。ストレス度尺度として心理ス

トレス（こだわり5 項目、注意散漫5 項目）・社会ス

トレス（対人回避5 項目、対人緊張5 項目）・身体的

ストレス（疲労 5 項目、睡眠・起床障害 5 項目）の

30 項目の得点を合計した。生きがい度（生活の満足

感5 項目、生活意欲5 項目）としては10 項目得点の

合計を出した。これらのストレス度の合計と生きがい

度の合計を、精神的健康のパターンの判定基準表に照

らし合わせて、ストレス度と生きがい度について精神

的健康パターン図（縦軸がストレス度で「上はストレ

スが低く 40 点から」、「下はストレスが高く 160 点」

の軸であり、横軸が生きがい度（QOL）で「左が低

く10 点から」、「右は高く40点」の軸である。「はつ

らつ型」ストレス度 57 点以下、生きがい度は 24 点

以上、「ゆうゆう型」は57 点以下、23 点以下。「ふう

ふう型」はストレス度 58 点以上、生きがい度は 24
点以上、「へとへと型」は 58 点以上、23 点以下の判

定基準に当てはめている。 
  橋本ら４・５）は、「はつらつ型」はストレス適応型とも

とらえ、心身のストレスをうまく処理でき、現在の生

活に充実感も感じている健康的なパターンである。

「ゆうゆう型」はストレス準適応型ととらえ、ストレ

スがたまっていない割には、いまひとつ生活に張りが

ないパターンであることから具体的な生活目標を持

つ必要がある。「ふうふう型」はストレス抵抗型とも

とらえ、生き生きしているがストレスの解消なく無理

をして生活を送っているパターンで、生き抜き、気晴

らしが重要な役割を持っている。「へとへと型」はス

トレス不適応型ととらえ、心身ともに疲れきっている

パターンで、積極的にストレス解消を図り、楽しめる

ことを生活に取り入れていくことが必要だと述べて

いる。 
 
Ⅲ．調査結果 
 前期学生の健康度チェック（表１）から、身体的健康は

「普通」は約35.5%であり、「やや高い」は27.5%、「高い」

は 17.5%、「やや低い」は 7.5%、「低い」は 12.5%で身体

的健康の健康度は約80.0%が普通以上である。精神的健康

度は、「普通」が37.5%で、「やや高い」は「7.5%、「高い」

は15.0%で、「やや低い」は25.0%、「低い」は15.0%であ

る。社会的健康は、「普通」が 15.0%で、「やや高い」は

2.5%、「高い」は0%で、「やや低い」は27.5%、低い」は

55.0%であった。

 
表１．前期調査対象学生の健康度（ｎ＝40） 

項目 １低い ２やや低い ３普通 4やや高い ５高い 

身体的健康 12.50% 7.50% 35.00% 27.50% 17.50% 

精神的健康 15.00% 25.00% 37.50% 15.00% 7.50% 

社会的健康 55.00% 27.50% 15.00% 2.50% 0% 

健康度総得点 32.50% 37.50% 22.50% 7.50% 0% 
 

 
後期学生の健康度チェック（表２）から、身体的健康は

「普通」が31.4%で、「やや高い」29.4%、「高い」は25.5%、

「やや低い」は 7.8%、「低い」は 5.9%である。精神的健

康は「普通」が 43.1%で、「やや高い」は 15.7%、「高い」

は 9.8%で、「やや低い」は 17.6%、「低い」は 13.7%であ

る。社会的健康は「普通」が23.5%で、「やや高い」は5.9%
だが「高い」は 0.0%で、「やや低い」は 27.5%、「低い」

は43.1%であった。 
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表２．後期調査対象学生の健康度（ｎ＝51） 
項目 1 低い 2 やや低い 3 普通 4 やや高い 5 高い 

身体的健康 5.90% 7.80% 31.40% 29.40% 25.50% 

精神的健康 13.70% 17.60% 43.10% 15.70% 9.80% 

社会的健康 43.10% 27.50% 23.50% 5.90% 0% 

健康度総得点 15.70% 39.20% 29.40% 13.70% 1.90% 
 

 
精神的健康パターン診断においては、ストレス尺度を構

成する3つの項目（心理・社会・身体）の合計得点のスト

レス度（SCL）と生きがい度（QOL）の合計を精神的健

康パターン図に当てはめ分類した。精神的健康パターン診

断結果（表３）は、「へとへと型」は前期学生 11.8%、後

期学生5.3%。「ふうふう型」は前期学生44.1%、後期学生

34.2%。「ゆうゆう型」は前期学生26.5%、後期学生28.9%。

「はつらつ型」は前期学生 7.6%、後期学生.31.6%であっ

た。 
 
 
 
 
 

 
表３．調査学生精神的健康パターン診断結果  （ｎ＝72） 

項目 へとへと型 ふうふう型 ゆうゆう型 はつらつ型 

全体 8.30% 38.90% 27.80% 25.00% ｎ＝72 

前期学生 11.80% 44.10% 26.50% 17.60% ｎ＝34 

後期学生 5.30% 34.20% 28.90% 31.60% ｎ＝38 
 

 
Ⅳ考察 
前期受講学生と後期受講学生の、健康度と精神的健康パ

ターン診断の結果の比較をすることより、今回は学生が普

段の生活の中で感じている健康度やストレスの内容・生き

がい等をパターンに分類して傾向を見たものである。それ

ぞれの領域からの得点を判定基準に照合し、高い傾向の項

目は今以上か落とさないようにする。低い傾向の項目は今

後の生活の中で高めるための資料にすることを期待して

いきたい。 
健康度測定の身体的健康においては、前期の学生が後期

の学生より「低い」「高い」の判定基準の項目に差が出て

いる傾向が見られたのは、調査の時期が関係するものと思

われる。梅雨と暑くなる時期で睡眠と食欲、疲労度などの

状況から自己管理ができていなかったものと考えられる。

今回は理由等については確認していない。 
精神的健康においては、前期学生の「やや低い」が後期

学生より多い傾向は、理由を調査していないが、一般的に

は集団への所属や対人関係がうまくなく落ち着かないも

のと推察される。また、前期学生のこの時期は進路先から

内定をもらえた学生も出てくることによりプレッシャー

が大きいものと考えられる。「普通」の項目では後期学生

が多い傾向は、この時期になると進路が決まった学生が多

くなることから緊張度がかなり低くなったのではないか

と推察される。なお、専攻別の就職先の募集との関係も見

逃せないと考える。 
社会的健康においては、前期学生の「低い」は5 割以上、

後期学生も5 割に近い結果からは、学生全般に考えられる

傾向であり、教養・地域での活動等には関心も薄く、趣味

を活かして活動する機会も少ない状況である。友達は大切

にする傾向にあるが、多くの学生は夢や希望が持てないこ

とから社会生活での充実は得られていないようであると

推察される。しかし、後期学生の「普通」が 23.5%いたこ

とは今後の社会的健康面における指導内容の参考資料と

して大切に活かしていきたい。 
精神的健康パターン診断では、「はつらつ型」（ストレ

ス適応型）では、前期学生17.6%、後期学生31.6%とかな

り差がある傾向は、健康度の調査結果とも関連があるもの

と今回の調査からは推察されるが、理由は確認できていな

い。「ゆうゆう型」（ストレス準適応型）は、前後期学生と

も大きな差は見られないが、「ふうふう型」（ストレス不適

応型）でも前期学生の方が約 10.0%近く多く、「へとへと

型」においても後期学生の2 倍以上であった。このことか

らも短大2 年生は前期から進路、実習等と忙しい時期であ

ることを十分考慮し、健康面や精神面において自己管理が
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できるようにサポートする必要がある。健康指導の視点か

らは、一般論中心でなく学生の現状にあった指導内容を今

後とも増やしていかなければならない。一概に比較はでき

ないが、仁藤１０）の調査からは、他大学の女学生の特徴と

して「はつらつ型」と「へとへと型」が同数であり 2 極化

されていたと報告されている。本調査では「はつらつ型」

の学生が「へとへと型」より 3 倍近く多かった。岩崎８）

らは、ストレス度の低い「はつらつ型」「ゆうゆう型」が

少なく、「ふうふう型」「へとへと型」が多かったという報

告もある。本調査全体では、「はつらつ型・ゆうゆう型」

の方が「ふうふう型・へとへと型」少しではあるが多い傾

向を示した。 
 
Ⅴ、おわりに 
今回の健康度調査から、後期の学生の方が健康度におい

てはやや高い傾向にあったが、その理由については、調査

時期の問題もあるがこれからも検討していきたい。全体に

は「やや低い・低い」で 61.6%、「普通」が約 26.4%で、

「やや高い・高い」が12.0%との結果を得たが、今後は少

しでも「やや低い・低い」を減らすように、学生が健康的

な生活向けての意識を高めるとともに実践していく態度

を身につける資料とする。なお、普段の実技指導などから

は、どちらかと言えば前期学生の方が高い傾向にあるので

はないかと考えていたので、この調査結果は今後の指導に

多いに参考になるものと考える。 
精神的健康パターン診断の調査では、調査学生全体の半

分以上がストレス適応、準適応の「はつらつ・ゆうゆう型」

であったことは少し安心している。前後期学生の差につい

ては、今回は傾向を見るところで終わっているので、今後

はこの調査を継続し質問の回答内容等を細かく分析し、検

討する資料にしていきたい。 
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Ⅰ 緒言 
 「健康日本21（第2次）」１)では「健康寿命の延伸・

健康格差の縮小」の実現に向けて、「主要な生活習慣病

の発症予防と重症化予防の徹底」を目指し、適正体重

の維持、主食・主菜・副菜がそろった食事の増加、食

塩摂取量の減少、野菜・果物摂取量の増加等を視点と

した目標が設定されている。また、2014年6月の「日

本再興戦略改訂2014」２)には「健康寿命の延伸」に関

する追加項目として、栄養・保健指導によるヘルスケ

アポイントの付与や現金給付等を保険者が選択して行

うことができる制度の導入が示され、2018年度からは、

高齢者の特性に応じた栄養指導等の保健事業を実施す

る等、健康に暮らしていく上で「食事」に視点をあて

た「栄養指導」への期待が増している。 
成人期における栄養指導にあたっては食知識や食

行動の状況を捉える必要がある。先行事例３)では性別

により食知識や食習慣に男女差がみられ、女性の方が

男性に比べて健康的な生活を営んでいる。さらに、健

康的な食習慣を営んでいるものは、主観的QOLが高い

との結果が報告されている。2010年国民健康・栄養調

査４)においても、生活習慣病の予防・改善に取り組ん

でいる男性は50.4%、女性は57.6%であり、女性の方

が高く、年代別にみてもいずれも女性が高い。また、

普段の生活で心がけていることでは、「食べすぎないよ

うにしている」、「野菜をたくさん食べるようにしてい

る」、「脂肪を取りすぎないようにしている」、「塩分を

摂りすぎないようにしている」において、女性は50%
を超えており、食物摂取への意識の高さが窺える。 
一方、食に関する関心がある情報は、「食の安全性

や健康被害等に関する情報」が61.4%、「健康づくりや

食生活の改善に役立つ情報」が56.7%であり５)、その

入手先として「テレビ・ラジオ」が75.9%、「新聞・雑

誌・本」が62.8%、「スーパーマーケット・食料品店」

が32.4%の順にあげられている６)。 
 本学では2010年度より、地域の大型小売店舗におい

て簡易質問紙「健康度チェック」による調査を含めた

食育活動を実施している。この「健康度チェック」は

学生が行う面接法による簡易な社会調査として実施し

ている。社会調査法の問題として、調査されることに

よって社会現象に何らかの変化が生じ、もとのままの

事態が把握されがたくなることがあり７)、「よそいき」

の現象をとらえる危険性がある。特に面接法は対話の

進め方が調査の成功やその結果に影響を与える可能性

があることから、学生は事前に質問紙の内容から想定

される受け答え（面接法）を学習し、社会地域住民に

対応できるように進めている。 
この取組みは地域住民を対象とした食生活に関す

る啓発活動であることから、回答者に負担のかからな

い簡便な方法での内容が求められる。そして、簡便で

あっても正確なデータが得られるようなものでなくて

はならない。 
そこで、本研究は簡易質問紙「健康度チェック」を

活用した面接法による調査結果が、先行事例のような

男女差が検証できるかどうか、健康的な行動や食物を

摂取する行動には男女によりどれくらい差が生じるの

かを把握することとした。 
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Ⅱ 方法 
1 対象者 
対象者は2013年と2014年の2年間とし、BMIや年代

の記入漏れを除いた125人の回答を対象とした。(2013
年は77/114人67.5%、2014年は48/71人67.6%) 
2 調査項目 
質問は10問とし、「はい」か「いいえ」で答える2者

択一とした。 
(1) 主観的健康度 
主観的健康度の尺度として「健康状態は良好です

か」（=健康状態）を設問とした。いわゆるQOL（個人

が生活する文化や価値観の中で、目標や期待、基準お

よび関心に関わる自分自身の人生状況についての認識
８）につながるものとして位置付けた。 
(2) 健康維持行動 
健康維持行動についてはブレスローの7つの健康習

慣を基に健康行動の評価が行われることが９)あるが、

本質問紙では栄養指導の視点を重視して、自分の適正

体重を知っていますか（以下、適正体重）、体を使う運

動をしていますか（以下、運動）、朝食を毎日きちんと

食べていますか（以下、朝食）の3項目を活用し、食

事は腹八分目を心がけていますか（以下、腹八分目）、

食事を楽しんでいますか（以下、食事の楽しさ）を加

え5問とした。前者は食事量への意識であり、後者は

食事と「心」の関係性を意識させる設問である。 
(3) 食物摂取行動 
食物摂取行動に関する質問は食品の組み合わせの

重要性を知らせる設問として、食事をするときは食品

の組み合わせを考えていますか（以下、食品の組み合

わせ）、緑や黄色の野菜を毎日食べるようにしています

か（以下、緑黄色野菜の摂取）、1日2食は肉・魚・卵・

大豆のいずれかを食べていますか（以下、肉・魚・卵・

大豆製品の摂取）、野菜・果物・海藻を毎日食べるよう

にしていますか（以下、野菜・果物・海藻の摂取）の

4問とした。 
(4) 属性 
 性別、年齢、同居者数、BMI値 
3 統計解析 
基本的属性についてはｘ２検定を用いた。全質問項

目については単純集計をした。健康行動と食行動との

関係については設問2から6までの健康行動を５点満

点とし、食行動は設問７から10までの4点満点で表し

た。健康行動と食行動の結果から、ダミー変数を用い

た因子分析を行った。多変量解析には、統計パッケー

ジIBM SPSS ver.17.0 for Windows (SPSS社)を使用

した。 
 
 

Ⅲ 結果 
1 対象者の性別・年代別とBMI 
表1に対象者の性別・年代別を示した。男性は56人、

44.8%、女性は69人55.2%であり、男女とも30歳代が

最も多く、男性は30-40歳代で84%を占めていた。表2
はBMIの平均値である。全体の平均は21.57、男性の

平均は22.97、女性の平均は20.43であった。BMIの段

階別人数は18.5未満が23人(18.4&)、18.5～24.9は82
人(65.6%)、25以上は20人(16.0%)であった。 
2 健康度チェックの得点 
 表3と図1に、健康度チェックの項目別に回答者の状

況を表した。「食事の楽しさ」や「健康状態」はそれぞ

れ89.6%と86.4%と肯定的な回答が高かった。一方、

「運動」は40.8%、「腹八分目」は41.6%に留まってい

た。 
男女を比較すると、「健康状態」「運動」「食事の楽

しさ」は男性が高く、その他の項目は女性が高くなっ

ている。中でも「食品の組み合わせ」と「緑黄色野菜

の摂取」は優位差がみられた。（p<0.01、0.05<p<0.10） 
表4には健康維持行動3項目についてダミー変数化

した得点の比較をみた。その結果、朝食を毎日「食べ

ている」は6.11、「食べていない」は4.59であり、その

差は1.12ポイントであった。適性体重を「知っている」

は6.51ポイント、「知らない」は5.26、体を使う運動を

「している」は6.94、「していない」は5.78であり、健

康維持行動の3項目においていずれも肯定的な回答者

の方が高かった。 
3 食行動と健康行動 
(1) 因子分析結果 
調査項目をダミー変数化して因子分析（主因子法）

を実施した結果、因子負荷量の高い 2 つの因子を採用

した。因子負荷量の説明率は 2 つの因子で 33.2％であ

った。また各データ・サンプルの因子負荷得点を算出

し、その散布図を示したものが図 2 である。第１因子

は「食品の組み合わせ」、「緑黄色野菜の摂取」、「野菜・

果物・海藻の摂取」「肉・魚・卵・大豆製品の摂取」「朝

食」「適正体重」の項目に高い負荷量を示しているため

「食行動の因子」と命名し、第 2 因子は「腹八分目」、

「運動」「年代」に高い負荷量を示しているため「健康

行動の因子」と命名した。 
図 2 における第 1 象限と第 4 象限に分布するデータ

の性別をチェックした結果は女性回答者であり、同様

にして第 2 象限と第 3 象限に分布するものが男性回答

者に分かれた散布状況を示した。 
(2) 因子分析による散布図象限と質問項目素点との関

連性 
 図 2 中の各象限に分布する「健康維持行動」に該当

する質問項目素点計を個人毎に集計し、平均点と標準
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偏差として図示したものが図 3 である。一元配置分散

分析の結果、 1% 水準で有意差が認められた

(F(3,121)=44.29, p<.01)。Holm 法による多重比較を

した結果（ MSe=0.6745, *p<.05）、第 2 象限と第 4
象限にプロットされたグループの間には食行動と健康

行動の素点間には有意差が認められなかったが、「 第
1 象限＞第 2 象限＞第 3 象限 」という関係に有意差が

みられた。 
 次いで「食物摂取行動」に該当する質問項目素点計

を個人毎に集計し、平均点と標準偏差として図示した

ものが図 4 である。一元配置分散分析の結果、1%水準

で有意差が認められた(F(3,121)=63.96, p<.01)。Holm
法による多重比較をした結果（ MSe=0.6363, *p<.05）、
第 1 象限と第 4 象限（女性）、および第 2 象限と第 3
象限（男性）との間に有意差が認められた。 
 食行動および健康行動では女性の方が男性より行動

意識が高いことが判明した。 
 
Ⅳ 考察 
本研究は簡易質問紙「健康度チェック」を尺度とし

た調査が、先行事例のような男女差の傾向をみること

ができるかどうかの検証を目的とした。 
因子分析の結果、第1象限と第4象限には女性が、第

2象限と第3象限には男性が多いという偏りがみられ、

女性の方が高い行動意識をもっていることが示唆され

た。このことは10項目からなる簡易な質問紙であって

も、有意差を確認することができるものとして活用で

き、尺度となることが検証できたといえる。 
また、第一因子とした食行動の因子に「適正体重を

知っている」かどうかの因子が含まれたことは、食事

摂取のとり方と適正体重の関係性が深いことを窺い知

ることができた。このことは2015年版食事摂取基準10)

の考え方に関連がある結果が得られたと考える。 
結果からは健康行動と食行動はともに女性のほう

が高い行動意識を持っていることがわかってきたもの

の、毎朝食事はきちんととり、食品の組み合わせに気

を配り、食べるといいといわれている食品を忘れずに

摂取する、という食行動が見られる一方、健康状況に

自信がなく、食事の時間は手放しに楽しいということ

はなく、積極的に運動をする方ではないという女性像

も見えている。男女を問わず、健康行動や食行動を承

認や支援する活動が多くの場面で必要となっている。 
健康寿命の延伸に向けて、一般住民に食の情報を正

しく伝えていくことは、栄養士、管理栄養士を養成す

る機関にとって重要な役割であり、学生による食育活

動が活発になされてきている現代において、その手段

が適切であるかどうかを検証しながら進めていくこと

が不可欠であると考える。 
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                            図1 健康度チェックの項目別回答割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表3  健康度チェックの結果

n=125 % 順位 n=56 % 順位 n=69 % 順位

108 86.4 2 50 89.3 2 58 84.1 3

51 40.8 10 26 46.4 7 25 36.2 10

112 89.6 1 53 94.6 1 59 85.5 2

78 62.4 6 34 60.7 6 44 63.8 7

100 80.0 3 43 76.8 3 60 87.0 1

52 41.6 9 22 39.3 9 30 43.5 9

70 56.0 7 21 37.5 10 49 71.0 6 p<0.01

69 55.2 8 25 44.6 8 44 63.8 70.05<p<0.10

99 79.2 4 42 75.0 4 57 82.6 4

91 72.8 5 36 69.6 5 52 75.4 5

全体

適正体重を知っていますか

健康状態は良好ですか

項目/性別

一日2食くらいは肉、魚、卵、大豆製品の

いずれかを食べるようにしていますか

からだを使う運動をしていますか

食事の時間は楽しいですか

 野菜・果物・海藻を毎日食べるようにしていますか

 にんじん・ほうれん草等の緑や黄色の野菜を毎日食べていますか

朝食を毎日きちんと食べていますか

食事は腹八分目を心がけていますか

 食事をするときは食品の組み合わせを考えていますか

男性 女性

n % n % n %

年齢

10代 4 3.2 1 1.8 3 4.3

20代 11 8.8 1 1.8 10 14.5

30代 55 44.0 26 46.4 29 42.0

40代 34 27.2 21 37.5 13 18.8

50代 6 4.8 2 3.6 4 5.8

60代 10 8.0 2 3.6 8 11.6

70代以上 5 4.0 3 5.4 2 2.9

計 125 56 69

表1　対象者の年齢・性別

全体 男性 女性

n(人) % 平均 SD n(人) % 平均 SD n(人) % 平均 SD

BMI値 125 21.57 3.62 22.97 3.40 69 20.43 3.39

18.5未満 23 18.4 17.45 0.60 4 7.1 17.55 0.57 19 27.5 17.43 0.61

18.5～24.9 82 65.6 21.22 1.67 35 64.3 21.67 1.66 47 68.1 20.88 1.60

25.0以上 20 16.0 27.75 3.45 17 30.4 26.94 2.51 3 4.3 32.37 4.30

全体 男性 女性

表２　対象者のBMI値の状況
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 図2 第１・第２因子負荷得点散布図 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3 各象限の健康維持行動の平均得点とS.D.       図4 各象限の食物摂取行動の平均得点とS.D. 
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第１因子負荷得点

n(人) (%) 平均値 n(人) (%) 平均値 n(人) (%) 平均

125 100 6.66 56 44.8 6.34 69 55.2 6.93

朝食の有無

食べている 103 82.4 6.11 43 76.8 5.95 60 87.0 6.22

食べていない 22 17.6 4.59 13 23.2 4.31 9 13.0 5.00

適正体重の認知

知っている 78 62.4 6.51 34 60.7 6.32 44 63.8 6.66

知らない 47 37.6 5.26 22 39.3 4.82 25 36.2 5.64

運動習慣

している 51 40.8 6.94 26 46.4 6.54 25 36.2 7.36

していない 74 59.2 5.78 30 53.6 5.30 44 63.8 6.11

合計得点

表4　健康行動3項目得点

全体 男性 女性
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地域食育活動における簡易質問紙を用いた食行動の検討 

―ＢＭＩによる検討― 
 
 

上原正子 ・ 村瀬瑠美 ・ 松原愛香 
愛知みずほ大学短期大学部 

 

Masako Uehara・Rumi Marase・Aika Matsubara 
Aichi Mizuho Jr. College 

 
 

キーワード：地域調査 簡易質問紙 ＢＭＩ 
 
 
 
１ 緒言 
 平成25年国民健康・栄養調査１)では，体格(Body 
Mass Index)が「ふつう」（標準）の範囲の者は男女

とも60%であり，「肥満」は40歳代男性が高く34.9%，

「やせ」は20歳代女性が21.5%と高い傾向にあり，

従前と同じような傾向がみられている．また，40歳
代男性は，日常生活で体を動かすことを「実行して

いて，十分に習慣化している」が26.2%，「実行して

いないが，実行しようと考えている」及び「実行し

ていないし，実行しようとも考えていない」は38.6%
となっており，他の年代に比べ運動習慣が見られな

いこともわかってきた． 
 「健康日本21（第2次）」２)では健康寿命の延伸，

健康格差の縮小などを目的として，生活習慣病予防

のための目標値等が示されている．具体的には平成

34年までに，20～60歳の男性の肥満者の割合を28%
とすることや，「主食・主菜・副菜を組み合わせた食

事が１日２回以上の日がほぼ毎日」の者を80%，20
～64歳の男性の運動習慣者を36%とする等がある．

その奨励・普及を図るため，国においては「健康寿

命をのばそう！アワード21」３)いう表彰制度を立ち

上げる等，新たな取り組みを進めている． 
さらに日本人の食事摂取基準2015年版４)のエネ

ルギー必要量は，望ましいBMIを維持するエネルギ

ー摂取量とされ，エネルギー収支バランスを表す指

標としてBMIが採用された．望ましいBMIを設定す

るにあたっては，総死亡率が最低となる値の検証が

なされ，18～49歳18.5～24.9，50～69歳20.0～24.9，

70歳以上22.5～27.4の年齢区分による値が示され

た．しかし70歳以上では，BMIが22.5を下回る者が

45%存在することから，当面目標とするBMIの範囲

を21.5～24.9としている．これら新しい動きに対応

するため，BMIに関する理解を啓発していくことは

意義あることと考える． 
本学では平成22年度より，地域の大規模小売店舗

において学生が主体となった食育活動を行っている．

内容は毎年実施する学生の計画力・企画力等を考慮

し決定しているものの，簡単質問紙を活用した調査

は継続して実施している．簡易質問紙を使用する目

的はBMIの啓発であり，BMIが体格を表わす指標で

あること，「やせ」「ふつう」「肥満」等，段階に分か

れていること，体重・身長から算出できること，そ

の計算方法，標準といわれる指数22の意味などを知

らせている． 
また併せて10項目からなる食を中心とした健康

度チェックを行っており，2013年の結果は「からだ

を使う運動をしている40歳代は32.6%であり年代区

分では最も低い値となっている」等，国民健康・栄

養調査の結果と類似した状況を報告している５)． 
そこで，これら現状を踏まえ，体格（BMI）の区

分による食行動や食意識の状況に視点を置き，10項
目の健康度チェックからBMIの違いによる食行動

や食意識の違いが見られるかを検証することとした． 
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２ 方法 
(1) 対象及び調査方法 

本学近郊の大規模小売店舗※において行う食育活

動の一部として「健康度チェック」を行った．対象

者は，店舗を訪れる来客者であり，他の食育活動を

子どもとともに楽しむ年齢層が多い．健康度チェッ

クの様式は右半分をBMIの計算方法を示した啓発

資料，左半分は食生活を中心とした健康に関する10
項目のチェック項目であり，聞き取りをしながら進

める対面式調査方法により行った．右半分は資料と

して持ち帰ってもらうようにし，左半分を配収した．

本研究の調査対象を2年間分とし，2013年10月26
日・27日の2日間実施時の77人６)及び2014年11月15
日実施時の48人，計125人を調査対象とした．(※熱

田イオンモール 名古屋市熱田区) 
(2) 調査内容 
① BMIの算出 

健康度チェック表の右ページには，BMIの計算式，

BMI早見表，年齢区分別目標とするBMIの範囲，

BMIによる体格の判定基準を示した．算出したBMI
は左ページの下の枠に記入した． 
② 健康度チェック 
 性別，年代，世帯の属性及び食生活を中心とした

健康に関する10項目を聞き取った．健康状態は良好

か(=健康状態)，体を使う運動をしているか(=運動)，
食事を楽しんでいるか(=食事の楽しさ)，自分の適正

体重を知っているか(=適正体重)，朝食を毎日きちん

と食べているか(=朝食)，食事は腹八分目を心がけて

いるか(=腹八分目)，食事をするときは食品の組み合

わせを考えているか(食品の組み合わせ)，緑や黄色

の野菜を毎日食べているか(=緑黄色野菜)，1日2食は

肉・魚・卵・大豆製品のいずれかを食べるようにし

ているか(=肉・魚・卵・大豆製品)，野菜・果物・海

藻を毎日食べるようにしているか(=野菜・果物・海

藻)の10項目である． 
 (3)解析方法 
 性別による年代区分別BMIの平均とその分布を

求めた．平均値は2SD+平均値以上の値を異常値と

し，除外し再度平均値を算出した．次に健康度チェ

ックの結果をBMI3区分（やせ・ふつう・肥満）で

集計した．群間差の検定は，名義尺度にはｘ2検定を

用いた．分布図の状況から，BMI区分の「ふつう」

をさらに3区分に分けた．「ふつうⅠ」はBMIが18.5
以上20.0未満，「ふつうⅡ」は20.0以上230未満，

「ふつうⅢ」は23.0以上25.0未満とした． 
 
 
 

３ 結果 
 対象者の性別による年代別BMI区分のばらつき

をみると図1・2にみられるような分布となった．対

象者の年代は表1に見られるように30～40歳代が最

も多く，男性は84%を占めていた．男性は「肥満」

が30.3%，「ふつう」が62.5%，「やせ」が7.1%で

あり，女性は「肥満」が4.3%，「ふつう」は68.1%，

「やせ」は27.5%であった．BMIの平均値は，男性

が最も対象者が多い30歳代が22.8，40歳代は22.9で
あり，女性は30歳代20.0，40歳代20.8であった．分

布図や表から，男性が「肥満」に近いところに多く

分布していることや，女性は「やせ」に近いところ

に多いことがわかる．表2は年代別体格を５段階で

示したものである．男性は「ふつうⅡ」から「ふつ

うⅢ」に多く，それぞれ17.9%，39.3%であり，女

性は「ふつうⅡ」が34.8%，「ふつうⅠ」が26.1%
であった． 
 一方，体格別にみた健康度チェックのｘ２検定の

結果は「朝食」「腹八分目」「食品の組み合わせ」

の項目に0.05<P<0.10の差がみられ，「緑黄色野菜」

にP<0.05の差がみられた．（図3，表3）また，「は

い」と回答した者が50%以下の項目は「からだを使

う運動をしていますか」の3区分と，「腹八分目」

の「ふつう」「肥満」，「緑黄色野菜」の「ふつう」

と「肥満」，「食品の組み合わせ」の「肥満」であ

った．性別によっても同様の結果がみられている． 
 さらに「ふつう」を3区分にした結果からは「食

品の組み合わせ」（P<0.05）と「緑黄色野菜」

（0.05<P<0.10）に群間差がみられた．また，「運

動」と「腹八分目」を除き，「ふつうⅡ」は3段階

で最も低い値を示すなど，３区分による数値の差が

みられた．さらに性別にした結果から男性「ふつう

Ⅱ」と「ふつうⅢ」には「健康状態」「食事の楽し

さ」「腹八分目」を除き，「ふつうⅢ」が高く，18.2
から31.8の差があることがわかった．また，女性の

「ふつうⅠ」と「ふつうⅡ」を比較すると「適正体

重」と「緑黄色野菜」を除き「ふつうⅠ」の方が高

かった． 
 
４ 考察 
 今回は，5年間継続して行ってきた健康度チェッ

クのBMIに着目して2年間分をまとめた．対象者数

が少ないことから確信的な考察はできないものの，

標準BMIを3区分すると，それぞれ「ふつうⅠ」は

「やせ」に「ふつうⅢ」は「肥満」に近い値を示す

ことが想定できるものもみられた．また，性別によ

る差もみられた． 
 

98



資料 

人間の栄養状態には4つの状態，①適正な栄養状

態，②栄養素の欠乏した状態，③栄養素の過剰な状

態，④栄養素相互のバランスが崩れた状態がある．

自分がどこにいるのかを考えるためには，多くの情

報が必要になるが，日本人の食事摂取基準2015年版

で示されたエネルギーの摂取量及び消費量のバラン

スの維持を示す指標BMIを把握することが，一つの

指標になると考えられる．また，このことは細谷７）

が示す人体を対象に人体側面から栄養の問題を取り

扱う「人間栄養学」の考え方に近づくことにもなる． 
 2014年度は「BMIという言葉を聞いたことがある

か」「BMIの意味を知っているか」「BMIを計算し

たことがあるか」を聞き取った．それぞれ82.9%，

57.9%，59.2%の結果が得られた．地域における啓

発活動にはBMIの意識化を図る取り組みが必要で

あると考える． 
 
文献 
1）平成25年国民健康・栄養調査

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/h25-houkok
u.html 
2）健康日本 21（第 2 次） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenko
u_iryou/kenkou/kenkounippon21.html 
3）健康寿命をのばそう！アワード21 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065508.html 
4）日本人の食事摂取基準2015年版  
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/syokuji_kijyun.ht
ml 
5）上原正子 学生の学びを支援する栄養指導論実習 瀬木

学園紀要 3, 71-76, 2009 
6）松原愛香 村瀬瑠美 一般消費者を対象とした食育の

実践と健康度チェックの結果報告 瀬木学園紀要 8， 

80-83，2014 
7）細谷憲政 三訂人間栄養学 健康増進・生活習慣病予
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図1 年代別体格（BMI）分布図 男性          図2 年代別体格(BMI)分布図 女性 
 

表1 年代別体格(BMI３段階)の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

表2 年代別体格（BMI5段階）の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3 体格（BMI）別健康度チェックの結果 
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　　　　やせ18.5未満、ふつう18.5以上25未満、肥満25.0以上　  ※2SD+平均値以上の値を異常値とし、除外し再度平均値を算出した。
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食育活動「親子料理教室」における評価の検討 
 

―共に調理することの教育力を意識した質問紙作成の試み― 
 
 

上原 正子・村瀬 瑠美・松原 愛香 
愛知みずほ大学短期大学部 

 

Masako Uehara・Rumi Marase・Aika Matsubara 
Aichi Mizuho Jr. College 

 
キーワード：食育 親の教育力 質問紙 

 
 
 
１ 緒言 
 食育基本法の前文には「様々な経験を通じて「食」

に関する知識と「食」を選択する力を習得し，健全

な食生活を実践することができる人間を育てる食育

を推進することが求められている」とあり，具体的

な施策１)として「望ましい習慣を学びながら食を楽

しむ機会」となる「親子料理教室」を推進していく

としている． 
また，食を通じた子どもの健全育成２)の目標の１

つには「食事づくりや準備に関わる」子ども像があ

り，幼児期及び学童期における食事づくりの重要性

を指摘している．しかし，その一方で，家庭におけ

る調理操作の経験が充分ではない様子もみられてい

る３)． 
親子で料理することは，食を楽しむ機会となるだ

けでなく，室田４)の「親と子が一緒に調理すること

はさらに人間関係を結びつける効果がある」ことや，

川島５)の親子一緒のおやつ作りの効果を科学的に実

証した脳科学のデータ等からもわかるように，子ど

もの発育・発達に影響を与える可能性があることが

示唆されている．また，親子料理教室の先行事例６)

の報告からは，親の感想として，上手に調理する子

どもの姿や嫌いなものでも残さず食べようとする姿

が発見できたことなどが述べられており，親と子を

さらに結びつけることに役立っていることを窺い知

ることができる． 
本学においては，2008年8月に食育活動として，

地域の幼稚園・保育園児とその保護者を対象とした

親子料理教室を開催した．その後，この親子料理教

室がきっかけとなり，本学地域のM小学校子ども会

と協働した「子ども料理教室」を継続して行ってき

た．毎年60名余の子どもの参加がみられている．

2009年には到達評価に視点を置き，実施後の子ども

の感想を質的調査としてまとめた７)．そこで得られ

た5つのカテゴリー「味覚」「態度」「受容」「価

値づけ」「関心」は全て子どもの健全な成長に必須

な観点であることから，その後の「子ども料理教室」

の到達評価をこれら5つの視点を基に，子どもの成

長を支援してきた． 
しかし，更なる支援のためには，親の教育力を高

めることができる親子料理教室の実施が課題となっ

ていたことから，2014年8月，実施の目的を，親の

変容を捉える手段の試みとし，食を通して子どもを

育てることができることの親の気付きを評価できる

質問紙を用いて実施することとした． 
また，室岡８)らの料理教室開始時に本教室が食育

事業であることや，食材に地場産物を使うこと等を

明言することにより，参加者の食育に関する諸効果

が得られた報告から，料理教室開始時に親子で調理

を行う教育的価値について明言することとした． 
 
２ 方法 
(1) 親子料理教室の概要 

本学が食育活動を支援している愛知県内K市内の

小学4～6年生を対象として，夏休み土日の2日間，

各15組30人を募集した．その結果，各14組28人の応

101



資料 

募があったものの，日曜日は台風のため中止とした．

改めて，10月に本学において近隣の小学生を対象と

して募集し，8組16名の参加を得た．（参加者数 母

親と子ども22組44人） 
献立はパエリア，トマトのじゃこサラダ，かぼち

ゃの豆乳ポタージュ，レモンロールケーキとし，10
月にも変更せずに実施した． 

教室開始前に「事前アンケート」の記入を依頼し，

開始後の30分間は親子で調理することの教育的意

義（調理過程で声をかけること，ほめること等の意

義）について説明した．その後，調理説明，実習，

会食，片づけ，「事後アンケート」記入と進めた． 
(2) 質問紙の内容 

事前アンケートは記述回答を避け，選択肢とし，

家庭の食生活における子どもとの関わりを中心に設

問を設定した．朝食の頻度と共食の有無，普段の食

事を作る人，レトルト食品やインスタント食品，冷

凍食品等の使用頻度，市販の弁当や惣菜の使用頻度，

外食の頻度，食材の購入先，食品購入時の生産地確

認の有無，食品購入時の添加物表示の確認の有無，

子どもと一緒の買い物行動の有無，家庭の食事の手

伝いの有無とその種類，日常の食事で気を付けてい

る事(食事作り，食事マナー，食環境)の12問である． 
 事後アンケートは自由記述を中心とした．調理前

の話の内容が実践できたかどうかを振り返る設問

とした．「どのような会話がありましたか」「どの

ような良いところが発見できましたか」「今後，ご

家庭でお子さんと一緒に調理したいと思いますか」

「参加されてのご意見，ご感想等」を自由に記述さ

せ，「会話が弾んだか」「良いところを発見できた

か」は10点法による自己評価点を加えた．さらに親

子で話し合って「実習した献立の内容についての感

想」を記述する欄を設けた．なお，子どもへの事前・

事後アンケートも日常の食生活に関すること，料理

教室に関することについて回答を求めた． 
 
３ 結果 
 親を対象として実施したアンケートの結果を，表

1「事前」，表2「事後」に示す．番号1-1～1-14は8
月に実施した14名，番号2-1～2-8は10月に実施した

8名である．なお，親の全てが母親であることから

結果・考察は母親として表記する． 
(1) 食環境の状況 
 参加した母親の最も多いパターンから平均的な母

親像をまとめる．母親はほぼ毎日朝食を（100%）家

族全員あるいは誰か（64%）ととっている．食事を

作るのは母親であり（95%），レトルト食品等の加

工食品は週1回程度（68%），市販の弁当や惣菜は利

用しない（55%）か，週に1回程度（41%）である．

外食は週に1回（55%）程度，休日の昼食（59%）や

夕食（41%）に出かける．食材の購入先はスーパー

マーケット（100%）が多く，宅配も利用（32%）す

ることがある．食品購入時はいつも生産地を確認し

（64%），添加物や表示は時々確認している（82%）．

買い物には子どもと一緒に行くことが多い（86%）

ものの，子どもが調理を手伝う頻度は時々程度であ

る（73%）．手伝う内容は食材を切る（86%），洗

う（63%），皮をむく（63%）などであり，炒める

（64%）調理も手伝うことがある．このような母親

像となる． 
 「日常の食事で気をつけていること」の質問には，

「野菜の活用」（91%），「食事中のマナー」（86%），

「食事のあいさつ」（77%），「栄養素のバランス」

「手作りの食事」「家族一緒の食事」（68%）が高

く，その一方で「携帯を持たない」（14%），「多

くの食品を活用する」（18%），「食事中の会話」

（27%），「旬の食材の活用」「食事の時刻」「テ

レビをつけない」（32%），「食べ残しをしない」

（36%）は低かった． 
(2) 一緒に調理に取り組む姿勢 
 「教室中に会話が弾んだ」の自己採点には13人
（59%）が10点と答えており，平均は8.7点であった．

「いい感じだね～」「おいしそうだね」「野菜をき

ってほしいなどの依頼と上手に切れたことをほめ

る」「ずーと話していました」などを始めとして，

全員が会話の内容を記述できていた．また，「指示

ばかりになってしまった」「指示をだして働いても

らうので，せかせかしており，楽しい会話があまり

できなかった」からは，本当は楽しく会話すること

が望ましいことを意識していることがわかった． 
 一方，「良いところを発見できたか」は平均8.8
点あり，子どもの良いところを具体的に全員が記述

していた．調理の過程，盛り付け，片付け等，「自

分から積極的に」「嫌がらず」「興味を示し」「慎

重に」など，思いがけない子どもの姿への気づきが

記述されていた． 
 「今後，家庭で子どもと調理したいか」の質問に

は15人（68%）が「したい」，7人（32%）が「時

間があればしたい」と答えていた．自由記述には「色

んなことを話しながらできることが増えていってほ

しい」のように，ただ「一緒に楽しい」だけでなく，

子どもの成長を願う気持ちの記述がみられた． 
 
４ 考察 
 親子が一緒に調理をすることが少ない理由には，

早く料理を作り上げたい母親の気持ちや，食事は一
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緒に食べることに有用性があるとする意識が広がっ

てきている感がある．龍日９)は求心的な食事場面の

重要性を述べており，さらに学童期・青年期の食事

場面の求心力を高めるための手立てが求められてい

るとしている． 
共に調理することは、親の教育力を発揮できる有

用な時間である．今後，親子料理教室は多岐にわた

る役割を担ってくると考えられる．教育力を意識化

する手立てをもって臨むことにより，家庭の食育に

寄与できると考える． 
 
文献 
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3) 神谷麗奈他 小学校家庭科における調理技術の向上

を目指した授業の開発 三重大学教育学部紀要 65，
233-239，2014 

4) 室田洋子 孤食を防ぐ 児童心理:金子書房 81-86，
2006 

5 川島隆太 うちの子の未来学 宮城県教育委員会

2013.4 
6 山野久代 親子で楽しくふれあいクッキング 栄養教

諭 18， 68-71，2010 
7 上原正子他 食育活動「子ども料理教室」の質的調査 

瀬木学園紀要 4，78-79 2010 
8 室岡順一 野崎壱子 食育事業としての料理教室が参

加の食意識・食態度におよぼす効果 農村生活研究

51(2)， 42-58，2008 
9 龍日滋野 人との関係性・心を育む食事場面 保育学

研究 48(2), 279-282, 2010 
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ほ
ぼ
毎
日

週
に
4

、
5
日

週
に
2

、
3
日

週
に
1
日
程
度

食
べ
な
い

家
族
全
員

家
族
の
誰
か
と

子
ど
も
と

ひ
と
り

父
親

母
親

子
ど
も

祖
父

祖
母

そ
の
他

ほ
ぼ
毎
日

週
に
4

、
5
日

週
に
2

、
3
日

週
に
1
日
程
度

利
用
し
な
い

ほ
ぼ
毎
日

週
に
4

、
5
日

週
に
2

、
3
日

週
に
1
日
程
度

利
用
し
な
い

ほ
ぼ
毎
日

週
に
4

、
5
日

週
に
2

、
3
日

週
に
1
日
程
度

月
に
2

、
3
日

月
に
1
回
程
度

利
用
し
な
い

平
日
の
朝
食

平
日
の
昼
食

平
日
の
夕
食

休
日
の
朝
食

休
日
の
昼
食

休
日
の
夕
食

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ

ッ
ト

デ
パ
ー

ト
・
百
貨
店

の
食
品
売
り
場

コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア

八
百
屋

、
魚
屋
な
ど

の
個
人
商
店

生
協
な
ど
の
宅
配

イ
ン
タ
ネ

ッ
ト

宅
配

農
産
物
直
売
所

1-1 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-2 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-3 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-4 30代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-5 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-6 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-7 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-8 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-9 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-10 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-11 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-12 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-13 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-14 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-1 40代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-2 30代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-3 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-4 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-5 40代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-6 3年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-7 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2-8 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 0 0 0 0 8 6 4 4 2 21 0 0 1 0 1 1 0 15 5 0 0 1 9 12 1 0 2 12 1 3 3 0 1 1 0 13 9 22 3 1 3 7 0 4全体合計

レトルト食品、
インスタント食品、
冷凍食品等の

加工食品の利用頻度

市販の弁当や惣菜の
利用頻度

家族との外食頻度 外食が多い食事（複数回答）

番号 年齢 学年

自身の朝食の摂取頻度 朝食共食者 食事を作る人

資料

表1　事前アンケート

食材の購入場所（複数回答）
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そ
の
他

い
つ
も

確
認
す
る

時
々

確
認
す
る

ほ
と
ん
ど

確
認
し
な
い

ま

っ
た
く

確
認
し
な
い

い
つ
も

気
に
か
け
て
い
る

時
々

気
に
か
け
て
い
る

ほ
と
ん
ど

気
に
か
け
て
い
な
い

ま

っ
た
く

気
に
か
け
て
い
な
い

い
つ
も

一
緒
に
行
く

時
々

一
緒
に
行
く

ほ
と
ん
ど

一
緒
に
行
か
な
い

ま

っ
た
く

一
緒
に
行
か
な
い

い
つ
も
し
て
い
る

時
々
し
て
い
る

あ
ま
り

し
て
い
な
い

ま

っ
た
く

し
て
い
な
い

食
材
を
洗
う

食
材
の
皮
を
む
く

食
材
を
切
る

煮
る

炒
め
る

揚
げ
る

焼
く

ゆ
で
る

味
付
け

味
見

盛
り
付
け

お
菓
子
作
り

そ
の
他

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス

野
菜
の
活
用

多
く
の
食
品
の
活
用

旬
の
食
材
の
活
用

安
全
な
食
材
の
使
用

手
づ
く
り
の
食
事

食
事
前
の
手
洗
い

食
事
の
あ
い
さ
つ

食
事
中
の
会
話

食
べ
残
し
し
な
い

食
事
中
の
マ
ナ
ー

食
事
作
り
の
手
伝
い

食
事
の
時
刻

家
族
一
緒
の
食
事

テ
レ
ビ
を
つ
け
な
い

携
帯
電
話
を

持
た
な
い

そ
の
他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
合わせ
調味料を
量る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 配膳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
色どり、
見た目

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
食器の
片づけ、
箸を出す

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 14 8 0 0 8 10 3 1 2 19 1 0 1 16 5 0 13 13 19 2 14 1 5 3 5 11 10 11 3 15 20 4 7 10 15 10 17 6 8 19 10 7 15 7 3 1

資料

食品購入時の
添加物や
表示の確認

食材購入に
お子さんと一緒に

行く頻度

お子さんの
調理手伝いの

頻度
食事準備の手伝いの内容 日常の食事で気をつけていること（複数回答）

食品購入時の
生産地の確認
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し
た
い

時
間
が
あ
れ
ば

し
た
い

し
た
く
な
い

ぜ
ひ
参
加
し
た
い

都
合
が
つ
け
ば

参
加
し
た
い

献
立
の
内
容
が

よ
け
れ
ば

参
加
し
た
い

参
加
し
た
く
な
い

1-1 30代 4年生 10
子ども同士、協力して順番に材料を切った
り作ったり、話しながら進めることができま
した。

7
順序を守って作り方をみながら、材料を切った
り、作ったりできていました。

○ ○

1-2 40代 4年生 10
レシピをみながらわからないところを教えた
り、切り方など、楽しくできました。

9
しっかりとレシピをみて、次は何をすれば良い
か、確認しながらできていました。

○
お手伝いが好きでいつも手伝ってくれるの
で、またお願いしたいと思いました。

○

1-3 40代 6年生 8
作る工程とか、材料について、どの料理に
何を入れるかなど、話しました。

9
自分から片づけや、調理に手を出して、参加し
ようとしていました。

○
定番のものではなく、私もあまり作ったこと
のないものを子供主導で作りたいと思いま
す。

○

1-4 30代 6年生 10
次は何をしたら良い？お皿えらんでくる
ね、味見をしての感想など、ずっと話してい
ました。

8
何事にも興味があり、何でもすすんでやってく
れる所です。

○
毎日何かしら手伝いたいと言ってくれてい
るので、その気持ちを大切にしたいと思っ
ています。

○

1-5 40代 5年生 10
切り方や炒め方などで、いい感じだねーと
かおいしそうだねー

10
盛り付けでおいしそうに見える盛り付け方を工
夫していた。

○ ○

1-6 40代 5年生 7
料理工程でどうやったらよいか？味見をし
た時の感想など

8
後片付けもいやがらす、もくもくと手伝ってくれ
ました。

○
普段口数があまり多くないが、お料理を通
して、少しでもコミュニケーションがとれると
思うから。

○

1-7 40代 4年生 7
あれを切って、まぜてとか、指示ばかりに
なってしまった。家庭だともっと時間に余裕
があるかな。

7
一生懸命に取り組んでいました。自分で作った
ので、嫌いなものも食べていた。

○ ○

1-8 40代 5年生 10
「次なにきる？」洗ったものを「これふいて
いい？」

10
楽しい（おしゃべりが多くて）。嫌がりそうなこと
（エビの背ワタ）とかもすすんで手伝ってくれた。
（自分の好きな仕事だけするんではなくて）

○
私も1人で作るより楽しいし、子どもにとっ
ても将来役に立つので、日頃から習慣づ
けたい。

○

1-9 30代 4年生 8
忙しかったけれど、子どもに料理を指示し
ながら楽しくできました。

8
普段は見られない、積極的に自分から料理をし
てくれました。

○ ○

1-10 30代 4年生 10
指示を出して動いてもらうので、せかせか
しており、楽しい会話があまりできなかっ
た。

10
レシピを見ながら、次に何をしたら良いか、自分
で考えられていた。

○ ○

1-11 40代 5年生 10
最初から最後まで料理を手伝うことが初め
てだったので、いろいろな質問をされまし
た。（切り方、炒め方、盛り付け方など）

10 意外と慎重にやることに気が付きました。 ○ 普段話さないことが話せて、楽しくできた。 ○

1-12 40代 5年生 10
生クリームの混ぜ方や野菜の切り方話しま
した。

10 テキパキ動いていました。 ○ 今日とても楽しかったから。 ○

1-13 40代 4年生 10
切り方とか指を気を付けてとか米とか野菜
とか洗ってとかなど。

10 包丁の使い方とか切り方が上手だった。 ○ ○

1-14 30代 4年生 10
「次は何やるの？」など、レシピを見なが
ら、調理できました。

10
「切りたい」「混ぜたい」いろいろなことに興味を
示せ、包丁も上手に出来ました。

○
今日のメニューを夏休みの間に一緒にや
りたいです。

○

2-1 40代 2年生 10
野菜を切ってほしいなどの依頼。上手に切
れたことなどほめる。

10
言われなくても片付けを手伝うこと。一人で任
せてもなんとかやろうとすること。サラダの盛り
付けを友達と協力してできたこと。

○ 楽しかった。 ○

2-2 30代 2年生 10
野菜の切り方、栄養について話すことがで
きました。

10 後片付けがさっさとできるなと思いました。 ○
子どもが楽しかったし、おいしかったので、
他の家族にも食べさせてあげたいと言って
います。

○

2-3 40代 6年生 4
同年の子と同じグループだったので、いつ
もどうかなどを4人で話しました。

6
意外と積極的にやっていて、いつも遅い子だと
思っていたのに、テキパキと野菜を切っていた
ので感心しました。

○
もともと一緒にしたかったので、今回の事
をきっかけにして、台所に興味を持ってき
てくれるといいなと思います。

○

2-4 40代 6年生 6 作る手順、流れの会話 9
自分が率先してやりたいという気持ちが伝わ
り、かなり任せてもしっかりやってくれました。

○
一緒にというより、レシピを見て一人でやり
たいようなので、今日習ったものを横から
見守りながらやっていこうと思います。

○

2-5 40代 2年生 10 「これはどうすればいい？」など 10 とても丁寧に取り組めていて安心した。 ○
中々時間が取れないけど、たまには時間
を作って一緒に調理したいと思います。

○

2-6 3年生 7
えびの殻をどうやってむくか。みじん切りや
乱切りの切り方について。サラダの食感の
違いについて。

8
きゅうりを上手に切れる。苦手な玉ねぎとパプリ
カを食べた。進んで調理に参加できた。

○ ○

2-7 30代 4年生 8 手順についてや味についてなど 8 テキパキと行動するところ ○
仕事をしているので、忙しい時だとできな
い為

○

2-8 30代 4年生 6
これを切ってとか食器を洗ってなどの役割
分担

6 次にやることを自分で探すことができた ○
色んな事を話ながら、できることが増えて
いってほしい

○

8.7 8.8 15 7 0 19 3 0 0

資料

表2　事後アンケート

全体合計または
平均点

どのような良いところが発見できたか

今後、
家庭での
子どもとの
調理意欲

子どもと調理したい理由

親子料理教室への
参加意欲

番号 年齢 学年

教
室
中
に

会
話
が
弾
ん
だ
か

（
1
0
段
階
評
価

）

どのような会話があったか

お
子
さ
ん
の
良
い
と
こ
ろ
を

発
見
で
き
た
か

（
１
０
段
階
評
価

）
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資料

大
変
よ
か

っ
た

よ
か

っ
た

あ
ま
り

よ
く
な
か

っ
た

よ
く
な
か

っ
た

○
とても楽しく参加できました。ありがとうございました。また機会があれば参加したいで
す。

パエリアは初めて作ったが、魚介類からだしが出て、作り方も難しくなくてとてもおいしかった。フ
ライパンでできるのがよかった。サラダもスープも子どもと一緒に切ったり作ったりできて、楽しく
作れました。味もとてもおいしかったです。（豆乳を使ったのがよかった）

○ 普段、家で作ったことのない料理だったので、また作ってみたいと思いました。
パエリアは魚介類のだしが出ていておいしかったです。トマトのじゃこサラダはもう少し他の野菜
をもっと多くしても良かったと思いました。ポタージュはさっぱりと豆乳くささもなくおいしかったで
す。

○
夏らしいさっぱりしたメニューで、子どもと一緒に簡単に作ることができてとてもよかった
です。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。

サラダは味が濃かった。ケーキはレモンがきいていて、すっきりしておいしかったです。パエリアも
魚介の味が出ていておいしかったです。

○
とても楽しみにしていたので、楽しく作れおいしく食べることができました。ありがとうご
ざいました。

子どもは酸味が強く感じたようですが、私はちょうど良かったです。パエリアは野菜の味が自然な
ままで味わえたので、また家でも作りたいです。

○ すべての料理がおいしくて、とても為になりました。ありがとうございました。
パエリア→おいしかった。サラダ→酢がきいていて、とてもじゃこと合いおいしかった。スープ→豆
乳のくせもなくて、かぼちゃもとてもおいしかった。ロールケーキ→レモンクリームの酸味がさっぱ
りしておいしかったです。

○
家ではあまり作らないメニューも教えていただけるのでとても参考になる。親子で楽しく
参加できてとても充実した時間を過ごせました。

家では作らないものばかりでしたが意外と簡単でしかも見た目も豪華だったのでとてもよかった
です。

○
とても楽しかったです。ありがとうございました。また簡単でおいしい料理を教えてほし
いです。

スープはミキサーを使わなくてもマッシャーで簡単にできるから驚きでした。パエリアはフライパン
だと少しびちゃびちゃの出来上がりになるので、ホットプレートが火加減も簡単に出来るかなと思
いました。じゃこのサラダも味がしっかりしているから苦手なトマトも食べれていました。

○
パエリアがあんなに簡単にできるなんてびっくり！！難しいと思って家で作るなんて面
倒…と考えていたけれど、今回このような機会を頂けて、実際に作って食べて大満足で
した。

子どもが苦手だったトマトが気にならずに食べられた。しょうゆとじゃこの香りがすごく良くておい
しかったです。

○ お手ごろな料金で、料理が作れて、家で作るレシピも増えました。
短時間でバランスよく作ることができて、とてもおいしかったです。パエリアはおいしくて子供も喜
んで食べていました。

○ 野菜の魅力を再確認しました。今晩すぐにでもチャレンジしたいです。 野菜がたくさん取れ、とても良かったです。

○ 家ではなかなかできないので、とてもよい経験ができました。
パエリアが思っていたより簡単に作れることに驚きました。子どもはサラダがすごく気に入り、家
でも作りたいと言っています。

○ 料理教室初めて参加しました。レパートリーも増えました。ありがとうございました。 パエリア初めて作りました。おいしかったです。子どもはサラダがおいしかったと言っていました。

○
初めて料理教室に来ましたが、家での簡単に出来る様やさしくていねいにできていて、
とても良かったです。

全品簡単にできて、とてもおいしかったです。家でもできそうです。

○
メニューの構成、出来映え、4年生の子供と作るには、とても美味しく、楽しい時間でし
た。お土産もありがとうございました。

自分達で作ったので、よりいっそう美味しく頂けました。

○
ゆっくり調理ができて子どもと作っていても急がせずにできてよかった。手順をしっかり
教えてくれるので、作りやすかった。

おいしかった。パエリアが硬かった。楽しくできた。

○
きゅうりが好きではなく、あまり食べないのに、おいしいおいしいと食べていました。また
開催して下さったら、ぜひぜひ参加したいです。ありがとうございました。

どれもおいしくて、簡単だったので、家で作ってみたいと思いました。パエリアはホットプレートで
作れるなんてビックリです。パーティー料理にいいなと思いました。

○
どうしても分担になってしまい、サラダしか作らなかったような感じでした。でも、仕方な
いかとも思います。もう少し時間があればゆっくり作れたかなぁと思いました。パエリア、
作ってみたかったけど、今日は作れてうれしかったです。ありがとうございました。

レモンのロールケーキがおいしかった。

○
このような機会は初めてで、とても楽しかったです。お友達も一緒とか兄弟ＯＫとか（大
人一人に対して）だと、これからも参加できる機会が増えるので宜しくお願いします。

かぼちゃのスープが皮ごと食べられて、とてもおいしかったと娘が言っていました。パエリアも家
で一緒に作れそうだし、サラダもいつもと違う感じでよかったです。ケーキもサッパリとしてすごく
おいしかったと思います。

○ いい機会をありがとうございました。 トマトは苦手だったけどおいしかった。

○ おいしかったし、楽しかったです。ありがとうございました。 おいしかったです。

○ 親子で楽しく参加できました。 おいしかったです。

○ 大変楽しかったです。 おいしかったです。パエリアとサラダが特においしかったです。

22 0 0 0

実習した献立の内容についての感想
（親子で話し合って記入）

料理教室に
参加した感想

参加の感想
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岐阜市に生息する軟体動物の分布 
川瀬 基弘 

愛知みずほ大学人間科学部 
 

Motohiro Kawase 
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

 
 
１．はじめに 
 2009～2013 年にかけて岐阜市の自然環境基礎調

査が行われた．地形・地質，自然景観，植物，植生，

哺乳類，鳥類，爬虫類，両生類，魚類，昆虫類，貝

類，甲殻類の 12 部門が調査された．著者の担当し

た貝類（軟体動物）については，5 年間にわたり 850
地点以上を調査した．岐阜市は，基準地域メッシュ

（三次メッシュ）の 1/2 地域メッシュにより全 910
メッシュに分割される（中外テクノス（2014）「岐

阜市の自然情報」付図-1 参照）．この調査では，陸

産貝類を対象とした場合に，ビル街のような表土の

存在しないメッシュ，淡水産貝類を対象とした場合

に，水域の全く存在しないメッシュなど，物理的に

調査出来ない場所を除き調査可能なメッシュについ

て概ね調査することが出来た．これにより，岐阜市

における軟体動物の種毎の分布状況を詳細に把握す

ることが出来た．これほどまでに種毎の分布状況を

詳細に調査した報告は，他の市町村では例がない．

そこで岐阜市における軟体動物の分布に関する基礎

資料として種毎の分布図を示した． 
 
 
 
 
 
 

２．各種の記録 
 軟体動物各種の分布図を以下に示した．塗りつぶ

されているメッシュは生息記録があることを示して

いる．記録は基本的に生貝の確認に基づいたが，極

めて新鮮な死殻でその場所に生息している可能性が

高い場合も含めた．中外テクノス（2014）および川

瀬（2015）で報告済みの種については除外した．生

息環境の環境情報は，中外テクノス（2014）を参照

されたい． 
 
３．引用文献 
中外テクノス編（2014）岐阜市の自然情報～岐阜市

自然環境基礎調査～．岐阜市役所 自然共生部 自
然環境課． 

川瀬基弘（2015）岐阜市内におけるウエジマメシジ

ミの分布記録．かきつばた, (40), 43-44. 
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ヤマタニシ            アツブタガイ           ミジンヤマタニシ 

   
 
キュウシュウゴマガイ       ヒダリマキゴマガイ         ヒメタニシ 

 
 

    
 
 コモチカワツボ          ウスイロオカチグサ               カワニナ 
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 チリメンカワニナ               ニホンケシガイ          サカマキガイ 

 
 

       
  

ヒメモノアラガイ                ハブタエモノアラガイ              カワコザラガイ 
 
 

     
 
ヒメオカモノアラガイ              マルナタネガイ         ヒラドマルナタネガイ 
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ミジンマイマイ          ナミコギセル          ナミギセル 
 
 

   
 
 オカチョウジガイ        トクサオカチョウジガイ      ホソオカチョウジガイ 
 
 

   
 
 ミジンナタネガイ         ヒメコハクガイ         コハクガイ 
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 ノハラノイシノシタ       ナメクジ             ヤマナメクジ 
 
 

     
 
ノハラナメクジ          チャコウラナメクジ                ヒメベッコウ 

 
 

     
 
 ヤクシマヒメベッコウ            キビガイ                ハリマキビ 
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ウスイロシタラ          マルシタラ                       コシタカシタラ 

 
 

     
 
 カサキビ                        ウラジロベッコウ          オオクラヒメベッコウ 
 
 

    
 
  ナミヒメベッコウ                (カドバリ)ニッポンマイマイ       コベソマイマイ 
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  ウスカワマイマイ                 コオオベソマイマイ       オオケマイマイ 
 
 

     
 
 コハクオナジマイマイ            オナジマイマイ           イセノナミマイマイ 
 
 

    
 
 マメマイマイ                     オトメマイマイ          タワラガイ 
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タガイ              ヌマガイ                          ドブシジミ 
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日本語コミュニケーション能力向上のための授業実践と評価 

 

「日本語コミュニケーション演習」周辺 
 
 

樫内 久義  久保田 英助*  阪 美里* 
愛知みずほ大学瑞穂高等学校 ＊愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学 

 

Hisayoshi Kashiuchi・Eisuka Kubota*・Misato Ban* 
Mizuho Senior High School，*Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

 
 愛知みずほ大学では、初年次において「日本語コミュニケーション演習」を必修科目として開講している。その

目指すところは、名称が示すとおり、日本語を用いたコミュニケーション能力の育成である。現在、ほとんどの大

学が初年次教育を実施しているが、そこでは、主に文章の書き方を中心に日本語能力の育成に関する授業が行われ

ている※1。これは、新入生の日本語に関する能力が大学の期待を満たしていないことを物語る。学生の日本語能力

の向上は大学における「学び」の充実に不可欠であり、それは、大学における「課題」として位置づけられる。本

稿では、本学において、その「課題」に取り組むべく基幹科目として開設した「日本語コミュニケーション演習」

の特徴と課題、そして、目指すべき方向性について紹介し、併せて、日本語能力を核とする基礎学力の育成をめぐ

る大学教育に対しての一考を試みる。なお、本稿は主に樫内によるが、ともに当科目を担当する久保田、阪の考察

を一部加え、共著とする。両名の担当箇所については、各末尾の記名にて示す。 
 
 
はじめに 

 「日本語コミュニケーション演習」は平成 27 年度

で開設 3 年目を迎える。本科目は、教務とは別に、

導入1年前の平成24年 8月に作られた研究会におい

て、その中身が検討された。研究会発足当初は、学

生のレポートや論文を書く力を向上させるための授

業として「文章表現」という仮称が与えられた科目

であり、研究会の名称も「文章表現研究会」なるも

のであった。しかし、高大接続の視点および初年次

教育の視点から、研究会の回を重ねるうちに文章を

「書く」力だけではなく、社会のグローバル化を背

景として、これから求められる新しい学力の核とな

る「主体性」や「協働性」の育成を含めた汎用的能

力の向上もが、その目的に加えられた。そこで、新

しい科目には、「主体性」、「協働性」を育てるのに

善であると考えられるアクティブ・ラーニングが導

入することになった。 

アクティブ・ラーニングは、本来の目的でもある

「書く」力の向上にも望ましい学修スタイルである

と考えられた。研究会のメンバーは、3 名であった

が、そこには大学教員以外に系列の高等学校の国語

科教員が 1 名含まれていた。その教員は 30 年近く高

等学校の国語教育に携わっており、その短くはない

国語教育の経験から、文章を「書く」ためには、ま

ず、「考える」、すなわち、自ら課題を発見し、自身

の意見を持つことが不可欠であることが実体験によ

り確認されていたからだ。 

以上の経緯により当初の目的から形を変えつつ

検討されてきた新科目は、後で述べることになるカ

リキュラム上の位置づけからの要請もあり、「書く」

だけにとどまらず、グループワークでの協働性や、

課題発見のために必要な調査および分析に関する力

等に加え、「話す」、「聞く」、「読む」を含めた総合的

なコミュニケーション能力の向上を目指すこととな

った。そして、現在の「日本語コミュニケーション

演習」が誕生したのであった。ただ、本科目は、ま

だ開設されてからの年数も浅く、その内容について

も、実施される都度、検討され、形を変えつつある。 

本稿では、2 年間にわたる授業実践を振り返りつ

つ、冒頭で紹介した事柄について考えていきたい。

まずは、「日本語コミュニケーション演習」が生まれ

た大学教育をめぐる環境について述べ、その後で、

当科目の特徴と具体的授業内容の紹介と検証を行う。

そして、さらに、当科目の開設および研究会発足以
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前の日本語リテラシー向上に関する本学の取り組み

を紹介し、 後に当科目の学術的意義について述べ

ることとする。 

 

囲い込まれた世界 

 ポータブル情報機器の普及の目覚ましさは日常の

風景が如実に物語っている。地下鉄、路上、大学の

教室等で目にする景色の共通アイテムはスマートフ

ォンをはじめとするポータブル情報機器である。そ

の光景からは「依存」という言葉さえ浮かぶ。 
実際、ネット依存に関する総務省の調査（「高校

生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向

に関する調査」※2）によると高校生が一日のうちス

マートフォンやフィーチャーフォンのネットを利用

する時間は、平均 161.9 分であった。ちなみに、こ

れは大学生の授業以外の学習時間の一日平均 39分※

3 の 4 倍以上にあたる数値である。その一日のネッ

ト利用時間のうち、LINE、Facebook、Twitter 等

の SNS 利用に関する時間は 100.8 分で、全体の 6
割以上を占める。その時間の多さと大学生の授業以

外での学習時間の少なさを嘆かざるをえないが、こ

こで注目すべきは、誰と関わるための時間かという

点である。 
先の総務省の調査では、SNS の利用目的として

も高い割合を示しているのが、「友だちや知り合いと

コミュニケーションをとるため」であり、それは

71.8％にも及んだ（複数回答）。つまり、SNS で「つ

ながる」相手は、主に学校などで日常顔を合わせる

「仲間」なのである。 
ユビキタス的視点は時空を超えた広がりに向け

られず、手の届く、声の届く範囲に向けられている。

この範囲の狭さは、また、ある集団の発生をも促し、

それは、ときに排他的人間関係を生み出す集団とも

なり得る。 
ネットを中心に形成されるいわゆるネット社会

では、独自の表現方法が生まれた。それは主に日本

語変換機能が基になったものである。パソコン入力

において、日本語の文字、すなわち、「ひらがな」、

「カタカナ」、「漢字」は、アルファベットやアルフ

ァベット以外の外国語文字、および一般記号と同等

に扱われる。その性質を利用した「文字」の代表が

顔文字、絵文字である。それは、文字だけでは相手

に伝えられない感情や気分を表現するだけでなく、

相手との関係を穏やかで緩やかなものに留める緩衝

材の役割を果たしもする。顔と顔をつき合せた直接

的コミュニケーションでなら、表情および身振り手

振り等で補われる「言葉」の限界を、顔文字や絵文

字は代替する役割を担う。この顔文字や絵文字のほ

かに、インターネット・スラングとして「掲示板言

葉」、「ギャル文字」などと呼ばれる「言葉」や「文

字」が挙げられる。これらの表現では、日本語変換

機能を利用する者なら誰しも苦笑した覚えのある誤

変換すら、メタ・コミュニケーションとして「立派

に」機能している。いまや、これらの「言葉」の一

部は、「日本語」の文化圏を越え、海外においても若

者を中心とするネットユーザーに拡散され、親しま

れてさえいる。パソコンの特性と日本語変換機能が

生み出し、ネット環境が育てた新しいコミュニケー

ションツールは、その意味を解し得る「仲間」たち

だけが利用可能な「言語」、いわば、ジャーゴンとし

て機能している。ジャーゴンは、それを使用する仲

間たちの証としての意味合いも有し、使用する者同

士のつながりを強めるが、その一方で、使用する仲

間以外との関係を隔てる働きを有する。ネット世界

に入り込めない者は、彼らの仲間となることはでき

ない。なぜなら、「言葉」が理解できないストレンジ

ャーなのだから。 
この性質は何もインターネット・スラングに限ら

ない。元来、LINE や Facebook を代表とする SNS
で結ばれる関係も、グループを単位とするつながり

であり、グループ以外の者とは隔絶される。実際、

グループからの疎外を恐れ、片時もスマートフォン

やフィーチャーフォンを手放せない若者をめぐる状

況が問題視されもする。本来、時空を超えてつなが

りあえるという、コミュニケーションのユビキタス

化を促すはずのインターネット環境が、皮肉なこと

にコミュニケーションの範囲を狭めているのである。

この収束的コミュニケーションの問題は、若者の語

彙、読解力を中心とする語学力およびコミュニケー

ション能力不足の助長をももたらす。なぜなら、ジ

ャーゴンでやりとりされる関係においては、限られ

た範囲で限られた仲間だけで通じ合えれば済むのだ

から。 
言葉で伝えきれない思いを補うべき表情、身振り

手振りの代用としての記号の種類を増やし、その意

味を覚えていく労は、会話や文章において時と場合

に応じて適切に使える語彙、読解力、表現力を養う

労に劣るとは思われないが、後者に使用される労は

敬遠されるか、養う機会が十分に与えられない。 
メタ・コミュニケーションとしてのインターネッ

ト・スラングの多様化と増加は、ネットユーザーの

日本語能力の低下を助長する。メタ・コミュニケー

ションは、本来、コミュニケーション不調を改善す

るために用いる、通常のコミュニケーションを補う

ための手段である。だが、通常、すなわち、正規の

日本語を用いる代わりに「顔文字」や「絵文字」等
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の様々なインターネット・スラングを用いる傾向は、

日本語に関する語彙力の低下を助長する。コミュニ

ケーション不調を正規の日本語を用いて工夫する労

から遠ざけるからである。そのため、語彙力は乏し

くなり、時と場所に応じた言葉の使い分け、言い換

えができなくなり、コミュニケーション能力にとど

まらず、思考力、表現力の低下、さらには日本文化

の貧弱化を招く。本末転倒の感が否めないが、いま

や、「絵文字」、「顔文字」の代わりに使える「日本語」

を学生に身に着けさせるための日本語教育に努めな

ければならない一面を呈するほど憂慮すべき状況に

あるともいえる。 
 
高等教育の現場で 

昨今、国内のほとんどの大学で日本語のロジカル

ライティングスキルの向上を目的とした科目がカリ

キュラムに見られる。それらは各大学において初年

次に組み込まれている場合がほとんどである。それ

は、文章を書く力が大学での学びに必要不可欠であ

ることを意味するだけでなく、新入生に、その能力

の欠如が著しいことを物語っている。2008 年に設立

された初年次教育学会では、年に 1 回開かれる大会

において、学生の文章作成に関する研究発表が取り

上げられないことがない。また、文部科学省が平成

24 年度に調査した初年次教育の取り組み状況にお

いても文章に関する能力（「レポート・論文の書き方

等の文章作法」）の向上を目指す大学の割合は調査対

象全体の 88％にも上った※4。この文章作成能力の育

成は、「プレゼンテーション等の口頭発表の技法」（同

調査結果 79％）、「学問や大学教育全般に対する動機

付け」（同 76％）、一般的にキャリア教育と呼ばれる

「将来の職業生活や進路選択に対する動機付け」（同

77％）の中で も高い割合を示している。ちなみに、

同調査によると初年次教育を実施している大学は

94％の大学にも上る。いまや、初年次教育が大学に

おいて重要な位置を占めており、その中でも文章作

成能力育成の必要性がいかに高いものであるかがう

かがわれる。また、現在、大学入試、すなわち、大

学入学者選抜の見直しを中心に高大接続の問題が行

政、教育、企業を含む各機関で検討されているが、

グローバル化に伴う日本の行く末に対する危機感が

背中を押すのか、高大接続の問題に関する議論は熱

を帯びている。平成 26 年年 9 月に開催されたシン

ポジウムの中で日本学術振興会の安西祐一郎氏は多

極化する世界を背景に、これからの時代を「不確実

な時代」とし、その中で求められる学力像について

の提言を行った※5。その提言の中で大学教育では

「『多様な学生が主体的に、協働しつつ学ぶことので

きる高度な学びの場』の創造」を担うべきとし、「主

体性」・「多様性」・「協働性」をキーワードに挙げて

いる。 
このような大学を含めた高等教育の現状と先に

眺めたネット社会における若者のコミュニケーショ

ンの実態を考えるとき、「日本語コミュニケーション

演習」の役割は、そのミッションが実践されるとき、

決して小さくはない。では、次に「日本語コミュニ

ケーション演習」の実像を紹介していく。 
 
「日本語コミュニケーション演習」の特徴 

 研究会は「日本語コミュニケーション演習」を開

設するにあたり、3 つの目的を掲げ、さらに、7 つ

の項目を「目標」として挙げた。それらは、当科目

が初年次に配置されることと、アクティブ・ラーニ

ングを意識して設定され、そこから具体的な授業計

画が作成された。目的と目標は以下のとおりである。 
目的 
①大学での学びをより豊かなものにするために日本

語を用いたコミュニケーション能力を育成する。 
②学びの世界を探索するために必要な言葉の力に気

づき、その力を伸ばす。 
③借り物でない自分自身の言葉によって新しい世界

を広げていく。 
目標 
①コミュニケーションの重要性を認識する。 
②コミュニケーション能力を高める。 
③日本語への関心を高める。 
④日本語に関する知識を深める。 
⑤情報の収集・発信の方法について学ぶ。 
⑥情報機器の効果的利用方法について学ぶ。 
⑦プレゼンテーションについて学ぶ。 
 これらの目的や目標は、特に目新しいものではな

く、むしろ初年次教育に「ありがち」なものである。

その設定には、科目開設前年度の 8 月に作られた研

究会における検討期間の限界および、研究会発足当

時には、文章力に特化した授業として検討を始め、

途中から「舵」をアクティブ・ラーニングに切るこ

とになったという要因が大きく、手探り状態のまま

「出帆」した感は否めない。 
 その目指すところの評価は別として、研究会は次

に具体的な授業内容の検討に入った。そこで も意

識したことは、学生たちに自信を持たせることだっ

た。裏を返せば、教員が本学の学生たちに自信を持

たせたいと望んでいたことを語っているのだが、予

測のつかないこれからの「不確実な時代」（安西）の

大海において彼らが難破しないためには、まず「学

び」において、 も大きな動機となる自己肯定感を
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持たせたいと考えたのだ。いまの子どもたちが社会

に出たときに、その多くが現在存在していない新し

い職業に就く可能性が高い※6 とも指摘されるこれ

からの予測のつかない変化の激しい時代の波を乗り

切るための汎用的能力を身につけていくためにも、

学びの原動力となる自己肯定感に着目し、「学生たち

に自信を持たせる」ことを研究会メンバーの「合言

葉」とした。 
 授業での学びを学生たちの自信につなげるために

我々は、到達目標の「ハードル」を高くしすぎない

ことを心がけた。そして、すべての授業を終えた後、

自らの学びの軌跡（足跡）が確認できるよう、努力

の可視化を試みた。それがポートフォリオを作成さ

せることだった。そして、授業を履修する学生全員

に授業専用のファイルを用意し、そこに授業で配布

した資料、自らが提出した課題等をすべて綴じさせ

ることとした。 
 「自信を持たせる」ことの次に意識したことは、

「飽きさせない」ことだった。飽きさせない、つま

り、授業内容に興味を抱かせるために、学生たちに

少しでも魅力のある教材やテーマを与えることを考

えた。そのために、「日本語コミュニケーション演習」

という名称からは容易に想像のつかないような構成

となった。次に、その具体的な内容を検証を加えな

がら紹介するが、紙面の都合上、授業を実践した 2
年間に共通し、本学独自の取り組みと考えられる 3
つの教材について紹介する。 
 
「大学紹介・ミニコミ誌」 

 まず、はじめに、授業の概要について紹介してお

く。2 年間実施してきた「日本語コミュニケーショ

ン演習」の全体構成は以下のとおりである。 
 
平成 25 年度前期 15 コマ 2 単位 必修 
「日本語コミュニケーション演習（読む＋聞く）」 
第Ⅰ部 コミュニケーションゲーム 
第Ⅱ部 大学紹介 
第Ⅲ部 類義語比較 
平成 25 年度後期 15 コマ 2 単位 必修 
「日本語コミュニケーション演習（話す＋書く）」 
第Ⅰ部 アナウンス 
第Ⅱ部 キャンパスライフの充実化 
第Ⅲ部 意見文 
 
平成 26 年度前期 15 コマ 2 単位 必修 
「日本語コミュニケーション演習（読む＋聞く）」 
第Ⅰ部 コミュニケーションゲーム 
第Ⅱ部 ミニコミ誌 

第Ⅲ部 類義語比較 
平成 26 年度後期 15 コマ 2 単位 必修 
「日本語コミュニケーション演習（話す＋書く）」 
第Ⅰ部 アナウンス 
第Ⅱ部 大学祭企画 
第Ⅲ部 意見文 
 

25 年度、26 年度とも前・後期には、それぞれ、「読

む＋聞く」・「話す＋書く」の「副題」が添えられ、

それらを意識しながら展開するよう心がけた。また、

前期の第Ⅰ部をゲーム等を通じて学生たちにコミュ

ニケーションに関して興味を持たせる導入的位置づ

けた。 
それでは次に、基幹に据えた授業内容について紹

介する。ここでは前期第Ⅱ部として実施した「大学

紹介」と「ミニコミ誌」について眺めていく。 
この単元では、グループワークを体験させること、

創造性を発揮させることのほかに、調査や取材を通

して「読む」ことや「聞く」ことの重要性に気づか

せることが主なる目的であったが、自分たちが通う

大学および地域に関心と愛着を持ってもらうという

意図もあった。そして、それは、学生自らが直接足

を運んだり、取材したりすることが可能である「触

れられる」範囲を対象としており、学生たちにとっ

て、決して「ハードル」が高くなく、取り組みやす

い課題であると考えた上でのテーマ選定でもあった。 
また、「大学紹介」では発表時にスライドを使用

することとした。それは、ICT の知識、技能の習得

も（ある程度であるが）目指したからである。対し

て、「ミニコミ誌」に関しては、パソコンを使用して

も、手書きでも作成方法や表現は自由とした。これ

は、オリジナリティーを発揮させたいという意図と、

前年度の「大学紹介」において、情報機器に不慣れ

な学生が少なくなく、一部の学生に負担増が見られ

たからでもある。 
基本的に「日本語コミュニケーション演習」では

教員はファシリテーターとして関わることにしてい

たこともあり、この単元では、大半を学生たちの自

主性に任せた。授業の初めと終わりだけ教室に集め、

その時間に取り組むべき課題の確認と、事後の振り

返りをさせるほかは、場所は限定しなかった。配当

時間は「大学紹介」も「ミニコミ誌」も 5 時間程度

であったため、授業時間内で作品を完成させ、発表

の練習等をすることは難しく、ほとんどのグループ

が授業時間外に集まらなければならなかった。ただ、

自主性に任せると表現すると「聞こえはいい」が、

「賭け」でもあった。 
グループのメンバー構成は、教員によってなされ
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た。積極的な関係作りを試みなければ円滑な作業が

難しい環境にあえて学生たちを置いた。この学修活

動自体がコミュニケーション能力を向上させること

も念頭においての構成であったが、当然、そこには

リスクも潜んでいた。リーダー存在の有無をはじめ、

メンバー同士の能力や個性の差によりグループ間で

差が出ることは容易に想像できた。しかし、教員は、

各学生に毎授業後提出させる作業記録（感想を含ん

だ「振り返り」）や学内で作業が行われる場合は（教

室、サロン、図書館、パソコン教室等、ほとんどの

グループは学内施設を利用した）巡視等で得られた

情報をもとにアドバイスをする程度の関わりにとど

めた。 
したがって、どの程度の内容の発表や作品になる

か把握し難い「賭け」であった。そして、結果は、

予想通り、グループによって差の大きいものとなっ

た。 
教員が も懸念したのは作業等を他のメンバー

に任せてしまう「フリーライダー」の存在だった。

それを避けるために「振り返り」において授業ごと

に自らが関わった作業を報告させたり、発表時には

必ず全員に発言させ、その場で感想を言わせるよう

に仕向けたりしたものの、その存在を無くすには至

らず、グループによっては皆無ではなかった。発表

後、総括としてまとめさせたレポートにおいて、協

働作業に関して振り返らせたが、そこで各人の取り

組み姿勢に少なからぬ差があったことが把握された。

ただ、積極的に取り組まなかった学生は結局、毎回

課した「振り返り」や発表後提出させた 終レポー

トにおいても相応の内容にしかとどまらず、その姿

勢を露呈する結果となり、評価に関しては公平に保

つことができたと考える。 
では、肝心の発表または作品はどうであったかと

いうと、正直、期待していたレベルに達するグルー

プは少なかった。それには様々な理由が考えられる

が、グループワークおよびアクティブ・ラーニング

に不慣れな学生に対しての教員の「立ち位置」（ファ

シリテーターとしての関わり方）が起因する部分が

少なくないと考えられる。学生の自主性に重きを置

きながらも、より積極的なアプローチを試みる授業

展開が課題として残った。 
 
「類義語比較」 

 この単元では、日常使っている言葉の微妙なニュ

アンスと、その用途について調べ、日本語に対する

関心を高めることを第一の目標とした。 
言葉の「微妙なニュアンス」に気づかせるために

比較する言葉として類義語を選んだ。例えば、「上が

る（あがる）」と「上る（のぼる）」について考えて

みると、「階段を上がる」は「階段を上る」と言い換

えることが可能であるが、「座敷に上がる」とは言え

ても「座敷に上る」とは言わない。このように「似

て非なる」言葉を比較することは、その用途だけで

はなく、成り立ち等を含めた多角的な分析が必要に

なり、言葉に対する関心を高めるとともに大学で求

められる物事を深く追究する姿勢が養われると考え

た。 
学修スタイルとしては、ここでもグループ学修が

相応しいと考え、導入した。そして、発表において

は、スライドを使用することとした。 
グループ学修のスタイルを取り入れた 大の理

由は、複数による議論、検討を通じてテーマの類義

語比較において多面的な比較・分析が可能となるこ

とであった。また、発表にスライドを使用すること

にしたのは、「大学紹介」と同様に ICT に関する知

識、技能の習得を目指すという一面もあったが、語

彙比較には視覚に訴える方法が適していると考えた

からでもある。 
学生たちに限らず、普段使っている言葉について、

その意味と用途を詳しく調べる機会は多くはない。

ましてや複数の語彙の意味、用法を比較すること自

体、高校までの国語の授業でも行われることは稀で

あり、学生たちの戸惑いは容易に予測できた。しか

し、それは学生たちとって新鮮なテーマでもあり、

その課題を通じて日本語への関心を高めてもらえる

好機でもあった。 
そこで、「学び」をより有意義なものにするため

に「戸惑い」の軽減を図った。 初の授業時に教員

が作成したスライドを用いてデモンストレーション

を行ったのである。さらに類義語選択にあたっては

十分相談に乗り、アドバイスした。 
各グループのテーマ（対象語彙）が決まってから

は、「大学紹介」、「ミニコミ誌」同様に、教室を出て

作業することを可とした。ただ、利用すべき施設と

して図書館を薦めた。また、語彙比較に適している

と考えられる辞典類をはじめとする書籍を複数紹介

し、さらに担当教員一名が図書館で相談にあたった。

この単元においても教員はファシリテーターとして

関わることを旨としたが、上述したとおりの難しさ

が伴い、「大学紹介」や「ミニコミ誌」のときよりも

積極的に関わる度合いが高くなった。 
 さて、実際の作品と発表であるが、「大学紹介」と

「ミニコミ誌」の授業を体験した後ということもあ

り、スライド作品においても発表においてもレベル

の向上が見られた。これは、次に述べるフリーライ

ダーの排除における工夫と、グループ分けを行うに
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あたり加えた配慮が功を奏した部分も大きいと考え

る。 
グループ分けは前回のグループ分けと同様に教

員が行ったが、その際に、リーダーの役割を果たせ

る学生を必ず各グループに 1 名以上配した。そして、

さらに作業を活性化させるために、前回のメンバー

を全て入れ替えるのではなく、同じメンバーを数人

配置することとした。 
また、今回の授業においても懸念されたフリーラ

イダーに関する対策として、前回のグループワーク

において積極的に参加しなかった学生を同じグルー

プには入れないこととした。前回のグループワーク

で見受けられたフリーライダー的存在の学生を分散

させるためである。それは、たとえ、フリーライダ

ーの存在を完全に無くことはできなくとも、他のメ

ンバーへの負担は軽減できると考えた工夫であった。

そして、実際、「類義語比較」においては、明らかな

フリーライダーの存在は認められなかった。 
その意味も含めて、「類義語比較」の授業は、同

じグループワークではあっても、「大学紹介」や「ミ

ニコミ誌」に比べ、「手応え」のある内容となった。 
 
「アナウンス」 

「日本語コミュニケーション演習」は前・後期各

2 単位の必修科目として設定され、前期では「読む

＋聞く」、後期では「話す＋書く」という「副題」が

添えられた。そして、「話す」力の伸長を意識した後

期に「アナウンス」は配置された。 
アナウンスには 15 コマのうち少なくない 4 コマ

の時間を充てた。それは、話すことがコミュニケー

ションにおいて も重要であると考えたからである。

話すことは、特別な媒体なしに意思疎通を可能とす

るコミュニケーションの基本であり、プレゼンテー

ションにおいても重要な手段である。プレゼンテー

ションというと、一般的に PowerPoint などのスラ

イドを用いた発表が思い浮かべられる。しかし、基

本は話すことに他ならない。プレゼンテーションの

第一人者とも言われるガー・レイノルズ氏は「シン

プル・プレゼンテーション」を推奨するが※7、どの

ような刺激的な映像や音響を添えたとしても肝心の

話に魅力がなければ、効果的なプレゼンテーション

とはならない。また、アナウンスの授業は学生たち

に新鮮であり、彼らの興味をひくと考えた。 
正しい発音や発声方法をはじめとするアナウン

スの基本的技術を練習することは、アナウンサーを

養成するような専門教育機関以外では、日常生活で

経験することはまずない。さらに、声を出すトレー

ニングは運動でもある。身体を使うことにより、昂

揚感が生じ、授業への積極的取り組みが期待できる

と考えた。 
ただ、アナウンスを取り入れた理由は、これだけ

にはとどまらない。さらに大きなメリットがあると

考えた。それは「書く」力も鍛えられることだった。 
アナウンス原稿を学生に作らせた。そして、その

テーマを学生自身の身近な話題とした。文字数は

800 字以内とした。この分量の設定には NHK の「高

校放送コンテスト」の 1 分 10 秒以上 1 分 30 秒以内

（アナウンス部門）という規定を参考にした。長く

ても 2 分程度で読み切れる分量と考えたからである。 
この作業は、文章力向上に効果的であると考えた。

なぜなら、学生自身の身近な話題を 800 字程度にま

とめる作業は、ある程度の難しさを伴うからである。

800 字という文字数は決して多いものではない。そ

の点から見れば、学生たちにとって、「とっつきやす

い」文章といえる。しかし、それは、無駄のない簡

潔な文章が要求されているともいえる。 
アナウンスの原稿は、簡潔でなければ聞き手に伝

わりにくい。要点が曖昧では、聞き手は興味を持た

ず、「耳を傾け」ない。したがって、アナウンス原稿

は明確な文章でなければならず、的確な表現と論理

的な構成が求められる。そのため、学生は原稿の作

成にあたり、相当の労力が課されることとなる。 
文章、特に論理的な文章は第一に要点が明確で整

然としていることが求められる。その点から、アナ

ウンス原稿の作成は、論理的文章作成において「入

門的」役割が果たせると考えた。 
授業は、基本的な発声、アクセント、イントネー

ションなどの練習、さらに教員が用意した原稿の「読

み」を経て、学生が自ら作成した原稿をクラスの学

生に読み聞かせる発表で結ばれた。この授業の 後

に行った発表では、学生同士、評価（審査）をさせ

た。発音、発声、アクセントなど基本的な「読み」

に関する項目と原稿の内容、発表の姿勢などの項目

を設けた審査用紙を使用してお互いのアナウンスを

評価させた。「アナウンス」の授業の総合評価は、こ

の審査結果と教員の評価（学生と同じ審査用紙を使

用）、および、発表以外の各自の「振り返り」などを

参考に行った。 
「アナウンス」の授業は、家族や友人など親しい

人以外の前で話す機会が少ないと思われる学生たち

が、大勢の前で声を出し、話さなければならず、授

業を始めるにあたっては、学生がどの程度の積極性

をもって臨んでくれるか不安であった。しかし、実

際、授業を終えてみると、学生たちは、期待以上に、

しっかりと声を出し、 終の発表でも堂々とした「演

技」を披露してくれた。 終発表の原稿も大半が高
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く評価できる内容であった。それらの結果から、当

単元の効果に手応えを感じたが、さらに派生した効

果として、学生間の相互理解を深める役割を 後に

挙げておきたい。 
本学では県外出身の学生も少なくない。そのため、

終発表のアナウンスでは、出身地の紹介なども語

られた。また、各自の趣味や特技、その他、「とって

おき」の話題を通して、学生たちは、お互いを知り、

理解を深めることとなった。実は、アナウンスの内

容については、どこかから簡単に入手できる「コピ

ー・アンド・ペースト」的に既成の話題や各メディ

アで一般的に発信されている情報を利用させないた

めに学生自身の身近な話題としたが、意図しない形

で学修内容を充実させることとなった。それは、ア

クティブ・ラーニングの効果について考える上にお

いても示唆深い経験となった。 
 
課題と展望 

 以上、「日本語コミュニケーション演習」において、

その独自性が高いと思われる 3 つの単元内容の特徴

および評価に関して述べてきたが、ここでは、「はじ

めに」および「『日本語コミュニケーション演習』の

特徴」で紹介した科目の目標を踏まえての課題と今

後の展望について述べたい。 
 当科目が目指した 3 つの目的と、それを満たすた

めに掲げた 7 つの目標がただの「空箱」ではなく、

実際に「中身」の詰まったものになっているのだろ

うか、まずは検証していく。 
 3 つの「目的」は 7 つの「目標」を目安（基準）

にしているために、それらの達成度が課題を炙り出

すことにより課題を明らかにするが、その達成度を

測る「目盛り」は、各授業後および 終授業時に学

生に記入させた「振り返り」、教務が実施した授業ア

ンケートと担当教員の実感による。 
 コミュニケーションに関する 2 つの目標である

「コミュニケーションの重要性を認識する」・「コミ

ュニケーション能力を高める」に関しては、度重な

るグループワークを通じて効果があったと考える。

「振り返り」では、グループワークに関する記述が

多かった。その難しさや意義を含め、学生たちは相

互のコミュニケーションの必要性を実感したようで

ある。議論や作業を円滑に行うための試行錯誤が、

「振り返り」の記述から伺えた。したがって、コミ

ュニケーションに関する目標に関しては高い達成度

が実現されたと考える。 
 次に日本語に関する 2 つの目標、「日本語への関

心を高める」・「日本語に関する知識を深める」に関

してだが、「類義語比較」および「アナウンス」にお

いて、その意味（語源・ニュアンス等）、音声（アク

セント・イントネーション等）等、普段、意識しな

い日本語の特徴に注目させることができたと考える。 
 情報に関する目標では、「大学紹介」・「ミニコミ誌」

における取材、プレゼンテーション、作品づくりを

通じて、その「収集」と「発信」の重要性について

認識させるとともに、その方法に関する知識の習得

に成果があったと考える。また、残りの目標である

「情報機器の効果的利用方法」と「プレゼンテーシ

ョン」についても、「大学紹介」と「ミニコミ誌」は

効果的であった。学生たちは、その発表や作品づく

りにおいて、情報機器を使いこなせなくてはならず、

また、効果的なプレゼンテーションを行う必要があ

ったからである。 
 以上のように顧みると、課題らしきものは見当た

らないが、当科目の誕生以前から課されてきた潜在

的かつ、今日の学生や若者に求められるライティン

グに関するスキルやリテラシーに関する能力の向上

に関しては、具体的な「手応え」は得られていない。

もちろん、本稿で採り上げた単元以外にライティン

グに関する授業（文章の要約・意見文の作成等）も

展開したが、いま振り返ってきた単元で得られてき

た効果はデータにしろ、実感にしろ、得られなかっ

た。紙面の都合上、この件については、別の機会の

考証に任せなければならないが、文章を書く力の育

成に関しては、これまで実施してきた「日本語コミ

ュニケーション演習」では、不十分である。したが

って、今後の展望としては、ライティング面以外で

の当授業の長所を生かしつつ、ライティングに関す

る能力の育成に効果的な内容づくりを検討する必要

がある。 
実際、3 年目の当授業においては、語彙・読解の

習得というライティングの基礎となる内容に従来以

上に時間を割いている。そのため、必修であること

と合計単位数に変わりはないものの、従来の二期制

からクオーター制に変更するなどの模索が続いてい

る。「日本語コミュニケーション演習」は、まだ確立

されていない。これからも変貌を遂げる可能性は小

さくない。ただ、それは、学生の実態を顧みながら

柔軟に対処し、より効果的な授業へと「進化」を遂

げる余地が十分あるということでもある。 
 「『日本語コミュニケーション演習』の特徴」で述

べたが、当科目では、適切な「ハードル」の高さが

意識されている。今後は、その「ハードル」の高さ

設定と目標達成との調整が も大きな課題として取

り組んでいかなければならないだろう。 
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「日本語コミュニケーション演習」以前 

本学では、従来、初年次の授業科目として、どこ

の大学にもある外国語科目、体育系科目、情報系科

目の他、「文章表現法演習」、「基礎演習」といった科

目を置いてきた。ただし、この中の「文章表現法演

習」、「基礎演習」は閉講となった。 
「文章表現法演習」は、文章を書くための基礎を

身に付けることを目的とした授業科目で、元高等学

校の国語教師や、元新聞記者などが非常勤で講師を

務めるというものであった。非常勤講師が退任した

後は、常勤講師が後を引き継ぎ、目的は同じくして

行った。授業では、新聞記事や小論文などの要約や

感想文、課題についての作文などに取り組み、その

都度講師が添削指導をした。これはまた、講義レポ

ートや卒業論文、就職試験の小論文や教員採用試験

の論作文などに備えるための対策となっていた。 
また、「基礎演習」は、基礎学力の向上及び所謂

社会人基礎力を付けるための授業として発足し、本

学専任教員の他、非常勤講師として元高等学校教諭、

元新聞記者、元会社員が務めるなど、バラエティー

に富んだメンバーで行われていた。このメンバーの

内、元高等学校教諭は管理職経験者がほとんどで、

グループ活動の管理・統括のエキスパートであった。 
この授業が非常に特徴的なのは、一クラスの学生

数 10 名程度(多い時で 15 名程度、少ない時で 5 名

程度)という少人数での授業である。特に「基礎演習」

は、高校から大学への移行をスムーズにすることも

一つの目的としていたため、授業の一環として一泊

二日の合宿を行っていた。合宿中には、グループで

研修ゲームを行ったり、ディスカッションをして、

その結果をまとめたものを発表したりした。この授

業では、その他にも漢字検定(後に日本語検定)や数

学検定(後に取りやめ)の受検、クラスメンバーの前

で自己紹介、自分の興味のあることを調べて来て発

表、作文、将来の夢についての調査レポートといっ

た幅広い内容に取り組んだ。この授業を通して、基

礎学力や文章作成能力、コミュニケーション力など

を含め、社会人基礎力の向上を目指した。ただし、

この科目は「人間環境学科（後に「人間環境情報学

科」に名称変更）」新設の際に、当該学科の学生の必

修科目として誕生したものであり、当該学科の募集

停止に伴い閉講となった。 
本学の現カリキュラムは、平成 24 年から行われ

た「新教育課程等検討委員会」において、従来の授

業科目の見直しを行った結果、様々な授業科目が統

廃合または閉講、新設され、組織されたものである。

現在の「日本語コミュニケーション演習」という授

業科目は、上記の「文章表現法演習」の流れをくむ

ものではあるが、「新教育課程等検討委員会」におけ

る担当教員の見直しを機に、科目内容の見直しも要

請され、前述の「文章表現研究会」が発足すること

となった。その「文章表現研究会」の名の下に度重

なる協議を行った末、誕生したのが「日本語コミュ

ニケーション演習」である。 
これは、文章を書くための基礎を身に付ける、グ

ループでの共同作業を行うなど、上記「文章表現法

演習」、「基礎演習」二つの授業をより良い形に統廃

合した科目となった。 
また、現カリキュラムでは、「未来デザイン講座」

と称する科目群があるが、これらは全て必修科目で

ある。「日本語コミュニケーション演習」はこの科目

群の中に含まれる。この「未来デザイン講座」は、

1 年次から現在の自分より少し高いレベルに目標を

定め、未来に向けて希望をもって一歩踏み出すこと

をねらいとしている。グループワークやフィールド

ワークを中心に学生が主体的に学ぶ体験型学習とし

て、アクティブ・ラーニングを取り入れている。こ

の科目群の中には、入学前に開講されるものもある。

これらの科目を受講することで、自分の中にすでに

蓄えられている力や可能性に気づき、これから身に

つけるべき知識や技術を自覚し、学びの世界を探索

するのに必要な自らの「こころとからだ」と「こと

ば」を磨く。その「ことば」を磨くために大きなカ

ギを握る科目こそ「日本語コミュニケーション演習」

である。 
（阪 美里） 

 
「日本語コミュニケーション演習」の意義と課題 

 さて、以上のような経緯で開始した「日本語コミ

ュニケーション演習」であるが、これを一地方大学

の取り組みとして終わらせるべきではない。そこで

ここでは、「日本語コミュニケーション演習」の実践

が、わが国における高等教育、とりわけ大学におけ

る初年次教育の今後の発展にどのような意義を持ち

うるかを考察したい。 
 そもそも初年次段階における文章表現系の授業は、

近年の大学生（母語話者）の多様化や、いわゆる「日

本語能力」の低下という状況下において、その重要

性に対する認識は益々高まっている。それにともな

い、先にも触れたように、初年次教育段階での「文

章表現」や「日本語表現」などの文章表現系科目が

わが国の大学全体に拡大しているが、これは大学生

の文章表現能力に対する社会的な要請の高まりの結

果とみなすこともできる。 
 このような日本語表現関連科目の拡大の中で、そ

の担い手となる教員の配置や教育方法の選択が大き
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な課題となっている。この分野を専門領域とする教

員は依然として少ないにもかかわらず、必修や選択

必修の形で科目が広がると同時に複数のクラスの開

講が求められるようにもなっている。そうなると、

この科目の担い手は専門を問わずに学部に所属する

教員の有志をつのるか、持ち回りで義務的に担当す

るといった形で集められることが多い。または、国

語教育や留学生の日本語教育などの「近接」とみな

されやすい分野の教員に、担当要請がくることも少

なくないようである。結果的に、この文章表現系科

目の授業運営においては、専門の異なる複数の教員

が集まって担当するケースが多くなる。そのため、

授業の設計や運営において教員間の意志疎通の困難

さがたびたび報告されてもいる。また、新たに担当

することになった教員の多くは、自分の専門分野で

はないので、どのような教育方法を選択すればよい

かよくわからず、独自に学習目標を設定し、実践の

中で試行錯誤するという状況に直面してしまうのが

現状である。  
 ただし、こうした現状の中でも日本語表現系科目

の実践報告の蓄積自体は少しずつ進んでいる。その

内容を見ると、①専門分野での論文作成の支援、②

専門分野の講義理解と分野特有語彙の理解の支援、

③専門での学習の基礎を支える論理的思考力・表現

能力と学習技術の育成に大別できる。こうした技術

は、高度な「学士力」育成に不可欠な要素となるこ

とは言うまでもない。なお、これらを個別にではな

く総合的に達成するための実践を確立しようとして

いる研究者の一人として、東京海洋大学の大島弥生

に注目することができる※8。 
 しかし、現在の「大学全入時代」において日本語

表現系科目に対するニーズは、専門分野の学習に直

接繋がるような水準に留まらなくなっているのも現

状である。本来は中等教育機関において獲得してお

くべきであったはずの基礎的な日本語能力の不足を

補うため、補習教育の目的で当該関連科目が設置さ

れるケースも増加している。しかし、そうした補習

を目的とした授業を設置しようとすると、逆に大学

教育の質の低下が懸念されてしまうのも事実である。 
 さらに、上記のような課題を抱えた大学では、不

本意入学の、あるいは進学に対する意図を持たない

まま何となくの流れで入学してきた「学習意欲」の

低い学生が多く存在している。このような学生に対

し、補習という高校までの授業を連想させる授業形

態では、彼ら／彼女らの意欲を掻き立てるものには

成りえない。なぜならば、彼ら／彼女らは、自らが

「大学生」であるという認識は持っているのであり、

これからの新しい学びに対する期待感を、これまで

の学びへの嫌悪感と表裏一体的に抱いているからで

ある。したがって、義務教育段階や高等学校におい

て成功した教育方法であっても、大学生に対してで

は必ずしもうまくいかないという難しさもある。 
 このように、過去の失敗の積み重ねによって深め

てきた「学習性無力感※9」に捉われ、自信を生み出

すために不可欠な自己肯定感が衰えてしまっており、

それでいて「大学生」としての自己認識は持ってい

るこれらの学生に対し、いかに文章表現系の授業を

なしうるか、というきわめて困難な課題をクリアー

しなければならないことになる。しかし、こうした

課題を解決しようとした研究はごく僅かであるのが

現状である。 
 ここに愛知みずほ大学における「日本語コミュニ

ケーション演習」の初年次教育領域における意義が

ある。すなわち、本論で具体的に示してきたように

「学習性無力感」からの解放と同時に、自己肯定感

の醸成を促し、“折れない心”と同義の「レジリエン

ス※10」を育成しつつ、文章表現能力の基礎を身につ

けさせる教育方法の土台を構き、その効果と意義を

一定程度明らかにすることができたからである。文

章表現系科目の領域において、本授業によってこう

した新しい方向性を示すことが出来た意味は大きい

であろう。さらにこの方向で研究を深めていくこと

で、大学全入時代における高等教育の質の保障に、

より一層資することになるものと考える。 
 なお、今後さらに追及していくべき課題としては、

これらの教育方法の効果を数量分析などによって可

視化することで、取り組みの妥当性を判断し、より

良く改善していくための具体的な指標を提示するこ

とや、これらの取り組みを通じて生みだした教育の

成果をどのように専門教育へと発展的に繋げていく

かという、科目間接続の問題などが考えられよう。 
（久保田 英助） 

 

おわりに 

 本稿を結ぶにあたり、「日本語コミュニケーション

演習」を受講した学生からの評価を紹介する。実施

した 2 年間の各期末に総合の「振り返り」にて授業

内容と自らの授業に対する取り組みに関しての感想

を書いてもらっている。また、教務も開講全科目に

ついて授業アンケートを実施している。前者は、記

述方式で、教員が読むことを前提としているが、後

者はマークセンス方式で、担当教員は処理を担当し

ない。そのため、後者の結果が、客観性をもって当

科目の評価を表すが、前者についても、その抜粋を

示しておく。学生のコメントを、そのままの形で示

すことにより、彼らの生の「声」（実感）として届け
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ることができると考えるからである。それらの学生

の評価を参考にしつつ、今後、「日本語コミュニケー

ション演習」および本学の初年次教育について、そ

の充実化を図っていかなければならないが、その本

質は、本学だけの「課題」ではない。久保田が述べ

たとおり、日本の大学全体の課題である。また、さ

らに高大接続の観点から高等学校をも巻き込んだ議

論が必要であろう。 
なお、アンケートに関しては、本来なら、実施し

た授業すべてに関する 2 年間前後期の計 4 回 3 クラ

ス分の結果を紹介すべきだが、データ処理に関する

時間不足等の事情により、開講初年度前後期末に行

われた樫内分の結果を示すにとどめる。それゆえ分

析すべき科学的データとしての意味合いよりも、あ

くまでも当科目の実像を垣間見るための参考として

参照されたい。 
 
アンケート結果 
対象 平成 25 年度樫内担当クラス分 
受講者数 前期：51 名 後期 51 名 
調査票提出者 前期：46 名 後期：36 名 
実施日 前期：平成 25 年 7 月下旬 
    後期：平成 26 年 1 月下旬 
形式：無記名 5 段階評価マークセンス方式 
   5：非常に思う 

 4：（そう思う）※11 
   3：どちらともいえない 

2：（あまり思わない）※12 
1：全く思わない 

表示：平均値 
 
［授業内容］ 
①「授業は全体としてよくまとまっていましたか」 

前期：3.8 後期：4.2 
②「授業はわかりやすかったですか」 

前期：4.0 後期：4.3 
③「授業はあなたの興味をひきましたか」 

前期：3.8 後期：3.9 
④「授業内容は将来役に立つと思いますか」 

前期：3.8 後期：4.2 
［授業方法］ 
⑤「教員の話し方は明瞭でしたか」 

前期：4.1 後期：4.4 
⑥「授業に集中できる雰囲気が保たれていたと思 

ますか」 
前期：3.6 後期：4.1 

［教員姿勢］ 
 

⑦「教員は周到な準備をし、熱意をもって授業をま

したか」  
前期：4.2 後期：4.6 

⑧「この授業は他の人にも勧めたいと思いますか」 
前期：3.8 後期：4.1 

［学生受講態度］ 
⑨「あなたはこの科目を真剣に学びましたか」 

前期：4.0 後期：4.0 
⑩「受講態度はよかったと思いますか」 

前期：3.9 後期：3.9 
⑪「積極的に取り組んだと思いますか」 

前期：3.9 後期：3.9 
［授業全体の満足度］ 
⑫「受講生として、この授業全体の総合評価を 5 段

階でしてください」 
前期：4.0 後期：4.2 

 
「振り返り」（総合）の学生の感想 
［コミュニケーション・グループワーク］※13 
・コミュニケーションには、双方の思いやりが必要

と感じた。 
・グループワークに抵抗があったが、終わってみる

と、個人学習では得られない多くのことが学べた。 
・初対面の人とのグループワークは不安だったが、

意外と円滑に行われ、グループ内で友人もできた。 
・受け身では進まないので、自ら積極的に取り組む

必要性を感じた。 
・休みがちで班のメンバーに迷惑をかけて申し訳な

かった。 
・いい加減に取り組むメンバーが出てきて不快な思

いをした。 
・仲間との好ましい関係を作るには積極的に話しか

けることと、相手の話にきちんと耳を傾けることが

大切だと思った。 
・グループでの活動が多かったので楽しく取り組め

た。 
・コミュニケーションをとることやグループワーク

は得意ではなかったけれど、回数を重ねるうちに少

しずつ楽しいと思えるようになった。 
・出席率を考えてグループを作ってほしい。 
・他人任せでは進まないので、自主性が培われた。 
［ICT・プレゼンテーション］ 
・パワーポイントのスライドづくりを通して、どの

ようにすれば印象に残るプレゼンができるかを学ぶ

ことができた。 
・他グループの発表を見て、プレゼンの方法など、

参考になる部分が多々あり、有意義だった。 
・グループのメンバーそれぞれが、一人も欠けずに
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やる気を持って自分の役割を一生懸命やらないと作

品ができないことを痛感した。 
・発表時に、うまく進められず、発表の練習をする

ことも大事なことだと分かった。 
［言葉（日本語）］ 
・普段何気なく使っている言葉の意味を間違えて捉

えていることを認識し、改めて言葉の難しさを感じ

た。 
・発表の準備のために、様々な調べ物をするのに苦

労したが、文献によっては違ったことが書かれてい

たりして、自分の独自の見解も入れる必要があると

思った。 
・日本語の難しさと奥の深さを実感できた。 
 
※1 「高等教育の現場で」（※3・4）参照 
※2 総務省情報通信政策研究所「高校生のスマー

トフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調

査＜速報＞」平成 26 年 5 月 
※3 国立教育政策研究所高等教育研究部「大学生

の学習状況に関する調査について（概要）」平成 26
年 4 月 
※4 文部科学省「大学における教育内容の改革状

況について」平成 24 年 
※5 高等教育シンポジウム 2014 「学力像の転換

と大学入試改革―新しい高大接続のあり方を考える

―」平成 26 年 9 月 20 日 
※6 キャシー・デビッドソン（現ニューヨーク市

立大学大学院センター教授）による「2011 年にアメ

リカの小学校に入学した子どもたちの 65％は、大学

卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」

（2011 年 8 月ニューヨークタイムズ紙のインタビ

ュー記事での指摘） 
※7 ガー・レイノルズ氏の提唱する「シンプルプ

レゼン」については、初年次教育学会第 7 回大会記

念講演（平成 26 年 9 月 4 日・帝塚山大学生東生駒

キャンパス）にて直接拝聴する機会を得た。 
※8 数多い関連著作があるなかで、現時点での

新のものを一つ挙げると、成田秀夫、大島弥生、中

村博幸編『大学生の日本語リテラシーをいかに高め

るか―大学の授業をデザインする―』（ひつじ書房、

平成 27 年）がある。 
※9 抵抗や回避が困難なストレスにさらされ続け

ると、そうした状況下から逃れようとする自発的な

行動すら起こらなくなる現象。C.ピーターソン、 S.F.
マイヤー、 M.E.P.セリグマン著『学習性無力感―

パーソナル・コントロールの時代をひらく理論』（二

瓶社、平成 12 年）を参照のこと。 
※10 近年、学校だけではなく企業などでも注目さ

れるようになってきた「能力」を表す用語であり、

強いストレスや逆境下においてもそれを克服、むし

ろ適応していく力などの意味で使われている。マー

ティン・セリグマン『ポジティブ心理学の挑戦』（デ

ィスカヴァー・トゥエンティワン 平成 26 年）等

を参照のこと。 
※11・12 実際に実施したアンケート用紙には「そ

う思う」・「あまり思わない」の表記はないため括弧

を用いて表示した。 
※13 これらの項目は便宜上設けたものであり、実

際の「振り返り」には設けていない項目である。 
 
参考文献 
ガー・レイノルズ著『シンプルプレゼン』（日経ビジネス

アソシエ 平成 23 年） 
成田秀夫、大島弥生、中村博幸編『大学生の日本語リテラ

シーをいかに高めるか―大学の授業をデザインする―』

（ひつじ書房、平成 27 年） 
C.ピーターソン、S.F.マイヤー、 M.E.P.セリグマン著『学

習性無力感―パーソナル・コントロールの時代をひらく理

論』（二瓶社 平成 12 年） 
マーティン・セリグマン著『ポジティブ心理学の挑戦』（デ

ィスカヴァー・トゥエンティワン 平成 26 年） 
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初年次教育における一視点 

 

教科書から覗く初年次教育と「治具」的発想 
 
 

樫内 久義 
愛知みずほ大学瑞穂高等学校 

 

Hisayoshi Kashiuchi 
Mizuho Senior High School 

 
 
 これから社会に出る若者たちに、それを受け容れるべき「社会」は何を求めているのか。また、大学教育におい

ては、学生たちに、どのような能力を期待しているのか。それらが何であるかを高等学校の国語の教科書をたより

として考えていく。しかし、その視点は高等学校の教員のそれではなく、大学で初年次教育を担当する教員として

のものである。すなわち、本稿の目的は、上記の考察を踏まえた上での大学における初年次教育および、それに携

わる教員のあるべき姿への提言である。 
 
 
 
はじめに 

 高等学校（以下、引用等を除き高校と表記）の教

員である傍ら、系列大学で初年次教育科目の一つを

担当している。高校での担当教科は国語（以下、教

科名を表す場合はカギ括弧を用いて「国語」と表記）

であり、その関係から大学においても日本語に関す

る科目を担当している。 

所属する学園は、大学（含む大学院）、短大（短

期大学部）、そして、高校の三校から成っているが、

その連携は密に図られている。そのため、高等学校

の教員でありながら大学の教育にも携わる機会を得

ただけでなく、初年次教育をはじめ、大学の授業に

関する研究会や研修会に参加する機会にも恵まれて

いる。今年（平成 27 年）で、大学の授業を担当しは

じめてから 3 年になるが、その間、年間において少

なくない回数の研究会等に参加してきた。それらの

会に参加し、系列の大学で学生と接しながら見えて

きた大学教育、特に、初年次教育に求められる教育

像を、社会がこれから迎え入れる若者たちに求めて

いる能力の検証とあわせて紹介していく。 

 

教科書を手がかりに 

今回、論考の拠りどころとして用いる教科書（以

下、「国語」の教科書を示す場合は「教科書」とカギ

括弧を用いて表記）は高校で用いられる「国語」の

教科書のうち、「国語総合」とし、その古典分野を除

いた分野に限る。それを選択した理由については、

後に述べる。 

「教科書」を論考に用いる理由は、その内容およ

び、それを用いて展開される学習において育成され

るべき能力が、大学の学修において、また、一般社

会において求められる能力とほとんど重なると考え

たからである。見方を変えれば、それは、高校の「国

語」を通して養成を目指す力が、大学や社会が、と

もに学び、ともに働き、ともに生活することになる

若者たちに必要とする力であることを表している。 

したがって、高校の「教科書」の内容を眺めてい

くことが本稿の目的である大学の初年次教育への提

言に有意義であると考えたのである。 

「教科書」の考察に移る前に、まずは、高校にお

ける「国語」とはどういう教科であるかを『高等学

校指導要領解説』の「国語編」（以下、出典等以外で

用いるときは「指導要領」と表記）で確認しておく。 

 

  21 世紀は，新しい知識・情報・技術が政治・経

済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動

の基盤として飛躍的に重要性を増す，いわゆる

「知識基盤社会」の時代であると言われている。
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このような知識基盤社会化やグローバル化は，

アイディアなど知識そのものや人材をめぐる

国際競争を加速させる一方で，異なる文化や文

明との共存や国際協力の必要性を増大させて

いる。このような状況において，確かな学力，

豊かな心，健やかな体の調和を重視する「生き

る力」をはぐくむことがますます重要になって

いる。 

   他方，ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のＰＩ

ＳＡ調査など各種の調査からは，我が国の児童

生徒については，例えば， 

   ① 思考力・判断力・表現力等を問う読解力

や記述式問題，知識・技能を活用する問題

に課題， 

   ② 読解力で成績分布の分散が拡大しており，

その背景には家庭での学習時間などの学

習意欲，学習習慣・生活習慣に課題， 

   ③ 自分への自信の欠如や自らの将来への不

安，体力の低下といった課題， 

が見られるところである。 

《 以下略 》 

（『高等学校学習指導要領解説 国語編』平成

22 年 6 月 第 1 章総説 第 1 節「改訂の趣旨」

1 改訂の経緯） 

 

以上に記された時代背景と「課題」を踏まえた「指

導要領」の改訂に伴い、国語科では以下の目標が定

められた。 

 

  21 世紀は，いわゆる「知識基盤社会」の時代で

あると言われている。「知識基盤社会」におい

ては，新たな知の創造，継承，活用が社会の発

展の基盤となる。その中にあって，国語による

表現と理解の能力及びそれを基盤とする伝え

合う力は，人々の知的活動や創造力が最大の資

源である我が国において，社会の変化に主体的

に対応できる力を支える基礎的・基本的な能力

として，今後一層必要性を増してくると考えら

れる。また，そのような国語の能力を総合的に

身に付けることによって，思考力や想像力を伸

ばし心情を豊かにし，言語文化への親しみと理

解を深めていくことは，人間形成の上でも必要

不可欠なことである。 

   高等学校国語は，従前，社会人として必要と

される国語の能力の基礎を確実に育成するこ

とを重視しており，今回の改訂でもそれに変わ

りはない。これを充実させるためには，広く社

会生活全般を視野に入れた指導が欠かせない

が，とりわけ，学校生活にあっては，その生活

全体の中で言語に対する関心や理解を深め，言

語に関する能力の育成を図る上で必要な言語

環境を整え，生徒の言語活動を充実するよう努

めることが大切であり，それには学校全体の共

通理解が必要である。その中心となって，生徒

の言語に関する能力の育成を目指し，直接かつ

計画的に指導するのは国語科であり，この意味

で，高等学校国語の果たす役割と責任は極めて

大きい。 

   高等学校国語においては，以上のような教科

の役割，性格に基づいて，小学校及び中学校の

指導との一貫性を図りながら，生徒の発達の段

階に応じた指導を目指した次のような教科の

目標を立てている。 

 

  国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成

し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想

像力を伸ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨

き，言語文化に対する関心を深め，国語を尊重

してその向上を図る態度を育てる。 

《 以下略 》 

（同 第 1 章第 2 節「国語科の目標」） 

 

 「目標」に掲げられている能力を列挙すると、順

に、「国語を適切に表現する能力」・（国語を的確に理

解する能力」・「伝え合う力」・「思考力」・「想像力」

である。 

 また、「能力」ではなく、情操や態度などの特性と

して、「豊かな心情」・「（磨かれた）言語感覚」・「言

語文化に対する関心」・「国語を尊重し、その向上を

図る態度」である。 

 教科が「国語」であるため、向上させたり、豊か

にしたりする能力や心情などは、当然、「言語」や「言

語文化」など、言葉に関するもの、または、「国語」

（教科としてではなく、日本における母語もしくは

母国語としての「国語」）が具体的に示すところの「日

本語」に関するものではあるが、言葉に関する制限

を除いて「能力」を眺め直してみると、「表現する能

力」＝「表現力」・「理解する能力」＝「理解力」の

育成が目標とされている。 

また、「伝え合う力」は「コミュニケーション能

力」と言い換えられ、「思考力」・「想像力」を含めて

整理し直してみると、「国語」を通して期待できる能

力は、「表現力」・「理解力」・「コミュニケーション能

力」・「思考力」・「想像力」である。 

 すなわち、「教科書」には、それらの能力を向上さ

せるべき教材が収められることになるのである。 
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 果たして、これらの能力と、大学や社会で求めら

れる能力とはどのような関係にあるのだろうか。 

 

社会が求める力 

 「指導要領」では、今世紀は「知識基盤社会」で

あるとして、そこで求められる力について触れられ

ていたが、大学や社会では、実際に、どのような能

力が入学生や新入社員等に求められているのだろう

か。 

 ここでは、「社会」に求められる能力から見ていく

が、それにあたり、2 つの資料を参考として採り上

げる。それは、日本経団連が企業に行った新卒者に

求める能力に関する調査結果※1と、経済産業省が示

した「社会人基礎力」に関しての資料※2である。 

 

日本経団連が実施した調査、いわゆる経済界が求

める能力の上位 10 の能力として挙げられるものは

以下のものである。 

 

 コミュニケーション能力（76.5％） 

 協調性（56.1％） 

 主体性（55.2％） 

 チャレンジ精神（51.5％） 

 誠実性（40.0％） 

 責任感（36.6％） 

 論理性（26.2％） 

 ポテンシャル（24.8％） 

 柔軟性（19.5％） 

 創造性（15.4％） 

 

 以上の能力で、高校の「国語」で目標とされてい

るものと合致するものは、第 1 位の「コミュニケー

ション能力」である。 

 これは、「指導要領」が、「国語」の学習の目的と

して掲げている「伝え合う力」そのものである。 

「指導要領」では、「国語を適切に表現し的確に

理解する能力を育成」するのは、「伝え合う力を高め

るため」と書かれている。すなわち、国語（日本語）

の「適切な表現」と「的確な理解」は、「伝え合う力」

＝「コミュニケーション能力」を高めるためになさ

れるのであり、「国語」を学習する目的の 1 つとなっ

ているのである。そのことは、高校における「国語」

の学習が、経済界が新卒者に求める最も重要な能力

を育てている、または、それを目指していることを

表し、その重要性をも物語っている。 

 では、「コミュニケーション能力」以外においては

どうだろうか。資料に挙げられている上位 10 項目に、

「国語」ならではの「言葉」に関するものは見受け

られない。 

この調査では、すべてで 25 の項目が紹介されて

いるが、それらの中で、「言葉」に該当または類似す

るものと挙げられているものは、「一般常識」と「語

学力」くらいである。しかし、それらは、全 25 項目

のうち、上から 15 番目と 16 番目という低い位置に

ある（「一般常識」：6.9％・「語学力」：6.7％）。 

 その結果を見る限り、「言葉」に関する能力は企業

ではそれほど必要とされていないように見受けられ

るが、そうではないだろう。なぜなら、言語活動は

我々の営みの基盤であり、「コミュニケーション能

力」の大部分をも担っているからである。 

 また、調査項目である一般常識や語学は、国語（日

本語）以外に関するものも含まれる、または、それ

以外のものを想定している（たとえば、一般常識で

は、数学的知識や社会常識、語学では、英語をはじ

めとする外国語など）と考えられるため、「国語」の

重要性の低さを必ずしも表さない。 

 

 次に、経済産業省が示した「社会人基礎力」に関

しての資料を見てみる。 

資料では、「社会人基礎力」を「職場や地域社会

で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的

な力」と定義した上で、3 つの能力と 12 の能力要素

が紹介されているが、それらは以下のものである。 

 

前に踏み出す力（アクション）～一歩前に踏み出し、

失敗しても粘り強く取り組む力～ 

主体性（物事に進んで取り組む力） 

働きかけ力（他人に働きかけ巻き込む力） 

実行力（目的を設定し確実に行動する力） 

 

考え抜く力（シンキング）～疑問を持ち、考え抜く

力～ 

課題発見力（現状を分析し目的や課題を明らかにす

る力） 

計画力（課題の解決に向けたプロセスを明らかにし

準備する力） 

創造力（新しい価値を生み出す力） 

 

チームで働く力（チームワーク）～多様な人々とと

もに、目標に向けて協力する力～ 

発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力） 

傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力） 

柔軟性（意見の違いや立場の違いを理解する力） 

情況把握力（自分と周囲の人々や物事との関係性を

理解する力） 

規律性（社会のルールや人との約束を守る力） 
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ストレスコントロール力（ストレスの発生源に対応

する力） 

 

この資料に挙げられている 3 つの能力のうち、は

じめの「前に踏み出す力（アクション）」に関する能

力と、それを構成する能力要素は、本人の気質、す

なわちコンピテンシーに関わるもの。そのため、そ

れを除いたリテラシーに分類される残り 2 つについ

て見てみるが、それらはすべて、先に「指導要領」

で目標として掲げられていた能力と合致している。

「考え抜く力（シンキング）」は、「思考力」そのも

のである。また、「チームで働く力（チームワーク）」

には、「コミュニケーション能力（「伝え合う力」）」・

「表現力」・「理解力」・「想像力」が必要だからであ

る。 

 

大学が求める能力 

 大学では、学生に対してどのような能力を求めて

いる、または、育てようとしているのか。 

 文部科学省が大学の教育改革に関して実施した調

査※3に初年次教育についての項目がある。それによ

ると、平成 24 年には、調査対象の大学（国内の国公

私立大学 766 校のうち大学院大学を除く 743 校）の

93.5％が初年次教育を実施していることがわかる。 

この調査において文部科学省は、初年次教育につ

いて、「高等学校から大学への円滑な移行を図り、大

学での学問的・社会的な諸条件を成功させるべく、

主として大学新入生を対象に作られた総合的教育プ

ログラム。高等学校までに習得しておくべき基礎学

力の補完を目的とする補習教育とは異なり、新入生

に最初に提供されることが強く意識されたもの」と

定義している。 

「大学への移行」を「円滑」にするための学力と

は、すなわち、大学の学びに必要な学力を指してお

り、その内容は、大学が求める能力に他ならない。 

 同じ調査で、初年次教育の具体的内容について問

われているが、その答えは以下のとおりである。 

 

①レポート・論文の書き方などの文章作法を身に付

けるためのプログラム 82.1％ 

②プレゼンテーションやディスカッション等の口頭

発表の技法を身に付けるためのプログラム 

73.8％ 

③将来の職業生活や進路選択に対する動機付け・方

向付けのためのプログラム 71.6％ 

④学問や大学教育全般に対する動機付けのためのプ

ログラム 70.8％ 

 

⑤大学内の教育資源（図書館を含む）の活用方法を

身に付けるためのプログラム 61.4％ 

⑥ノートの取り方に関するプログラム 56.4％ 

⑦論理的思考や問題発見・解決能力の向上のための

プログラム 54.4％ 

⑧学生生活における時間管理や学習習慣を身に付け

るためのプログラム 49.1％ 

⑨社会の構成員としての自覚・責任感・倫理観育成

のためのプログラム 43.5％ 

⑩メンタルヘルス等、精神的・肉体的健康の保持に

関するプログラム 34.9％ 

⑪自大学の歴史等を題材とした、自大学への帰属意

識の向上に関するプログラム 32.6％ 

 

 それら初年次教育として行われている授業のうち、

自大学への帰属意識向上や学生生活への適応など

「意識」向上や習慣に関する項目を除き、大学での

学修や一般社会で必要であると考えられるリテラシ

ーに関するものだけに限定すると、「レポート・論文

の書き方などの文章作法を身に付けるためのプログ

ラム」・「プレゼンテーションやディスカッション等

の口頭発表の技法を身に付けるためのプログラ

ム」・「論理的思考や問題発見・解決能力の向上のた

めのプログラム」の 3 つであるが、それらすべてに

「国語」での学びが効果的であることがわかる。 

 各大学が最も高い割合で実施しているレポート・

論文などの文章作法は、まさしく「国語」が育てる

べき語彙力や文章作成能力が核になるものである。

また、ディスカッションや口頭発表などは、「教科書」

に必ず盛り込まれ、「国語」において教育すべき内容

となっている。そして、最後のプログラムに見られ

る「問題発見」や「解決能力」は、先に見た「社会

人基礎力」と合致する「国語」に期待できる能力と

も重なる。 

 

 以上、大学が求めている能力も先に見た社会が求

めている能力同様、「国語」が担う役割は大きい。 

 それでは、次に、実際に「国語」の教科書は、ど

のような中身になっているのかを見てみたい。 

 

「教科書」が向ける視点 

 現在、高校の「国語」では、6 つの科目が設定さ

れている。それらは、「国語総合」・「国語表現」・「現

代文Ａ」・「現代文Ｂ」・「古典Ａ」・「古典Ｂ」である

が、「指導要領」には、それら各科目の目標に応じた

内容（教材）と、その取り扱い方が示されている。 

 「国語」として設けられている科目のうち、「国語

総合」は、唯一、共通必修科目である。そのことは、
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高校生が必ず学ぶ、または、学ばなければならない

科目であることを示している。したがって、当科目

の教科書を対象として、「教科書」が扱うテーマを眺

めていく。また、それが取り扱っている分野の古典

を除いた現代文の分野を対象とする。それは、先に

見た大学や社会で求められている能力との比較検証

が効果的になると考えられるからである。 

 

 では、具体的に「教科書」では、どのような教材

が採り上げられているのだろうか。 

 所属する高校では、毎年、教科書選定を行う。そ

のため、実際に授業で用いる教科書以外も手にする

ことができる。 

 いま、手もとに全て出版社が異なる「国語総合」

の教科書が 5 冊ある。それらを考証の対象とするが、

詳細に検証していく余裕がないために共通する構成

とテーマについて採り上げる。 

 ほとんどの構成が現代文編と古典編、表現編の 3

分野に分かれている。今回、対象とするのは現代文

の分野、すなわち、現代文編と表現編であるが、現

代文編については、1 社を除いて、「随想」・「評論」・

「小説」・「詩」・「俳句・短歌」（「短歌・俳句」）のジ

ャンルに分かれている。残りの 1 社は、「随想」が収

められていないだけで、あとは全て残りの 4 社と同

じである。 

表現編（1 社は「表現」と表記）に関しては、各

社、ジャンル（見出し）の表記が統一されていない

ため、5 社すべてについて、見出しをそのまま挙げ

た（副題等または導入や総括的なものは省く）。 

 

教科書Ａ 

表現編 

ノートの取り方 

メールと手紙 

スピーチをしよう 

ブック・トークをしよう 

ディベートをしよう 

小論文を書こう 

会議と話し合いの技法 

レポートを書こう 

詩歌を作って作品集にしよう 

 

教科書Ｂ 

表現 

スピーチをする 

話し合いをする 

プレゼンテーションをする 

ディベートをする 

随筆を書く 

手紙を書く 

レポートを書く 

意見文を書く 

情報を読む 

広告を読む 

 

教科書Ｃ 

表現 

 発表する 

 手紙を書く 

 絵や広告を読む 

 読んだ本を紹介する 

創作する 

 

教科書Ｄ 

表現編 

 表現とは何か 

 スピーチをする 

 小説のＰＲ文を書く 

 文章を要約する 

 インタビューをする 

 招待状・礼状を書く 

 コピーを作る 

 統計資料を参考に書く 

 ディベートをする 

 考えを述べる 

 プレゼンテーションをする 

 

教科書Ｅ 

表現編 

 スピーチ 

 文章要約 

 手紙 

 意見文 

 ディベート 

 プレゼンテーション 

 

 以上、表現編が扱う内容のうち、「スピーチ」・「デ

ィベート」・「レポート」・「意見文」・「プレゼンテー

ション」は先に見た初年次教育で各大学が実施して

いるプログラムの上位 2 つ（「レポート・論文の書き

方などの文章作法を身に付けるためのプログラ

ム」・「プレゼンテーションやディスカッション等の

口頭発表の技法を身に付けるためのプログラム」に

該当する内容である。 

 また、その他の「情報を読む」（教科書Ｂ）・「統計

資料を参考に書く」（同Ｄ）や「インタビューをする」
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（同Ｄ）などで育成が期待できる能力も大学の学修

において必要なものである。 

 さらに見ていくと、教科書Ａの「ノートの取り方」

も初年次教育において半数以上の大学が実施してい

るプログラムである。 

 このように見てくると、「教科書」が取り扱う教材

のうち、表現編に収められているものは、大学の学

びにおいて極めて重要な内容であることがわかる

（問題は、それらの教材を用いた授業が高校で実際

に行われているかであるが、それについては後の高

大接続・入試制度の改革に関する考察において述べ

る）。 

 

 では、現代文編では、どのような教材が選択され

ているのだろうか。 

 これについては、すべてを紹介することは容易で

はない。だが、「教科書」は、「指導要領」に基づい

て作られており、その目指すところを眺めてみるこ

とで、その内容を類推することが可能になると考え

る。 

 「国語総合」に対して「指導要領」が示している

教材に関する事項において、その選定の具体的観点

が紹介されている。それは、「教材は，次のような観

点に配慮して取り上げること」として（ア）から（ケ）

の 9 つが挙げられている。それらは以下の観点であ

る。 

 

（ア）言語文化に対する関心や理解を深め，国語を

尊重する態度を育てるのに役立つこと。 

（イ）日常の言葉遣いなど言語生活に関心をもち，

伝え合う力を高めるのに役立つこと。 

（ウ）思考力や想像力を伸ばし，心情を豊かにし，

言語感覚を磨くのに役立つこと。 

（エ）情報を活用して，公正かつ適切に判断する能

力や創造的精神を養うのに役立つこと。 

（オ）科学的，論理的な見方や考え方を養い，視野

を広げるのに役立つこと。 

（カ）生活や人生について考えを深め，人間性を豊

かにし，たくましく生きる意志を培うのに役立つこ

と。 

（キ）人間，社会，自然などに広く目を向け，考え

を深めるのに役立つこと。 

（ク）我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深

め，それらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 

（ケ）広い視野から国際理解を深め，日本人として

の自覚をもち，国際協調の精神を高めるのに役立つ

こと。 

 

 以上の観点のうち、（ア）・（イ）・（ウ）は、先に紹

介した「国語科の目標」を受けて設けられたもので

比較的抽象度の高いものである。それに比べて、残

りの観点は、具体性が高く、本稿で考察する（して

きた）大学および社会に求められる能力と比較検討

する上でも意義が高いと考えられるため、（エ）以降

の観点について確認したい。 

（エ）から（ケ）に関しては、「指導要領」において

次のように補足されている。 

 

（エ）及び（オ）は，情報化，科学技術の進展

などの社会の変化に対応できる能力の育成に

役立つ観点を示している。適切な教材を用いた

学習活動を通して，情報を活用する能力を養い、

公正に判断できる能力や創造的な思考力を育

成することは，主体的に生きる力を培う上でも

必要なことである。さらに，論理的な思考力や

科学的なものの見方を養い，視野を広げて考え

を豊かにするような教材を選ぶことは，考えを

論理的に述べる能力を育成するためにも効果

的である。 

（カ）及び（キ）は，激しく変化していく社

会の中で，自我の形成を図り，調和のとれた人

間性，社会性を養うのに役立つ観点を示してい

る。 

（ク）及び（ケ）は，国際化への対応を考慮

した観点を示している。我が国の伝統と文化に

対する関心や理解を深め，それらを尊重するこ

とは，我が国と郷土を愛する態度を育成するこ

とになる。また，それは異文化理解の基礎を培

うことにもなる。日本人としての自覚をもちな

がら世界の中の日本の立場や役割を考え，国際

理解を深め国際協調の精神を養うことは，世界

的視野に立って国際社会に貢献しようとする

態度の育成につながる。 

（『高等学校学習指導要領解説 国語編』平成

22 年 6月 第 2章国語科の各科目 第 1 節国語

総合 4 内容の取扱い） 

 

 ここで、「教材」について補足を加えておくが、そ

れは、決して教科書の内容とイコールのもの（その

もの）ではない。教科書に収められた内容は、あく

までも教材の 1 つでしかない。しかし、実際のとこ

ろ、ほとんどの学校においては教科書の内容を中心

として授業が展開されているため、そこに収められ

る内容が生徒たちに与える影響は小さくはない。 

 さて、引用箇所に見受けられるキーワードの数々、

たとえば、「情報化」・「科学時術」・「社会の変化」・「情
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報」・「公正」・「判断」・「創造的」・「主体的」・「生き

る力」・「思考力」・「科学的」・「論理的」・「自我の形

成」・「調和」・「人間性」・「社会性」・「国際化」・「伝

統」・「文化」・「異文化理解」・「国際協調」・「世界的

視野」・「国際社会」などは、現代社会を表すときに

必ずといってよいほど用いられる言葉である。 

 また、それらは、「指導要領」の「目的」において

も見受けられる言葉である。 

 すなわち、「国語総合」を用いて高校生たちに身に

つけさせたい能力（「国語」を用いて生徒たちに身に

つけさせたい能力）は、現代や将来において社会で

求められる力そのものなのである。 

 

 では、実際に、「教科書」では、どのような内容が

教材として選択されているのか。引き続き、「国語総

合」をもとに見てみたい。用意した教科書すべてを

眺める時間的余裕はないため、勤務する高校で用い

ている「教科書」を採り上げたい。ただし、小説や

詩歌（俳句・短歌を含む）は、鑑賞を主目的にする

ために、読解・理解を中心として教えられる評論に

限って見ていきたい。 

 ここでは次の項目を挙げて見ていく。 

 

 ①タイトル ②筆者名 ③キーワード  

④期待できる学習分野（除くリテラシー） 

 

 勤務校で使用している「教科書」の評論は以下の

7 つである。 

 

（1） 

① 「彼らがそれを学ばなければならない理由」 

② 内田 樹 

③ 「教育の『ユビキタス』化」 

  「教育のカタログ化」 

  「教育の本質」 

④ 情報化社会 教育 

 

（2） 

① 「ボランティアの『報酬』」 

② 金子郁容 

③ 「相互関係」 

  「助けるつもりが助けられた」 

  「与えるつもりが与えられた」 

④ 人間関係 価値観 

 

（3） 

① 「水の東西」 

② 山﨑正和 

③ 「鹿おどし」 

  「自然に流れる水」 

  「人工的な水」 

  「空間的な水」 

  「目に見える水」 

「目に見えない水」 

「行雲流水」 

④ 異文化理解 日本文化 

 

（4） 

① 「治具」 

② 塚本由晴 

③ 「道具」 

  「治具」 

  「関係性」 

  「発想の転換」 

  「機能論」 

  「相対性」 

  「建築」 

  「町づくり」 

④ 発想の転換（創造性） 情報社会 環境 

  人間関係 

 

（5） 

① 「テクノロジーと人間」 

② 黒崎政男 

③ 「テクノロジー」（「科学技術」） 

  「モノ」 

  「文明」 

  「環境破壊」 

  「人間存在」 

  「人間らしさ」（「人間性」） 

④ 科学技術 （ハイ）テクノロジー 

  人間性 環境問題 産業社会 

 

（6） 

① 「身体の想像力」 

② 三浦雅士 

③ 「身体」 

  「共同体」 

  「共同性」 

  「身体の想像力」 

  「五感」 

  「自然」 

  「メディア」 

④ 身体性 共同性 想像力 メディア 

 

 上に示した教材のタイトルおよび、キーワードだ
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けを見てもわかるとおり、高校の「国語」では、評

論において、様々な分野が採り上げられている。こ

こにはないが、他にも言語や芸術の分野も多くの「教

科書」に見受けられる。また、著者（筆者）も様々

な分野に造詣の深い専門家や知識人である。 

 このように、高校の「国語」において、様々な教

材を取り扱うことは、生徒たちに様々な分野に触れ

させ、視野を広げさせるとともに、多様な価値観を

認める資質を高めさせる機会を与えているというこ

とでもある。 

 この多様性こそが、「知識基盤社会」において「社

会の変化に主体的に対応できる力を支える」知識基

盤を構築するに欠かせない要素であろう。 

 すなわち、高校に限ってでも、「国語」が「知識基

盤社会」における「社会人基礎力」の育成の重要な

役割を担っていることがわかる。 

 

初年次教育への提言 「治具」的発想 

 さて、次に、大学の初年次教育に対しての提言を

試みる。それは、高校の教員としての、また、大学

で初年次教育の授業を担当する者としての経験をも

とに、さらに、「国語」の教材の一つから得られた視

点をもとにした提言である。 

 「はじめに」でも述べたが、勤務する学園は高大

連携が密である。そのため、高校所属であっても、

大学の授業を担当し、さらには、大学教育に関する

学会や研究会・研修会にも少なからず参加する機会

を得てきた。 

 参加してきた研究会等は、初年次教育または、ア

クティブ・ラーニング、ＦＤ、文章作成（表現）に

関するものが中心であるが、それらから学生（生徒）

たちとの教師としての関わり方の一つとして学生の

主体的学修を補佐する役割としての「ファシリテー

ター」の在り方を学んだ。 

このファシリテーターの在り方が、実際に勤務す

る高校の授業でたまたま取り扱った教材で紹介され

ていたある概念と重なったのだ。その概念とは「治

具」というものである。概念どころか、治具それ自

体も、それまでは知らなかった。教材を通して、そ

の存在をはじめて知ったのである。 

 「治具」とは、英語の「jig」を漢字表記にしたも

のである。辞書（広辞苑）によると、「jig」は、「工

作物を固定して切削工具を工作物に正しく当て、正

確・迅速に加工するために用いる道具」である。 

 その教材は、「治具」をタイトルとする、建築家で

ある塚本由晴（つかもとよしはる）氏の著書『アト

リエ・ワン 空間の響き／響きの空間』（2009 年 

INAX 出版）を出典とする評論であった。出典が英語

で書かれているため、授業で使用した「教科書」に

収められている文章をもって「治具」の概念につい

て紹介していく。 

 

漢字で「治具」と当て字される「jig」。辞書で

は「機械工作の際に刃物や工具を加工物の正し

い位置に導くために用いる補助工具」と説明さ

れる。れっきとした英語だが「道具」との対応

でこう記されるようだ。例えば木材を切り出し

たり、金属を溶接したり、お皿に絵付けをする

などの際に、のこぎりや溶接工具や筆などの

「道具」を材に対して傾けたり、一定の距離を

おいたりするときの微妙な角度を最適化する

のがこの「治具」なのだ。だから道具や材料と

ともに、特定の構成に置かれたときには大変有

用なものになるが、それだけを取り出しても奇

妙な形をした「もの」でしかないし、姿形がず

いぶん違っていても、個別の名前で区別される

こともない。 

《 略 》 

のこぎりや筆などの道具はどこにあっても

パフォーマンスは一定であるという意味で普

遍的であるのに対して、治具はほかのものとの

関係性の中だけでパフォーマンスを発揮する

という意味で個別的なのである。（『新編 国語

総合 言葉の世界へ』 平成 25 年 教育出版） 

 

 筆者は、この治具の概念を人と人との関係、さら

に人と都市空間との関わりに広げて物事を考えてい

くための視点（価値観）の多様性に関する独自の論

を展開していく。 

 

 この「治具」という概念から学生（生徒）との関

わり方、特に大学の初年次教育における学生との関

わり方に対する示唆を受けた。それが治具的発想で

ある。 

 それは次の概念から成り立つ。 

 

学生 ＝ 「材」……学修の主体 

 

教材（課題） ＝ 「道具」 

 

教員 ＝ 「治具」……学生の主体的学修を補佐 

 

現在、大学だけでなく、小学校をはじめとして各

種学校教育において積極的に推奨されているアクテ

ィブ・ラーニングが目指すところは、学生（生徒・

児童）の主体的学修（学習）に他ならない。 
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 アクティブ・ラーニングは、学ぶ者が「学び」に

おいて主体的に行動しなければ、その成果が得られ

ないシステムである。学生や生徒等が学びにおいて

受身である限り、期待され得る学習効果が得られな

いシステムなのである。 

 そのような環境の中、教員は、学生や生徒等の学

びに対してとる立場は、補佐的立場でなければなら

ない。それは、教員が傍観者的立場であることを意

味しているのではない。学びにおける「傍観者」と

は、「対岸」の見物者であり、腕を組んだままで学び

手に対して何の働きかけもしない者を意味するから

だ。 

補佐的立場とは文字通り、主体が目的を果たせる

ように補佐する立場のことである。それは、具体的

には、大学の授業において学生が、課題に対しての

アプローチに苦慮している際に、または、グループ

ワークにおいて、積極的に加われない場合等に、本

人や同じグループ内の他のメンバーに、その場に適

したサポートをする立場のことである。 

 そのような立場は、グループワークにおいて学び

や気づきを促進するファシリテーターとしての立場

でもある。 

 教員は、「材」である学生と「道具」である教材と

の関係を「最適化」するために「傾け」たり、「一定

の距離をおい」たりするための「治具」として学生

と関わるという発想は、アクティブ・ラーニング、

または、大学での学びにまだ不慣れである新入生に

対して行われる初年次教育において取り入れられる

べき発想と考える。 

たしかに大学において教員が教員たるべきには

（研究者ではなく）、学生の存在がなければならず、

その観点からも、「道具や材料とともに、特定の構成

に置かれ」、「ほかのものとの関係性の中だけでパフ

ォーマンスを発揮」する「治具」そのものであろう。

したがって、この「治具」的発想は、アクティブ・

ラーニングや初年次教育のおいて広く理解されるべ

き概念である。 

 

おわりに 

 以上、「教科書」の内容が、大学教育での学びに、

また、「知識基盤社会」において示唆に富むものであ

ることと、そこに収められている教材から得られた

発想が、大学教育、特に初年次教育において有意義

なものであることについて述べてきた。それらを大

学関係者が知ることは大学教育の在り方について考

えるうえで有益であると考えるが、課題も潜んでい

る。それは、高校教育での「積み残し」の問題であ

る。 

 先に見たように平成 24 年度においては、90％以上

にも及ぶ日本の大学が初年次教育を実施しているが、

その割合は、平成 20 年度の 82.3％から毎年、増え

続けている。 

なぜ、大学において初年次教育への関心が高まっ

てきているのか。その理由の一つとして考えられる

のが、大学の学修において必要な学力を入学生が有

していないことである。 

それは、すなわち、高校卒業時までに大学での学

びをはじめるにあたって必要な学力を高校生たちが

身につけていないことを意味している。 

 いま、大学入試センター試験に代わる試験の導入

をはじめとして高大接続の問題が教育界を賑わせて

いる。その議論の底には高校までの、いや、高校で

の教育そのものが、大学の要求を満たしていないと

いう事情が潜んでいる。 

 高校の「教科書」が大学教育のおいても社会にお

いても極めて有益な教材を収めていたとしても、肝

心のそれらに育成されるべき学力や能力が積み残さ

れてしまっているのなら、「宝の持ち腐れ」である。 

 したがって、大学教育および初年次教育の充実化

は、高校までの教育の今後を考えざるを得ない教育

界全体の問題なのである。 

 今回の論考が、その問題解決の一助となれば幸い

である。 

 

※1 日本経団連 2004～2008 年度 新卒者採用に関

するアンケート調査集計結果『選考にあたっての重

視点（複数回答）』 
※2 平成 18 年 2 月に経済産業省の呼びかけによっ

て作られた産学の有識者による委員会（座長：諏訪

康雄法政大学大学院教授）が定義づけした「社会人

基礎力」の資料 
※3 文部科学省「大学における教育内容等の改革

状況について」（平成 26 年 11 月 調査結果は平成

24 年度） 
 
 
参考文献 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 国語編』平成

22 年 6 月 
塚本由晴著『アトリエ・ワン 空間の響き／響きの空間』

（2009 年 INAX 出版） 
『新編 国語総合 言葉の世界へ』（平成 25 年 教育出

版） 
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大学教育改革フォーラム in 東海 2015 におけるポスターセッションに参加して 

―短期大学における教育効果の可視化とキャリア意識の影響― 

 

上原 正子・中島 和成・大塚 知津子 
愛知みずほ大学短期大学部 

 
 

 
１ 概要・主旨 

 「大学教育改革フォーラム in東海 2015」は 2015 年

3月 7日（土）、名古屋大学高等教育研究センターの主

催により名古屋大学東山キャンパスにおいて大学関係

者を対象に開催された。 

 本フォーラムは大学教育改善のために何をすべきか

を率直に語り合う場であり、主催者あいさつの中では

「大学教育の改革・改善をめぐる動きは以前からみら

れたものの、近年は従来にもまして活発になってい

る・・・・・とくに重視すべきは、大学教育の目的で

す。大学教育は誰のために、何のために存在するかと

いう問いの解答は多様であります。結局のところ、誰

のためにといえば学生のためと思われます。彼らに質

の高い学びの機会を提供すること、それを通じて彼ら

の精神的発達を支援し促すこと、明日の社会を担う主

体たる彼らに使命遂行に必要な能力や資質を備えさせ

ることが目的ではないでしょうか。現在の高等教育機

関で働くわれわれ教職員には、それを実現する責任が

課せられています・・・」と述べている。 

２ 基調講演 

講演者：追手門学院大学副学長 秦敬治 

演題：大学教育改革を進めるために必要なものとは 

内容：大学教育改革を進める上で必要な視点とはなに

か（最近では、教学 IRに対し多大な期待がされている

が、一方では①その手法が定まっていない、②エビデ

ンスの質が高くない、③目標や目標値の不明確さ、④

教育の本質と教学 IRは一致するのか等、課題も多い。

このような中で、大学の存在意義と教育理念や目標の

設定は重要である）その他、大学教育改革を行うとは

どういうことか。何を達成すれば、現在叫ばれている

大学教育改革といえるのか、大学教育改革のためのリ

ーダーとリーダーシップ、大学教育改革と教員、職員、

学生のかかわり方等について示唆があった。 

３ ポスターセッション 

 ポスターセッションには 26の参加があった。本学は

鈴木真(南山大学)先生、中井俊樹(名古屋大学)先生の

ご協力を得て「短期大学における教育効果の可視化と

キャリア意識の影響」を示した。 

研究概要として「教育効果があるのか、何がそれを

左右するのかということは、大学教育において重大な

関心事である。特に 2年しか教育期間がない短期大学

では、いかに効率的に学習成果をあげるかということ

が重要である。本研究では、愛知みずほ大学短期大学

部における学習到達テストの時系列データと、１年次

10月にとられたキャリア意識の調査を基に、教育効果

の推移を可視化し、キャリア意識形成の影響を検討す

る。到達度は入学時よりも卒業時の方が向上しており、

2 年間の学習成果が確認される。基礎的知識と専門的

知識の２つのカテゴリーに分けると、特に専門的知識

の教育効果が高い。とりわけ１年次の学習の成果が現

れる。キャリア意識が高い程卒業時の到達度が高いと

いう傾向がある。また、入学時の基礎的知識も卒業時

の到達度の一部を説明する。なお、退学のリスクは、

入学時の基礎的知識の点数が低くともキャリア意識が

高ければ小さいようにみえる。」とし、次ページのポス

ターを作成し公開討議を行った。このポスターセッシ

ョンは参加者の投票により、優秀ポスター賞を選ぶこ

とになっており、本ポスターは優秀ポスターに選ばれ

た。 

４ オーラルセッション 

 オーラルセッションⅡの B会場では「組織に着目し

た教務の実践的知識の積み上げとその継承」をテーマ

として、小野勝士（龍谷大学）が「『大学教員免許業務

Q&A』を活用した実践知の共有と課題」を、宮林常崇（首

都大学東京）が「公立大学法人特性を生かした教務事

務における実践知の共有」を、上西浩司（豊橋技術科

学大学）が「教務系業務における実践的知識の共有と

継承」の報告があり、村瀬隆彦（愛知みずほ大学）を

座長として進められた。その他 7つのブースにおいて

報告があり、議論が深められた。 
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修論（抄録） 

大学生の健康関連 QOL に関する要因 

長谷部 武久（G130004） 

指導教員：佐藤 祐造 

キーワード：健康関連 QOL，生活状況，学業成績 

はじめに 
「学生の健康白書2005」 によると，大学生の健康状態につ

いて「身体の調子は良い」と答えた者が 83.8%であったのに

対し，精神的な面では「自分の将来がはっきりしない」が59.7%，

「自分が進もうとする方向に自信が持てない」が50.5%，「何

となく不安になる」が 44.4%であり，心の不安定さが明確に

示されている。 
大学生の健康状態，特に精神的健康に関する先行研究は決

して少なくなく，その関連要因も多く抽出されている。しか

し，生活状況全体と身体的・精神的健康の関連性をみた研究

は依然として少なく，一部の生活状況との関連性に限定され

ている。また，健康状態とストレス耐性に大きく関与する性

格特性や，精神的健康に直結しやすい学業成績との関連性を

みた報告はほとんど見当たらない。 

 
目的 
本調査の目的は精神的健康と性格特性，生活状況，学業成

績の総合的調査とその関連性を検討すること。 

 
方法 
1. 調査参加者 
東海圏に所在する医療系短期大学（3年課程）2年次に在籍

して男性51名（21.7±4.5歳），女性36名（20.7±4.1歳），計

87名（21.2±4.5歳）である。 
 
2. 調査の方法 
本調査は横断研究である．調査は平成26年7月上旬におい

て，全ての授業時間が終了した放課後に実施した．自記式質

問紙を対象者に直接手渡しで配布，その場で記入してもらい

回収した．調査した健康状態は，調査日1ヶ月前の6～7月の

1ヶ月である．同年8月に前期定期試験が実施され，9月に学

業成績を調査した。 
 
3. 調査内容 
健康関連QOL尺度SF-36から身体的健康（以下PCS）と精

神的健康（以下MCS）得点を算出した．YG性格検査では「12
の性格因子（D, C, I, N, O, Co, Ag, G, R, T, A, S）」と「6つの性格

特性（情緒安定性, 社会的適応性, 活動性, 衝動性, 非内省性, 
主導性）」を抽出した．学業成績についてはGrade Point Average 
（以下GPA），睡眠と食事に関する4項目，大学生活における

日常生活の優先順位を聴取した。運動習慣の各段階（運習慣

あり群・習慣なし群・準備群）に関しては運動行動変容ステ

ージ尺度を使用した。 
 
4. 統計解析 

PCS及びMCSを従属変数とし，YG性格検査による6つの

性格特性得点，生活状況を独立変数とした重回帰分析にて，

PCSとMCSに影響を与える因子を抽出した．PCS及びMCS 
とGPA の相関，PCS及びMCS とYG性格検査による12の
性格因子得点の相関，12の性格因子得点とGPAの相関につい

てはPearsonの積率相関係数を求めた。運動習慣の各段階（習

慣あり群・習慣なし群・準備群）の3群間でのPCS及びMCS，
GPA の比較には1 元配置分散分析を実施し，下位検定として

Tukey HSDを行った。全ての統計解析において，有意水準を

危険率5％未満とした。統計処理には IBM SPSS Statistics 18.0
を使用した。 

 
結果 
1. PCS及びMCSに関連する要因 
1) 性格 

PCSでは要因が抽出されなかった．MCSでは「情緒不安定

性」と「社会非適応性」が抽出された（R=0.65, R2＝0.42）．12
の性格因子との関係ではPCSは12の性格因子全てと相関関係

を認めなかった．MCSについてはD（抑うつ性）C（回帰性）

I（劣等感）N（神経質）O（客観性の欠如）Co（協調性の欠

如）因子と有意な負の相関関係が確認された（r=-0.4～0.6; 
p<0.01）（表1）。 
2) 生活状況 

PCS では「朝食の頻度」「栄養のバランス」「勉強の時間」

が抽出された（R=0.47, R2=0.2）．MCSでは「睡眠の質」「朝食

の頻度」「栄養バランス」「友人との時間」「アルバイトの時間」

「家族」「睡眠」「勉強」の8要因が抽出された（R>0.7, R2>0.5）
の8要因が抽出された．運動習慣の各段階別におけるPCSの

平均値比較では，3群間に有意差を認めなかった（図1）．MCS
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は習慣なし群と準備群の間に有意差を認めなかったが，習慣

あり群は習慣なし群，及び準備群よりも有意に高い傾向を示

した（p<0.01）（図1）。 
3) 学業成績 

PCSとGPAに相関関係を認めず，MCSとGPAには有意な

正の相関関係が認められた（r=0.4; p<0.01）。 
 
2. 運動習慣の各段階別における学業成績 

GPA は習慣なし群と準備群の間に有意差を認めなかったが、

習慣あり群は習慣なし群、及び準備群よりも有意にGPAが高

い傾向を示した（p<0.01）（図2）。 
3. 12の性格因子得点と学業成績 

GPA は 12 の性格因子各得点全てと相関関係を認めなかっ

た（表1）。 

 
考察 
 今回，MCSに関連する生活状況として抽出された要因は過

去の調査と多くの点で一致した。また，情緒不安定や社会的

不適応を示す者はMCSが低い傾向にあった。澤田ら 1) は，規

則的な生活をしている者ほど情緒が安定傾向にあり，逆に生

活が不規則に者ほど情緒不安定な者が多かったと報告してい

る。このことから，性格は直接的にMCSに関与するだけでは

なく，生活状況を介してMCSに影響を及ぼす可能性が考えら

れる。 

図1  運動習慣の各段階別におけるPCS・MCSの平均値比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2  運動習慣の各段階別における学業成績 

学業成績は奨学金受給の有無や生活状況によって左右され

るとの報告から，本調査の結果より抽出されたMCSに関連す

る生活状況の 8 要因が学業成績に影響を及ぼしたと考えられ

る。性格尺度であるビッグファイブ尺度と抑うつ傾向を測定

するCES-Dを用いて学業成績との関連性を調査した報告2) で

は，「勤勉性」の性格特性とGPAとの相関は認めたものの「神

経症傾向」との間には相関関係を認めなかったため，神経症

傾向の高さが必ずしも学業不振に結びついていないことを示

唆している。今回GPAと性格因子との相関関係は認められな

かったことから，MCSや性格が直接的に学業成績に作用する

ではなく，情緒安定因子と社会的適応性因子の 2 つの性格特

性がMCS に作用し，生活状況を介してGPA に影響を与えて

いる可能性が考えられる。運動習慣あり群が習慣なし群，準

備群と比較して有意にGPAが高い傾向を示したのは特徴的で

あろう。 
MCSは全身持久力が優れている者ほど高い。本調査では運

動を継続的に実施しているかの確認にとどまったにも関わら

ず，運動習慣あり群ではMCS及び学業成績が高い傾向を示し

た．このことから，MCSには体力特性だけではなく，運動を

「継続」することが重要ではないかと考えられる。運動習慣

の有無だけではなく実施している運動内容や強度，身体活動

量も含めた詳細な調査を実施することで，MCS改善のための

運動強度と身体活動量を算出できる可能性も考えられる。 

 
参考文献 
1) 澤田ら. 山梨学院短期大学紀要, 33(2013), 97-108. 
2) 神谷ら. 茨城大学人文学部紀要, 54(2012),13-28. 
3) 安永ら. 日本教育心理学会総会発表論文集51(2009) 332. 
 
 
表1  12の性格因子とPCS, MCS, 学業成績の関係 
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大学生の過去および現在の共食経験と食生活・ 

精神健康度・コミュニケーションとの関連 

谷口 泉（G130003） 

指導教員：土田 満 

キーワード：共食、小学生、大学生、対人コミュニケーション 

 
緒言 
子供たちの食生活の改善に向けて、平成 17 年に「食育

基本法」が制定された。平成 25 年の第 2 次食育推進基本

計画では、「家庭における食育を通じた子供への食育推進」

が掲げられ、家族との食卓は子供への食育を推進していく

大切な時間と場であるとしている。 
子供の頃の食生活、心の健康や家族関係等についての報

告は多く、衛藤ら 1）は小学生を対象に調査を行い、家族と

の共食と自発的コミュニケーションの多さが、食行動、

QOL等の良好さに関連することを認めている。 
一方、食事の自立が始まる青年期では、食生活や心身の

健康を検討した報告は多くみられるが、共食の有効な機能

を検討した報告は数少ない。また、子どもの頃から青年期

に至る共食状況の継続性を検討した報告は散見されるに

過ぎない。 
以上の背景を踏まえて、過去および現在の共食状況と食

生活や健康習慣、対人コミュニケーション、精神健康度と

の関連を明らかにするとともに、過去と現在の共食状況の

継続性についても検討を加えた。 
 
方法 
1．対象者および調査期間 
愛知県内のA大学（管理栄養士養成学科と食品関係学科）

と B 大学（健康関係学科）に在籍する 1 年生から 3 年生

までの男性 107 名、女性 390 名、計 497 名を対象とした。

無記名の自記式アンケート調査をH26年7月10日～7月

31 日に実施した。 
2．調査項目 
調査内容は対象者の属性、過去の食事風景と家族との共

食頻度、現在の食生活・共食機能、現在の家族・知人との

共食頻度、対人コミュニケーション、健康習慣、精神健康

度である。 
3．分析方法 
過去・現在の共食状況と各要因との関連は、Kruskal- 

Wallis のH検定、Mann-WhitneyのU 検定による多重比

較を行った。解析には IBM SPSS Statististics ver 21.0を

用いた。関連要因の関係の解析はSpearman の相関係数

を算出し、共分散分析により検討した。解析には IBM 
SPSS AMOS ver19.0 を用いた。 
 
結果 
1．対象者の属性 
男性が 21.6％、女性が 78.4％であった。各学科の割合

は、人間関係学科が 25.5％、食品関係学科が 34.0％、管

栄養成学科が 40.5％であった。 
2．過去の共食状況と現在の各要因との関連 
現在の食生活・共食機能との関連においては、男女とも

ほとんどの項目に有意差が認められ、概略、過去の共食状

況が最も良好な A 群が他の群よりも得点平均値が有意に

高かった。対人コミュニケーションとの関連においては、

女性に「親しい人との関係」で有意差が認められ、過去の

共食状況 A 群が、最も悪い D 群より得点平均値が有意に

高かった。 
3．現在の共食状況と各要因との関連 
女性では、過去の食事風景のほとんど全ての質問項目に

有意差が認められた。健康習慣、対人コミュニケーション

でも多くの項目において、現在の共食状況A群がC,D群、

D 群より得点平均値が有意に高かった。 
4．過去と現在の共食状況の継続性と各要因との関連 
健康習慣との関連においては、男性、女性とも、｢毎日、

朝食を食べている｣で、継続群が、改良群、非継続より得

点平均値が有意に高かった。 
5．所属学科と各要因との関連(女性のみ解析)、 
健康習慣、対人コミュニケーションの一部で、過去の共

食状況と所属学科との有意な関連が認められた。 過去の

共食頻度、精神健康度で現在の共食状況と所属学科との有

意な関連が認められた。概略、管栄養成学科、食品関係学

科、健康関係学科の学科順に共食状況の良好な者の割合が

多かった。 
6．過去と現在の共食状況関連要因のパス解析 
男性では(図 1)、過去の共食状況が現在の共食状況に大

きく影響を与えているとともに、現在の共食状況と健康習
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慣は相互に影響し合っている。一方、女性では(図 2)、男

性と同様であったが、現在の共食状況と対人コミュニケー

ションは、男性とは異なり、相互に影響していることが認

められた。 
 
考察 
1．過去および現在の共食状況と各要因との関連 
 男性・女性とも過去の共食状況A群が他の群より、現在

のほとんどの要因における得点平均値が有意に高かった。

過去の共食状況が良好な群は、共食に対して良いイメージ

を持っていることが報告されている。小学生の頃に家族と

いう親しいコミュニティの中で、雰囲気の良い食事を高頻

度で経験することが、その後の良好な人間関係を築いてい

くためのコミュニケーションスキルが育まれる場として、

重要である可能性を示唆している。 
現在の共食状況と各要因との関連は、特に女性で、健康

習慣、対人コミュニケーションの多くの項目で、現在の共

食状況A群が、他の群よりも良好であった。衛藤ら 1）は、

過去の食生活よりも、同時期の食生活の良好さが、QOL
の高さに繋がっていることを報告している。本研究の結果

も同様に、過去だけでなく、現在の共食の重要性が示唆さ

れている。また、過去の食事風景から、親の食に対する態

度や関心の高さも必要であることが明らかにされた。小林

2）は現在の食への関心は、過去の食環境及び経験、特に料

理従事者の食に対する意識に影響を受けていることを報

告している。 

図1.男性の関連要因パス図 

 
2．過去と現在の共食状況の継続性の検討 
過去と現在の良好な共食状況を継続した群では、男性、

女性において、他の群よりも健康習慣の中の食に関する項

目が良好であることが認められた。森脇ら 3）は、小学生の

食卓の楽しい会話により、食生活、生活習慣が行動変容し、

大学生まで継続することを報告している。本研究の結果も

同様であり、良好な共食状況を一時的ではなく、継続して

行い習慣化していくことの重要性が示唆される。 

3．過去と現在の共食状況関連要因の関係 
 過去の共食状況が現在の共食状況に大きく影響を与え、

女性においては食と対人コミュニケーションとの相互関

係が認められた。いくつかの報告と同様に、女性では、共

食を人との交流の場として活用していることが窺える。 
以上のことにより、家族の食育への関心を伴った子ども

の頃の楽しい食卓は、食の自立が始まる青年期においても

ポジティブな食卓のイメージをもたらし、食への関心のみ

ならず、人との関わり合いを好み、良好な人間関係の構成

に寄与する対人コミュニケーションスキルが助長される

ことが示唆された。 
 
参考文献 
1) 衛藤久美ら：家族との夕食共食頻度及び食事中の自発

的コミュニケーションと食態度、食行動、QOL との関連. 

栄養学雑誌 72,113-125,2014 
2）森脇弘子ら：女子学生の健康状況・生活習慣・食生活

と小学生時の食事中の楽しい会話との関連. 日本家政学

会誌,58,6,327-336,2007 
3) 小林敬子：過去の食に関する環境および体験が現在お

よび未来の食生活に及ぼす影響. 学校保健研究

45,200-217,2003 
 

図2. 女性の関連要因パス図 
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乳幼児を持つ父親の成育歴と育児行動 

高橋 陽香（G130002） 

指導教員：安念 保昌・大久保 義美 

キーワード：父親，子育て, 成育歴 

 
はじめに 
 専業主婦が一般的である時代は、子育ては母親が行うこ

とが当たり前とされてきたが、近年、共働き家庭が増加し、

男性の育児参加が期待されるようになってきた。しかし育

児に関して夫婦の認識はずれているようだ。宮木(2014)に
よると、「子育てには父母間のギャップがあり、父親は母

親の子育てに対し『満足している』と 81.7%が回答してい

る。一方で母親から見た父親の子育ては 62.9%しか満足し

ていないことが分かっている」と述べている。イクメンが

増え、男性が子育てにかかわることについてのイメージは

変化しつつあるが、女性からすると満足できる状態ではな

いようだ。また、多くの男性は「自分(父親)は出来る範囲

でやっていると思うのに、妻(母親)はそれを認めてくれな

い」と言っている。 (宮木 2014)しかし、女性から見た男

性の子育て満足感が低いことから、男性の“できる範囲”

は女性からすると程度が低いのではないか。 

現在の育児に大きく関係する事柄のひとつとして、父母の

成育歴が関与している可能性がある。成育歴が良ければ、

現在の育児も積極的に取り組むことができるのではない

か。 
 
研究１ 
目的 

本研究の目的は、家庭における育児がストレスなく遂行さ

れるにはどのような促しが必要かを探索的に検討する。 
 
方法 
 豊田市のA幼稚園の保護者305名、B幼稚園の保護者213

名計 519 名に質問紙調査を実施し、結果を分析した。 

 質問紙の構成：子育て観について(子ども観尺度 11問)、

生育歴について(親の養育態度尺度・親子関係認知尺度 

17 問)、現在している育児について(Benesse 次世代育成研

究所「乳幼児の育児の父親についての調査報告書」2009
を参考に 11 問)、子どもの態度について(17 問)の計 56 問

を 4件法で行った。  

 父母の成育歴、子育て観、子どもへの態度それぞれの質

問項目に関して、プロマック回転を伴う主因子法因子分析

を行った。 

結果と考察 
 成育歴においては、受容、しつけ、子どもの言いなりの

3 因子が見いだされ、子どもへの態度においては、受容、

しつけ、子どもの言いなりの３因子が見いだされ、子育て

観においては、自己成長・責任、専業主婦、無関心の３因

子が見いだされた。 
父母の生育歴の 3 因子を独立変数とし、子育て観、子ど

もへの態度のそれぞれ 3 因子を従属変数とする、ステップ

ワイズによる重回帰分析を行った。その結果、子どものこ

ろに受容されたと思っている父親は、自分の子どもに対し

ても受容する傾向が認められ、子どものときにしつけをさ

れたと思っている父親は、自分の子どもに対してもしつけ

をする傾向がある。(図 1) 
母親は子どものころに受容されたと思っていると、子育

ては責任あるもので更に自己成長するものと思っており、

子どもに対してしっかりしつけをする傾向にある。子ども

のころにしつけをされたと思っている母親は、まず子ども

を受容する傾向がある。子どものころ、自分の言いなりに

親が育ててくれた母親は、子育てには無関心となるが、子

どもは受容する傾向が見られた。(図 2) 
男性は、自分の受けた成育歴をそのまま、子どもへの態

度に反映させているが、女性は必ずしも成育歴のまま育児

をしているわけではないことが分かった。それは、親から

受けた養育を参考にしつつも、自分でネットや雑誌、自分

の親やママ友の話などから情報を集め、自分が良いと感じ

たことと、良くないと感じたことを自分なりに考え育児を

しているのではないかと考えられる。 
 

研究２ 

目的 

父母の育児に対する意識や行動にどのような違いがあ

るかを検討する。 
 

方法 

父母の成育歴を高中低に分け、９通りの組み合わせをつ

くり、その組み合わせごとの夫婦の現在の育児と認識のず

れ(父親の得点-母親の得点)について、父親と母親の２要因

参加者間分散分析を行った。 
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修論（抄録） 

養護教諭の職務に関する研究 

―保健室来室理由からみた課題― 
 

A Study on Working Duties of Yogo Teacher and Themes 
- From High School Students’ Circumstances of Coming to School Infirmary - 

 
G110002 川畑 幸代 

Yukiyo Kawabata 
指導教員：加藤象二郎 

 

キーワード：養護教諭、保健室、生徒、保健室利用記録 

 
はじめに 
 養護教諭の実務からその職務が多種多様であり、生徒対

応しながら、報告・連絡を平行処理する場合も多い。外科

的処置では救急処置後、学校医や医療機関、保護者との連

絡調整を実施しなければならない。また内科的主訴は対応

が複雑な場合が多く、保護者や教職員との相談に長時間を

必要とする。相談業務には、客観的事実や情報の必要性を

痛感した。 
 
目 的 
 養護教諭の相談業務や保健室経営には保健室利用状況

に関する客観的情報が不可欠と思われる。匿名性を意識し

た全国規模調査１）が多い中で、単一校についてのこの種研

究や報告は少ない２）。本研究はこうした背景を踏まえ、単

一校の保健室利用状況の特徴を統計的に分析し、（１）保

健室経営や相談業務への有効活用視点と（２）データ内容

の課題等を検討することが本研究の目的である。 
 
方 法 
１）期間：2013.4.1.〜2014.3.31 
２）対象：Ａ県内共学高校の保健室データ 
３）分析データ項目：学年、性別、来室月・曜日、時間割

区分、滞在時間、来室理由 
 
結 果 
保健室に来室した生徒の内訳は、外科系の対応件数は849
件、内科系の対応件数は1939件で外科系の約2.3倍であ

った。データ項目中に「不明」のものは分析除外。 
１）外科系傷害について（図１） 
外科系の来室理由では、「痛み（捻挫、打撲、筋肉痛等）」

が200件（27.7％）、次いで「擦過傷」が128件（15.1％）、

「捻挫」の84件（9.9％）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 外科系主訴の来室件数 
 

１学期では５月〜６月が190件、２学期では９月～11月

の合計が386件。２学期は体育大会や文化祭の時期で外傷

が多く、特に女子生徒の怪我が多いのが特徴。 
(1)運動器傷害は高２女生徒が最も多く、傷害部位では有意

に 上 肢 部 、 次 い で 下 肢 部 、 体 幹 部 で あ っ た

（χ2(5)=352.45,p<.01）。 
(2)来室理由は「痛み」が有意に多く、女生徒は男子生徒の

約２倍(p=0.0034)。 
(3)時間割では３限目の授業時間と直後の休み時間、放課後

で特に女生徒が多い。 
 
２）内科系主訴について（図２） 
内科系理由では、「頭痛（446件）」、「吐き気」（284件）、

「胃・腹痛」（258件）であった。 
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修論（抄録） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 内科系主訴の来室件数 

 
 (1)「休養希望」が２学期９月に（９０名）、「頭痛」で９

～１１月に多い。１学期では５月の「頭痛」が６０名／月

で多く、三寒四温の時期と関係しているかもしれない。 
(2)保健室滞在時間長では、頭痛・吐き気・胃痛・腹痛で２

時間を超える滞在時間。対話希望（５分程度）や過呼吸生

徒数は少数だが、メンタル面における時間配分の難しさが

背景にあるかもしれない。 
(3)時間割との関係をみると、授業合い間の休み時間に来室

する生徒が「頭痛」で多い。 
(4)内科系での来室理由の原因分析が可能な個人生活情報

が記録されていなかった。 
３）主成分分析について（図３） 
離散型データが多いため、これらデータ項目を統合しえる

尺度を求める主成分分析を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 外科系データ主成分分析結果 

 
外科系データでは２つの主成分で 90％の寄与率、これら

の主成分を「滞在時間」と「部位性別」と命名。内科系デ

ータでは２つの主成分で 33％の説明率で、効率的な主成

分抽出は出来なかったが、「来室時期」と「性別・滞在時

間」と命名。 
４）養護教諭としての職務について 
今回の収集データからは来室生徒への主訴対応の統計

的検討のみで養護教諭の職務内容、連絡調整や相談業務等

のデータが無いためその職務負担については分析できな

かった。単純積算で生徒の外科系理由の滞在時間は延べ

5174h、内科系理由では 63481h、合計 68655h である。

収容人数や養護教諭複数配置を配慮しても養護教諭一人

当の対応密度は過重と推測される。このことは「相談希望」

生徒への対応時間は２５分未満が４名、５１分以上が５名

という数字から推測される。 
 
考察および今後の課題 
１）運動器傷害については捻挫・打撲やこれに起因する痛

みの発生・受傷部位は圧倒的に下肢部と上肢部に集中、女

生徒の受傷が有意に多い。発生時期のデータは記載されて

いるが発生場所・活動内容等の関連情報が不明、安全対策

上の必要情報である。 
２）内科系ではいずれの主訴において女生徒と男生徒の比

率は７０％対３０％。安林２）によると季節の変わり目の服

装、生活内容、勉学意欲あるいは友人関係や家族関係とい

ったメンタルな要因が関与していると考えられるが、これ

ら要因の関与度を推定しえる記録情報の収集が今後の課

題。 
３）主成分分析を適用した結果、内科系の主訴で来室する

生徒の要因を特定する説明変数では不十分で匿名性に配

慮した自記式アンケート形式の採用が望まれる。 
４）養護教諭の連絡調整や相談業務に関連するデータがな

かったため業務負担度の分析ができるデータの収集法が

課題。 
 
１）采女智津江、児童生徒の健康状況と保健室の役割、児童心理、
63巻14号、2013 
２）長澤美代子他、高校生の保健室利用状況に関する一考察、湊
川女子短期大学紀要、75-80,1999 
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大学教員の教育研究活動 
 

著書 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 平田幸正先生 追悼の記 : 平田幸正先生に捧げ

る 

東京女子医科大学糖

尿病センター 

(pp.83-84) 

2015 年 1 月 

安念保昌 『人と人はどうかかわっているか －社会的認知

と社会的態度―』in 小林芳郎編著『新しい心理学

へのアプローチ』 

保育出版社 

 

2014 年 12 月

山本 恵里子 北米エスニシティ研究会『北米の小さな博物館―

―「知」の世界遺産 3』 

（「自治と同化の狭間で――フアラパイ牧場とス

カイウォーク」担当） 

彩流社 2014 年 

中林恭子 「児童養護施設の職員を支えるコンサルテーショ

ン」 

山口智子編『働く人びとのこころとケア 介護

職・対人援助職のための心理学』遠見書房 

遠見書房 2014 年 9 月 

 

川瀬基弘（共著） 11．貝類．岐阜市の自然情報～岐阜市自然環境基

礎調査～ 

岐阜市役所自然共生

部自然環境課 

2014 年 

川瀬基弘（共著） 設楽層群の古生物－新城市およびその周辺地域か

ら産出した化石の紹介－．in「新城市の自然誌 地

学編－後世に残したい新城市の地質遺産－」 

新城市立鳳来寺山自

然科学博物館 

2015 年 1 月 

川瀬基弘（共著） 「岐阜市の注目すべき生きものたち（岐阜市版レ

ッドリスト・ブルーリスト 2015）」 

岐阜市役所 自然共生

部 自然環境課 

2015 年 3 月 

後藤多知子 養護教諭ならではの「保健室来室記録」を 健 康 教 室 増 刊 号

2015・7 東山書房 

2015 年 07 月

 

総説 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 大学における保健管理センターの果たす役割:保

健管理センター教員生活33年5ヶ月を振り返って

(公財)全国大学保健

管理協会 創立 50 周

年記念特集号 平成 26

年(CAMPUS HEALTH特別

号).(pp.29-31) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造・森圭子 運動療法 診断と治療.102巻9号 

(pp.1307-1313) 

2014 年 9 月 

佐藤祐造 総説 食習慣・運動習慣と生活習慣病:糖尿病を中

心として 

瀬木学園紀要.第 8 号

(pp.1-6) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造 愛知学院大学心身科学部健康科学科 心身科学会

講演会「生活習慣病論と健康スポーツ医学−愛知学

院大学での 10 年−」講演内容 

愛 知 学 院 大 学 論 叢 

心身科学部紀要.第 10

号(pp.45-46) 

2014 年 12 月

佐藤祐造 日本総合健診医学会学術研修会報告(2014 年 9

月.27) 総合健診・人間ドックにおける糖代謝管

理・指導の必要性 

総合健診.41 巻 6 号

(p.675) 

2014 年 11 月

津田謹輔・津田雄介・ 

佐藤祐造 

連載 糖尿病の運動療法(企画編集:佐藤祐造)

運動と栄養の関連 エネルギー代謝面から 

月刊糖尿病.7 巻 3 号

(pp.81-91) 

2015 年 3 月 
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原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

Sakane N・Sato J・Ts

ushita K・Tsujii S・

Kotani K・Tominaga 

M・Kawazu S・Sato Y・

Usui T・Kamae I・Yo

shida T・Kiyohara 

Y・Sato S・Tsuzaki 

K・Takahashi K and K

uzuya H 

Effect of baseline HbA1c level on the develo

pment of diabetes by lifestyle intervention 

in primary healthcare settings: insights fro

m subanalysis of the Japan Diabetes Preventi

on Program. 

BMJ Open Diabetes Re

search & Care.(2:000

003.doi:10.1136/bmjd

rc-2013-000003) 

2014 年 4 月 

服部雅人・内藤正和・

小林亮平・水藤弘吏・

池山将成・荒川聡美・

渡邉智之・齊藤満・ 

佐藤祐造 

健康行動継続のための短期的支援の有効性につい

て−生活習慣病予防教室を対象として− 

愛知学院大学論叢心身

科学部紀要.第 10 号

(pp.29-39) 

2014 年 12 月

Arakawa S・Watanabe 

T・Sone H・Tamura Y・

Kobayashi M・Kawamor

i R・Atsumi Y・Oshid

a Y・Tanaka S・Suzuk

i S・Makita S・Ohsaw

a I and Sato Y 

The factors that affect exercise therapy for

 patients with type 2 diabetes in Japan: a n

ationwide survey. 

Diabetology Internat

ional.6 巻(pp.19 - 2

5) 

2015 年 3 月 

渡辺美恵・山田小夜

子・土田満 

養護教諭の研究活動と職務への自己効力感との関

連―研究活動の現状についての調査結果の分析―

東海学校保健研究 

（vol.38,45-56） 

2014 年 

成瀬眞佐子・土田満 聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援に関す

る検討（第１報） 

瀬木学園紀要 

(第 8号,16-23) 

2014 年 8 月 

八木明彦・大八木麻

希・川瀬基弘・横山亜

希子 

藤前干潟の底泥・海水における炭素・窒素の除去

－潮溜まり・底泥間隙水・二枚貝中心として－ 

陸の水 2014 年 

上原正子・大場和美 

加藤象二郎 

箸の持ち方・使い方の発達段階別の差異 瀬木学園紀要 第 8号 2014 年 3 月 
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大学教員の教育研究活動 
 

研究報告 

著者 題目 組織 発表年月 

村松常司・梶岡多恵

子・林典子・下村淳子・ 

後藤多知子 

養護教諭をめざす学生を対象とした「養護教諭の

力」を高めるためのサマーセミナーを実施して 

東海学校保健研究 2014 年 02 月 

川瀬基弘・蜂矢喜一郎 三重県一志層群の軟体動物化石(第一部)－

Shibata(1970)論文の翻訳－ 

東海化石研究会誌化

石の友 

2014 年 

市原俊・坂井英里・森

山昭彦・川瀬基弘 

岐阜市におけるコモチカワツボの分布と遺伝的特

徴 

陸の水 2014 年 

上原正子・西尾素子・ 

林紫・伊與田敬子・ 

浅田由美・丸山真奈

美・足立己幸 

食育の評価に「観点別学習状況の評価」の視点を

とりこむことの可能性の検討 

－「さかな丸ごと探検ノート」を教材とする授業

をもとにー 

名 古 屋 学 芸 大 学 健

康・栄養研究所第７号 

2015 年 3 月 

 

 

資料 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 血糖値 30 で病院行き「清原和博」の生活が荒れて

いる 

週刊新潮.59 巻 14 号

(p.34) 

2014 年 4 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 時間栄養学

の活用で効果的な血糖コントロールを 

ひとつぶ日和.5 月号

(pp.10-12) 

2014 年 5 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 おさらい!

血糖コントロールと深く関わる膵臓のはたらき 

ひとつぶ日和.7 月号

(pp.10-13) 

2014 年 7 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health  夏のくだもの INFORMO. 81 巻(p.8) 2014 年 6 月 

佐藤祐造 「長生きしたけりゃ ふくらはぎをもみなさい」

はインチキ本だ! 

週刊文春.7 月 3 日号

(pp.150-153) 

2014 年 7 月 

佐藤祐造 「清原和博」がシコふんじゃった 週刊新潮.7 月 17 日号

(p.15) 

2014 年 7 月 

佐藤祐造 “インチキ健康本”にダマされるな! 週刊文春.8 月 7 日号

(pp.128-130) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造 「健康食品」実は 9 割が効果なしという 2 兆円市

場の「疑似科学」「エセ医学」 

週刊新潮.8 月 14・21

日夏季特大号

(pp.64-68) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 糖尿病と骨

粗鬆症との深い関わり 

ひとつぶ日和.9 月号

(pp.10-12) 

2014 年 9 月 

佐藤祐造 OB 特別寄稿「名古屋大学医学部ラグビー部の黎明

期」 

名古屋大学医学部セ

グビー部部報.25 巻

(pp.16-17) 

2014 年 7 月 

監修・出演:佐藤祐造・

協力:山根基 

血糖値やインスリン作用の改善、糖尿病の発症予

防にも役立つ 糖尿病の運動療法 

DVD 2014 年 9 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 高血糖が老

化を早める!?～糖化たんぱく AGE とは～ 

ひとつぶ日和.11 月号

(pp.10-12) 

2014 年 11 月
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 秋の味覚 栗 INFORMO. 82 巻(p.8) 2014 年 9 月 

佐藤祐造 愛知みずほ大移転 地域に感謝し講演 中日新聞.11月19日付

(p.15) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 「超高齢社会」から「健康長寿社会」へ導くリー

ダーを育成するために 

日本経済新聞.11月 14

日付(p.23) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 くらしの泉 Health かぜ症候群 INFORMO. 83 巻(p.16) 2014 年 12 月

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 「糖質」「糖

類」と正しく付き合おう 

ひとつぶ日和.1 月号

(pp.10-13) 

2015 年 1 月 

佐藤祐造 生活習慣病と向き合う血糖値対策編 糖尿病の可

能性を見つけよう～糖尿病に関わるさまざまな検

査～ 

ひとつぶ日和.3 月号

(pp.10-13) 

2015 年 3 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 慢性腎臓病(CKD)は新たな国

民病 

INFORMO. 84 巻(p.8) 2015 年 3 月 

佐藤祐造 会員卓話「糖尿病は生活習慣の歪みを是正すれば

予防できる」 

一宮中央ロータリー

クラブ 2014～2015 年

度 WEEKLY REPORT. 3

月 4 日号(p.2) 

2015 年 3 月 

川瀬基弘・石黒鐐三 名古屋市内で再発見されたマルタニシ なごやの生物多様性 2015 年 

水野早苗・横山洋子・ 

村瀬瑠美・松原愛香 

 

新しい乾パンの提案 

 ～災害時でもホッとできる味を求めて～ 

愛知みずほ大学短期

大学部 

 栄養調理研究室 

2014 年 8 月 

大久保義美 International School Psychology Association

(ISPA、国際学校心理学会)の動向について 

瀬木学園紀要 2014 年 8 月 
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大学教員の教育研究活動 
 

ノート 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 名古屋市内でニッポンマイマイを発見！ 生きものシンフォニ

ー７号 

2013 年 

松原愛香・村瀬瑠美 一般消費者を対象とした食育の実践と健康度チェ

ックの結果報告 

愛知みずほ大学短期

大学部 

2014 年 8 月 

 

 

学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造・河盛隆造 シンポジウム「ここまでわかった運動療法—分子メ

カニズムから臨床まで—」(座長) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

佐藤祐造 シンポジウム「ここまでわかった運動療法—分子メ

カニズムから臨床まで—」シンポジウムのねらい

(学会発表) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

岡田節朗・古川理志・

高橋博幸・池尻真希

子・高橋良太・佐藤祐

造 

スタチン製剤内服が糖尿病患者の筋力トレーニン

グ効果に及ぼす影響(学会発表) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

仲森隆子・村田和也・

門口紅・西浜康太・ 

金子竜太郎・井田諭・ 

藤原僚子・高橋宏佳・ 

渡邉智之・佐藤祐造 

2 型糖尿病患者の腹部内臓脂肪面積に及ぼす生活

リズムに関与する生活習慣についての検討(学会

発表) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

高橋良太・高橋博幸・ 

古川理志・池尻真希

子・田中淳・尾山裕介・ 

村山敏夫・岡田節朗・

佐藤祐造 

2 型糖尿病患者の歩行速度と HbA1c の関係につい

ての検討—運動習慣のある女性高齢者を対象とし

て—(学会発表) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

渡邊好胤・平沢良和・

岩崎真宏・桑原匠司・

山根俊介・田村好史・

三浦順之助・佐藤祐

造・清野裕 

ブルーエクササイズ運動の糖代謝に及ぼす急性効

果に関する検討(第 1報)(学会発表) 

第 57 回日本糖尿病学

会年次学術集会(大

阪) 

2014 年 5 月 

大熊康裕・金倉洋一・

金子幸夫・佐藤祐造 

辛温解表剤による肥満症治療の有効性について-

クリニック受診者 279 名の検討-(学会発表) 

第 65 回日本東洋医学

会学術総会(東京) 

2014 年 6 月 

佐藤祐造 シンポジウム 1「周術期管理～食事運動療法の面

から～」術後の運動療法(学会発表) 

第 32 回日本肥満症治

療学会学術集会(大

津) 

2014 年 7 月 

仲森隆子・村田和也・

門口紅・西浜康太・ 

金児竜太郎・井田諭・

藤原僚子・高橋宏佳・

渡邉智之・佐藤祐造 

2 型糖尿病患者の腹部内臓脂肪面積に及ぼす生活

リズムに関与する生活習慣についての検討(学会

発表) 

第 64 回日本体質医学

会総会(大阪) 

2014 年 9 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造・細井雅之 パネルディスカッション「糖尿病患者に対する運

動療法・生活指導をどう行うか?」(座長) 

第 33 回日本臨床運動

療法学会学術集会(大

阪) 

2014 年 9 月 

佐藤祐造 パネルディスカッション「糖尿病患者に対する運

動療法・生活指導をどう行うか?」パネルディスカ

ッションのねらい(学会発表) 

第 33 回日本臨床運動

療法学会学術集会(大

阪) 

2014 年 9 月 

飯田裕二・武石宗一・

伏見宣俊・田中和彦・

佐藤祐造 

2型糖尿病患者における食後15分間の歩行運動が

血糖変動に及ぼす影響の検討(予報)(学会発表) 

第 33 回日本臨床運動

療法学会学術集会(大

阪) 

2014 年 9 月 

佐藤祐造 教育講演「日常生活での肥満予防—高齢者の介護予

防運動から—」(座長) 

第 35 回日本肥満学会

(宮崎) 

2014 年 10 月

押田芳治・楠正隆・ 

佐藤祐造 

シンポジウム「運動療法を普及するには」スポー

ツ施設と連携した運動療法(学会発表) 

第 25 回日本臨床スポ

ーツ医学会学術集会

(東京) 

2014 年 11 月

稲垣博・吉田衞・小島

邦義・濱島崇・長嶋正

實、渡邉智之・宮尾克・

佐藤祐造・平光伸也・

纐纈雅明・吉田貴・ 

伊藤宣夫・柵木充明 

平成 21 年 4月改正「学校保健安全法」に伴う学校

医活動の今後の在り方について(試案)(学会発表)

平成 26年度第 45回全

国学校保健・学校医大

会 第 1分科会〔から

だ・こころ(1)〕学校

保健・安全に関する諸

問題の取り組み(金

沢) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 教育講演「教育現場での食物アレルギーへの対応」

(座長) 

第 61 回一般社団法人

日本学校保健学会学

術大会(金沢) 

2014 年 11 月

下村淳子・森田一三・

中垣晴男・大澤功・ 

佐藤祐造 

学校管理下において児童生徒が入院となる負傷と

運動との関わりについて-運動種目別にみた入院

リスクの検討-(学会発表) 

第 61 回一般社団法人

日本学校保健学会学

術大会(金沢) 

2014 年 11 月

河盛隆造・佐藤祐造 シンポジウム「運動療法 up-to-date」(座長) 第 49 回糖尿病学の進

歩(岡山) 

2015 年 2 月 

佐藤祐造 (理事長) 第 19 回日本体力医学

会東海地方会学術集

会(名古屋) 

2015 年 3 月 

長谷部武久・佐藤祐造 運動習慣は性格と学業成績に影響を与える(学会

発表) 

第 19 回日本体力医学

会東海地方会学術集

会(名古屋) 

2015 年 3 月 

宮島彩・宮島洋子・ 

土田満 

管理栄養士課程の学生の調理技術と日常の食生活

との関連―入学時における食事作りを中心とした

検討― 

第 61 回日本栄養改善

学会学術総会 

2014 年 8 月 

渡辺美恵・山田小夜

子・土田満 

養護教諭の研究活動と職務に対する自己効力感と

の関連（第１報）－研究活動の現状についての調

査結果の分析－ 

日本養護教諭教育学

会第 21 回学術集会 

2014 年 10 月

成瀬眞佐子・土田満 聴覚障害者が駅を利用する際に必要な支援に関す

る検討～第２報 

第 73 回日本公衆衛生

学会総会 

2014 年 11 月
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大学教員の教育研究活動 
 

著者 題目 組織 発表年月 

土田満 コンビニの食品からコンビニの食品から垣間見え

る健康志向 

第 14 回日本ベジタリ

アン学会総会 

2014 年 11 月

安念保昌 

 

自尊感情と囚人のジレンマゲーム 

 

日本心理学会第 77 回

大会 

2013 年 9 月 

 

安念保昌・高橋徹 

 

愛着スタイルと囚人のジレンマゲーム 

 

日本社会心理学会第

54 回大会 

2013 年 11 月

 

安念保昌 

 

協調行動における性差に関わる要因 

：PD ゲームにおける報酬と他者認知を中心に 

日本人間行動進化学

会第 6回大会(座長) 

2013 年 12 月

 

安念保昌・宮本邦雄 

 

PD ゲームにおける言葉掛けといじめ経験の相互

作用 

日本心理学会第 78 回

大会 

2014 年 9 月 

 

山本恵里子 「オリンピックを通してみる戦中間の日系アメリ

カ人のアイデンティティ――1936 年ベルリン大

会開催から 1940 年東京大会返上まで」 

北米エスニシティ研

究会例会、関西学院大

学梅田キャンパス 

2014 年 7 月 

中林恭子・後藤和史・ 

加藤里香 

「児童養護施設直接処遇職員の主張性の問題につ

いて－P-F スタディを使用した面接を通して－」

日本心理学会第 78 回

大会 

2014 年 9 月 

上原正子・林紫・ 

伊與田敬子・浅田由

美・丸山真奈美・西尾

素子・足立己幸 

評価枠組みの検討をふまえた食育プログラム作成

－「さかな丸ごと探検ノート」を教材として－ 

 

第 61 回日本栄養改善

学会 

2014 年 9 月 

久保田英助・樫内久義・

阪美里 
未来デザイン講座「日本語コミュニケーション」の特徴と

課題 
初年次教育学会 
第 7回大会 

2014 年 9 月 

山根基・種田行男・ 

高見京太 

小学生の運動習慣形成を目的とした家庭用体操ロ

ボットの有用性検討－体操実施頻度の状況につい

て－ 

第 23 回日本健康教育

学会 

2014 年 7 月 

山根基・種田行男・ 

加納政芳・高見京太・

大和信夫 

小学生の運動習慣形成を目的とした家庭用体操ロ

ボットの有用性検討～量的および質的評価につい

て～ 

第 17 回日本運動疫学

会学術総会 

2014 年 9 月 
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講演会 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病の運動療法をめぐる最近の話題」 

(講演会) 

糖尿病三位一体セミ

ナー(東京) 

2014 年 4 月 

佐藤祐造 糖尿病の予防:食生活と運動の重要性(講演会) 犬山警察署健康講話

(犬山) 

2014 年 5 月 

佐藤祐造 糖尿病の予防と治療をめぐる最近の話題(講演会) 糖尿病に関する講演

会(日本たばこ産業

(株))(東京) 

2014 年 5 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病の予防・治療～運動療法を中心

にして～」(講演会) 

第 1回 CKD 病診連携講

演会 in 金山(名古屋) 

2014 年 6 月 

佐藤祐造 糖尿病患者への処方設計(講演会) NCP第27回オープンセ

ミナー(名古屋臨床薬

剤師会)(多治見) 

2014 年 7 月 

佐藤祐造 内科的疾患(脂質異常症・糖尿病)予防改善のため

のアクアフィットネスの適応と禁忌(講演会) 

平成 26 年度第 2 回メ

ディカルアクアフィ

ットネスインストラ

クター(内科的疾患予

防改善)講習会(日本

スイミングクラブ協

会)(東京) 

2014 年 6 月 

佐藤祐造 特別講演「児童・生徒のスポーツ活動と栄養」(講

演会) 

岐阜県医師会学校医

部会研修総会・健康ス

ポーツ医合同研修会

(岐阜) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造 特別発言「運動療法に関する最近のエビデンス」

(講演会) 

第 3回一宮西部糖尿病

病診連携の会(一宮) 

2014 年 8 月 

佐藤祐造 総合健診・人間ドックにおける糖代謝管理・指導

の必要性(講演会) 

一般社団法人日本総

合健診医学会平成 26

年度学術研修会(東

京) 

2014 年 9 月 

佐藤祐造 老化防止に役立つ運動～生涯現役を目指して(講

演会) 

根本校区悠光クラブ

健康講座(多治見) 

2014 年 10 月

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題」

(講演会) 

第 2回相楽糖尿病診療

を考える会～地域で

のチーム医療の展開

を目指して～(京都) 

2014 年 10 月

佐藤祐造・野村雅則 特別講演「これからの生活習慣病対策はどうな

る?」～国の健康・医療戦略の動向を踏まえて～(座

長) 

第 4回アディポネクチ

ン講演会(名古屋) 

2014 年 10 月

 

 

 

 

157



大学教員の教育研究活動 
 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 糖尿病の予防:食生活と運動の重要性(講演会) 一宮警察署教養講話

(一宮) 

2014 年 10 月

佐藤祐造 生活習慣病(NCD)がん(悪性新生物)(講演会) 平成 26 年度健康運動

指 導 士 養 成 講 習 会 

後期 愛知会場(名古

屋) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 生活習慣病(NCD)耐糖能異常、糖尿病(講演会) 平成 26 年度健康運動

指 導 士 養 成 講 習 会 

後期 愛知会場(名古

屋) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 特別講演「糖尿病の予防・治療と運動」(講演会) 世界糖尿病デー 市

民公開講座シンポジ

ウム(盛岡) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 糖尿病にならない、なっても共に長生きしよう(講

演会) 

愛知みずほ大学講演

会(豊田) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 運動で糖尿病の予防・治療を行おう(講演会) 愛知みずほ大学公開

講 座  糖 尿 病 の 予

防・治療を考える～運

動との関連から～(名

古屋) 

2014 年 11 月

佐藤祐造 セミナー総括(講演会) 日医生涯教育協力講

座 セミナー 新し

いステージを迎えた

糖尿病医療(名古屋) 

2014 年 12 月

佐藤祐造 特別講演「糖尿病運動療法をめぐる最近の話題」

(講演会) 

第 13 回糖尿病運動療

法研究会 2nd STAGE(静

岡) 

2015 年 1 月 

佐藤祐造 糖尿病の運動療法～理論と指導方法～(講演会) 第 10 回東三河糖尿病

セミナー学術講演会

(豊橋) 

2015 年 2 月 

佐藤祐造 糖尿病は生活習慣の歪みを是正すれば予防できる

(講演会) 

一宮中央ロータリー

クラブ会員卓話(一

宮) 

2015 年 2 月 

佐藤祐造 糖尿病の運動療法～最近のエビデンスと指導方法

～(講演会) 

平成 26 年度愛知県糖

尿病対策推進会議学

術講演会(名古屋) 

2015 年 2 月 

長嶋正實・佐藤祐造 シンポジウム「心臓病を持った児童生徒について」

(座長) 

平成 26 年度学校保健

シンポジウム(主催:

愛知県医師会)(名古

屋) 

2015 年 3 月 

佐藤祐造 肥満症の予防・治療(講演会) 武田薬品工業(株)社

外講師勉強会(名古

屋) 

2015 年 3 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 肥満予防改善のためのアクアフィットネスの適応

と禁忌(講演会) 

平成 26 年度第 6 回メ

ディカルアクアフィ

ットネスインストラ

クター(肥満予防改

善)講習会(東京) 

2015 年 3 月 

土田 満 健康へ栄養学からの誘い～生活習慣病を予防して

アンチエイジング～ 

愛知教育大学同窓会

54 年次研修会 

2014 年 02 月

土田 満 植物性食品の豊富な食事で健康に？～ベジタリア

ンと健康～ 

常葉大学大学院健康

栄養学専攻特別講義 

2014 年 7 月 

土田 満 健康科学について 名古屋市立緑高等学

校 

2014 年 7 月 

土田 満 栄養学から見た長寿へのヒント 名古屋市教育委員会

学校教育部教職員課 

2014 年 8 月 

土田 満 健康へ 栄養学からの誘い～ミネラル、ビタミンの

知識を生活に～ 

名古屋市教育委員会

生涯学習課シリーズ

講座 

2014 年 11 月

土田 満 健康へ 栄養学からの誘い～生活習慣病を予防し

てアンチエイジング、そして長寿へ～ 

名古屋市教育委員会

生涯学習課シリーズ

講座 

2014 年 12 月

土田 満 “食べる”から元気のヒント発見～世界の長寿地

域調査から～ 

名古屋西生涯学習セ

ンター主催シリーズ

講座 

2015 年 1 月 

土田 満 若者の食の乱れは深刻～生活習慣を予防、食事で

いきいきと 

三菱電機ビルテクノ

サービス労働組合食

育セミナー 

2015 年 1 月 

上原正子 学校給食の献立作成について 愛知県教育委員会 2014 年 8 月 

上原正子 「生きる力」は食育から 愛知県教育委員会学

校食育推進者養成講

座 

2014 年 8 月 

 

上原正子 栄養管理の課題と改善 

―個に応じた栄養量の提供－ 

愛知県教育委員会栄

養教諭５年目研修 

2014 年 8 月 

 

上原正子 元気は健康な体から!毎日の食事の大切さを学ぶ 名古屋市瑞穂生涯学

習センター 

2014 年 9 月 

 

上原正子 食事が子どもの未来を創っていく 西尾市立三和小学校

家庭教育学級 

2014 年 10 月

 

上原正子 食に関する相談活動 愛知県教育委員会新

規採用栄養教諭研修 

2014 年 11 月

 

上原正子 バランスの良い食事とはどんな食事？ 清須市 2014 年 11 月

上原正子 名古屋の食文化にふれる！名古屋食を作ってみよ

う 

名古屋市生涯教育セ

ンター 

2014 年 12 月

上原正子 乳幼児期から生涯とおして うす味習慣を定着さ

せよう 

岐阜県西濃保健所 2014 年 12 月
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大学教員の教育研究活動 
 

著者 題目 組織 発表年月 

上原正子 名古屋の食文化にふれる！名古屋食を作ってみよ

う 

名古屋市生涯教育セ

ンター 

2014 年 12 月

上原正子 乳幼児期から生涯とおして うす味習慣を定着さ

せよう 

岐阜県西濃保健所 2014 年 12 月

上原正子 きちんとした食生活があなたの体をつくる 豊橋市立牟呂中学校 2015 年 1 月 

上原正子 今、必要な食育とは？学校の食育・家庭の食育 安城市学校保健会 2015 年 1 月 

上原正子 食を通して育む健康 北名古屋市 2015 年 3 月 

 

 

その他 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 ヨーロッパからの侵入者 チャコウラナメクジ 岐阜新聞 2013 年 1 月

17 日号 

2013 年 1 月 

川瀬基弘 小さな陸貝，市街地でも ナミコギセル 岐阜新聞 2013 年 3 月

21 日号 

2013 年 3 月 

川瀬基弘 岐阜市最大の淡水二枚貝 ヌマガイ 岐阜新聞 2013 年 6 月

13 日号 

2013 年 6 月 

川瀬基弘 触角は２本，眼は付け根に 陸貝・アツブタガイ 岐阜新聞 2013 年 8 月

22 日号 

2013 年 8 月 

川瀬基弘 体長数ﾐﾘ，落ち葉に生息 カサキビガイ 岐阜新聞 2013 年 11 月

14 日号 

2013 年 11 月

川瀬基弘 岐阜市でも真珠作れる？ カワシンジュガイ 岐阜新聞 2014 年 1 月

30 日号 

2014 年 1 月 

川瀬基弘 腐敗した軟体を食べる？ タワラガイ 岐阜新聞 2014 年 4 月

24 日号 

2014 年 4 月 

川瀬基弘 愛嬌ある水田の妖精 ヒラマキミズマイマイ 岐阜新聞 2014 年 6 月

19 日号 

2014 年 6 月 

川瀬基弘 外来種の陸貝，繁殖懸念 オオベッコウマイマイ 岐阜新聞 2014 年 9 月

18 日号 

2014 年 9 月 

川瀬基弘 毛が生えたカタツムリ オオケマイマイ 岐阜新聞 2014 年 11 月

20 日号 

2014 年 11 月

川瀬基弘 陸貝新種，見つかるかも ビロウドマイマイ 岐阜新聞 2014 年 12 月

25 日号 

2014 年 12 月

川瀬基弘 透けて見える斑点模様 ウスカワマイマイ 岐阜新聞 2015 年 1 月

15 日号 

2015 年 1 月 

川瀬基弘 日本一美しい大型陸貝 クチベニマイマイ 岐阜新聞 2015 年 2 月

19 日号 

2015 年 2 月 

中林恭子 自信をもって話せるようになろう 起工業高等学校 2014 年 5 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

中林恭子 豊田市教職員 10 年研修 

児童・生徒のより良い対応を考える―対応困難事

例を中心に― 

豊田市教育センター 2014 年 6 月 

中林恭子 らく・楽子育てセミナー 豊明市保健センター 2014 年 8 月 

～9月 

中林恭子 らく・楽子育てセミナー 豊明市保健センター 2014 年 11 月

～12 月 

中林恭子 臨床心理学から見た子どもの発達その１ 西陵高等学校 2014 年 12 月

中林恭子 臨床心理学から見た子どもの発達その２ 西陵高等学校 2015 年 1 月 

中林恭子 名高教育研究集会 
発達障碍とその対応 

名古屋市立高等学校

教員組合 

2015 年 2 月 

中林恭子 らく・楽子育てセミナー 豊明市保健センター 2015 年 2 月 

～3月 

山根基 健康づくりにおける運動の役割 三菱ビルテクノサー

ビス出張講座 

2015 年 1 月 

西原香保里 

 

答申：豊田市生涯学習センター交流館の役割と機

能の見直しについて(副会長) 

豊田市生涯学習審議

会 

2014 年 9 月 

西原香保里 豊田市障がい学習センター交流館全体研究集会

(分科会助言者) 

豊田市文化振興財団 2015 年 1 月 

西原香保里 豊田市障がい者計画“障がい者ライフサポートプ

ラン 2015”(障害者専門分科会会長) 

豊田市社会福祉審議

会 

2015 年 3 月 

西原香保里 第４期豊田市障がい福祉計画<平成 27 年度～平成

29 年度>(障害者専門分科会会長) 

豊田市社会福祉審議

会 

2015 年 3 月 

西原香保里 豊田市高年大学地域交流学科講座 

交流の意義を理解する① 今“交流”が求められ

る理由を考える 

豊田市ヤングオール

ドサポートセンター 

2014 年 11 月

西原香保里 豊田市高年大学地域交流学科講座 

交流の意義を理解する② “交流”を通して学ん

だこと 

豊田市ヤングオール

ドサポートセンター 

2015 年 1 月 

西原香保里 豊田市高年大学共通講座 

これからの地域活動に向けて ～高年大学での学

びを地域にいかす～ 

豊田市ヤングオール

ドサポートセンター 

2015 年 1 月 

西原香保里 豊田市高年大学地域交流学科講座 

交流の意義を理解する③ “交流”の技を活かす

豊田市ヤングオール

ドサポートセンター 

2015 年 2 月 

後藤多知子 ランチョンセミナー座長 日本健康相談活動学

会第 11 回学術集会 

2015 年 2 月 

後藤多知子 一般演題発表座長 第 12 回日本教育保健

学会 

2015 年 3 月 

後藤多知子 平成 26 年度学生授業評価ベストレクチャー賞 愛知みずほ大学 2015 年 3 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。 

 

                                      記 

 

○論文題目 

 

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

 

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

                                         

○著者の所属と身分 

      氏   名        所     属         身  分 

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

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

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

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

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

 

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。） 

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

     ６．その他(具体的に：        ) 

 

○使用ワープロソフト名 ［                   ］ 

＜注意事項＞ 

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

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

領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。 

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

える場合は受理されないことがあります。 

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

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

名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。 

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

1．投稿有資格者 

 投稿有資格者は次の通りとする。 

（1）愛知みずほ大学教員（非常勤講師を含む）、愛知みずほ大学短期大学部教員（非常勤講師

を含む）、愛知みずほ大学瑞穂高等学校教員 

（2）愛知みずほ大学大学院院生、大学院修了者および研究生 

（3）愛知みずほ大学学部学生、卒業生および研究生 

 (4) 愛知みずほ大学短期大学部学生および卒業生 

（5）その他、特に紀要委員会で承認された者 

 

2．投稿原稿の区分 

 投稿原稿の区分は原則として、総説、原著論文、ノート、資料、情報およびその他に区 

分する。その他には修士論文ならびに卒業論文を含めるものとする。 

いずれも印刷物として未発表のものに限る。なお、総説は原則として紀要委員会が依頼し 

たもの、あるいは、紀要委員会があらかじめ認めたものとする。ノートとは原著論文に比 

べて簡単なもので独創性のあるもの、資料とは資料として価値のあるもの、あるいは簡単 

な実験結果または調査結果等をまとめたもの、情報とは新規な情報（用語解説、国際会議 

報告なども含む）として価値のあるものとする。その他、紀要委員会が企画あるいは依頼し 

たもの、または認めたものを掲載することがある。 

 

3．原稿の体裁 

（1）原稿は原則として和文または英文とする。ただし、その他の外国語論文も認めること 

   がある。 

（2）原稿は英文抄録を付ける。その構成は題目、氏名、所属、 

   200 語以内の要約（和文を併記）、5語以内のキーワード（和文を併記）とする。 

（3）原稿の作成は、紀要委員会が作成した原稿作成用フォーマットに準拠するものとする。 

   その他については別途定める。 

 

4．図表について 

（1）本文とは別紙とし、本文右端にそれらの挿入位置を明記する。 

（2）図 1、図 1、表 1、表 2（第 1図、第 2表などとしない）のように通し番号を付ける。 

なお、写真は図に含めるものとする。 

（3）用紙 1枚につき 1つの図表等を記入または貼り付けする。なお、掲載時における 2 

   種の横方向サイズ、すなわち 15cm もしくは 7cm のいずれかを選択し、用紙最上段に 

   明記する。 

（4）原稿末尾に全図表の表題および説明文をまとめて記入する。 

（5）原図は活字となる部分を除き、そのまま製版が可能なものとする。製版が不適当で 

   あると認められる図は描き直すことも可能であるが、それに関わる実費は著者負担 

   とする。 

（6）カラー原稿による投稿の場合、これに関わる経費は著者負担とする。 
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5．引用文献の表記方法 

（1）次の 2種の方式、すなわち、（A）本文中引用順列記方式および（B）著者姓アルフ 

   ァベット順列記方式のいずれかを選択できるものとする。稿末での文献列記におい 

   ては、著者が 3名以内なら全員、4名以上なら筆頭者のみを記す。雑誌名の省略形 

   について、医学医療系の論文では、日本医学図書館協会編:日本医学雑誌略名表、 

   外国のものは Index Medicus 所載のものに従う。また、自然科学系、人文社会系の 

     論文では、それぞれの分野の慣例に従い、記載する。 

 （A）本文中では 1), 2), 3)・・のように片カッコを付け肩に小さく書く。稿末では通 

   し番号順に番号を添えて列記する。 

 （B）本文中に著者姓と年号を併記する。同一著者および同一年に複数の論文がある場 

   合は、（瑞穂ら、1978a）、（瑞穂ら、1978b）などと a，b，cを添えて区別する。 

   稿末では筆頭著者の姓のアルファベット順に列記する。列記における番号は不要。 

（2）稿末の文献列記形式は次の（a），（b）のいずれかとする。ただし、上記（B）を 

   選択した場合は（b）に限るものとする。 

・雑誌の場合 

（a）著者姓名：論文題名、雑誌名、巻（号）、引用最初頁一最後頁、（西暦発行年） 

 ＜例＞ 25）Mizuno, M. et a1．: Polysaccharides from Agariscus blazei  Stimulated 

     Lympbocyte T-Cell Subsets in Mice. Biosci. Biotech. Biochem.,62（3）， 

     434-437（1998）． 

（b）著者姓名（西暦発行年）：論文題目（総説のみ）、雑誌名、巻（号）、引用最初頁—最終 

    頁． 

 ＜例＞ Mizuno, M. et a1.（1998）：Polysaccharides from Agariscus blazei  Stimulated 

     Lympbocyte T-Cell Subsets in Mice.，Biosci. Biotech. Biochem., 62(3)，434- 

     437． 

・単行本の場合 

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

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

 

6．校正 

   著者は紀要委員会の要請に応じて校正を行うものとする。 

 

7．別刷について 

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

  負担とする。 

 

8．原稿提出要領 

  提出原稿は電子データとともに担当の紀要委員に提出する。 

 

9．投稿原稿の採否および掲載順序 

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

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

  原稿の場合は無料とする。 

 

11．投稿についての注意事項 

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

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

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

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

  究であることを論文中に記載する。 

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

  保護の観点から十分配慮された研究であること。 

 

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

 

13. 利益相反(COI)について  

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

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

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

  または文献の前に掲載する。COI 状態がない場合は、「申告すべき COI 状態はない。」 

  などの文言を記載する。 

 

附則 

1．本規程の改正にあたっては本学および愛知みずほ大学短期大学部の教授会にはかり、 

  その了承を得るものとする。 

2．本規程の解釈にあたって疑義が生じた場合は紀要委員会において検討し、その結果を 

  公表する。 

3．本規程は平成 17 年 11 月 14 日より施行する。 

附則（12. 著作権関係の追加） 

この規定は、平成 19 年 12 月 13 日から施行する。 

附則(内容の一部訂正と利益相反(COI)関係の追加) 

 この規程は、平成 26 年 6 月 20 日から施行する。 
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       紀要委員会委員（ｱｲｳｴｵ順） 

 上原 正子  （愛知みずほ大学短期大学部） 

 後藤 和史  （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 佐藤 祐造＊ （愛知みずほ大学大学院人間科学研究科長） 

 高橋 徹   （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 土田 満   （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 森際 眞知子 （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 渡辺 千津子 （愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科） 

 

      ＊委員長 
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