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原著 
 

教職員のわいせつ行為のニュース記事の 

テキストマイニングによる分析(2) 

― 年代コホートと時季との関連 ― 

 
Text mining analysis of news articles on educator sexual misconduct in Japan (2):  

Relation to age cohorts and seasons. 

後藤 和史 

愛知みずほ大学人間科学部 

 
Kazufumi Gotow 

Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College  

 
Abstract. 

To clarify educator sexual misconducts in Japan, text mining was conducted on text data of 1124 news articles. Text mining 

reconfirmed five themes of educator sexual misconduct (child prostitution, sexual intercourse, invasive sexual contact, 

camera/video voyeurism and child pornography) and two dimensions (physical closeness and relational closeness), and newly 

found some subtypes. Further analysis revealed that educators’ age cohorts and seasons related to themes and components of 

sexual misconduct. These results might be useful on abuse preventive education for educators and candidates. 

 
Key Word： educator sexual misconduct, text mining, news articles 
 
問題と目的 

 平成29年12月27日，文部科学省が発表した「平成28年
度公立学校教職員の人事行政状況調査について」内の『わい

せつ行為等に係る懲戒処分等の状況（教育職員）』(文部科学

省, 2017a) によると，平成28年度中にわいせつ行為やセクハ

ラによる懲戒処分を受けた公立学校の教職員は226名（男性

223名，女性3名）と前年度（224名，男性223名，女性1名）

と差は小さいものの過去 多を更新した。 
この「公立学校教職員の人事行政状況調査について」は，

精神疾患による病気休職者数など他の情報も数多く公開さ

れているが，当日，報道各社は『わいせつ教員 処分過去

多 SNSきっかけ増加』（毎日新聞, 18:00），『わいせつ行為で

処分の教員 過去 多』（NHK, 18:06），『教職員わいせつ処分、

226人＝ 多更新、公立校16年度－文科省』（時事通信, 18:10），
『わいせつ行為で教職員226人処分 129人が懲戒免職』（朝

日新聞, 18:26），『わいせつ教員処分 多、16年度226人、免

職も11人増』（共同通信, 18:28），『わいせつで処分の教員 過

去 多 SNS悪用も』（日本経済新聞, 18:29），『わいせつ教員

多 公立学校226人、SNS普及背景か 国旗・国歌処分は

過去 少』（産経新聞, 19:52），『児童生徒にわいせつ、教職員

処分は 多226人』（読売新聞, 19:59）と，教職員のわいせつ

行為による懲戒処分を前面にした見出しをつけてニュース

としている（カッコ内は報道機関および12月27日の報道時

間，資料1参照）。 
また，読売新聞の12月30日社説『教員不祥事処分 厳格

な対応で再発を防ぎたい』(読売新聞, 2017)でも，第一文で『児

童生徒へのわいせつ行為に及ぶなど、資質を欠く教員には、

厳正に対処し、再発防止につなげねばならない』と，とくに

児童生徒に対する教職員のわいせつ行為を第一に取り上げ

ている。 
このように日本では近年，教職員の児童生徒に対するわい

せつ行為が問題視されており，多くのニュースが報道される

とともに，文部科学省や教育委員会で対応がされるようにな

ってきている。一方，教職員のわいせつ行為の認知・懲戒件

数は年々増加傾向にあり，抑止に向けた対応が求められてい

るが，文部科学省の報告は静的な記述統計・クロス表集計の

みであり，方策を練るには不十分な資料と言わざるを得ない。 
これらの問題意識を受けて後藤(2017)は，犯罪・捜査心理学

を専門とする Canter らの方法論（いわゆるリバプール方式, 
Canter & Heritage, 1990など）を参考に，日本における教職員
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の児童・生徒に対するわいせつ行為に関するニュース記事を

収集し，テキストマイニングによって分析した。その結果，

教職員の児童・生徒に対するわいせつ行為が２軸（関係性の

遠近・学年の高低）に布置される５テーマ（①児童買春・②

性的交際・③一方的性的接触・④性的盗撮・⑤性的撮影）に

分類されることを見出し，各テーマに共通するストーリーを

抽出した。 

ニュース記事をベースとしたアプローチは，全国レベルで

情報を収集することが可能であり，多くのケースを得ること

が可能となる。また，１つのケースでも複数のニュース記事

から，逮捕→起訴→裁判→判決・懲戒に至る流れを追跡する

ことが可能であり，得られる情報量が多くなることが利点と

して挙げられる。 
 本研究の目的 今回の研究ではケースを増やし，２軸５テ

ーマの再確認を行うとともに，教職員の年代・時季との関連

を検討することを目的とした。 
本研究が目指す知見が共有可能になることによって，教職

員のわいせつ行為を抑止・防止するための教職員研修や教員

養成教育の方向性を定めることができることが期待される。 
 

方法 

後藤(2017)と同様，以下の(1)～(5)のプロセスで記事の収集・

分析を行ったが，分析過程の中で問題が発見されて対応した

り，記事が追加されたりしたため，実際は(1)～(5)の反復を行

っている。 
(1)ニュース記事収集 Google News や Yahoo!ニュースな

どの総合的ニュースサイトや個々の報道機関のニュースサ

イト，ニュース記事を引用してまとめて掲載したサイトから

教職員の逮捕・懲戒に関する記事を収集した。 
記事収集の指針としては，加害者が小学校～高等学校およ

び特別支援学校の教職員で，被害者・対象者が初等・中等教

育対象年代の 18 歳未満の少年少女となったものを収集した

が，誤って成人向け動画を流すなど非意図的行為に関する記

事および性的・ジェンダー差別的言動のみが問題とされた記

事は除外した。 
結果，収集された記事は小学校～高等学校の教諭・講師の

逮捕ないしは懲戒の記事がほとんどとなった。そこで警察に

よる逮捕の記事と教育委員会による懲戒の記事など，同一ケ

ースによる複数の記事は接続してひとつのケースとしてま

とめることとした。また，教育委員会による懲戒処分のまと

めのように同一記事に複数のケースが記載された記事はそ

れぞれ別件として扱った。さらに同一人物による行為であっ

ても本質的に別内容となる場合は別件として取り扱った。 
終的に2014年１月から2017年11月にかけての1124記

事が収集され，上記基準によって重複等を勘案した603ケー

スを事後の分析に供することとした。 
(2)表記ゆれの統一 収集したテキストデータに対して，

同一の語が別の語として取り扱われることがないように，英

数字を半角に統一したり（例，「ＬＩＮＥ」→「LINE」），省

略語を修正したり（例，「女子高生」→「女子高校生」，「スマ

ホ」→「スマートフォン」），より慣用的な表現に統一したり

（例，「猥褻」→「わいせつ」）するなどの修正を適宜行った。 
 (3)語・文の取捨選択 結果が語として表記されることか

ら，本研究で記載された内容から個人・地域が特定されるこ

とのないように，被疑者や懲戒対象者などの個人名，都道府

県や市町村その他の地域名は分析から除外した。 
また，分析結果の理解を容易にするため，研究目的と合致

していない語・文（例，警察・検察・裁判関連語，報道関連

語，監督責任による学校管理職教員の処分，教育委員会関係

者によるコメント，わいせつ行為をした教職員の反省の弁，

ケースと関係ない解説）も同様に分析から除外した。ただし

違反容疑の法律・条例（例，「強制わいせつ」「児童買春・ポ

ルノ禁止法」「青少年健全育成条例」）および「わいせつ（な）

行為」「ひわいな行為」は研究目的に沿うものとして分析対象

時間 報道機関 見出し 記事URL 署名
18:00 毎日新聞 わいせつ教員　処分過去 多　ＳＮＳきっかけ増加 https://mainichi.jp/articles/20171228/k0

0/00m/040/004000c
伊澤拓也

18:06 NHK わいせつ行為で処分の教員 過去 多 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171
227/k10011273361000.html

18:10 時事通信 教職員わいせつ処分、２２６人＝ 多更新、公立校
１６年度－文科省

https://www.jiji.com/jc/article?k=201712
2700798

18:26 朝日新聞 わいせつ行為で教職員２２６人処分　１２９人が懲戒
免職

https://www.asahi.com/articles/ASKDW3
DR1KDWUTIL00L.html

根岸拓朗

18:28 共同通信 わいせつ教員処分 多、16年度226人、免職も11人
増

https://this.kiji.is/318682136118297697

18:29 日本経済新聞 わいせつで処分の教員　過去 多　ＳＮＳ悪用も https://www.nikkei.com/article/DGXMZO
25155850X21C17A2CC1000/

19:52 産経新聞 わいせつ教員 多　公立学校２２６人、ＳＮＳ普及背
景か　国旗・国歌処分は過去 少

http://www.sankei.com/life/news/171227
/lif1712270030-n1.html

19:59 読売新聞 児童生徒にわいせつ、教職員処分は 多２２６人 http://www.yomiuri.co.jp/national/201712
27-OYT1T50085.html

資料１　文部科学省発表『平成28年度公立学校教職員の人事行政状況調査について』に関連した2017年12月27日の報道記事
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として残した。 
同様の理由で，一部の複合語を指定して抽出した（例，「女

子」＋「高校生」→「女子高校生」，「男性」＋「教諭」→「男

性教諭」）。 
 (4)教職員の年齢・行為の時季 収集されたケースに対し

て記事の内容からわいせつ行為時の教職員の年齢・時季を抽

出してコード化を行った。 
年齢は，４つのコホート（20 代，30 代，40 代，50 代～）

に分類してコード化した。１つのケースが複数の教職員によ

って行われ，コホートをまたぐような場合，複数のコホート

分類を適用した。 
時季は，四半期（４～６月，７～９月，10～12月，１～３

月）に分類してコード化した。ただし，一方的性的接触や性

的交際などのケースで単発的ではなく複数回あるいは連続

的にわいせつ行為が行われたケースがあり，期間をまたぐも

のも見られた。そこで１人の児童・生徒に対して継続的にわ

いせつ行為をしていた場合は初回時を（例，『４月から翌年１

月にわたって』→「４～６月」），複数の児童・生徒に対して

わいせつ行為をした場合は複数の四半期コードを与えた。 
 また，年齢・時季が不明瞭な場合，コードは与えなかった。 

 (5)分析手法 テキストマイニングツ

ールとして KH Coder（ver. 2.00f および

ver.3.Alpha.8; 樋口, 2004）と HAD(ver. 
16.02; 清水, 2016)を用いた。共起指標お

よび類似度行列生成には統一的に

Jaccard係数を用い，共起分析には，対応

分析（コレスポンデンス分析）・共起ネッ

トワークを用いた。 
 

結果 

1. 教職員のわいせつ行為の分類 

予備的分析として，後藤(2017)と同様

に，多次元尺度構成法や対応分析を用い

て２軸５テーマが確認されうることが

予想されたが，本研究では異なるアプロ

ーチを用いた。 
 まず各ケースを分類するために，10語
以上出現した214語をターゲットにクラ

スタ分析（Ward法）を行った。クラスタ

数を8～12に指定して分析を行い，解釈

可能性の観点から9クラスタ解を採用し

た。各クラスタと関連の強い語をTable 1
に，9クラスタ×95語（出現数30語以上）

の共起ネットワーク図をFigure 1 に示し

た。 
これらの分析結果を参照して，各クラ

スタを順に以下のように命名した。①

「性的交際～校外」：自校外の18歳未満

の少年少女との性的交際，②「児童買春」：18 歳未満の少年

少女との現金の授受を伴う性的交際，③「性的撮影」：いわゆ

る『自画撮り』の送信・保存など，④「性的交際～生徒」：自

校の中高生徒との性的交際，⑤「性的接触～児童」：自校の小

学校児童に対する一方的性的接触，⑥「性的接触・露出～校

外」：校外での一方的性的接触（痴漢など）および性的露出行

為，⑦「性的盗撮～校内」：校内（トイレや更衣室）での性的

盗撮，⑧「性的盗撮～スカート」：スカート内の盗撮，⑨「性

的接触～生徒」：自校の中高生徒に対する一方的性的接触。 
また，次元軸構造を検討するために９クラスタ×95 語をタ

ーゲットとした対応分析を行った。Figure 2 にクラスタをプ

ロットしたものを示した。第1成分軸（横軸）は，正方向に

は身体接触を伴わない間接的な性行動（「性的盗撮～スカー

ト」「性的盗撮～校内」）が，負方向には性行為を示唆する直

接的な性行動（「児童買春」「性的交際～校外」）が布置された。

この軸は，性的身体接触の直接性～間接性や距離（零距離～

遠距離）を示す軸であり，物理的な《身体距離(physical 
closeness)》と意味づけられる。一方，第2成分軸（縦軸）は，

正方向に校外の18歳未満の男女に対するわいせつ行為（「児

童買春」「性的交際～校外」「性的撮影」「性的盗撮～スカート

 

Table 1 わいせつ行為クラスタの関連語（Jaggart係数） 

青少年 .802 現金 .695 製造 .470
育成条例 .775 買春 .439 画像 .392
健全 .621 児童買春 .429 裸 .392
みだらな行為 .347 知り合 .341 児童買春・ポルノ禁止法 .390
18歳未満 .323 出会い系 .316 児童ポルノ .339
知り合 .272 児童買春・ポルノ禁止法 .313 送信 .318
少女 .207 円 .307 保存 .274
保護 .198 ホテル .271 送らせ .255
講師 .181 サイト .265 撮影 .244
ホテル .164 18歳未満 .260 写真 .234

児童福祉法 .240 強制わいせつ .400 路上 .240
教え子 .217 女児 .365 下半身 .227
高校 .190 女子児童 .361 痴漢 .206
女子生徒 .169 小学校 .353 触っ .197
わいせつな行為 .160 児童 .341 帰宅 .182
勤務 .150 触る .279 公然わいせつ .139
自宅 .143 下半身 .218 電車 .132
男性 .138 小学 .211 背後 .130
みだらな行為 .131 触っ .204 露出 .128
男性教諭 .126 服 .178 強制わいせつ .124

侵入 .440 防止条例 .577 男性教諭 .411
設置 .429 スカート .570 女子生徒 .361
建造物侵入 .426 盗撮 .467 キス .348
盗撮 .377 迷惑 .456 生徒 .326
カメラ .302 スマートフォン .304 顧問 .302
更衣室 .275 迷惑行為 .300 教諭 .231
着替え .268 駅 .246 高校 .231
動画 .258 撮影 .236 指導 .219
ビデオカメラ .230 女子高校生 .172 部活動 .214
教室 .227 エスカレーター .172 行為 .202

(n=45) (n=56) (n=134)

⑦性的盗撮～校内

①性的交際～校外 ②児童買春 ③性的撮影

⑨性的接触～生徒

④性的交際～生徒 ⑤性的接触～児童 ⑥性的接触・露出～校外

⑧性的盗撮～スカート内

(n=82) (n=54) (n=46)

(n=87) (n=65) (n=34)
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内」）が，負方向に校内の児童・生徒

に対する行為（「性的接触～生徒」）が

布置された。この軸はベースとなる関

係性の遠近を示したものであり，心理

的な《関係距離(relational closeness)》と
意味づけられる。 
3. 年代コホート・時季との関連 

 教職員の年代との関連を検討する

ために，わいせつ行為９クラスタと年

代コホート(20代，30代，40代，50代
～)および時期（４～６月，７～９月，

10～12月，１～３月）のカテゴリカル

相関係数（ポリコリック相関係数）を

算出した。そしてクロス表を Table 2
に示し，自己組織化マップをFigure 3，
Figure 4に示した。 
相関分析の結果，年代コホートに関

して，20代は「性的交際～校外」との

正の相関（r=.338, p<.01）が，「性的接

触～生徒」との負の相関（r=-.285, 
p<.01）が認められた。30 代は「性的

盗撮～校内」との正の相関（r=.284, 
p<.01）が認められた。50代以降は「性

的接触～生徒」との正の相関（r=.396, 
p<.01）が，「性的交際～校外」との間

に負の相関（r=-.342, p<.01）が認めら

れた。 
また，時期に関して，７～９月は「性

的盗撮～スカート内」（r=.219, p<.05）
および「性的接触・露出～校外」

（r=.210, p<.05）との，10～12月は「児

童買春」（r=.221, p<.05），「性的交際～

生徒」（r=.147, p<.10）との正の相関が

認められた。１～３月は「性的撮影」

（r=.274, p<.01）との正の相関，「性的

接触・露出～校外」（r=-.279, p<.05），
「性的盗撮～スカート内」（r=-.207, 
p<.10）との負の相関が認められた。 
 自己組織化マップは，年代コホート

では20代と「性的交際～校外」，30代
と「性的盗撮～校内」，50代以降と「性

的接触～生徒」とが同一クラスタ内に

布置された。時期では，４～６月と「性

的接触～生徒」，７～９月と「性的盗

撮～スカート内」，10～12月と「児童

買春」とが同一クラスタ内に布置され

た。 
 このように，教職員の年代やわいせ

Figure 1 わいせつ行為クラスタの関連語（共起ネットワーク） 

 

Figure 2 わいせつ行為クラスタ間の関連（対応分析） 

6



原著 
 

つ行為の時季によって様態に差異があることが示唆された。 

4. 各年代・時季との関連語分析 

 年代・時季によって様態が異なることが示唆されたことか

ら，詳細を検討するために，各年代・時季に関連した語を抽

出し，共起ネットワーク図（ 小スパニング・ツリー）を描

いた。以下に，年代・時季ごとの特徴を記していく。 
 20代（Figure 5） 講師や臨時教員（職員）として採用され，

スマートフォンを用いてインターネット環境にアクセスし，

出会い系アプリ・ツイッター・SNSなどを用いて校外の生徒

と知り合ってわいせつ行為を行い，結果的に，各都道府県の

制定した青少年健全（保護）育成条例違反の容疑で逮捕され

ている様子がうかがえる。 

30代（Figure 6） 教諭が更衣室など校舎内に侵入し，デジ

タルカメラやビデオカメラを設置して着替えなどの様子を

盗撮し，自宅のパソコンに動画・画像を保存し，結果，建造

物侵入の違反容疑で逮捕されている様子がうかがえる。 
40代（Figure 7） 教諭が9月に小型カメラなどを用いて商

業施設などで女性のスカート内を盗撮した結果，各自治体の

迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕される様子と，デジタルカ

メラに女子小学生や女児の児童ポルノとされる写真を撮影

している様子がうかがえる。 
50代～（Figure 8） 部活動の顧問など指導的立場となり，

放課後に指導やマッサージと称して太ももや尻に触ったり，

校内でキスをしたり抱きしめたりするなど，多彩なセクハラ

行為を行っている様子がうかがえる。また，ホテルで児童買

春を行っていることも示唆された。 
４～６月（Figure 9） 部活動文脈でのセクハラ行為，無料

通信アプリ LINE でのやりとりをきっかけとした不適切な交

際，盗撮用のビデオカメラやデジタルカメラの設置，といっ

た特徴が描き出された。 

Table 2 年代・時季とわいせつ行為クラスタとの関連 （ポリコリック相関係数） 

 

 

Figure 3 年代とわいせつ行為クラスタとの関連 

(自己組織化マップ) 

 

Figure 4 時季とわいせつ行為クラスタとの関連 

(自己組織化マップ) 

年代 時季

①性的交際～校外 .338 ** -.146 + -.089 -.342 ** -.012 -.009 .030 .058
②児童買春 .040 -.048 .043 -.010 -.110 -.043 .221 * -.009
③性的撮影 .076 -.049 .067 -.169 -.114 -.075 -.019 .274 **

④性的交際～生徒 .018 .099 -.053 -.144 -.087 -.130 .147 + -.118
⑤性的接触～児童 -.088 .041 .038 .040 -.044 -.014 -.044 .128
⑥性的接触・露出～校外 .079 -.006 -.209 .104 .010 .210 * -.053 -.279 *

⑦性的盗撮～校内 -.164 + .284 ** -.009 -.233 + .165 + .006 -.200 + .059
⑧性的盗撮～スカート内 .071 -.064 .132 -.117 -.002 .219 * -.055 -.207 +

⑨性的接触～生徒 -.285 ** -.069 .012 .396 ** .120 -.053 -.113 -.042
n= 229 162 110 92 173 172 124 103

** p < .01, * p  < .05, + p  < .10

１～３月50代～40代30代20代 10～12月７～９月４～６月
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７～９月（Figure 10） ７月：学校での女子更衣室に小型カ

メラやスマートフォンを設置して着替えを盗撮した結果，建

造物侵入容疑での逮捕，８月：部活動の合宿や大会遠征時な

どの宿泊時の性的接触，路上での女性に対する強制わいせつ，

９月：スカート内を盗撮して迷惑行為防止条例違反容疑で逮

捕，といった特徴が描き出された。 

10～12月（Figure 11） インターネットでの出会い系アプリ

（サイト）で知り合った少女にみだらな行為，ツイッターで

知り合った少女に現金を渡してホテルで児童買春，無料通信

アプリ LINE を用いた性的画像（「自画撮り」）の送受信，と

いった特徴が描き出された。 

１～３月（Figure 12） 駐車場に停めた乗用車の車内でみだ

らな行為をして児童福祉法（淫行）や青少年健全育成条例違

反，女子児童・女児・少年を対象とした性的撮影動画・画像

を撮影・盗撮・保存して児童買春・ポルノ禁止法（製造や保

存）違反，といった特徴が描き出された。 
 

考察 

教員によるわいせつ行為の基本的データを得ることを目

的に，ニュース記事をテキストマイニングによって分析・検

討した。分析の結果，後藤(2017)と同じく２軸５テーマが追認

されるとともに，一部に下位テーマが確認されるとともに，

レアテーマとして「性的露出」が新たに浮上した。また，教

職員の年代，行為時季との関連を検討した結果，それぞれに

Figure 5 20代の教職員との関連語 

 

Figure 6 30代の教職員との関連語 

 

Figure 7 40代の教職員との関連語 

 

Figure 8 50代以降の教職員との関連語 
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関連した特徴が描き出された。本研究の知見を単純化したモ

デル図をFigure 13に示した。 
 以下，後藤(2017)と比較しながら考察を進める。 
1. 軸・テーマ 

クラスタ分析によって得られた９クラスタは，「性的盗撮」

「性的撮影」「児童買春」「性的交際」「一方的性的接触」の５

テーマに総合され，場所や対象者ごとにサブテーマが抽出さ

れた。加えて「性的露出」がレアテーマとして浮上した。ク

ラスタ分析では，このテーマは校外での一方的性的接触（電

車内痴漢など）と同じクラスタ「性的接触・露出～校外」に

分類された。 

この知見は後藤(2017)とほぼ同一であり，対応分析によっ

て得られた２つの軸は�軸：《身体距離》，�軸：《関係距離》

と命名した。後藤（2017）では対応する軸を�軸：《対象年齢

の高低》，�軸：《関係性の程度》と命名した。�軸はほぼ同じ

意味合いだが，�軸は，スカート内盗撮は女子高校生が被害

者となることが多いことが本研究の知見として得られ，後藤

(2017)の�軸のように対象者年齢の高低と考えるのは難しい。

また，相手への合意過程を経ずに行われる性的盗撮や児童へ

の一方的性的接触と比較して，性的交際や児童買春は性交渉

を含意しており，グルーミングが行われているにせよ心理

的・身体的な相互性が高いことが考えられる。これらのこと

Figure 9 ４～６月の関連語 

 

Figure 10 ７～９月の関連語 

 

Figure 11 10～12月の関連語 

 

Figure 12 １～３月の関連語 
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から，本研究での軸名の修正は妥当なものであろう。 
2. 教職員の年代との関連 

 20代 他の年代と比較して，出会い系サイト・アプリなど

ウェブ環境を用いて自校外の 18 歳未満の少年少女と性的交

際を行い，結果的には，各都道府県が定めた青少年保護／育

成条例に違反して逮捕され，懲戒されることが示唆された。 
20 代教職員の多くは 1990 年代生まれのインターネット・

ネイティブ世代であり，パソコンやスマートフォンなどのウ

ェブ環境が生活に密着した人生を歩んできている。総務省が

発表した平成 28 年通信利用動向調査報告書(総務省, 2017)の
属性別モバイル端末保有状況(p.23)によると，20代(20～29歳)
のスマートフォン保有率は94.2％（男性93.7％，女性94.7％）

と，男女とも他の年齢階層と比して 高率である。この世代

は，提供されたさまざまなインターネット・サービスをスマ

ートフォンを通して利用することに慣れており，出会い系サ

イトやアプリを使いやすいものと思われる。一方，学校内で

は教育委員会経由で生徒との LINE による連絡の禁止などが

通達されるなど，18歳未満との性的交際を求める教職員にと

っては校内での活動は制限されており，校内の規範に沿う形

で出会い系サイトやアプリを用いた校外での性的交際を希

求するものと思われる。 
 30代 校内（更衣室やトイレ）での盗撮を行う傾向が示唆

された。 
平成 29 年 3 月に内閣府が実施した消費動向調査(内閣府, 

2017)の「主要耐久消費財等の普及・保有状況」によると，デ

ジタルカメラの保有率は２人以上

の世帯(n=310)で 83.9％，単身世帯

(n=73)で43.8％，またビデオカメラ

の保有率は２人以上の世帯で

70.3％，単身世帯で 8.2％と，２人

以上の世帯ではデジタルカメラ・

ビデオカメラの保有率は他の世代

と比して 高であり，30 代はデジ

タルカメラ・ビデオカメラの主要

保有世代ということができるだろ

う。 

 40 代 特徴は見いだされなかっ

たが，これは件数が少ないことを

意味せず，全体の傾向に近いこと

を意味することを注意したい。実

際のところ，盗撮にあたっては小

型カメラを用いるなど，非衝動的

／計画的に行為がされており，よ

り洗練されていることが示唆され

る。 
 50 代以降 中学・高校での自校

生徒に対する一方的性的接触が多

いことが示唆された。関連語分析

の結果，部活動文脈や放課後など授業時間外での関係が関連

していることが示唆された。 

50 代以降の性意識に関連して，宇井他(2008)は成人男性の

買春意識を検討し，買春に対する許容意識が 50 代で高いこ

とを明らかにしている。また，鈴木(1994)は年齢層が高くなる

につれて平等主義的な性役割態度が低くなる，つまり男女不

平等的な態度になることを示唆している。これらのことから

50代以降は他の世代と比して現代的な性的・ジェンダー的規

範に無頓着な世代である，ということが言えるかもしれない。 
また，自校生徒に対する性的接触は，教員→生徒，年長→

年少，顧問→部員といった地位的な上下関係が明白であり，

児童・生徒・保護者・他の教員からの報告がない限り表面化

しない。50代以降の教員は校内でもより高い地位に立ってお

り，その地位を利用して，あるいは他の教職員が忖度・萎縮

することによって報告が抑制され，潜在的な性的加害行為は

本研究が対象としたニュース記事や文部科学省の処分報告

よりも多いものと考えられる。 
 以上のまとめとして，18歳未満に対する教職員のわいせつ

行為は，各世代に共通する背景を反映したテーマ／表現型を

とることが示唆された。 
3. 行為時季との関連 

 ４～６月 中学・高校の自校生徒への性的接触が多いこと

が示唆された。この態様は他の態様と比して単発ではなく，

一定期間持続することが多い。この場合，本研究のコーディ

ングルールにしたがって初発時期にコード化したことを留

 

 

Figure 13 教職員のわいせつ行為のテーマと解釈軸 
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意するとしても，この時期は年度替わりの新学年の時期と重

なることから，加害者（教職員）が新たな被害者（自校生徒）

のターゲットを定めやすい時期であるということができる

だろう。 

 ７～９月 他の時期と比してスカート内の盗撮や校外で

の性的接触・性的露出が他の時期と比べて多いことが示唆さ

れた。この時期は夏季を含んでおり加害者の教職員も外出し

やすく，女性の肌の露出度が高くなる，ことが関連している

ものと思われる。 
 また，更衣室盗撮，部活動関連の宿泊時のわいせつ行為な

ど，プール授業や夏休み中の部活動など，学校行事に依存し

たわいせつ行為が関連していることも示唆された。 
 10～12 月 性行為を含意するような児童買春や自校生徒

との性的交際との関連が示唆された。 
一般的な日本社会では，年末はクリスマスなど交際中の男

女がペアで過ごすことに対して寛容となる時期であるが，一

方でクリスマスを一人で過ごすことを表現する「クリぼっち」

という言葉に代表されるように，恋愛適齢期とされる年代の

男女にとっては圧がかかる時期ともいえる。これに関連して，

レオパレス21(2017)は，ひとり暮らしの20～30代の社会人男

女に対してクリスマスの予定について訊くインターネット

調査を行った。「ひとりで過ごす」が65.0％，「彼氏、彼女と

過ごす」が20.0％という結果であったが，同様の調査は楽天

リサーチ(2017)でも行われており，調査の企図そのものが「ク

リスマスは恋人と過ごすもの」という社会的通念を示してい

る。 
このようにクリスマス時期の社会的通念に基づいた男女

交際および性交渉に対する社会的な許容感や圧力感を感じ

取って，教職員は比較的手近な児童買春や自校生徒との性的

交際に向かうのかもしれない。 
１～３月 性的撮影との関連が示唆された。この態様はい

わゆる自画撮りの送受信・保存や児童ポルノの公然開示を中

心としており，冬季であることから，外出を前提としない行

為が選択されやすいのではないかと思われる。一方，スカー

ト内の盗撮や校外での性的接触・露出と負の関連を示してお

り，冬季であることから外出しやすさ・露出しやすさの低さ

が関連しているものと思われる。 
以上のことから，18歳未満に対する教職員のわいせつ行為

は，季節に対応した寒暖や学校行事（学年はじめ，プール授

業，夏休みなど），社会的通念（クリスマスなど）に対応した

テーマや表現型をとることが示唆された。 
4. 教員養成教育や教職員研修への提言 

以上のことを踏まえて，教員養成教育や教職員研修への提

言を行う。 
総論 ここ数年，わいせつ行為で懲戒処分を受ける教職員

は年間200名強（本研究が対象にしていない同僚教職員に対

する性的行為やジェンダー差別的言動を含む）の上昇基調で

推移しているが，全体の教職員の人数からすると一部に限ら

れている。 
例えば，平成28年度の学校教員統計調査（中間報告）（文

部科学省, 2017b）に基づいた本務教員男性（465,684人）を分

母，わいせつ処分された男性教員（223 人）を分子として割

合を算出すると，年間処分率は0.0479％となる。40年間勤務

するとして勤務期間中に処分を受ける割合は1.898％となる。

公開データの関係で代用教員を分母に含めることができな

いため，割合はやや高めに見積もられるが，今後の上昇傾向

を踏まえて今後しばらくの間は，およそ男性教員 50 人のう

ち1人がわいせつ行為で処分を受ける可能性のある教員と仮

定することができるだろう。 
このように大部分の教員はわいせつ行為と無関係である

が，他教員のわいせつ行為を抑止・防止できる人材・システ

ムを育成することが重要であると考えられる。 
そこで，まずは教職志望学生や教職員に共通して，わいせ

つ行為の可能性の有無にかかわらず，後藤(2017)が見出した

ようなわいせつ行為の基本テーマ・共通ストーリーを理解す

るとともに，きっかけ（例，児童・生徒との LINE でのやり

とり，出会い系サイトへのアクセス）や注意ポイント（例，

プールの更衣室内の段ボール→盗撮の可能性）を教職員間の

共有知識として持つことで，可能性のある教員への抑止にな

ると思われる。 
そして，わいせつ行為に対する関連法令に対する理解と遵

法精神を醸成するとともに，教育倫理のみでなくヒューマ

ン・サービスに関わる職業に共通する倫理として，公私の人

間関係の峻別をつける意識を高めていくように努めたい。 
さらに，研修による教員各個人の意識向上に加えて，他の

教職員のわいせつ行為を知った教職員が，学校内の支配的地

位の上下によって忖度・萎縮して報告をしないことのないよ

うなシステムづくりが必要となるだろう。 
教員養成教育 大学において教職を目指す学生は年齢層

が若いため，20代教職員のわいせつ行為に関する知見をベー

スに教育プログラムを考えることが必要であろう。つまり，

上記に示したような抑止・防止的な知識を教育課程の中で採

りあげるとともに，スマートフォンの各種アプリを柔軟に用

いたわいせつ行為への注意喚起を促したい。 
ところで，小児性愛的な（ないしは思春期性愛的な）性指

向を潜在的・顕在的に持つ学生が教員免許を志望する場合が

考えられる。このような学生は，おそらく，合理的選択をす

る者と比べて，欲望・欲求をベースとしている分，動機づけ

が高く，まじめに学習に取り組むため，学業成績面で教員免

許取得を断念させることは困難であろう。一方，精神分析に

おける防衛機制の観点では，性的な欲望・欲求を文化的に適

切な形式に「昇華」しているとも言えるかもしれない（Freud, 
1908; Laplanche & Pontalis, 1976）。が，教員としての採用後に，

ストレスや葛藤，加齢や地位上昇に伴う万能感などにより退

行がおこり，自我機能のコントロールが弱くなり，結果的に

児童・生徒（ないしは同年代の少女・少年）に対するわいせ
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つ行為を行ってしまう可能性も考えられる。 
対応として，事前に教職を志望する学生に対して，自己の

性的志向・性衝動のコントロール性の程度をスクリーニング

してフィードバックするとともに，可能性のある学生に対し

て認知行動療法的アプローチを用いた性衝動コントロール

技能の育成を目指した教育プログラムを積極的に取り入れ

ることが望ましいだろう。 
教員採用試験 筆記試験・面接を通して，受験者が学校場

面において現代的な性的規範に即した態度を持っているか

どうかを問うような設問を準備してもいいだろう。 
教職員研修 年代・時季によってわいせつ行為の態様が異

なることが示唆されたことから，研修対象となる教員母集団

や研修時期を意識した内容とするのが望ましい。 
例えば，春先の中学・高校の教職員研修であれば，５０代

以上の教職員も含めて部活動文脈での性的接触への注意喚

起を中心にした内容に重みづけした内容としたい。夏期休暇

前の時期であれば，２０～４０代向けにスカート内盗撮・痴

漢・露出といった校外でのわいせつ行為や部活動の夏合宿や

遠征時のわいせつ行為を中心とする。秋～冬は２０代向けに，

生徒との性的交際・児童買春を中心にスマートフォンの濫用

に重みづけた内容としたい。 
その他，放課後児童支援員，部活動指導員などの児童・生

徒に関わるスタッフに対してもわいせつ行為の抑止・防止研

修が必要となるだろう。 
5. 今後の展望 

研究の問題点 後藤(2017)と同様，情報収集プロセスの観

点と分析プロセスの観点に関する問題は，同様の方法論を採

用した以上，依然として残る。 
 本研究の特長 本研究や後藤(2017)の分析においては

Canter らのリバプール方式に準じた方法をとった。教職員の

わいせつ行為をテーマにした研究はいくつか見られるが，こ

のようなアプローチをとったものは現在のところ皆無であ

る。知見の有用性を考慮すると，本研究はいくつかの問題点

があるものの非常に価値の高いものと言えよう。 
 今後の方向性 本研究が見出したように，もし年代や季節

に共通する要因によってわいせつ行為のテーマや表現型が

変わってくるとすると，18歳未満の少年少女を対象としたわ

いせつ行為でなくとも，同僚教職員など他の世代に対するわ

いせつ行為でも同様の傾向が見いだされるものと考えられ

る。しかしながら，本研究のデータセットで明らかにするこ

とはできない。そこで，18歳以上を対象とした教職員のわい

せつ行為を対象にすることによって明らかにできるかもし

れないし，異なった関連を見出すことになるかもしれない。 
また，本研究で提言した教育や研修の方向性は，教員志望

学生や教職員のみではなく 18 歳未満の少年少女を対象とし

た他の教育・医療・福祉・心理職にも応用可能であると考え

られるが，職種によってわいせつ行為のテーマが異なること

が予想されるため，見極めるための研究が必要となるだろう。 
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備考 

 筆者の所属大学は教員養成（中高保健体育，養護教諭）を行

っているが，筆者自身は直接的には教員養成教育には携わっ

ていない。ただし，教員免許取得を希望する学生が卒業単位を

満たすために筆者の心理学関係の授業を履修している場合が

ある。その他，本研究において特記すべき COI はない。 
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学生が捉える教育相談の役割 

―生徒指導，健康相談活動，カウンセリングと比較して― 
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Abstract 

In this research, students examined which method of using educational counseling, pupils’ guidance, school counseling, and 

health consultation activities is preferable for the problems of pupils. It was analyzed how each role was perceived. As a result, 

the students made choices that seemed reasonable through their own experiences, learning at universities. However, in order 

not to know the original meaning and purpose of each, understanding about educational counseling consideration, active aspects 

of pupils guidance, health counseling consideration do not understand, tendency of one-sided way of showing is shown it was. 

In addition, it was suggested that the expertise associated with the progress of teacher education is increased from the change 

of the recognition structure of consultation activities by teacher education. Meanwhile, it was also suggested that mismatch 

between the rise in expertise and the actual feeling of users (students). 

 

 
序論 

(1)教育相談について 

 中学校学習指導要領解説（特別活動編）によれば，

「教育相談は，一人一人の生徒の教育上の問題につい

て，本人又はその親などにその望ましい在り方を助言

することである」と定義されている。また，その方法

としては「１対１の相談活動に限定することなく，す

べての教師が生徒にあらゆる機会をとらえ，あらゆる

教育活動の実践の中に生かし，教育相談的配慮をする

ことが大切である」とされている１）。生徒指導提要で

は，教育相談は「児童生徒それぞれの発達に即して，

好ましい人間関係を育て，生活によく適応させ，自己

理解を深めさせ，人格の成長への援助を図るものであ

り，決して特定の教員だけが行う性質のものではなく，

相談室で行われるものでもありません」と述べられて

いる2）。 
教育相談はすべての児童生徒を対象として，あらゆ

る教育活動を通して行われるものとされている。具体

的な教育相談の場面としては，「各教科，道徳，総合的

な学習の時間及び特別活動の授業では，児童生徒の顔

色や姿勢，学習態度から，様々な情報をつかむことが

でき，児童生徒理解を深める大切な場面」，「休み時間

や清掃時，給食時，部活動などあらゆる場面が児童生

徒理解を深める機会」，「学級・ホームルームや学校の

生活づくり，適応と成長及び健康安全，学業と進路に

関する諸課題への対応に資する活動を通して児童生徒
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理解を深め，教育相談にも役立てる」と述べられてい

る3）。 
この文章から教育相談には二つの側面があることが

分かる。一つは，教育相談としての活動である。もう

一つは授業や日常的な関わりの中で教育相談の考え

方・方法を生かした教育活動を行うことである。文部

科学省は「教育相談の考え方の基本は一人一人の生徒

のもつ個性を大切にし，学校生活をより豊かに，より

充実したものとすることをねらいとするものであり，

広く教育活動全体に適切にこれを生かすことは，極め

て重要な意義をもっている」と述べている4）。 
前者の教育相談としての活動は，定期面接や必要が

あるときに児童生徒を呼び出したり，児童生徒からの

希望により教員と児童生徒が１対１で向かい合って相

談を行うことである。また，教員と保護者の面談，教

員と児童生徒，保護者との3者面談も行われている。相

談内容も多岐にわたり，学業，進路，健康，対人関係，

家庭の問題，いじめ，不登校，非行等があげられる。

また，教育相談の新たな展開として発達促進的，開発

的教育相談が示されている。具体的にはグループエン

カウンター，ソーシャルスキルトレーニング，アサー

ショントレーニング等である。 
後者は具体的には児童生徒を観察し，情報を収集し

たり，児童生徒の理解を深めたり，生徒の興味・関心

を引きだすという活動である。たとえば。各教科の指

導においては，「教師は『教える』という立場だけを強

調することなく，生徒の主体的な学習活動を生み出し，

生徒と『共に学ぶ』立場に立つ，いわゆる教育相談の

考え方・方法を生かすことが期待される。（中略）特に

授業の展開における生徒に対する発問や応答について

は，教育相談の考え方・方法，態度が直接かつ具体的

に生きる場面として重視される」5）とされている。 
このような教育相談の考え方・方法はカウンセリン

グ・マインドと言い換えることができるだろう。カウ

ンセリング・マインドとはカウンセリング精神という

和製英語である。心理療法家やカウンセラーといった

心理療法の専門家以外の職種の人に用いられるもので

ある。教師に関しては「日常の教育活動において必要

な教授態度の重要な要素」とされ，①単なる技法を超

えた人間としての在り方を問題にしていること，➁理

解し，理解される教師と生徒との人間関係をつくるこ

とを大切にすること，③生徒の自主性・自発性・自己

決定力を尊重し，これらを伸ばすための援助としての

姿勢を大切にすることとされている６）。 
実際には教員は児童生徒に教えるという役割が大き

く，指導的な関わりが前面に出やすいため，教育相談

的視点や配慮は背後に隠れてしまうと考えられる。た

とえば，各教科の指導においては，教師の指導をベー

スとしなければ，生徒の主体的な学習活動は成り立た

ないであろう。また，教育的，指導的視点と教育相談

的視点の両者を併せ持つことは難しいのではないだろ

うか。しかし，教員が教育相談的な考え方，方法を用

いて教育活動を行うことは，多様化，深刻化する児童

生徒の課題に対応するうえで有効とであえると考えら

れる。 
(2)教育相談の歴史 

 教育相談の始まりは，大正初期に児童教養研究所と

いう民間施設の活動とされている。研究所では子ども

たちの適応上の問題や職業選択についての相談や指導

が行われた。その後，公立の相談所が設立されて児童

相談，教育相談，職業相談が行われた。その後，大学

で教育学や心理学を専攻した研究者や学者が中心とな

って全国各地で教育相談活動が推進された。 
 戦後，児童福祉法により児童相談所は各都道府県に

必置となり，18 歳未満の子どもを対象としたあらゆる

相談が行われ，教育相談活動も行われていた。教育相

談は学校以外の専門機関による活動として発展した。 
 昭和 20 年代，学校現場にはアメリカのガイダンス

理論が紹介された。ガイダンスは「生徒指導」と訳さ

れたが，ガイダンスを計画的に行うための手法の中心

として採用されたのが，学校におけるカウンセリング

（教育相談）であった。 
 昭和 30 年代になると，学校内での教育相談は，専門

機関の影響やロジャースの非指示的カウンセリングの

影響を受けて，専門機関の臨床的な手法を取り入れて

カウンセリングを行うようになった。つまり，専門的

な治療機関の理論と技法が，学校現場にそのまま導入

されたのである。 
 昭和 40 年頃には，児童生徒の自己理解や自己実現

を援助するという学校における教育相談の機能を生か

そうとする実践が行われるようになった。ここでは，

教育相談は「日常の指導の中で，何等かに形で現実に

行われていることを，意識的に，また学校として組織

的にやっていくことで，とくべつに難しいことを導入

するのではない」とし，すべての教員がすべての児童

生徒を対象として行う教育活動と考えるようになった。

積極的機能をもつ教育相談活動が確立されたと言える。

しかし，佐藤は「カウンセリングにおける人間観や治

療観が学校の立場から問われないままに，いつでも，

どこでも，だれでも，という言葉だけが広まった」と

述べ，そのことが混乱を招いたと指摘している。必ず

しも教育相談がスムーズに学校に受け入れられ，展開

していったわけではなかった。 
 昭和 40 年代後半から，大学紛争が高等学校にも波

及して高校紛争が発生した。また，昭和 50 年代には不

登校が増加し，校内暴力やいじめ問題が社会問題とな
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った。このような状況の中では従前通りの生徒指導で

は十分な対応ができず，教育相談がその対応の一環と

して注目されるようになった。そして「カウンセリン

グ・マインド」という言葉が強調されるようになった
７）。また，教師の行う教育機能から治療機能を分化さ

せ，教育相談を心理専門職に担当させるという分化論

と教師がカウンセリング理論を学び，教育機能と治療

機能を統合させる統合論とが対立した。当時は文部省

が統合論を支持したので，教育相談の担い手は教員と

されていた 8）。 
 平成 7 年に文部科学省の「スクールカウンセラー活

用調査研究委託事業」が開始され，カウンセラーが試

験的に学校に配置された。平成 13 年から「スクールカ

ウンセラー活用事業補助」が実施され，平成 18 年度に

はすべての中学校に配置されるようになった。統合論

から教育機能から治療機能を分化させる分化論にシフ

トチェンジが行われたのである９）。 
 スクールカウンセラー（以下，ＳＣ）の導入は学校

現場からの要望というよりも，文部科学省の主導で行

われたと言える。そのため，教師集団に受け入れられ

ず，ＳＣが孤立しがちであったり，カウンセリングを

行えなかったりしたこともあったが，次第にＳＣの存

在が認められるようになってきた。現在は教育相談担

当，生徒指導担当の教師や養護教諭，各担任等と連携

して，児童生徒の問題に取り組んでいる。 
(3)生徒指導について 

 生徒指導とは「一人一人の児童生徒の人格を尊重し，

個性の伸長を図りながら，同時に社会的資質や能力態

度を育成し，さらに将来において社会的に自己実現が

できるような資質・態度を形成するための指導・援助

であり，個々の児童生徒の自己指導能力の育成を目ざ

すもの」と定義されている。生徒指導は学習指導とと

もに学校教育において重要な意義を持つ10）。 
生徒指導は二つの側面に分けて考えられていた。一

つはあらゆる児童生徒を対象として人格あるいは精神

をより望ましい方向に推し進めようとする積極的な面

での指導であり，もう一つは，適応上の問題や心理面

の問題をもつ児童生徒に対する消極的な面での指導で

ある11）。例えば校則違反，暴力行為や非行傾向の児童

生徒の対応であり，このような指導が生徒指導ととら

えられる傾向がある。 
しかし，生徒指導はすべての子どもの健全な成長を

目的として，教育課程のすべての領域において機能す

ることが求められている。具体的には，学習指導，特

別活動，学級活動，学校行事において生徒指導が必要

とされている。つまり，生徒指導は教育相談同様，「い

つでも，どこでも，だれでも」行われるものである。 
(4)健康相談活動について 

 健康相談は，学校保健安全法（平成20年）第８条に

おいて「学校においては，児童生徒等の心身の健康に

関し，健康相談を行うものとする」と規定されている。

従来，健康相談は学校医や学校歯科医が行うものとし

てされてきたが，法の改正により新たに養護教諭その

他の職員が行う健康相談が位置付けられた12）。また，

学校保健法等の一部を改正する法律の公布についての

通知（平成21年）では，健康相談について，「児童生徒

等の多様な健康課題に組織的に対応する観点から，特

定の教職員に限らず，養護教諭， 学校医・学校歯科医・

学校薬剤師，担任教諭など関係教職員による積極的な

参画が求められるものであること」とされている13）。中

央教育審議会答申（平成20年）において養護教諭は学

校保健活動の推進の中核と位置づけられている14）が，

健康相談は養護教諭が中心ではあるが，すべての教職

員が関わるものである。 
 健康相談の目的は「児童生徒の心身の健康に関する

問題について，児童生徒や保護者等に対して，関係者

が連携し相談等を通して問題の解決を図り，学校生活

によりよく適応していけるように支援していくことで

ある」とされている。健康相談は身体的な健康問題だ

けではなく，精神的な健康問題にも関わることとされ

ている。また，「一対一の相談に限定されるものでは

なく，関係者の連携のもと教育活動のあらゆる機会を

捉えて，健康相談における配慮が生かされるようにす

るものである」とされている15）。つまり，健康相談も

教育相談と同様，健康相談的配慮と健康相談活動の両

方の意味で使用されているのである。さらに，「心身

の健康問題を解決する過程で，自分自身で解決しよう

とする人間的な成長につながることから，健康の保持

増進だけではなく教育的意義が大きい」とされている
16）。健康に焦点を当てているものの，教育活動と位置

づけられている。 
養護教諭の行う健康相談は，保健体育審議会答申（平

成9年）において，健康相談活動と位置づけられ，「養

護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分に生かし，

児童生徒の様々な訴えに対して，常に心的な要因や背

景を念頭に置いて，心身の観察，問題の背景の分析，

解決のための支援，関係者との連携など，心や体の両

面への対応を行う」とされている17）。養護教諭は「児

童の養護をつかさどる」（学校教育法28条）とされ18），

保健体育審議会の答申（昭和47年）によれば，「専門的

立場からすべての児童・生徒の保健及び環境衛生の実

態を的確に把握し，疾病や情緒障害，体力，栄養に関

する問  題等，心身の健康に問題を持つ児童生徒の

指導に当たり，また，健康な児童生徒についても健康

の増進に関する指導のみならず，一般教員の行う日常

の教育活動にも積極的に協力する役割を持つものであ
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る」19）とされている。学校現場では健康に関する専門

家であり，健康相談的配慮は当然のことである。その

ため，健康相談ではなく健康相談的活動という具体的

な相談活動の担い手として養護教諭の職務が明確化さ

れたのではないだろうか， 
養護教諭は健康問題の早期発見，対応が可能となる

立場にある。保健室へは身体的な不調や怪我だけでは

なく，様々な問題を抱えた児童生徒が来室する。また，

健康診断の結果から健康問題を把握することもできる。

このような職務の中から見いだされた心身の健康に問

題を持つ児童生徒の個別の指導とともに，健康な児童

生徒の健康増進も養護教諭の役割とされている。保健

指導等を通して，児童生徒が自分自身で健康管理がで

きるよう指導していくことも求められている。また，

ＳＣや専門機関との連携を図るコーディネーターとし

て役割も担っている。 
(5)カウンセリングについて 

カウンセリングとは何らかの症状や問題行動を抱え

た人の心に心理学的に働きかけて，その個人の人格的

な成長や可能性を最大限に促進することによって様々

な症状や問題行動の改善をはかろうとするものである。

心理学辞典によれば，狭義ではパーソナリティの再構

成への援助に焦点がおかれ，広義にはパーソナリティ

の成長と統一に焦点がおかれる。前者は心理療法と同

義となり，後者は治療と合わせて開発，予防もカウン

セリングの役割とみなされる。カウンセリングと心理

療法の関係では様々な意見があるが，カウンセリング

は教育の分野，心理療法は精神病理の分野にルーツが

あるので区別するという見解もある20)。このような経

緯からか，学校現場ではカウンセリングが用いられて

いる。また，心理療法よりもカウンセリングの認知度

が高いので，本論文ではカウンセリングを用いること

とした。さらに，ＳＣが行うカウンセリングは学校カ

ウンセリング，スクールカウンセリングと呼ばれるが，

本論文では同様の意味としてカウンセリングと表記す

る。 
 教育相談の歴史で述べたように，学校現場にスクー

ルカウンセラー等活用事業のよりＳＣが学校に配置さ

れるようになってから，23年が経過している。平成26
年には全国の23,800校の中学校にＳＣが派遣されて，

いる21）。 
ＳＣは学校現場で働く心理職であり，医療，福祉，

司法等の他機関で仕事をする心理職とは異なる面があ

る。文部科学省によると，「スクールカウンセリングは，

児童生徒の心理的な発達を援助する活動であり，『心の

教育』や『生きる力を育てる』などの学校教育目標と

同じ目的を持つ活動である」とされている22）。つまり，

ＳＣは児童生徒の心理的な発達を援助するということ

が大きな役割となるのである。鵜養は「多くの多領域

の心理臨床と異なってくるのは，教育場面においては

Table 1 教育相談と生徒指導との比較 

 

  教育相談 生徒指導 

定義 

一人一人の生徒の教育上の問題につい

て，本人又はその親などに，その望ましい

在り方を助言。 

一人一人の児童生徒の人格を尊重し，個

性の伸長を図りながら，社会的資質や行動

力を高めることを目指して行われる教育活

動。 

目標 

好ましい人間関係の育成。 

適応，自己理解を深める。 

人格の成長 

健全な成長を促す。 

自己実現を図っていくための自己指導能力

の育成 

方法 

生徒に接するあらゆる機会をとらえ，あらゆ

る教育活動の実践の中に生かし，教育相

談的な配慮をする。 

自己選択や自己決定の場や機会を与え，

適切に指導や援助を行う。 

対象 主に個                主に集団  

変容過程 
面接や演習を通して個の内面の変容を図

る。 

行事や特別活動などにおいて，集団として

の成果や変容を目指し，結果として個の変

容を図る。  

問題行動への対応 

自分の課題として受け止めさせる。 

問題がどこにあるのか，今後どのように行動

すべきかを主体的に考え，行動につなげ

る。 

問題行動に対する指導 

学校・学級の集団全体の安全を守るために

管理や指導。 
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発達援助としての心理臨床という色彩が非常に濃くな

ってくる点であろう」と述べている23）。つまり，問題

を解決するという治療的な視点とともに，長期的な子

どもの発達を援助していくという視点が必要となるの

である。また，学校教育の目標と同じ目的を持つとい

う教育的視点も求められている。 
 文部科学省によれば，ＳＣの業務は児童生徒，保護

者，教職員のカウンセリング，コンサルテーション，

協議（カンファレンス），研修・講話，アセスメント，

調査，予防的対応，危機対応，危機管理とされている。 
(6)教育相談等の役割とその関連性について 

 教育相談，生徒指導，健康相談活動，カウンセリン

グの役割について整理したい。 
教育相談と生徒指導の相違点について 生徒指導提

要に基づいて教育相談と生徒指導を比較すると，定義

では教育相談は「望ましい在り方の助言」，生徒指導

は「個性，社会的資質等の伸長を目指す教育活動」と

されている（Table 1参照）。一方，目標は「人格の成

長」，「健全な成長を促す」とされており，ほぼ同じ

である。つまり，教育現場で同じ目標を目指す活動で

あり，その手法が異なるものととらえることができる。

方法については，「教育相談的配慮」と「指導，援助」

とされており，教育相談よりも生徒指導の方がより積

極的，介入的な方法であることが分かる。そのことと

は，問題行動への対応からもうかがえる。教育相談で

は「自分の問題として受け止めさせ，主体的に考えさ

て行動につなげる」と児童生徒の主体性を重視してい

る。一方，生徒指導では「安全を守るための管理や指

導」とされており，教員の主導が重視されている。 

 対象については，教育相談は「主に個」，生徒指導

は「主に集団」とされている。この対象の相違点につ

いて福田等は「学校における生徒指導と教育相談の役

Table 2 健康相談活動と教育相談との比較 

 

  健康相談 健康相談活動 教育相談 

定義 

児童生徒の心身の健康に関

する問題の相談。健康の保持

増進 

児童生徒の様々な訴えに対し

て，常に心的な要因や背景を

念頭に置いて，心身の観察，

問題の背景の分析，解決のた

めの支援，関係者との連携な

ど，心や体の両面への対応を

行う活動 

一人一人の児童生徒の人格

を尊重し，個性の伸長を図り

ながら，社会的資質や行動力

を高めることを目指して行われ

る教育活動。 

目標 

児童生徒心身の健康に関す

る問題の解決。 

学校生活によりよく適応するた

めの支援。 

自己理解を深め 自分自身で

解決しようとする人間的な成

長。 

学校で行われる教育活動の

一環で児童生徒の心の健康

を保ち，情緒の安定を図る。 

好ましい人間関係の育成。 

適応，自己理解を深める。 

人格の成長 

方法 

心身の健康問題の背景（問題

の本質）を的確に捉える。 

相談等を通して支援する。 

教育活動のあらゆる機会をと

らえて健康相談の配慮が生か

されるようにする。 

身体症状の背景要因の分析 

心因の具体的要因分析 

支援者の決定 

支援活動（カウンセリングによ

る対処，担任への連絡・助言，

校内連携と課題の共有，保護

者との相談，他機関との連携 

生徒に接するあらゆる機会を

とらえ，あらゆる教育活動の実

践の中に生かし，教育相談的

な配慮をする。 

担当者 

養護教諭，すべての教職員，

学校医，学校歯科医，学校薬

剤師 

養護教諭 
すべての教職員（養護教諭を

含む） 

※健康相談に関しては「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引き」文部科学省（平成 23 年），健康相談

活動に関しては「養護教諭が行う健康相談活動の進め方」日本学校保健会（平成 13 年），教育相談に関しては「生徒指導

提要」文部科学省 （平成 22 年）を参考にしてまとめた。 
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割を考えると，働きかけの対象は生徒指導も教育相談

も，いずれも個と集団となろう」と指摘し，重点が前

者は集団，後者は異なると述べている24）。しかし，変

容過程を見ると，教育相談は「面接や演習を通しての

個の内面の変容を図る」，生徒指導は「集団としての

成果や変容を目指し，結果として個の変容を図る」と

されている。両者とも個の変容を目指しており，その

手法が異なることが分かる25）。 
 石隈は教師の教育活動は，生徒指導に当たる指導サ

ービスと教育相談に当たる援助サービスを同時に含ん

でおり，分けることは困難であると指摘している。両

者の関係について①援助サービスは指導サービスの基

盤である。②援助サービスと指導サービスは相補的に

働くと述べている26）。 
 生徒指導提要によれば，生徒指導と教育相談の関係

は「教育相談は，生徒指導の一環として位置づけられ

るものであり，その中心的な役割を担うもの」とされ

ている。石隈の指摘した「援助サービスは指導サービ

スの基盤である」と同様のとらえ方である。たとえば，

児童生徒が問題行動を起こした場合，問題の指導のみ

では解決しないであろう。児童生徒の背景を把握し，

気持ちを受けとめるという教育相談的な関わりが必要

となる。それは，生徒指導の目標とする自己指導能力

を育成することにもつながる。この観点からも教育相

談が生徒指導の中心的役割となると考えられる。 
教育相談と健康相談活動 教育相談は「教育上の問

題に関する相談」であり，健康相談は「心身の健康に

関する問題の相談」と言うことができる（Table 2参照）。

養護教諭は健康相談活動と教育相談，他の教職員も健

康相談と教育相談を行うことになる。 

 しかし，教育上の問題と心身の健康に関する問題は

重なる部分もある。例えば，心身が不調なために学習

に影響が出るような場合，あるいは学校での不適応か

ら心身が不調になるような場合，どこまでが教育相談

でどこまでが健康相談かを線引きすることはできない

であろう。また，健康相談活動は教育活動の一環であ

り，「心の健康を保ち，情緒の安定を図る」ことを目

的としており，教育相談の目的のひとつである適応を

図ることと同義であると考えられる。つまり，教育相

談と健康相談活動の相違点は，心身の健康に関する問

題を中心に捉えるか，教育に関する問題を中心に捉え

るかと考えることができる。 
教育相談とカウンセリング 教育相談も教師による

カウンセリングという面があり，カウンセリング技法

も取り入れられている（Table 3参照）。中学校学習指

導要領（特別活動編）では，「学校におけるカウンセ

リングは，生徒一人一人の生き方や進路，学校生活に

関する悩みや迷いなどを受け止め，自己の可能性や適

性についての自覚を深めさせたり，適切な情報を提供

したりしながら，生徒が自らの意志と責任で選択，決

定することができるようにするための助言等を，個別

に行う教育活動である。（中略）特別活動におけるカウ

ンセリングとは専門家に委ねることや面接や面談を特

別活動の時間の中で行うことではなく，教師が日頃行

う意図的な対話や言葉掛けのことである」とされてい

る27）。 

 ＳＣによるカウンセリングとの違いは，「助言」に重

きが置かれていること，「日頃行う意図的な対話や言葉

かけ」である。ＳＣは時には助言することもあるが，

児童生徒や保護者の話を共感的に聴き，問題を明確化

 

Table 3 教師とＳＣのカウンセリングの比較 

  教師によるカウンセリング ＳＣによるカウンセリング 

担当者 
担任教師 教育相談担当 

生徒指導担当 養護教諭 
スクールカウンセラー（臨床心理士等） 

方法 教育相談 健康相談活動 助言 カウンセリング 心理療法 

頻度 毎日 定期的 

相談時間 決まっていない 事前に約束（1 時間前後） 

役割 問題の予防 早期発見 助言 ＳＣとの連携 

治療的対応 アセスメント 

他機関への紹介 

教師へのコンサルテーション 

対象者 すべての児童生徒 保護者 
相談を希望，必要とする児童生徒 

保護者 教職員 
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したり，整理したりしながら，自ら解決できるように

援助することを目指している。 
筆頭筆者はＳＣとして生徒と関わる時は，カウンセ

リングの原則である時間，場所の枠組みを守り，心理

療法家として生徒の話を聴き，一緒に問題を考える姿

勢を保つことを心がけている。また，話を深めて問題

の背後にある要因を考えたり，内面に踏み込むことも

試みる。しかし，大学の教員として学生の相談に対応

する時は，枠組みを厳密には守らないし，学生の話は

傾聴し，共感するが，時としては助言，指示をするこ

ともある。また，学生の内面にはあまり深く立ち入ら

ないようにしている。そして，治療的な関与が必要な

場合は，学生相談の担当者を紹介するようにしている。 
ＳＣとしては非常勤勤務であり，外部の人間として

第三者的，中立的な立場で生徒と関わることができる

ので，治療的な役割を担うことができる。一方，教員

としては日常的に学生と関わり，講義を行い，学生を

評価する立場で仕事をしている。ＳＣのように第三者

的，中立的な立場を取ることは難しく，現実的な対応

にならざるを得ないと考えている。 
教育相談の役割は問題の予防，早期発見であるのに

対して，ＳＣの行うカウンセリングは治療的な対応が

主となる点も異なっている。 
教育相談には①開発的教育相談，➁予防的教育相談，

③問題解決的または治療的教育相談の3つの側面があ

る。開発的教育相談は，すべての児童生徒を対象とし

て，発達促進的な教育相談と言える。言わば，育てる

教育相談である。予防的教育相談は，問題が発生する

危険性が高かったり，問題が発生し始めている児童生

徒を対象として，問題を未然に防ぐことを目的として

いる。問題解決的教育相談は，問題を抱えた児童生徒

を対象として，治療的な関わりや危機介入を行うもの

である28）。この領域から考えると，教師による教育相

談は開発的，予防的教育相談が主となり，問題解決的

教育相談は主としてＳＣが担当することになる。教師

は児童生徒の問題のサインを見逃さず，必要があれば，

ＳＣにつなげることが求められる。 
担当者の特性から見た役割の比較 教育相談の担当

者としては学級担任及び教育相談担当，生徒指導の担

当者としては，学級担任及び生徒指導担当，健康相談

活動の担当者としては養護教諭，カウンセリングの担

当者としてＳＣを想定して，それぞれの担当者の特性

を鵜養の見解を参考にして比較検討したい（Table 4参
照）。 

 鵜養は教育場面における心理臨床の特質として「教

育場面という子どもの日常生活場面に隣接した所にあ

る虚構空間であり，子どもは自分の生活場面から，そ

の中に随時出入りして，日常場面での自分自身の姿を

虚構空間で再構成し，虚構空間で獲得した力を日常生

活場面で確かめてみることを，繰り返して成長してい

く。そのプロセスに長い時間をかけて付き合っていく

のが教育心理臨床のあり方である」と述べている。そ

のためには，「現実的援助から治療的関わり迄，幅広

い対応のできる柔軟性と，個人の成長に関わりながら，

それを支える基盤としての環境を調整すること，シス

テムチェンジエージェントとしての役割も担うことが

必要となる」と述べている29）。 
虚構空間について，鵜養は「日常の生活の場から切

り離された刺激の少ない隔離された時間・空間」であ

り，その中で「子どもの内的変化や成長のやり直しを

充分な時間をかけて保証」するものとしてとらえてい

る30）。精神科や小児科の病院，情緒障害短期療養施設

 

Table 4 教育・治療場面とその特性（役割の比較） 

   教
育
性

治
療
性

課
題
的

日
常
性

現
実
性

虚
構
性

個
別
性

集
団
性

教
室
場
面

教
室
外
場
面

学
校
内 

学級担任 ＋ － ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ 

生徒指導担当 ＋ － ＋ ＋ ＋ － － ＋ － ＋ 

教育相談担当 ＋ ± ＋ ＋－ ＋ ＋－ ＋ － ± ± 

養護教諭 ＋ ＋ － － ＋－ ± ＋ － － ＋ 

スクールカウンセラー － ＋ － － ＋－ ± ＋ － － ＋ 

学
校
外

教育相談所 － ＋ － － － ＋ ＋ － － ＋ 

心理相談室 － ＋ － － － ＋ ＋ － － ＋ 

医療機関 － ＋ － － － ＋ ＋ － － ＋ 

＋：傾向が大，－：傾向が小，±：どちらともいえない，＋－：場合による

※鵜養(1989)を一部改訂
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等での心理臨床モデルと考えることができる。 
現実には学校現場に虚構的空間を作り出すことは難

しいのではなないだろうか。学校現場の中での心理臨

床というとらえ方が妥当であると考える。 
 学校外の機関は教育性，課題的，日常性，現実性か

ら離れた虚構性の中で治療がなされる。それと比較し

て学校内では，教員は教育性，課題的，日常性，現実

性を保ちながら活動することが求められる。SCは教育

性，課題的，日常性の傾向は低いが，現実性は場合に

より求められる中で治療を担うことになる。養護教諭

は課題的，日常性の傾向は低いが，治療性の傾向が 
高く，教員とSCの中間的な存在と言える。 
 教室内では学級担任の役割が大きいが，教室外では

他の教員，養護教諭，SCが関わり，担任を支えたり，

協働することが望ましいと考えられる。 
(7)研究への問題意識 

学校教育において生徒児童の問題行動，不登校等は

増加の傾向が続いている。文部科学省の調査によれば，

平成 28 年度の小，中，高等学校における暴力行為の発

生件数は 59,457 件（前年度 56,806 件），小，中，高等

学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数はい

じめの認知件数は 323,808 件（前年度 225,132 件），小，

中学校における不登校児童生徒数は 134,398 人（前年

度 125,991 人）といずれも前年度より増

加している 31）。 
このような状況の中で，学校現場では

心理的な援助を必要とする児童生徒が増

加していると言える。石隈は「学校教育サ

ービスは,教科面と生活面での指導サービ

スと『心理教育援助サービス』が統合され

て初めて充実する」（1997）と述べ，日本

の学校教育の問題点として心理教育援助

サービスのシステムの不備を指摘してい

る 32）。 
筆頭著者は長年中学校，高等学校でス

クールカウンセラーとしての仕事を行っ

ている。大学ではチューターの立場で学

生と関わっており，学生を対象とした教

育相談活動を行っている。また，教育相談

の講義を担当し，教員，養護教諭養成にも

関わっている。このような中で，「教育相

談とは何か」ということを考えるととも

に，学校現場での心理教育援助サービス

のあり方を模索している。 
現在，学校現場には教師の行う生徒指

導，教育相談，養護教諭の行う健康相談活

動，スクールカウンセラー（以下ＳＣ）の

行うカウンセリング等，児童生徒の心理

的援助のための活動は導入されている。さらに，中央

教育審議会は「チームとして学校と今後の在り方」と

いう答申が出され，スクールアドバイザー，スクール・

ソーシャルワーカー等の専門職の導入が検討されてい

る 33）。教育体制を整備して複雑化，多様化する課題の

解決に当たったり，教員の負担を軽減して教育に専念

できる体制を構築したりしていくことは，望ましいこ

とであろう。しかし，様々な心理教育援助サービスが

有効的に機能するためには，各々の担当者が別々に活

動するだけではなく，連携しながら学校全体で児童生

徒の問題に取り組むことが必要であろう。その場合，

役割分担を明確にすることが望ましいが，各々の機能

は重なる部分もあり，どのような体制で臨むのかが課

題となると考える。 
 生徒指導と教育相談の相違点について，文部科学省

は，教育相談は主に個に焦点を当て，個の変容を図ろ

うとするのに対して，生徒指導は主に集団に焦点を当

て，集団としての成果や変容を目指し，結果として個

の変容に至るところにあると定義している。また「教

育相談は生徒指導の一環として位置づけられるもので

あり，その中心的役割を担うもの」（2010）と述べてい

る 34）。 
 このように教育相談と生徒指導に関しては，藤岡が

 

Table 5 教職志望・コース別調査参加者数 

 

 

 

教職志望 １年 ２年 ３年 ４年 計

保健・体育

はい 17 12 3 2 34
以前 3 0 0 0 3
いいえ 5 1 3 2 11
養護・保健

はい 41 5 1 2 49
以前 1 3 0 0 4
いいえ 0 0 0 0 0
心理・カウンセリング

はい 3 0 0 1 4
以前 1 0 0 0 1
いいえ 25 1 26 8 60
人間科学

はい 0 0 0 0 0
以前 0 0 0 0 0
いいえ 8 0 4 2 14
全体

はい 61 17 4 5 87
以前 5 3 0 0 8
いいえ 38 2 33 12 85
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学校心理学の視点から研究している 35）。また，教育相

談体制や実践に関する研究としては，松本等による「中

学校における包括的児童生徒支援のための学校教育相

談活動モデルの検討」，角等による「教育相談活動にお

けるスクールカウンセラーと 養護教諭の役割と連携」

等がある 36)。 
 先行研究の多くは教員の視点からのものであり，教

育相談を受ける側の児童生徒のニーズや意見は十分反

映されているとは言い難い。岩井は学生の生徒指導・

教育相談・進路指導のイメージを研究しているが，そ

れぞれの役割については検討されていない 37）。 
 そのため，本研究では学生が児童生徒の問題に対し

て，教育相談，生徒指導，カウンセリング，健康相談

活動のうちのどの方法を用いるのが望ましいと考える

かを調査し，それぞれの役割をどのようにとらえてい

るか分析したいと考えている。 
(8)研究の目的 

 本研究では，教育相談，生徒指導，カウンセリング，

健康相談活動の役割を把握することを目的とし，学生

の抱く各々の機能，役割について調査を行ない，分析

をする。また，教員を志望する学生とそれ以外の学生

の異同についても検討したい。 
 
方法 

(1)調査参加者 

大学生 180 名（男性 62 名，女性 117 名，性別欄未記

入 1 名）が調査に同意して参加した。学年別には１年

生 104 名，２年生 22 名，３年生 37 名，４年生 17 名で

あった。また，教職を志望する学生は 87 名であった。 
コース別では，教職教育カリキ

ュラムが整備されている養護・保

健コース 53 名，保健・体育コース

48 名，教職教育を主におかない心

理・カウンセリングコース 65 名，

人間科学コース 14 名であった。

学年，コース，教職志望による人

数の詳細を Table 5 に示した。 
(2)調査手続きと倫理的配慮 

 調査はGoogle Formsを利用した

ウェブ調査形式とした。調査用ウ

ェブページの冒頭に調査の目的

を説明するとともに，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。 
(3)質問紙構成 

以下の質問は実態を踏まえて

すべて複数回答可とした。 
①相談活動の認知度 学校での相談活動（教育相談，

生徒指導，健康相談活動，カウンセリング）の認知度

を問うものである。 
②相談経験 上記 4 種の学校での相談経験を問うも

のである。 
③対応に関する質問 想定される児童生徒の問題

（生活面，行動面，心理面，家庭面，発達面等の悩み

や問題行動）をあげて，それぞれの対応として望まし

いと考える活動を４種の相談活動（教育相談，生徒指

導，健康相談活動，カウンセリング）の中からあては

まる項目を選択させた。児童生徒の問題として取り上

げたのは，①校則違反，②暴力，③さぼり・遅刻，④

いじめ加害，⑤いじめ被害，⑥休みがち・不登校，⑦

友人関係，⑧進路，⑨リストカット，⑩過呼吸，⑪摂

食障害，⑫セクハラ被害，⑬虐待被害，⑭発達障害の

14 場面であった。 
 
結果 

(1)認知度と経験率 

 認知度は，教育相談で147名（85％），生徒指導が158
名（91.3％），健康相談活動で54名（31.5％），カウン

セリングが156名（90.2％）であった。また，経験率は，

教育相談で78名（45.1％），生徒指導が75名（43.4％），

健康相談活動で14名（8.1％），カウンセリングが58名
（33.5％），未経験が45名（26％）であった。 
(2)対応 

諸問題の選択率をTable 6に示した。 
教育相談が最も多く選択された問題は，「進路」（86％）

 

Table 6 諸問題の相談活動選択率 

 

問題 教育相談 生徒指導 健康相談活動 カウンセリング

校則違反 17.2 94.4 2.2 16.1
暴力 22.2 85.0 6.1 50.0
さぼり・遅刻 45.0 55.6 22.8 50.6
いじめ加害 27.8 82.2 3.3 54.4
いじめ被害 32.8 20.0 29.4 88.3
休みがち・不登校 40.0 19.4 45.0 87.8
友人関係 34.4 5.0 16.1 85.6
進路 86.0 24.0 2.2 17.9
リストカット 20.0 11.7 47.2 92.8
過呼吸 10.6 5.0 77.2 57.8
摂食障害 8.9 5.0 82.2 67.8
セクハラ被害 26.7 11.7 34.4 86.7
虐待被害 22.4 9.5 49.7 91.1
発達障害 50.0 11.2 59.6 64.0

（％）
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であった。生徒指導が最も多く選択された問題は，「校

則違反」（94.4％），「暴力」（85％），「いじめ加害」

（82.2％）であった。カウンセリングが最も多く選択さ

れた問題は，「いじめ被害」（88.3％），「不登校」

（87.8％），「友人関係」（86％），「リストカット」

（92.8％），「セクハラ被害」（86.7％），「虐待」（91.1％）

であった。健康相談活動では，「過呼吸」（77.2％），

「摂食障害」（82.2％）に対する対応が最も多く選択さ

れた。また，複数の対応が選択された問題は，「さぼ

り・遅刻」に関して生徒指導（55.6％），カウンセリン

グ（50.6％），教育相談（45％）であった。「発達障害」

に関しては，カウンセリング（64％），健康相談活動

（59.6％），教育相談（50％）が選択された。 
(3)教職教育による相談活動の認識構造の変化 

 大学教育初年度となる１年生104名と，教職免許取得

を志望する３～４年生（9名)の相談活動の認識の変化

を検討するために，各群の通過率を算出し，Fisherの直

接法による分析を行った（Table 7参照）。 
その結果，１年生よりも教職３～４年生で教育相談

の選択率が有意に高くなった問題は，「友人関係

（p<.01），「摂食障害」（p<.05），「暴力」（p<.10），

「いじめ被害」（p<.10）であった。生徒指導と健康相

談活動では「休みがち・不登校」（それぞれ，p<.05, 
p<.10），カウンセリングでは「進路（p<.05）」が教職

３～４年生で選択率が高くなる傾向を示した。一方，

有意に選択率が低くなったものは見いだされなかった。 
認識構造の変化を可視的に検討するために，相談活

動選択率をターゲットにして，１年生と教職３～４年

生の群別に，Ward法による階層的クラスタ分析および

多次元尺度構成法を行った。４クラスタを指定しての

各相談活動クラスタ平均値（標準得点化）および所属

メンバーをTable 8（１年生），Table 9（教職３～４年

生）に，デンドログラムをFigure 1とFigure 3に示した。 
各群のクラスタは生徒指導，教育相談，健康相談活

動，カウンセリングの選択率が高いものとなった。し

かしながら１年生ではカウンセリングを中心としたク

ラスタ（第３クラスタ）が他の選択肢を抑制した排他

的なものになったのに対し，教職３～４年生（第２ク

ラスタ）では健康相談活動も同時に選択される傾向が

示唆された。 
また，デンドログラムからクラスタの接合状況に着

目すると，１年生では教育相談を中心とするクラスタ

は生徒指導中心クラスタと接合するのに対し，教職３

～４年生では，健康相談活動，カウンセリングを中心

とするクラスタに接合することが見て取れる。 
所属メンバーに着目すると，「友人関係」は１年生

ではカウンセリングを中心としたクラスタ（第３クラ

スタ）に所属していたのに対して，教職３～４年生で

は教育相談を中心としたクラスタ（第１クラスタ）に

所属していた。また「発達障害」は１年生では健康相

談活動を中心としたクラスタ（第４クラスタ）に所属

していたのに対して，教職３～４年生ではカウンセリ

ングを中心としたクラスタ（第２クラスタ）に所属し

ていた。 
多次元尺度構成法によって２次元空間に布置したもの

をFigure 2（１年生）とFigure 4（教職３～４年生）に示

した。階層的クラスタ分析の結果，所属クラスタが変

化した「友人関係」「発達障害」に着目すると，１年 
 

Table 7 群ごとの相談活動選択率 

教育相談 生徒指導
健康相談

活動

カウンセ

リング
教育相談 生徒指導

健康相談

活動

カウンセ

リング

校則違反 15.4 93.3 2.9 14.4 22.2 100 11.1 22.2
暴力 18.3 86.5 7.7 51.9 44.4† 88.9 0.0 55.6
さぼり・遅刻 44.2 49.0 25.0 54.8 66.7 77.8 22.2 44.4
いじめ加害 26.0 82.7 2.9 53.9 44.4 100 11.1 44.4
いじめ被害 30.8 14.4 32.7 90.4 66.7† 33.3 55.6 88.9
休みがち・不登校 36.5 11.5 46.2 92.3 55.6 44.4* 77.8† 88.9
友人関係 29.8 3.9 14.4 84.6 77.78** 0.00 44.4 77.8
進路 85.6 20.2 3.9 13.5 100 11.1 0.0 44.4*
リストカット 18.3 7.7 42.3 94.2 44.4 11.1 55.6 88.9
過呼吸 8.7 3.9 74.0 54.8 11.1 0.0 100 66.7
摂食障害 5.8 2.9 79.8 70.2 33.3* 0.0 100 77.8
セクハラ被害 23.1 8.7 37.5 85.6 33.3 22.2 66.7 88.9
虐待被害 17.5 5.8 49.5 92.2 33.3 22.2 77.8 100
発達障害 46.1 7.8 60.8 61.8 66.7 22.2 88.9 66.7

（％）

１年生（n=104） 教職３～４年生（n=9）

†: p<.10, *:p<.05, **: p<.01
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Table 8 相談活動のクラスター（標準得点，１年生） 

 

 

 

Figure 1 相談内容のクラスタリング（デンドログラム，１年生) 

 

 

Figure 2 相談活動の認識構造（１年生） 

クラスタ 教育相談 生徒指導 健康相談活動 カウンセリング

1 -0.150 1.450 -0.942 -0.796
2 2.794 -0.242 -1.163 -1.914
3 -0.148 -0.580 0.109 0.906
4 -0.436 -0.692 1.426 -0.113
1 校則違反, 暴力, さぼり・遅刻, いじめ加害

2 進路

3 いじめ被害, 休みがち・不登校, 友人関係, リストカット, セクハラ被害, 虐待被害

4 過呼吸, 摂食障害, 発達障害
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Table 9 クラスタ平均値と所属メンバー（標準化得点，教職３～４年生） 

 

 

 

Figure 3 相談内容のクラスタリング（デンドログラム，教職３～４年生) 

 

 

Figure 4 相談活動の認識構造(教職３～４年生) 

 

クラスタ 教育相談 生徒指導 健康相談活動 カウンセリング

1 -0.234 1.422 -1.091 -1.156
2 0.000 -0.323 0.538 0.817
3 -1.169 -1.011 1.352 0.173
4 1.636 -0.864 -0.785 -0.311
1 校則違反, 暴力, さぼり・遅刻, いじめ加害

2 いじめ被害, 休みがち・不登校, リストカット, セクハラ被害, 虐待被害, 発達障害

3 過呼吸, 摂食障害

4 友人関係, 進路
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生と比較して教職３～４年生では「友人関係」は「進

路」との距離が近くなり，「発達障害」はカウンセリ

ングを中心としたクラスタを構成するメンバーと融合

的に布置されるようになった。 

(4)教職志望など諸特性が学校問題に対する相談活動

の選択に与える影響 

 教職志望など諸特性が学校問題に対する相談活動の

選択に与える影響を検討するために，独立変数に性別，

学年，教職志望，コース，相談／被指導歴，教職３～

４年生，従属変数を４つの相談活動（教育相談，生徒

指導，健康相談活動，カウンセリング）としたステッ

プワイズ変数選択によるロジスティック回帰分析を行

った。なお，独立変数のうち２値変数はカテゴリカル

変数として取り扱うとともに，頑健標準誤差を用いた。

また，ステップワイズ変数選択の基準はp<.05を採用し

た。分析の結果をTable 10に示す。 

教職３～４年生に着目すると，教育相談が「進路」

（OR>100.0），「友人関係」（OR=8.489），「過呼吸」

（OR=5.769），「いじめ被害」（OR=5.285）で，生徒

指導は「校則違反」（OR>100.0），「いじめ加害」

（OR>100.0），「発達障害」（OR=9.714）で，健康相

談活動は「進路」（OR>100.0），「過呼吸」（OR>100.0），
「摂食障害」（OR>100.0），「セクハラ被害」（OR=4.801）
で，カウンセリングが「虐待被害」（OR>100.0）で選

択される割合が有意に高かった。一方，生徒指導が「友

人関係」（OR<0.01），「過呼吸」（OR<0.01），「摂

食障害」（OR<0.01）で，健康相談活動で「暴力」（OR<0.01）
で選択される割合が有意に低かった。 
一方，自身の体験を反映したと思われる相談歴に着

目すると，教育相談が「進路」（OR=4.819），「発達

障害」（OR=2.268），「いじめ被害」（OR=2.258）で，

生徒指導は「進路」（OR=2.122）で，健康相談活動は

 

Table 10 教職志望など諸特性が学校問題に対する相談活動の選択に与える影響 

 

 
※ステップワイズ法による選択変数（すべて p<.05）。カッコ内はオッズ比。「教職３～４年生」のみゴシック体とした。

問題 教育相談 生徒指導 健康相談活動 カウンセリング

校則違反 保体コ ース  (<0.01) 保体コ ース  (>100.0) 保体コ ース  (<0.01)
教職３～４年生(>100.0) 心理コ ース  (<0.01)

暴力 養護コ ース  (4.402) 相談歴 (2.826)
保体コ ース  (<0.01) 養護コ ース  (2.198)
教職３～４年生(<0.01)

さぼり・遅刻 養護コ ース  (2.647) 相談歴 (2.068)
いじめ加害 教職３～４年生(>100.0) 相談歴 (4.006) 相談歴 (2.625)

女性 (0.225) 保体コ ース  (<0.01) 女性 (2.074)
いじめ被害 教職３～４年生(5.285) 女性 (3.567)

相談歴 (2.258)
休みがち・不登校 女性 (0.300) 相談歴 (4.271) 相談歴 (5.443)

保体コ ース  (0.107)
友人関係 教職３～４年生(8.489) 教職３～４年生 (<0.01) 教職志望 (2.964) 心理コ ース  (3.409)

相談歴 (1.949)
進路 教職３～４年生(>100.0) 被指導歴 (2.122) 教職３～４年生 (>100.0) 保体コ ース  (<0.01)

相談歴 (4.819) 相談歴 (13.333)
保体コ ース  (<0.01)
学年 (<0.01)

リストカット 女性 (0.278) 女性 (0.313) 相談歴 (>100.0)
女性 (4.923)

過呼吸 教職３～４年生(5.769) 教職３～４年生(<0.01) 教職３～４年生 (>100.0) 相談歴 (4.236)
養護コ ース  (4.526)
女性 (0.377)

摂食障害 教職３～４年生(<0.01) 養護コ ース  (4.992) 相談歴 (4.388)
教職３～４年生 (>100.0)

セクハラ被害 心理コ ース  (2.603) 学年 (1.531) 教職３～４年生 (4.801)
女性 (0.299) 養護コ ース  (3.758)

虐待被害 女性 (0.426) 学年 (1.760) 養護コ ース  (2.202) 教職３～４年生 (>100.0)
発達障害 相談歴 (2.268) 教職３～４年生(9.714) 相談歴 (2.499)

教職志望 (0.270)
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「進路」（OR=13.333），「いじめ加害」（OR=4.006）
で，カウンセリングが「リストカット」（OR>100.0），

「休みがち・不登校」（OR=5.433），「摂食障害」

（OR=4.388），「過呼吸」（OR=4.236），「暴力」

（OR=2.826），「いじめ加害」（OR=2.625），「発達

障害」（OR=2.499），「さぼり・遅刻」（OR=2.068）
で選択される割合が有意に高かった。 
その他，性別や所属コースなど，個人特性によって

相談活動の選択が異なる傾向がうかがえた。 
 
考察 

本研究では，教職を目指す学生が捉える教育相談，

生徒指導，カウンセリング，健康相談活動の役割イメ

ージを把握することを目的とし，それぞれの機能，役

割について調査を行った。 

(1) 認知度と経験率 

 学生の認知度は，生徒指導（91.3％）＞カウンセリン

グ（90.2％）＞教育相談（85％）＞健康相談活動（31.5％）

であった。また，経験率は，教育相談（45.1％）＞生徒

指導（43.4％）＞カウンセリング（33.5％）＞未経験（26％）

＞健康相談活動（8.1％）であった。 
教育相談活動は学校現場で頻繁に行われているので，

認知度は85％となっており，学生にも浸透しているこ

とがうかがえる。しかし，生徒指導，カウンセリング

の認知度よりは低くなっている。それは，個人面接，

進路相談，保護者面接などの名称で呼ばれることが多

く，教育相談という名称で行なわれることは稀だから

ではないだろうか。そのために，教育相談は全児童生

徒を対象としているのにもかかわらず，経験した学生

が45％と半数以下となっている。 
 生徒指導の認知度は91.3％と最も高くなっているが，

学生の経験率は43.4％と教育相談よりも低くなってい

る。認知度の高さは前述した「適応上の問題や心理面

の問題をもつ児童生徒に対する消極的な面での指導」，

たとえば，生徒指導担当の教員が，問題を抱える児童

生徒を呼び出して対応したり，服装，髪型検査のよう

な問題行動の早期発見のための活動が目立つからでは

ないだろうか。それに対して生徒指導の「あらゆる児

童生徒を対象として人格あるいは精神をより望ましい

方向に推し進めようとする積極的な面」は認知されに

くいために，教育相談と同様経験率は低くなっている

と考えられる。 
 健康相談活動は，学校教育での位置づけにおいても

新たな展開を迎えているが，十分に浸透していないた

めか，学生の認知度は31.2％と最も低く，相談歴も8.1％
となっている。養護保健コースを有し，養護教諭への

関心が高い本学にあっても，認知度，相談歴ともに低

い水準となっている。 

中学，高等学校時代に保健室で養護教諭の手当てを

受けた時に話を聴いてもらったり，健康診断およびそ

の結果を教示されたり，保健指導を受けた経験はある

と考えられる。しかし，健康相談活動という名称は用

いられないことも，認知度，相談歴の低さに影響を及

ぼしたのではないだろうか。 
 カウンセリングに関しては，認知度は90.2％と生徒

指導に次いで高い。SCの配置が進んだ時期に中学生で

あった学生は，所属した中学校にＳＣが派遣されてい

た可能性が高い。また，本学には心理カウンセリング

コースがあり，学生のカウンセリングへの関心は高い

と考えられる。そのため，相談歴は33.5％であるが，認

知度は高くなったと考えられる。 
(2) 対応 

 教育相談が最も多く選択された問題は「進路」であ

った。多くの学生が担任や進路指導の担当者に進路指

導の相談をしたというような経験をしていると考えら

れる。教育相談がガイダンス理論から発展してきたこ

とを顧みると，この結果は妥当なものであると言える

だろう。 

 生徒指導が対応する項目として最も多く選択された

問題は「校則違反」「暴力」「いじめの加害」といっ

た反社会的な問題行動であった。反社会的な問題行動

に対して生徒指導担当の教員が主に関わることが多い

と学生は経験から導き出したと考えられる。このよう

な行動は指導的な関わりが必要であると捉えたのでは

ないだろうか。しかし，「暴力」「いじめ加害」に関

しては第二選択としてカウンセリングが挙げられてお

り，その背景として心理的な問題があると捉えて，治

療的な関わりも必要と考えているようだ。 
 「摂食障害」「過呼吸」の対応として，健康相談活

動で最も高い割合となっている。「摂食障害」「過呼

吸」とも身体に関わる問題である。健康相談活動を認

知していない者も，身体に関わる相談に当てはまると

捉えて健康相談活動を選択したと考えられる。 
カウンセリングが最も多く選択された問題は，「い

じめ被害」，「不登校」，「友人関係」，「リストカ

ット」，「セクハラ被害」，「虐待」であった。いず

れも，治療的な関わりを必要とする問題であると捉え

て，ＳＣが対応すべきだと考えたのであろう。 
「いじめ被害」「友人関係」については教育相談が

2番目に多く選択されている。相談性が必要であると考

え，教員による相談も有効であると捉えたのであろう。 
また，健康相談活動が最も多く選択された「摂食障

害」「過呼吸」も身体的症状だけではなく，心理的な

面での問題も大きいので，養護教諭とともにＳＣも関

わることが必要だと考える。結果においても「摂食障

害」「過呼吸」の対応としてカウンセリングが2番目に

27



原著 

 
 

選択されている。一方，「リストカット」は心理的な

問題を背景として身体を傷つける行為であり．身体症

状の側面もある。第2番目に多く健康相談活動が選択さ

れており，ＳＣだけではなく養護教諭の関わりも必要

であると捉えられている。 
「虐待」に関しては，児童虐待防止法第５条におい

て，早期発見に努力すること,同法第６条において，児

童虐待を受けたと思われる子どもを関係機関へ通告す

る義務が学校に課せられている38）。特に養護教諭は健

康観察．身体検査や保健室での対応を通して虐待を発

見しやすい立場にあり，虐待の早期発見・早期対応そ

の役割が期待されている39）。また，虐待を通告する場

合は，管理職を含めた学校関係者が協議して対応する

ことになる。このような対応の中でＳＣは治療的な関

わりを行うことになる。「セクハラ被害」に関しても

同様のことが言えるであろう。調査結果でも二番目の

選択として，健康相談活動が挙げられている。 
教員，養護教諭，ＳＣの協働は他の場面でも行われ

ている。「さぼり・遅刻」の対応としては，教育相談，

生徒指導，カウンセリングという複数の項目，「発達

障害」の項目では教育相談,健康相談活動，カウンセリ

ングという複数項目が選択されている。 
「さぼり・遅刻」に対しては背後に心理的要因が予想

されることから，教育的な指導だけでは解決せず，教

育相談やカウンセリングといった治療的なアプローチ

も必要であると捉えられたと考えられる。 
また，「発達障害」については，多角的なアプロー

チが必要であると捉えているが，教育的な指導よりも

治療的なアプローチが優先されている。「発達障害」

に関しては他の問題行動や症状とは異なる要素があり，

同列にすべきものではないかもしれない。しかし，教

育現場では「発達障害」傾向のある児童生徒の対応が

課題となっている。小・中学校の通常の学級に，6.5％
の割合で，学習面又は行動面において困難のある児童

等が在籍し，この中には発達障害のある児童等が含ま

れている可能性があるという推計結果（平成24年文部

科学省調査）がある。平成26年に批准した障害者の権

利に関する条約においてインクルーシブ教育の構築が

求められており，平成29年にはガイドラインが作成さ

れた40）。現段階でも試行錯誤が続いており，学生が選

択に迷ったことがうかがわれる。 
(3)教職教育による相談活動の認識構造の変化 

 教職３～４年生が１年生に比較して，教育相談，生

徒指導，健康相談活動を選択する傾向が見られ，クラ

スタ構造も変化している。 

教職課程のカリキュラムとしては，保健体育，養護

教諭志望者とも，「教育相談」，「生徒指導」は必修

科目であり，２年生で履修している。「健康相談活動」

については，養護教諭志望者は必修科目であり，２年

生に履修している。また，３～４年生はボランティア

活動，介護等体験，教育実習，養護実習等で学校現場

に入って様々な経験を積んでいる。このような本学の

教育活動によって教育相談，生徒指導，健康相談活動，

カウンセリングの理解が進んだと考えられる。 
(4)教職志望など諸特性が学校問題に対する相談活動

の選択に与える影響 

 教職３～４年生において，教育相談が「進路」，「友

人関係」，「過呼吸」，「いじめ被害」で，生徒指導

は「校則違反」，「いじめ加害」，「発達障害」で，

健康相談活動は「進路」，「過呼吸」，「摂食障害」，

「セクハラ被害」で，カウンセリングが「虐待被害」

で選択される割合が有意に高かった。教育相談，生徒

指導，健康相談活動の範囲が広がっていることは，専

門的な教育をうける中で視野が広がったことがうかが

える。健康相談活動で進路が高いのは，養護教諭に勧

められて養護教諭を目指したという志望動機を話す学

生がいることと関連があると考えられる。 

 相談歴に着目すると，教育相談が「進路」，「発達

障害」，「いじめ被害」で，生徒指導は「進路」で，

健康相談活動は「進路」，「いじめ加害」で，カウン

セリングが「リストカット」，「休みがち・不登校」，

「摂食障害」，「過呼吸」，「暴力」，「いじめ加害」，

「発達障害」，「さぼり・遅刻」で選択される割合が

有意に高かった。カウンセリングの対応範囲が広がっ

ていることは，利用体験を通してカウンセリングの有

効性を実感しているからであろう。 
教職３～４年では，教育相談，生徒指導，健康相談

活動を選択する傾向が高まる傾向がうかがえるが，相

談歴（カウンセリングの利用体験）があると，幅広い

領域でカウンセリングが選択される傾向があることが

見いだされ，教職教育の進展に伴う専門性の高まりと

利用者（児童・生徒）の実感とがミスマッチしていく

ことが示唆された。 
(5)研究上の問題点と今後の対応 

 研究の調査参加者は１つの大学の学生であり，知見

を普遍化するには限界がある。また，教職志望をする

３～４年生が9名と少なく，それでも有意性検定の観点

からいくつかの知見は得られたが，十分な効果量を持

っていたにも関わらず見逃したものもあると思われる。

そこで，より豊富で頑健な知見を得るには，複数の大

学からの多くの学生参加者による調査を実施すること

が望ましい。 

(6)研究上の特長 

 上記のような問題点はあるものの，教職教育による

専門性の高まりに伴って相談サービス利用体験とのミ

スマッチが起こることを見出すなど，今後の教育相談
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やＳＣのあり方や教職教育における児童・生徒への援

助・支援体制の整備を促す嚆矢となりうると考えられ

る。 

(7)まとめ 

 学生は教育相談，生徒指導，健康相談活動，カウン

セリングについて自分の経験や大学，学校現場での学

ぶ等から諸問題に対応する活動を選択したと考えられ

る。その選択は概ね妥当ではあると言える。しかし，

それぞれの本来的な意義や目的を知らないために，教

育相談的配慮，生徒指導の積極的な側面，健康相談的

配慮に関しては理解が及ばず，一面的なとらえ方の傾

向が示された。 
 また，教職教育による相談活動の認識構造の変化か

ら教職教育の進展に伴う専門性が高まることが示唆さ

れた。一方で専門性の高まりと利用者（児童・生徒）

の実感とがミスマッチしていくことも示唆された。 
 前述したように研究の調査参加者は１つの大学の学

生であり，教職志望をする３～４年生が少ないために，

知見を普遍化するには限界がある。今後の課題とした

い。 
 学校現場における教員，養護教諭，ＳＣの役割は相

互に重なる部分もあり，役割分担の線引きは困難であ

る。むしろ，教育目標を共有しながら，それぞれの役

割を果たし，協働することが求められるであろう。特

に今後は「チーム学校」として様々な専門職が学校現

場に入ったり，地域社会とも連携がより求められるよ

うになるであろう。 
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Abstract. 
This paper reviews the main revision points regarding the Child Welfare Act, which was revised in 2016, and discusses future 
issues regarding social care from the perspectives of child welfare and child-care and family support. On the basis of the 
discussion, the following four points are identified as future issues regarding social care. Firstly, it is of enormous significance 
that the Convention on the Rights of the Child is regarded as the basic principle for the Child Welfare Act. A matter that will 
be an issue is how to make use of the concepts, basic principles, and content of the Convention in the future in measures and 
practice pertaining to social care. Secondly, while entrustment to foster parents is being promoted in social care, a matter that 
will be an issue is how to guarantee "the right to know ... his or her parents" in Article 7 of the Convention on the Rights of the 
Child. Knowing and accepting their own parents is the starting point from which foster children face reality. Thirdly, while 
support for rebuilding parent-child relationships is regarded as important, it will be necessary to investigate how attachment 
should be formed. Fourthly, it will be necessary to understand social care not only as measures for children who are in need of 
care, but also as a means for achieving social inclusion, and also to make its position clear in the wording of laws and policies 
related to social care. 
 
 
キーワード：子どもの権利条約、改正児童福祉法、社会的養護、児童福祉、子育て家庭支援 

 Key words: Convention on the Rights of the Child, Revised Child Welfare Act, social care, child welfare, child-
care and family support 
 

 
はじめに 

2016 年 5 月 27 日、「児童福祉法等の一部を改正する

法律」が成立された。今回の児童福祉法改正の趣旨は

「全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待につ

いて発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強

化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとと

もに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村

及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の所 

 
 
要の措置を講ずる」とあり、児童虐待防止と社会的養 
護の充実化の観点からの法改正であるといえる。 
児童虐待防止や社会的養護に関する施策は児童福祉

法の改正とともに推進されてきた。社会的福祉構造改

革の流れのなかで、1997 年には児童福祉法が大幅に改

正され、要保護児童施策において児童の自立支援が強

調された。2000 年には児童虐待防止法の制定により、

虐待に対する行政の緊急介入の強化や、虐待をした保
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護者に対する行政の指導が義務付けられた。2004 年の

児童福法改正で子ども家庭相談に関して市町村が第一

義的機関として位置付けられた。また、2008 年の児童

福祉法改正では、小規模居住型児童養育事業（ファミ

リーホーム）が規定され、里親についても法的に養育

里親と養子縁組里親が分けられた。2012 年に厚生労働

省が「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推

進について」が通知され、施設の小規模化の推進が打

ち出された。 
2016 年の児童福祉法の改正では、深刻化する児童虐

待に対して一連の防止対策の強化を図るため、①児童

福祉法の理念の明確化等、②児童虐待の発生予防、③

児童虐待発生時の迅速・的確な対応、④被虐待児童へ

の自立支援等が盛り込まれた 1。本稿では、2016 年に

改正された児童福祉法の改正背景を概観したうえで、

主な改正点を検討し、児童福祉と子育て家庭支援の観

点から社会的養護における今後の課題を考察する。 
 
１．児童福祉法の改正背景 
（１）社会問題としての児童虐待 

日本において児童虐待が社会的な問題として認識さ

れるようになったのは 1990 年代以降である 2。児童虐

待に関する公的統計は，厚生労働省が 1990 年の児童

相談所における児童虐待相談対応件数を公表したのが

初である。表 1 のように、児童虐待相談対応件数は、

統計をとりはじめた 1990 年には 1,101 件であったが、

10 年後の 2000 年には 17,725 件、さらに 2010 年には

56,384 件と急増している。こうした状況に対して、1997
年度には児童福祉法が制定後 50 年ぶりに大幅に改正

され、児童相談所が施設入所等の措置を採るに当たっ

て一定の場合には都道府県児童福祉審議会の意見を聴

取することとされ、児童相談所における措置決定の客

観化を図るとともに、子ども虐待等複雑・多様化する

子ども家庭問題に児童相談所が的確に対応できるよう

児童相談所を専門的にバックアップする仕組みが講じ

られた。さらに、同法の改正では、地域に密着したき

め細かな相談支援を通じて問題の早期発見・早期対応

を図るための「児童家庭支援センター」が創設された

（厚生労働省）3。さらに、2000 年に児童虐待の防止等

に関する法律（児童虐待防止法）を制定し、児童虐待

の定義を明確にするとともに、「児童虐待の防止に関す

る国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童

の保護のための措置等を定め」、その対応体制と防止対

策の強化に乗り出した 4。しかし、児童相談所での児童

虐待に関する相談対応件数は年々増加し、児童相談所

での児童虐待に関する相談対応件数は年々増加し、

2016 年には 122,578 件（全国及び東京都ともに過去

高）と、児童虐待は急増を続けている状況である。そ

して厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査」（2015）
5 によると、2013 年には全国の児童養護施設に入所し

ている子ども全体のうち 59.5％が虐待を受けた子ども

であると言われている。 
表 1  児童虐待相談対応件数の推移 

年

度 

1990 1996 2000 2010 2013 2015 2016 

件

数 

1,101 4,102 17,725 56,384 88,931 103,260 122,578

出所：厚生労働省 「平成 28 年度児童相談所での児童虐待相

談対応件数＜速報値＞」p.1 をもとに筆者作成 

 

（２）子どもの権利条約採択と児童虐待に対する国家

の責任強化 

1989 年に国連総会で採択された「子どもの権利条約

（Convention on the Rights of the Child）」は、すべての

子どもに人権を保障する法的拘束力を持った初めての

国際条約であり、日本は 1994 年に批准している。18 歳

未満を「児童（子ども）」と定義し、前文と本文 54 条

からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包

括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的

な事項を規定している 6。子どもの権利条約第 19 条 1
項では、「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童

を監護する他の者による監護を受けている間において、

あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若

しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱

い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護す

るためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教

育上の措置をとる」と規定している。国際条約の中に

初めて子ども虐待やネグレクトが明記されたことは画

期的なことであった 7。 
子どもの権利条約は、子どもの成長・発達のための

親および家族環境を重視する。子どもは、人格の全面

的で調和のとれた発達のためにふさわしい家庭環境

（代替的な環境を含む）のもとで成長すべきであると

いう理念に基づき、子どもの第 1 次的養育責任は親に

あり（第 18 条）、親は子どもが権利を行使するにあた

って、その能力の発達と一致する方法で指導する権利

と義務を持ち、責任を負っている（5 条）と規定してい

る。子どもは親を知る権利、親により養育される権利

がある（7 条）。条約は、親と家族の保護・援助を通し

て子どもの発達や権利を保障しようとしている。 
子どもの権利条約の第 20 条、第 9 条は社会的養護そ

のものに関する条項である。第 20 条 1 項では「一時的

若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児

童自身の 善の利益にかんがみその家庭環境にとどま

ることが認められない児童は、国が与える特別の保護
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及び援助を受ける権利を有する」とあり、2 項は、国に

はそのための「代替的な監護を確保する」責任があり、

監護には「里親委託、養子縁組、必要な場合には児童

の監護のための適当な施設への収容」（3 項）が含まれ

るとしている。第 9 条 1 項、2 項及び 3 項は「親から

の分離禁止」条項である。子どもの権利の観点からは

「親からの分離禁止」が原則であり、児童虐待など「特

定の場合」に「司法の審査に従うことを条件として」

分離が認められている。すなわち、子どもが親から分

離されないよう家庭支援を行うことは社会的養護の根

幹的な目標であり、分離せざるを得ない場合には、子

どもの 善の利益の観点と適正な手続きに基づいて分

離するのが原則である。さらに、分離された場合には、

家庭環境の改善をはかり早期に家庭で親子が一緒に暮

らすことができる状況を回復することが社会的養護の

基本目標となる。このように子どもの権利条約は児童

の 善の利益を実現するために父母の第一義的責任と

それを可能にさせる公的援助の責任が明確に規定され

ている。 
日本は 1994 年の子どもの権利条約の批准を契機に

子どもの権利や養育環境への関心が高まり子どもの権

利として社会的養護が位置づけられ、国の責任に基づ

いて関連施策が整備・展開されている。 
２．社会的養護施策の改革 

山縣（2016 年）は、「社会的養護施策は、児童福祉法

制定時、事実上 も大きな課題であったものであり、

整備も早かった。一方で、その分、変化への対応力が

弱かったと言わざるを得ない。社会的養護施設の本格

的な改革は、社会的養護施策の矛盾への内発的な認識

からというよりも、高齢者福祉や地域福祉改革の機運

に合わせ、並行的に進められていった。たとえば、子

育て短期支援事業（1990 年、家庭養育支援事業として

開始）、子ども家庭福祉相談の第一義的窓口の市町村化

（2005 年）などである。社会的養護の内発的改革は、

2010 年前後からである。社会的養護改革の基本的方向

を示したのは『社会的養護の課題と将来像』（2011）で

ある」8と述べている。 
「社会的養護の課題と将来像」は、児童養護施設等

の社会的養護の課題に関する検討委員会と社会保障審

議会児童部会社会的養護専門委員会によって発表され

た報告書である。その背景には、子どもの権利条約と、

条約に基づく子どもの権利委員会からの 2 回にわたっ

ての施設中心のあり方の見直しに関する指摘、「子ども

の代替的養育に関する国連ガイドライン」（2009 年）の

採択がある。国連ガイドラインでは、「施設の進歩的な

廃止を視野に入れた、明確な目標及び目的を持つ全体

的な脱施設化方針に照らした上で、代替策は発展すべ

きである」とし、別項では、3 歳未満の子どもについて

は、施設の利用を避けるべきことを示している。これ

に基づき、2010 年、日本は表 2 のような 3 回目の勧告

を受け、社会的養護改革を強く迫られることになった。 
表 2 国連子どもの権利委員会による社会的養護に関する勧告 

 委員会は条約第 18 条に照らし、締約国に以下を勧告する 

(a)里親が小規模なグループ施設のような家族型環境において

児童を養護すること 

(b)里親制度を含め、代替的監護環境の質を定期的に監視し、全

ての監護環境が適切な低基準を満たしていることを確保す

る手段を講じること 

(c)代替的監護環境下における児童虐待について責任ある者を

捜査、訴追し、適当な場合には虐待の被害者が通報手続、カ

ウンセリング、医療ケア及びその他の回復支援にアクセスで

きるよう確保すること 

(d)全ての里親に財政的支援がされるよう確保すること 

(e) 2009 年 11 月 20 日に採 択さ れた国連 総会 決議

（A/RES/64/142）に含まれる児童の代替的監護に関する国

連ガイドラインを考慮すること。 

出所：外務省（2010）「国連子ども権利委員会の締約国から 

提出された報告の審査の 終見解」 

 
日本における社会的養護の施設に入所している子ど

もたちが 9 割という現状から、「社会的養護の課題と将

来像」では、社会的養護の基本的方向として、①家庭

的養護の推移、②専門的なケアの充実、③自立支援の

充実、④家族支援、地域支援の充実を示し、10 数年を

かけて、「施設養護（本体における養護；児童養護施設

は全て小規模ケア）」「家庭的養護（グループホーム）」

「家庭養護（里親およびファミリーホーム）」をそれぞ

れ 3 分の 1 ずつの割合にしていく、という目標を設定

した（図 1）。2016 年に改正された児童福祉法は社会的

養護の基本的方向を中核に据えた改正である。次節で

は、改正児童福祉法の社会的養護関連条項を検討して

いく。 
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〈現在〉        〈想像される将来像〉 
  施設 9 割、里親等 1 割    本体施設・グループホーム・里親等をそれぞれ概ね 3 分の 1 に 

本体施設  本体施設 乳児院                     3,000 人程度  
児童養護            11,000 人程度 本体施設 

計 14,000 程度  
(37%) ～ (32%) 

グループ 
ホーム 

地域小規模児童養護        3,200 人程度  
小規模ケアのグループホーム型         9,000 人程度   

計 12,200 人程度  
(32%) ～ (28%) 

グループホーム 家庭養護 里親            7,100 人程度～12,500 人程度  
ファミリーホーム          5,000 人程度  

計 12,100 人程度～17,500 人程度 
家庭養護 

  児童数合計 38,300 人 ～ 43,700 人 
(人口比例で 1 割縮小の場合)  (縮小しない場合) 

                                     (人数は一定の条件での試算) 
出所：厚生労働省「社会的養護の課題と将来像（概要）」2011 年、p.32 をもとに筆者作成 

図 1 社会的養護の整備量の将来像 

 

３．児童福祉法の主な改正点検討 

 改正児童福祉法は、児童福祉が子どもの権利条約

に基づくことを総則に明記するとともに、児童虐待対

応体制の強化、里親委託の推進などを定めた改正法で

ある。改正児童福祉法の概要は以下のように示されて

いる。

 
表３ 児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）      （平成 28 年 5 月 27 日成立・6 月 3 日公布） 

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、

児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の 強化、里

親委託の推進等の所要の措置を講ずる。 
改正の概要 
１．児童福祉法の理念の明確化等 
(1) 児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等を明確化する。 
(2) 国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。  
(3) 国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。  
(4) 親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。  
２．児童虐待の発生予防  
(1) 市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。  
(2) 支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。 
(3) 国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。  
３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応  
(1) 市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。  
(2) 市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。  
(3) 政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。  
(4) 都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、弁護士

の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。  
(5) 児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。  
４．被虐待児童への自立支援  
(1) 親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。 
(2) 都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。  
(3) 養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付け

る。 
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(4) 自立援助ホームについて、22 歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。  
（検討規定等）  
○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り

方を検討する。 
○施行後 2 年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を

検討する。  
○施行後 5 年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。

施行期日 
平成 29 年 4 月 1 日（1、2（3）については公布日、2（2）、3（4）（5）、4（1）については平成 28 年 10 月 1 日） 

出所：厚生労働省（2016）「児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）の概要」をもとに筆者修正 
 

上記の改正の概要「1.児童福祉法の理念の明確化等」

に関する内容として、児童福祉法第 1 条では「全て児

童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適

切に養育されること、その生活を保障されること、愛

され、保護されること、その心身の健やかな成長及び

発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等

しく保障される権利を有する」と、児童福祉の理念を

示している。ここで注目すべき点は、主語が「すべて

国民は」から「全て児童は」に変更になったことであ

る。1947 年に成立した児童福祉法の理念は 2016 年の

改正まで約 70 年間「すべて国民は、児童が心身ともに

健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければ

ならない（第 1 条）」であった。今回の改正で児童福祉

に関する法律のなかで中核をなす児童福祉法に福祉を

子どもの権利として位置づけたこと、さらにその権利

は子どもの権利保障について世界共通基準である子ど

もの権利条約の精神にのっとり保障されることとなっ

たことは子どもの権利保障の実現にとって大きな前進

である。 
第 2 条第 1 項（子どもの育成に対する国民の責任）

では、「全て国民は、児童が……社会のあらゆる分野に

おいて、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意

見が尊重され、その 善の利益が優先して考慮され、

心身ともに健やかに育成されるよう努めなければなら

ない」とされ、子どもの権利条約の「子どもの意見表

明権」（第 12 条）と「子どもの 善の利益」（第 3 条）

が規定されている。第 2 条第 2 項では保護者の第 1 次

的責任を、第 3 項においては国及び地方公共団体の児

童育成の責任を示している。第 3 条第 2 項では、「国及

び地方公共団体は、……児童を家庭において養育する

ことが困難であり又は適当でない場合は児童が家庭に

おける養育環境と同様の養育環境において継続的に養

育されるよう、必要な措置を講じなければならない」

と、虐待などで親に養育が受けられない児童に対して

国及び地方公共団体の責務を明示している。虐待とい

う現実の子どもの問題を権利の視点で解決しようとす

ることは意義がある。また、児童が家庭と同様の養育

環境において継続的に養育されるようと、家庭に近い

環境での養育を推進するため、養子縁組や里親・ファ

ミリーホームへの委託を一層進めることが重要となる。 
改正の概要「2．児童虐待の発生予防児童虐待の発生

予防」に関する内容として、児童福祉法第 21 条の 10
の 5 第 1 項では、妊娠期から子育て期にまでの切れ目

のない支援を行うために、出産前に支援を要する妊婦、

児童、その保護者に日頃から接する機会が多い、医療

機関、児童福祉施設、学校等が支援を要する妊婦等を

把握した場合には、その情報を市町村に提供するよう

努めることとなった。そして母子保健法第 5 条第 2 項

には、国及び地方公共団体は、母子保健施策が乳幼児

虐待の発生予防・早期発見に資するものであることに

留意しなければならない旨を明記した。母子保健施策

に虐待の予防、早期発見機能を持たせる趣旨であり、

母子保健施策と児童虐待防止対策との連携がより一層

重要になってくるだろう。 
改正の概要「3．児童虐待発生時の迅速・的確な対応」

に関する内容として、児童福祉法第 10 条の 2 では、市

町村において特に在宅ケースを中心とする支援体制を

一層充実するため、実情の把握、情報提供、相談・指

導、関係機関との連絡調整等の支援を一体的に提供す

る拠点の整備に努めると、定めている。第 25 条の 2 第

6 項は「市町村の設置する要保護児童対策地域協議会

の調整機関は、専門職を置くこと」とあり、改正前は

努力義務であった専門職の配置が義務化されたのであ

る。第 25 条の 2 第 8 項においては「調整機関に配置さ

れる専門職は、厚生労働大臣が定める基準に適合する

研修を受けること」とされているが、研修内容の検討

や定めも必要である。児童相談所設置自治体の拡大の

取り組みとして、政令で定める特別区は児童相談所を

設置することとなった（第 59 条の 4 第 1 項）。財源や

人材確保等を勘案すると、大きな負担になるのではな

いだろうか。児童相談所の体制強化として、児童相談

所において業務量に見合った体制強化・専門性向上を

図るため、都道府県は、児童相談所に児童心理司、医

師又は保健師、指導・教育担当の児童福祉司〈スーパ
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ーバイザー〉等の専門職を配置（第 12 条の 3 第 6 項第

2 号、第 13 条第 5 項）し、その資質の向上を図ること

とする 10。さらに、児童相談所は、法律に関する専門

的な知識経験を必要とする業務を適切かつ円満に行う

ため、弁護士の配置しなければならない（第 12条 3項）。

虐待を受けた児童を保護する際、親とトラブルになる

ことがあり、児童相談所に弁護士を置くことで親権停

止などの手続きが円満に進むようになるだろう。一時

保護についても児童の安全を迅速に確保し適切な保護

を図るため、保護者の同意がなくても行うべきである

と明記した（第 33 条）。 
改正の概要「4．被虐待児童への自立支援」に関する

内容として、第 48 条の 3 では「乳児院等の長及び里親

等は、施設に入所し、又は里親等に委託された児童及

びその保護者に対して、関係機関との密接な連携を図

りつつ、親子の再統合のための支援等を行う」と規定

している。吉田（2017 年）は、「虐待等のリスクが高く、

施設入所等の措置や一時保護により、親子分離し、児

童の安全を確保したケースについて、…親子関係再構

築がうまくいかず、より深刻な事態に陥るケースも見

受けられる。こうした事態を防ぐため、児童相談所が

措置等を解除するに当たっては、在宅に戻した後、親

子に対し継続的なフォローを行い、親子関係が安定し

て再構築されるよう丁寧な支援を続けることが重要で

ある」と指摘している 11。親子再統合後の虐待の再発

防止を図るための具体的な対策が必要である。里親委

託等の推進に関しては、里親支援と養子縁組に関する

相談・支援等が児童相談所の業務として位置づけられ

た（第 11 条第 1 項第 2 号へ・ト）。 
おわりに 
本稿では、2016 年に改正された児童福祉法の主な改

正点の検討を通して、児童福祉と子育て支援の観点か

ら社会的養護における今後の課題について考察を行っ

た。考察から、児童福祉と子育て家庭支援の観点から

以下の 4 つを社会的養護における今後の課題として指

摘したい。 
第 1 に、児童福祉に関する法律のなかで中核をなす

児童福祉法の基本原理に子どもの権利条約を位置づけ、

条約の一般原則である「子どもの意見表見権」と「子

どもの 善の利益」が規定されたことは大きな意義が

ある。今後条約の理念や基本原則、内容を社会的養護

の施策や実践でどのように活かせていくかが課題であ

り、そのための条件整備が必要である。 
第 2 に、児童福祉の観点から考えると、社会的養護

の今後の方向性として里親委託の推進が進められてい

る中で子どもの権利条約の第 7条 12「出自を知る権利」

をいかに保障するかが課題の一つとして考えられる。

7 条では、子ども自身が誰から生まれたのか、親を知る

権利があるとされている。寺崎（2013）は 13、「子ども

の出自が分からないケースであっても、出来る限りの

情報収集や、結果分からないことも多いだろうが調べ

るという大人側の意識が求められる。施設で暮らすす

べての子どもたちとって出自を知る権利を保障するた

めに、得られた事実を子どもたちに伝えるべきかの検

討は後に考えるとこととし、まずは、『生い立ち』に関

する情報を可能な限り把握しておくことが子どもに関

わる支援者すべてに求められる意識」だと指摘する。

里親委託の推進と伴って児童相談所に里親に対する相

談や研修を含む支援業務が児童福祉法に位置付けられ

た。児童相談所は里親に対する相談や研修に「出自を

知る権利」を保障するための具体的な内容や方法等を

検討や定めについて考える必要があると考える。社会

的養護の下で暮らす子どもたちは自分がどこで、どの

ように、誰から生まれたのか、どのような理由で親や

家族から離れて生活するに至ったのか、また多くの人

たちの支えによってここまで育ってきたことを知るこ

とから、現実に向き合えるのだろう。 
第 3 に、改正児童福祉法では被虐待児童への自立支

援として児童相談所の措置等が解除され在宅に戻した

後の親子関係の再構築を向けての支援を強調している。

親子関係を修復するためには愛着形成が大事だとされ、

ソーシャルワーク実践においても愛着形成に注目した

援助が多くなされている。愛着形成は親子関係の再を

成すための重要な要素の一つであることは間違いない。

しかし問題は愛着形成＝親子関係再構築というような

理解・認識や捉え方が社会的養護におけるソーシャル

ワーク実践で強く求められていることである。そもそ

も乳幼児期に愛着というものを受けた、与えた、感じ

たことのない親子に愛着形成が強いられること自体が

かえって当事者たちに過度な負担を与え、自信感を喪

失させ、関係の再構築を悪化させる場合もある。子育

て家庭支援の観点から親子関係の再構築を向けてのソ

ーシャルワーク実践において愛着形成のあり方につい

て探求することも必要であろう。 
第 4 に、これからの社会的養護のあり方に問われる

課題である。これからは社会的養護をソーシャルイン

クルージョン（社会的包摂）の手段の一つとして捉え、

社会的養護関連の法律・政策の文言に明確に位置づけ

ていくことが必要である。ソーシャルインクルージョ

ンという用語は、EU において 1980 年代末から 90 年
代初頭にかけてソーシャル・エクスクルージョン（社

会的排除）の状況に対抗するために登場した概念であ

り、社会的に排除され孤立した人たちを社会に包み込

むことである 14。 
日本においても前述した 2011 年に厚生労働省が出

した「社会的養護の課題と将来像」報告書では、社会
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的養護の役割の一つとしてソーシャルインクルージョ

ン（社会的包摂）の実現 15 のためであることを示して

いる。しかし、今日、ソーシャルインクルージョンは

社会福祉分野、とりわけ障害児者の教育・福祉では基

本原理・原則として示され、推進されている。これか

らは社会的養護を、ソーシャルインクルージョンを実

現する手段として捉え、社会的養護関連の法律・政策

の文言に明確に位置づけ、推進していかなければなら

ない。子どもの家庭（親）からの排除は、保育・教育、

経済活動、地域社会からの排除へと、さらには人との

つながりを断絶させ、生存そのものを脅かす。社会的

養護の下で暮らす子どもたちの生存・発達保障はソー

シャルインクルージ具現化に向けての本質的な取り組

みである。 
注 

1）相澤仁・林浩康編集『社会的養護』2017 年、中央法規 

2）日本では 1933 年に児童虐待防止法が制定されている。19

47年の児童福祉法制定に伴い児童虐待防止法は廃止されたが、

児童福祉法第 34 条には児童虐待防止法の禁止条項が掲げら

れている。当時の子ども虐待の背景には絶対的な貧困と儒教

的家父長的家族制度に基づく「私物的我が子観」があり、幼

い子どもがその犠牲になった。1973 年には厚生省が「児童の

虐待、遺棄、殺害事件に関する調査」、1976 年には大阪府児童

相談所による「虐待をうけた児童とその家族の調査研究」、1

983 年には「児童虐待調査研究会による調査」1988 年と 1996

年には全国児童相談所長会による「家庭内虐待調査」が実施

されている。厚生労働省『子ども虐待対応の手引き』平成 21

年 3 月 21 日改正版 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv3

6/dl/02 

3）厚生労働省『子ども虐待対応の手引き』平成 21 年 3 月 21

日改正版 

4）望月彰「子どもの社会的養護」望月彰編著『子どもの社会

的養護』建帛社、2017 年 p.3 

5）厚生労働省『児童養護施設入所児童等調査の結果』(平成 25

年 2 月 1 日現在) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071187.html 

6）日本ユニセフ協会 

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html 

7）厚生労働省『子ども虐待対応の手引き』平成 21 年 3 月 21

日改正版 

8）山縣文治『子ども家庭福祉論』ミネルヴァ書局、2016 年 

p.147 

9）同上書 pp.146-147 

10）詳細な内容については、厚生労働省「児童相談所強化プ

ラン概要」平成 28 年 4 月を参照されたい。 

11）吉田恒雄「2016 年児童福祉法等の改正について」、児童福

祉法研究会資料、2017 年 p.8 

12）第 7 条 1 では「児童は、出生の後直ちに登録される。児

童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権

利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつ

その父母によって養育される権利を有する」。なお、条文は子

どもの権利条約の外務省仮訳による。 

13）寺崎千華「児童養護施設における『生い立ちの整理』の

現状と意識に関する研究―全国の児童養護施設を対象とした

実態調査より―」愛知県立大学人間発達研究科博士前期課程

学位論文、2014 年 pp.9-10. 

なお、寺崎は生い立ちの整理を施設で暮らす子どもたちに、

施設への入所理由や家族のこと、また多くの人たちの支えに

よってここまで育ってきたことを伝え、たとえ厳しい事実が

あったとしても、子どもが自らを受容できるように援助する

実践とし、アルバムの作成やライフストーリーワークブック

等を用いた援助や心理面接場面の援助だけではく、日常生活

のなかでさりげなく（しかし意図して）行われる援助も含む

と定義している。 

14）社会的排除という用語はフランスで生まれたと言われて

いる（フランスのルネ・ノワールが 1974 年刊行された『排除

された人たち―10 人に 1 人のフランス』で 初に使用したと

いわれる）。1980 年代フランスには経済のグローバル化の過

程でアフリカ系イスラム教徒である移民労働者が流入する。

政府の同化政策が進められながらも、彼らはフランス社会の

中で周辺化した新たな貧困層を形成していた。そこに社会的

正義と公平を求める社会政策としてインクルージョンの主張

が登場したのである。このフランスの問題はフランスと同様

に経済のグローバル化の進行するヨーロッパ社会へと拡大さ

れる。 

EU は、1992 年に「連帯した欧州に向けて」と題する報告

をまとめ、社会的排除は①社会的に統合され、アイデンティ

ティを確立する慣行や権利において個人や集団が排除 され

るメカニズムである、②その範囲は仕事への参加以上のもの

であり、住居、教育、健康、サービスへのアクセスといった

分野でも実感され、顕在化するものであるとされた。高橋 義

明「欧州連合における貧困・社会的排除指標 の数値目標化と

モニタリング」『海外社会保障研究』No.185 国立社会保障・

人口問題研究所、2013 年 pp.4-5. 

15）平成 23 年児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検

討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会の

報告書「社会的養護の課題と将来像 p.4」第（2）子どもの養

育における社会的養護の役割④ソーシャルインクルージョン

のためにでは、以下のように述べている。 

「児童虐待や DV の背景には、さまざまな生きづらさを抱え

る家族があり、社会的養護は、そのような子どもや家族への

継続的な支援を行う役割をもつ。こうした社会から排除され

たり孤立している人々を社会の一員として包み支え合う「ソ

ーシャル インクルージョン」の視点が必要である。また、社

会的養護の下で育つ子どもたちや、そこから育っていった人

たちが、生きやすい社会づくりを進めていく必要がある。こ
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のためには、当事者の声を聞くとともに、当事者の参加を進

めていく視点が必要である」。 
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養護教諭が経験した心の健康問題のヒヤリハット事例の検討 

―養護診断及び対応ポイントに関する一考察― 

 

Consideration of incident reports of mental health problems 
 experienced by Yogo teachers 

－A consideration on Yogo diagnosis and corresponding points－ 
 

 

渡辺 美恵*1・山田 小夜子*2・田村 千恵子*3・矢野 由紀子*1・ 

伊藤 みどり*1・吉田 啓子*4・長屋 香奈恵*4・眞清 玲香*4 

*1愛知みずほ大学短期大学部 *2中部学院大学 *3順天堂大学 *4岐阜県公立小中学校 

 

Mie WATANABE*1 Sayoko YAMADA*2 Chieko TAMURA*3 Yukiko YANO*1 

Midori ITOH*1  Keiko YOSHIDA*4  Kanae NAGAYA*4  Reika MASUMI*4 
*1Aichi Mizuho Junior College *2Chubu Gakuin University *3Juntendo University 

*4Gifu Public Elementary and Junior High School 
 

Abstract 
The purpose of this study was to make it a study material to prevent inadequate incidents in 

correspondence of Yogo teachers to mental health problems. We analyzed the cause of incidents experienced by 
Yogo teachers actually, and clarified factors that occurred due to the problems of Yogo teachers' response. 

Factors of incidents of mental health problems are [inappropriate response], [belief], [mistake in 
consideration], [insufficient pursuit], [observation, inquiry, lack of palpation], [insufficient situation grasping], 
[inadequacy of school system], [misidentification of priority] 8 items were found. As a concrete measure for 
these problems / cause factors, "A: to study about contemporary health problems", "B: to study about interviews, 
palpation, observation", "C: don’t correspondence only of main symptoms", "D: Accurately collect information", 
"E: Looking back to allow judgment to be corrected", "F: Comprehensively looking at", "G: collaboration among 
teachers from everyday and construction of support system", "H: don’t leave suspicions and doubts, pursue", "I: 
retrospective and study on Yogo diagnosis and response", "J: don’t mistake to judge the urgency of job content 
and its response". 

From these facts, it was suggested that the mental condition of the Yogo teacher himself / herself was 
related to the occurrence factor of the incorrect incident report of the mental health problem, and the incident 
report happened. In order to identify necessary abilities and acquire the ability to cope with changes in the 
health problems of children, it is expected that attitudes that the Yogo teacher themselves widen their 
perspectives and constantly learn. 
 

キーワード：心の健康問題 ヒヤリハット 養護診断 
Key Words：mental health problem  incident report  Yogo diagnosis  
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Ⅰ はじめに 

 養護教諭は，保健室頻回来室，不登校傾向，非行や

性に関する問題など様々な健康問題を抱える児童生徒

と関わる機会が多い。また，表現力が未熟な児童生徒

は心の問題が身体症状として現れることが多く，保健

室来室をきっかけに問題を発見しやすい。これらの職

務の特質から，心身の健康問題を発見しやすい立場に

あり，いじめや児童虐待等の心の問題の早期発見・早

期対応が求められている。しかしながら，保健室へ来

室する児童生徒の心身の健康問題は多様化してきてお

り，来室者が多い上に，一人当たりの対応時間も増加

している 1)ため，養護教諭はよりよい対応を図ること

が困難な状況にあるのが現状である。 

養護教諭が保健室来室者に対応する内容は，小学校，

中学校，高等学校のどの校種においても「健康観察」，

「バイタルサインの確認」，「けがの手当」，「教室復帰

して経過観察」が多い。その背景要因は「友達との人

間関係」，「家族との人間関係」の順に多く，主な相談

内容として，睡眠や性に関する問題，自傷行為，発達

障害，いじめ，児童虐待など多様な問題に対応してい

る 1)ことから，保健室に来室する児童生徒が，身体症

状を訴えながらも心の健康問題を抱えていることは少

なくない。 

来室した児童生徒への対応にはすべて養護診断*1 が

存在する。養護教諭は，児童生徒が保健室に入ってく

る状態も情報に入れて，「傷病の有無」と健康レベルを

観察し，教育面と医療面の 2 領域で即時に判断をし，

その時々の場の重症度，緊急度の高い方から対応して

いる 2)。養護診断*1 は，養護教諭の行うすべての職務

に求められ，その判断力は重要であり，保健室来室児

童生徒への対応は，この能力を十分に発揮し適切な判

断や処置がなされる必要がある。森ら 3)は，「福島県の

養護教諭が「求められる能力」で「非常に必要である」

と回答した割合が最も高かった能力は，「心身の健康状

態を観察及び分析する能力」であった。これは，養護

教諭の健康問題を解決するという役割のスタートの段

階で必要となる能力である」と述べており，養護教諭

自身が，その対応についてのエビデンスをもつことは

重要である。 

養護教諭のヒヤリハット*2 に関する研究では，養護

診断*1 及び対応において，ヒヤリハットした経験を取

り上げ，事例検討の結果から問題点と改善策を導き出

した研究 4-6)やチェックリストの検討を行った研究 7) ，

ヒヤリハットの発生要因からみる養護教諭の対応のズ

レについて検討した研究 8)等がある。これらの研究に

より，ヒヤリハットの発生要因として，【観察・問診・

触診の不足】，【見立て違い】，【不適切な対応】，【思い

込み】，【状況把握不足】，【受診や移送手段の不適切】，

【校内体制の不備】，【優先順位の誤認】の項目が見出

されたことや，複数の要因が重なって起こること等が

報告されている。 

健康相談活動の実践（以下，養護教諭の行う健康相

談）は，子どもの人格形成にかかわる仕事であり，生

命の危機と向き合うことも稀ではなく，心身両面から

の支援を求められる非常に難しい課題や問題を合わせ

もっている 9)。しかしながら，ヒヤリハットの研究は，

救急処置活動*3 の事例を取り上げた検討がされており，

心の健康問題に焦点をあてた養護教諭の対応のあり方

についての検討は多くない。 

前述した背景を踏まえ，本研究では，養護教諭が実

際に経験した心の健康問題への対応のうち，ヒヤリハ

ット事例を対象に，養護教諭の対応の問題点から発生

要因を明らかにし，心の健康問題のヒヤリハットを未

然に防ぐための検討資料とすることを目的とした。 

 なお，本研究で使用する養護診断*1，養護教諭のヒ

ヤリハット *2，救急処置活動*3 の用語については，そ

れぞれ次の定義を用いる。 

*1 養護教諭が児童生徒等とその集団の心身の健

康の保持増進の支援を適切に行うために，アセ

スメントによって情報の収集・分析を行い，児

童生徒等とその集団の健康状態や生活状況を総

合的に判断することである。それによって，養

護の対象である児童生徒等とその集団の教育・

発達上の課題を捉え，解決すべき課題を明らか

にする養護教諭特有の活動である 10)。 
*2 学校教育活動全体にかかわる養護教諭の実践

においてヒヤっとしたり，ハッとした事象で重

大な事故等の結果には至らなかったもの 11)。 
*3 教育活動の過程で児童生徒等に傷病が発生し

た場合，医師につなぐまでの処置と悪化防止の

処置及び苦痛緩和を行い，児童生徒等，保護者，

教職員に対して，傷病が発生しないような環境 

づくり・発生予防・発生時の対処のための教育

体制づくりを行う養護教諭固有の活動である
12)。 

 

 

Ⅱ 研究方法 

1．調査対象と調査時期及び方法 

2014 年 12 月 10 日～2015 年 1 月 30 日に，共同研究

者らが中心となって自主的に行っている研修会に参加

したＡ県公立小中学校に勤務する養護教諭 10 名に対

し，事例交流を目的とした自由記述式の質問紙調査を

行った。 

参加者から提供された 27 事例のうち，事例提供者自

身が行った養護診断及び対応において，児童生徒が心
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の健康問題を抱えていることについて見落としがあっ

たと判断できた 22 事例をヒヤリハット事例とし，分析

の対象とした。心の健康問題の見逃しの有無の確認は，

研修会参加者間での事例交流の中で行い，心の健康問

題のヒヤリハット事例であることを納得した上で選定

した。 

 

2．倫理的配慮 

研究協力の同意を得るにあたり，①研究の趣旨につ

いて，②研究への同意は本人の自由意志であること，

③一度同意した場合であっても同意を撤回することが

できること，④同意が撤回された場合であっても不利

益は生じないこと，⑤提供された事例やデータは研究

以外の目的で使用しないこと，⑥研究を発表する場合

は個人が特定されることがないこと（守秘義務の遵守）

の倫理要件について文書を用いて説明し同意を得た。

また，本研究は，岐阜医療科学大学研究倫理委員会の

承認を得て行った。 

事例の概要については，事例の内容が理解できる最

小限にとどめて，養護診断，対応の問題点については，

提供者の記載通りに記載している。 

 

 

 

3．調査内容 

質問の内容は，これまでに経験した児童生徒への対

応において，心の健康問題を抱えていることを見逃し

た『事例の概要』と『養護診断，対応の問題点』であ

る。 

 

4．分析方法 

事例提供した養護教諭自身が『養護診断，対応の問

題点』として捉えた内容から，ヒヤリハットの発生要

因と考えられる内容を取り出しコードとした。類似す

る内容のコードを集めて質的帰納的に分析し，サブカ

テゴリー化，カテゴリー化した。明らかになった内容

と命名については，共同研究者間で合意を得ながら進

めるとともに，分析結果と事例提供者の意図にずれが

生じないよう事例提供者に確認をとった。 

また，『養護診断，対応の問題点』から明らかになっ

た発生要因に対し，対策例を検討した。その後，カテ

ゴリーごとに改善策として整理した。 

 

Ⅲ 結果 

1．ヒヤリハット事例の概要 

分析対象とした 22 事例について，ヒヤリハット事例

の概要と養護診断，対応の問題点を表 1 に示した。 

 

表 1 ヒヤリハット事例の概要と養護診断，対応の問題点 
 

№ 
校種 

（性別） 
事例の概要 養護診断，対応の問題点 

1 
小学校 

（女子） 

 

２日続けててんかん発作を起こし担任が本人を抱

えて来室。経過観察中，様子をうかがっているよう

だったので，話しかけると返事をした。担任やクラ

スへの不安などから，発作が出たようにふるまって

いたことが分かった。 
 

①頻繁に発作の予兆を訴えることがあるため，「今

日も発作が起こった」と決めつけていた。 

②前日に来室した際に，疑問を感じながらもそのま

まにしてしまった。 

③児童が感じていた不安に気がつかなかった。 

2 
小学校 

（女子） 

運動会の練習中，腹痛を訴えて来室。「友達関係で

心配なことがある」と話したが，すでに，担任から

の指導を終えた内容だった。話の後，自ら教室へ戻

った。しかし，１ヶ月後から欠席が増え，うつ病の

診断を受け不登校になった。 
 

①訴えの核心に触れようとしていなかった。 

②来室はこの１回のみ。その後，かかわりをもつ機

会があったのに，アプローチしなかった。 

③すでに担任が対応している問題であるとして話

を聞いていた。 

3 
中学校 

（女子） 

来室時は１時間程度休養することが暗黙の対応と

なっていた。前回と同教科での来室だったため授業

参加を促した。その後も悪心を訴えて再来室したが，

担任が参加させたいと言ったので，一緒に教室へ行

った。翌日，ぜん息で欠席した。 

①来室が多い生徒であったため，「またこの生

徒･･･」という思いになっていた。 

②教室に戻してほしいという教科担任や担任の思

いを優先した対応になっていた。 

③一緒に考える姿勢がなかった。 

④本人も納得していないため，押しつけとなった。
 

4 
中学校 

（女子） 

過敏性大腸症候群様の症状を訴えて来室を繰り返

しており，状況に応じて対応していた。来室時，教

科や教科担任について確認していたが，担任から細

かい情報を得たところ，テストの時に保健室に来室

していることが分かった。 
 

①いつものことという繰り返しの中で，いつもの対

応を続けていた。 

②生徒の微妙な心の変化に鈍感になっていた。 

5 
中学校 

（男子） 

１時間目から頭痛で保健室に来室。休養中も，絶

えず咳き込んでいた。周りの生徒に「かぜうつしに

来たんか」と言われたという。１時間目から保健

室･･･と思ってしまったが，周りの生徒に嫌みを言わ

れて，無理もないところがあった。 
 

①朝の忙しさの中で，生徒にきちんと向き合ってい

なかった。 

②保健室来室の多い生徒であったため，「またこの

子か」という意識を持っていた。 

③１時間目から来室した理由に気が付かなかった。
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6 
中学校 

（女子） 

 

体調不良を訴え保健室に来室。体温測定させたと

ころ「熱があった」と言う。何やら測定に不自然な

感じがした。「もう一度測って私に見せて」と再度の

測定を促したところ，熱は無く，大変気まずい空気

になった。 
 

①嘘をついたことを非難した言い方をしていた。 

②生徒の行動の裏（嘘の裏）の思いも含めて対応が

必要だった。 

③来室記録の記入や体温測定など，本人と相対しな

がら聞き取りをしなかった。 

7 
中学校 

（男子） 

 

よく保健室で休養をする生徒が，顔面蒼白，悪心

を訴えて来室。休み時間に，柔道技をかけられ頭部

強打していたことが分かり救急搬送した。退院後，

これまでも逃れるために避難していたと話し，初め

て生徒の苦しみを知った。 
 
 

 

①問診などが不十分で，体調不良の原因把握ができ

ていなかった。 

②いつものことという思い込みや先入観による対

応を続けていた。 

8 
中学校 

（女子） 

 

 

毎休み時間に来室を続けていた。宿泊学習への参

加を嫌がり，理由を聞くと「別に」と答えた。たま

たま左腕に触れたところ，リストカットしているこ

とが分かった。宿泊学習で友達に知られることを不

安に思っていたと話した。 
 

 

①休み時間ごとに来室している中の一人という思

い込みがあった。 

②来室時の言動に注意を払っていなかった。 

③リストカットの事実を知ってほしいけれど･･･と

いう葛藤に気が付かなかった。 

9 
中学校 

（女子） 

 

校内巡視中，トイレで座り込んでいるのを発見し，

声をかけたところ，泣きながら話をしてくれた。生

徒自ら教室に戻ったので，保健室を施錠して出張に

出た。生徒は，続きの話を聞いて欲しかったと，養

護教諭を捜して暴れた。 
 

 

①生徒の不安感等に対し十分に対応できていない

まま，出張に出てしまった。 

②担任や学年の関係職員にフォローをお願いした

が，うまく連携できていなかった。 

10 
中学校 

（男子） 

 

階段で転んだ際手をつけず顎を打ったと言って来

室。骨折を疑い，保護者に連絡し医療機関を受診し

た。本人は，他校とのトラブルについて話したかっ

たらしく，保護者から「話を聞いてもらえなかった」

と電話が入った。 
 

 

①負傷時の様子を細かく話してくれたことから，本

当の負傷理由や背景があると全く疑わなかった。

②骨折が疑われたことで，緊急性のみの対応で終え

てしまった。 

11 
中学校 

（女子） 

 

女友達でこの生徒を取り合うトラブルが発生して

いた。話を聞くうちに，性同一性障害の可能性を疑

ったが，特に触れないように対応した。もともと来

室を繰り返していたが，しばらくしてうつ病を発症

し不登校になった。 
 

 

①異性・同性のトラブルに対する対応に不安や困難

感があった。 

②性同一性障害の可能性を疑ったが，自分が十分に

理解していないため対応できなかった。 

12 
中学校 

（女子） 

 

右手を負傷し湿布と包帯をして来室。「包帯を巻き

直してほしい」と言う。病院には受診していると話

していた。何回か対応するうちに，父親から暴力を

受けて負傷し，自分で手当てをしていたことを話し

てくれた。 
 

 

①本人の話を鵜呑みにしたことで，虐待を疑うのが

遅れた。 

13 
中学校 

（男子） 

 

発達障がいが疑われる生徒が，顔面を負傷して来

室。相手があるのではないかと確認したが，自分で

転んだと言い張った。以前にも同様の来室があった

ので，担任と養護教諭で追及したが相手については

話さなかった。処置後教室へ帰したが，再度トラブ

ルが発生した。 
 

 

①発達障がいの疑われる生徒への対応に自信がな

かった。 

②生徒理解が十分でなかったため対応できなかっ

た。 

③相手があると疑ったが，本人が話さなかったこと

であきらめて教室へ帰してしまった。 

14 
中学校 

（男子） 

 

４時間目終了後，頭痛を訴えて来室。話に不自然

さを感じたため何かあったのではないかと追及した

ところ，逆切れして教室へ戻ってしまった。再び頭

痛を訴えて来室したが，全く話をしなくなってしま

った。 
 

 

①信頼関係が十分に築けていなかったところで，疑

いを向けた言い方をしてしまった。 

②生徒理解が不十分だった。 

③生徒の来室理由，背景など予想以上の深刻な状況

に気が付かなかった。 

15 
中学校 

（女子） 

 

頻繁に絆創膏や湿布をほしいと訴えて来室してい

た生徒が，「ちょっと打ったので，湿布を貼ってほし

い」と来室した。理由を聞くと，父と兄から母親に

叩かれたり蹴られたりしていることが分かった。 

 

①来室理由を確認しなかったため虐待を疑うのが

遅れた。 

②生徒理解が十分でなかったため，虐待を推測した

対応ができていなかった。 

③本人の様子から，深刻な状況であると捉えること

ができなかった。 
 

16 
中学校 

（男子） 

授業中に頭痛を訴えて来室。問診により，目が見

えにくいことやめまいでして倒れたことがあること

がわかった。心理的な原因も考えられると思い，担

任や学年主任に連絡したが，担任はこれらを把握し

ていた。医療機関を受診し，自律神経調節障害と心

身症と診断され，不登校になった。 
 

 

①欠席や遅刻の理由を確認・把握していなかった。

②担任が情報を持っていたことを知らなかった。 
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17 
中学校 

（男子） 

 
 

登校後イライラした状態で来室。話を聞くと落ち

着いてきた。手を出すことなく話をして解決すると

言ったため，教室に戻した。その状況は学年の職員

にすぐに報告したが，話し合いがうまくいかず，け

んかになってしまった。 
 

 

①話をしたことで落ち着いたと判断し教室に帰し

てしまった。 

18 
中学校 

（女子） 

 

 

左上腕部打撲で来室。内出血が認められた。教室

で転倒し机の角でぶつけたと言ったが，負傷時の様

子の再現で，誰かをかばっているような感じがし疑

問を感じた。後日この生徒の友人が男子生徒にけら

れたケガであると話してくれた。 
 

 

①トラブルであると推測したが，いじめにつなげて

考えられなかった。 

②生徒の説明に不信感を抱き何度も聞き直したが，

事実を引き出すところまで至らなかった。 

19 
中学校 

（女子） 

 

 

リストカットの経験のある生徒が腹痛を訴えてト

イレに行ったが，なかなか戻らなかった。トイレに

駆け付け声をかけたが応答がなかった。数分後，再

度ドア越しに声をかけたところ，ドアを開けてくれ

たがリストカットをしていた。 

 
 

 

①気になっていたものの，リストカットへの対応の

迷いがあり，声をかけ続けなかった。 

②来室時の様子をきちんと観察できていなかった。

20 
中学校 

（女子） 

 

なんとも言えない表情の暗さが気になっていた

が，保健室に来室することもなかったため，特に関

わりをもたなかった。数日後，母親が父親からＤＶ

を受けていることで苦しい思いをしていることを話

してくれたことをという相談を受けた。 
 

 

①気になっていながらも，アプローチしなかった。

②何かあると思ったが，背景をＤＶにつなげて考え

ることができなかった。 

21 
中学校 

（女子） 

 

休み時間に来室していた他の生徒等の話から，異

性関係でトラブルになっていることを知った。本人

が保健室に来室しなかったので，積極的に関わりを

もたなかった。他の教員が関わって解決した頃に，

本人が来室しトラブルの全容を話してくれた。 
 

 

①生徒同士の会話の中から，異性関係のトラブルに

ついて情報を得ていたが，踏み込んで関わること

に迷いがあった。 

22 
中学校 

（女子） 

 

性に関する相談を受けたが，これまでに関わりを

もったことのない生徒だった。信頼関係が築かれて

いなかったために，踏み込んだ話を聞きだすまでに

数日かかった。 
 

 

①背景などの理解ができておらず，生徒への関わり

が積極的ではなかった。 

②感染症等の疑いを持ったが，どこまで聞くべきか

迷った。 

 

分析対象事例の発生校種は，小学校 2件，中学校 20

件，児童生徒の性別は，男子 7 件，女子 15 件であった。

中学校の事例，また，女子の事例でヒヤリハット発生

が目立った。 

ヒヤリハット事例を提供した養護教諭自身が『養護

診断，対応の問題点』として挙げた数を表 2 に示した。

1 事例のうちで挙げられた問題点の数は１～4，平均

2.3 であり，19 件(86.4％)で複数の問題点が挙げられ

ていた。 
 

表 2 『養護診断，対応の問題点』の数 

(n=22) 

１事例中の問題点 事例数(％) 

1 3  (13.6) 

2 10 (45.5) 

3 8 (36.4) 

4 1 ( 4.5) 

 

2．ヒヤリハットの発生要因と具体策 

 『養護診断，対応の問題点』から，発生要因と考え

られる記述内容を分析した結果，51 コードを抽出した。

ヒヤリハットを未然に防ぐための具体策を明確にする

ために，抽出したコードを分類，整理した内容と，発 

生要因から考えられる対策例と，カテゴリーごとに改

善策として考えられる内容を表 3 に示した。養護診断

や対応から整理できた発生要因は，8 項目に分類でき

た。コードを〈 〉，サブカテゴリーを［ ］，カテゴ

リーを【 】と表記する。また，ヒヤリハットを未然

に防ぐための対策例を「 」，改善策を《 》と表記す

る。 

1 つ目は【不適切な対応】であり，5サブカテゴリー

で構成された。その内容は，〈疑いを向けた言葉かけ〉

や〈閉ざされた会話〉などの［児童生徒と共に考える

姿勢の不足］や，〈性同一性障害について理解していな

い〉や〈発達障害の疑われる生徒への対応に自信がな

い〉，〈リストカットへの対応の迷い〉などの［心の健

康問題に対する知識理解の不足］，〈葛藤に気がつかな

い〉などの［行動の裏にある思いに気がつかない］，〈ト

ラブルへの対応に対する困難感〉などの［個別指導・

対応への迷いと不安］，児童生徒を教室に戻してほしい

という［担任等の思いを優先］であった。 

2 つ目は【思い込み】であり 2 サブカテゴリーで構

成された。その内容は，〈「またこの子か」という意識〉

や〈思い込みや先入観による対応〉などの［いつもの

ことという思い込み］，〈本人の話を鵜呑みにした〉な

どの［本人の訴えをそのまま受ける］であった。
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3 つ目は【見立て違い】と【追求不足】であった。【見

立て違い】は，4サブカテゴリーで構成された。〈予想

以上の深刻な状況〉などの［深刻な状況と捉えなかっ

た］，［いじめやＤＶなどの可能性まで考えられなかっ

た］，［事実のみから判断した］，［思い込みで判断した］

であった。【追求不足】は，3 サブカテゴリーで構成さ

れた。〈あきらめて教室へ帰してしまった〉などの［疑

問をそのままにした］，〈気になっていながらも，アプ

ローチしなかった〉などの［積極的に関わっていなか

った］と，［訴えの核心に触れようとしなかった］であ

った。 

5 つ目は【観察，問診，触診の不足】であり 3 サブ

カテゴリーで構成された。〈来室理由を確認しなかっ

た〉などの［問診が不十分だった］，〈来室時の言動に

注意を払っていない〉などの［観察が不十分だった］，

［けがの状態のみに対応した］であった。6つ目は【状

況把握不足】であり［児童生徒理解が不十分だった］，

［欠席理由などを確認していなかった］の 2 サブカテ

ゴリーで構成された。7 つ目は【校内体制の不備】で

あり〈担任が情報をもっていたことを知らなかった〉

などの［教職員間の連携が不足していた］の 1 サブカ

テゴリーで構成されていた。8 つ目は【優先順位の誤

認】であり〈朝の忙しさの中で中途半端な対応〉など

の［他の執務を優先した］の 1 サブカテゴリーで構成

された。 

これらの発生要因に対する改善策として 10 項目が

見出された。 

【不適切な対応】に対しては，「想定される健康問題

について学習する」，「心身両面から総合的に見立てる」

の対策例から《Ｆ：総合的に見立てをする》，「児童生

徒に寄り添う姿勢を忘れない」，「児童生徒への対応に

ついて振り返りと学習を重ねる」から《Ｉ：養護診断

や対応について省察，研鑽する》が考えられた。 

【思い込み】に対しては，「様々な可能性を考え，判

断材料となる情報を収集する」の《Ｄ：的確な情報収

集をする》，「日頃から児童生徒理解に努める」の《Ｇ：

日頃から教職員間の連携と支援体制を構築する》が，

【見立て違い】に対しては，「想定される健康問題につ

いて学習する」から，《Ａ：現代的な健康問題について

研鑽する》，「主訴だけでなく，心身両面から総合的に

見立てる」から《Ｃ：主症状のみの対応に目を向けな

い》，「児童生徒への対応について振り返りと学習を重

ねる」から《Ｉ：養護診断や対応について省察，研鑽

する》，「思い込みによる判断の修正ができるようにす

る」から《Ｅ：判断の修正ができるよう振り返る》が

考えられた。 

【追求不足】に対しては，「不審や疑問はそのままに

せず，積極的に関わる」から《Ｈ：不審や疑問を放置

せず追求する》，「児童生徒への対応について振り返り

と学習を重ねる」から《Ｉ：養護診断や対応について

省察，研鑽する》が考えられた。 

【観察，問診，触診の不足】に対しては，「来室時か

ら観察する」などから《Ｂ：問診・触診・観察・見立

ての研鑽をする》，【状況把握不足】に対しては，「日頃

から児童生徒理解に努める」，「教職員間の情報共有や

連携を大切にする」から，《Ｆ：総合的に見立てをする》，

の誤認】に対しては，「何を優先すべきか確認し，緊急

性の判断をする」から《Ｉ：職務内容の緊急性とその

対応の判断を誤らない》が考えられた。 

 

Ⅳ 考察  

1．心の健康問題のヒヤリハット発生要因の特徴 

 心の健康問題におけるヒヤリハットの発生要因とし

て，【不適切な対応】，【思い込み】，【見立て違い】，【追

求不足】，【観察，問診，触診の不足】，【状況把握不足】，

【校内体制の不備】，【優先順位の誤認】の 8 項目が見

出された。救急処置活動を対象にした塩田ら 4)の研究

で明らかにされた発生要因のうち，【受診や移送手段の

不適切】を除いた 7 項目が同様の項目として見出され

た。また，先行研究結果と同様に，【校内体制の不備】

以外は，養護教諭自身の対応時における発生要因であ

ると考えられた。 

一方，救急処置活動における発生要因との違いは【追

求不足】であった。［疑問をそのままにした］や［積極

的に関わっていなかった］，［訴えの核心に触れようと

しなかった］という，問題として多少の認識があった

にも関わらず追求しなかったことである。養護教諭自

身も，児童生徒の心に触れようとしなかったことや疑

問をそのままにしたことを，『養護診断，対応の問題点』

として認識していた。石﨑ら 13)は，心の健康問題を持

つ子どもへの養護診断のプロセスとして，子どもが来

室した際，経験知から「直感」が働き，養護診断とし

て「さぐる」ことにつなげていることを明らかにして

いる。これをもとに考えると，【追究不足】は経験知か

ら働いた「直感」を，養護診断として「さぐる」こと

につなげなかったということになる。 

さらに【追求不足】は，【不適切な対応】や【状況把

握不足】，【観察，問診,触診の不足】に含まれるものと

考えることもできたが，問診や追求を〈あきらめて教

室へ帰してしまった〉ことや〈気になっていながらも，

アプローチしなかった〉ことから，問題点として抽出

した記述内容にヒヤリハットが起きた時の養護教諭自

身の心の状態が関係していることが推察できた。また，

86.4％の事例で複数の『養護診断，対応の問題点』が

挙げられており，1事例平均で2.3あったことからも，

心の健康問題のヒヤリハットの発生は，救急処置活動
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と同様に複数の要因が関係していることが明らかにな

った。 

今野 14)は，健康相談活動に関わる養護教諭の資質・

能力の研究において，相談にかける時間的ゆとりのな

さが問題となっており，時間的なゆとりのなさは，同

時に養護教諭の心のゆとりのなさにもつながり，子ど

もへの健康相談活動が質・量ともに不十分になること

を指摘している。 

これらのことから，心の健康問題の養護診断，対応

時には，養護教諭自身が心身ともにゆとりをもって対

応することが大切であるといえるであろう。 

 

2．未然に防ぐための具体策 

ヒヤリハットを未然に防ぐための具体策として，

《Ａ：現代的な健康問題について研鑽する》，《Ｂ：問

診・触診・観察・見立ての研鑽をする》，《Ｃ：主症状

のみの対応に目を向けない》，《Ｄ：的確な情報収集を

する》，《Ｅ：判断の修正ができるよう振り返る》，《Ｆ：

総合的に見立てをする》，《Ｇ：日頃から教職員間の連

携と支援体制を構築する》，《Ｈ：不審や疑問を放置せ

ず追求する》，《Ｉ：養護診断や対応について省察，研

鑽する》，《Ｊ：職務内容の緊急性とその対応の判断を

誤らない》が考えられた。 

なかでも，《Ａ：現代的な健康問題について研鑽する》，

《Ｂ：問診・触診・観察・見立ての研鑽をする》，《Ｄ：

的確な情報収集をする》《Ｇ：日頃から教職員間の連携

と支援体制を構築する》，《Ｉ：養護診断や対応につい

て省察，研鑽する》は，養護診断，対応の直接の場面

における改善策，他の 5 項目は，養護教諭が日常的に

大切にすべき改善策として考えることができた。 

 

3．養護診断，対応への自信と研鑽 

 健康相談事例における主な相談内容と，身体症状の

背景にある心の問題への対応には，常に的確な養護診

断が介在する。心身の健康状態を観察及び分析する能

力は，養護教諭の健康問題を解決するという役割のス

タート段階で必要となる，養護教諭に求められる能力

である 3)。【不適切な対応】や【状況把握不足】の改善

策として，《総合的に見立てをする》ことが考えられた

が，養護診断のためにはその根拠となる情報の収集が

重要であり，アセスメントを行うにあたっては，必要

となる判断材料となる情報について複数想定しなけれ

ばならない。本研究において，養護教諭は，性同一性

障害，発達障害，リストカット，性感染症などの心の

健康問題に対する知識理解の不足を問題点として挙げ

ていた。さらに，いじめやＤＶなどへの対応に困難を

感じていた。これらは，平成 23 年度の保健室利用状況

に関する調査 1)で明らかになった，養護教諭が保健室

来室者に対応する相談内容と同様であり，まさに，今

日的な健康問題であるといえる。 

 健康相談活動への適性や自信は，養護教諭が自ら取

り組む能動的な活動の中で培われるものであり，その

一例が研修経験である 14)。本研究のように，ヒヤリハ

ット事例を交流，分析し，改善策を検討することはヒ

ヤリハットを未然に防ぐ有効な手段である。実際に事

例を提供するには，いわゆる失敗経験であることから

養護教諭自身も躊躇するであろう。筆者らの自主研修

会においても「提供しづらかった」との感想があった。

一人の経験知だけでなく，情報を集め，皆で共有し，

共通認識していくことが重要である 4)ことからも，事

例交流，検討の機会に積極的に参加するべきである。

さらに，今日的な健康課題についての知識や対応技術

を習得することは，養護診断のアセスメントを行う際

の判断材料となる情報を，複数想定することを可能と

するであろう。 

子どもたちの健康問題の変化に対し，必要とされる

能力を見極め，その能力を身につけるために，養護教

諭自身が視野を広げ，絶えず学ぶ姿勢や態度が期待さ

れる。 

 

Ⅴ 本研究の限界と今後の課題 

本研究は，提供した養護教諭自身が『養護診断，対

応の問題点』として捉えた内容から，ヒヤリハットの

発生要因を検討した。養護教諭自身の省察の内容から

検討した結果であるため，自主研修において事例交流

する中で出された質問や新たな視点としての『養護診

断，対応の問題点』は分析対象としていない。したが

って，事例ごとの『養護診断，対応の問題点』が十分

に挙げられているとはいえず，今後の研究の課題であ

る。 

 

Ⅵ まとめ  

本研究は，心の健康問題への養護教諭の対応におけ

るヒヤリハットを未然に防ぐための検討資料とするこ

とを目的に，養護教諭が実際に経験したヒヤリハット

事例を対象に，養護教諭の対応の問題点から発生要因

を明らかにした。以下のような結果が得られた。 

 1. 心の健康問題におけるヒヤリハットの発生要因

として，【不適切な対応】，【思い込み】，【見立て違

い】，【追求不足】，【観察，問診，触診の不足】，【状

況把握不足】，【校内体制の不備】，【優先順位の誤

認】の 8項目が見出された。 

2. これらの問題点・発生要因への具体策として，

《Ａ：現代的な健康問題について研鑽する》，《Ｂ：

問診・触診・観察・見立ての研鑽をする》，《Ｃ：

主症状のみの対応に目を向けない》，《Ｄ：的確な
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情報収集をする》，《Ｅ：判断の修正ができるよう

振り返る》，《Ｆ：総合的に見立てをする》，《Ｇ：

日頃から教職員間の連携と支援体制を構築する》，

《Ｈ：不審や疑問を放置せず追求する》，《Ｉ：養

護診断や対応について省察，研鑽する》，《Ｊ：職

務内容の緊急性とその対応の判断を誤らない》が

考えられた。  

 これらのことから，心の健康問題のヒヤリハットの

発生要因には，養護教諭自身の心理状態が関係してヒ

ヤリハットが発生している可能性が示唆された。子ど

もたちの健康問題の変化に対し，必要とされる能力を

見極め，その能力を身につけるために，養護教諭自身

が視野を広げ，絶えず学ぶ姿勢や態度が期待される。 
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 保育者の発声の現状 

―インタビューからの考察― 

 

Vocalization of nursery teachers 
Consideration from the interview for nursery teachers 

 

永津 利衣 
愛知みずほ大学短期大学部  

 

Rie Nagatsu 
Aichi Mizuho Junior. College 

 

Abstract  
Some of the students majoring in the childcare course are introversive and talk quietly. It is ideal to master 
the adequate vocalization method while studying, before they are hired at a nursery school, because nursery 
teachers have to speak a lot. Therefore, as a preliminary survey devising vocal training in the childcare 
course. I interviewed directors and chiefs who have a long experience working at kindergarten and nursery 
school and young nursery teachers in their second year about how to use their voices and physical troubles of 
vocal organ. In this research, I summarized types of vocalization that have been carried out at kindergarten 
and nursery schools. Their vocalizations are intentionally used depending on the children’s age in the 
classroom and the number of children. In particular, the experienced nursery teachers with rapport with 
their children tend to have rich expressions, in addition, they distinctively use a type of vocalization according 
to the feeling of the children. 
 
キーワード：保育者の発声、SCAT 
Keywords: Vocalization of nursery teachers,  SCAT 

 
背景と目的 

保育士や幼稚園教諭（以後、保育者とする）にあこがれて

短期大学に入学してきた学生の中には、おとなしく声の小さ

な学生が毎年少なからずみられる。単語で話すことが多く、

明確な声で長く話をすることには慣れていないと思われる。

本学保育士養成課程の学生への発声に関する質問紙調査（永

津・大久保．2015）では、短大入学前に人前で話した経験が

ない52％、人見知り49％、大勢の中での会話が苦手34％と

いう回答があり、学年間に多少の差があるとは思われるが、

保育者を目指すものの、他者との会話や人前で話すことに苦

手さを感じている学生は少なくないといえる。 

志村ら（2014）による日本の保育室の音環境に関する研究

では、保育活動時間帯の音量の平均が70～90dB（騒々しい街

頭～地下鉄の車内の音量レベルに相当）、 大値は90～100dB

（地下鉄の車内～電車のガード下の音量レベルに相当）と報

告されている。このような音響下で、保育者は子どもの名前

を呼んだり、終了の合図を伝えたりしなければならない。十

分な声量を出した経験が少ない学生が、何の発声教育もなさ

れず保育現場へ出ることを考えると、子どもに届く発声が可

能なのか、そして、長い保育者人生の中で喉を傷めず、良い

声を保持できるのだろうか、という懸念を感じる。 

保育における発声の先行研究は、歌唱に関することが中心

である。吉永（2016）は、保育士、幼稚園教諭と小学校教諭

らに声のイメージに関する相互評価調査を行い、保育者（原

文では保幼教諭）の声には、「明るい」「親しみのある」「元

気な」「豊かな」といった活動的で明朗なイメージと、高音
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で軽やか、柔らかで優しいという女性的なイメージの評価が

小学校教諭よりも高く、また、因子分析で得られた「明朗性」

「柔らか・女性性」という2因子から、保育者の音声の表情

の多様性を述べている。この研究は歌の発声以外に視点を向

けているが、イメージの調査であり、実際に現場でなされて

いる発声や、保育者の発声トレーニング、発声改善に関する

体系的な研究はない。これは「話す」ことが障害や病気のな

い限り、日常的で自然な行為であり、例え滑舌が悪くても聞

き取り可能であれば、問題に取り上げられることがないため

であろう。また、平成29年度の保育士養成課程の学生への

発声に関する質問紙調査では、自分の声が好きかという質問

に対し、76.4％が否定的な回答をした。多くが外見に気を配

る一方、好まない自身の声に改善を試みることはしていない

のではないだろうか。音声は時間と共に消えて無くなるゆえ

に、声に関しては無頓着といえよう。 

しかし、耳鼻咽喉科医による発声に関する書籍には、学校

の教師と並んで保育者の嗄声やポリープなどの相談事例や

防止策が挙げられている（米山．1998；文殊．2016）。また、

インターネットに「保育士 発声」と打ち込むと、現場で働

く保育士の発声に関する悩みが列挙される。子どもとの関わ

りや保護者対応といった保育実践そのものの悩みの水面下

で、発声の問題を抱えている保育者の多さがうかがえる。巷

で出版されるボイストレーニング関連の書籍の多さからも、

声に対する需要の多さを物語っているのではないだろうか。 

羽石ら（2013）は声を酷使する音楽療法士の発声トラブル

や声の衛生に着目し、その改善プログラムの開発に着手して

いる。音楽療法士は30～60分程のセッション中、常に語り

歌い、集中して声を使う。一方、一日の多くを保育現場で過

ごす保育士は、発声時間が長く（米山. 1997）、さらに前述

のように音量の大きい場面や運動場での発声もある。この点

で話すことを生業とするアナウンサーや俳優、音楽療法士な

どと、保育者の発声行為は大きく異なる。 

このような背景から、保育士養成課程の学生たちが在学中

に何らかの効果的な発声トレーニングを受け、正しい発声法

が修得されていることが理想だと考える。では、保育者のた

めにどのような発声教育を目指せばよいのだろうか。そこで、

発声訓練等を考察する基として、本論では現職保育者へのイ

ンタビューにより、保育における発声の実際や、発声に関す

る考えについてまとめることを目的とした。 
なお、本論ではスキルという用語を使用する。スキルとは、

能力、熟練、技術という意味で、「ある目標を達成するため

に効果的な一連の選択をし、それを実行する能力」である（R.

ネルソン・ジョーンズ．相川(訳)．1993）。したがって、コ

ミュニケーションにおけるスキルも、一般的なスキルと同様

に上手・下手があり、評定が可能である。おとなしい、怒り

っぽいなどの性格に起因することなく、訓練や練習によって

上達し、習得できる能力と考えることができるためである

（相川．2000）。また、話し方と発声自体の効果を分けて判

断することは困難であったため、適時、発声、話し声、話し

方といった言葉を使った。なお、園長らの言葉および後述の

構成概念、理論記述で得られた言葉には「」を付けた。 

 

方法 

１． 面接調査 

A県内の保育園、幼稚園の園長または主任11名、および、

2年目保育者6名に、個別で半構造化面接を実施した。2年

目保育者のうち4名は電話にて行った。実施時期は2017年6

月～9月で、調査時間はおよそ15～30分であった。なお、い

ずれの調査協力者にも調査目的および個人情報の保護につ

いて伝え、承諾を得ている。 

質問項目は園長・主任（表1）と2年目保育者（表2）で

分け、カッコ内の例を挙げて補足し、各回答者がさまざまな

状況を想定して回答できるようにした。なお、表１の質問2
にある「大きな声」という言葉には、怒鳴る、がなるといっ

たニュアンスや、不快さが感じられることが予想されたが、

他の言葉の言い換え（例えば「張りのある声」「響く声」な

ど）による認識のずれを避けることと、「大きい声」に対し

て意見が出やすいと予測し、あえてこの言葉を使用すること

にした。回答は、要・不要をたずねてから、その理由をたず

ねる方法をとった。質問4は、子どもの発声モデルとして、

保育者の発声に対する意識や考えがこの質問より垣間見え

ることを予測し設定した。質問5は、吸音材設置により保育

室の残響音が減り、会話の声量がコントロールされる（志村．

2003）。人的な発声以外に、物理的に音への配慮や整備がな

されているかをたずねるため設定した。 

 

表1 園長・主任への質問項目 

質問1：子ども全体に話をするときの発声状況（保育室や遊

戯室、運動場、保育のさまざまな場面や状況において） 

質問2：保育者に大きな声が出せる能力は必要か 

質問3：本人および周囲の保育者における喉の不調、発声の

悩みの有無（喉の痛み、かすれ声、声が出ない、声

が小さい、ポリープの手術など） 

質問4：園児への発声指導（劇、歌など） 

質問5：音環境の配慮の有無（畳やカーペット、吸音材など

の設置など） 

 

表 2 ２年目保育者への質問項目 

質問1：初年度および本年度の担当年齢 

質問2：発声状況および大きな声を出す場面と頻度 

質問3：喉の不調、発声の悩みの有無 
 

２．分析方法 

園長・主任の回答のうち、質問1「子ども全体に話をする

ときの発声状況」については、SCAT（Steps for Coding and 

Theorization.）により分析を行った。SCATとは、マトリク

スの中にセグメント化したデータを記入し、①データ中の着
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目すべき語句、②それを言い換えるためのデータ外の語句、

③それを説明するための語句、④そこから浮き上がるテー

マ・構成概念の順にコード化する4ステップのコーディング

と、④の構成概念からストーリーラインをつむいで、そこか

ら理論を記述していく手続きからなり、小規模の質的データ

の分析にも適した比較的容易な方法で、近年、多様な分野で

使用されている（大谷．2007,2011）。今回は複数の回答者か

ら似通った内容が回答されることが多かったため、福士・名

郷（2011）による方法を参考にし、小データごとに予め切片

化し、テーマ別にグループ化してから分析を行った。 

SCATによるストーリーラインと理論記述を表3、表4に示

した。ストーリーライン中の下線は、構成概念として導き出

された言葉である。なおSCATの①から④のコード化の過程

は紙幅の関係で記載を省略する。 

園長・主任への質問のうち、質問2から5および2年目保

育者の回答は、SCATによる理論化までの必要がないと判断し、

それぞれ質問ごとに共通する回答内容をまとめ、必要に応じ

て回答者数をカウントした。その後これらの回答結果と、

SCATで得られた結果とを関連させて考察した。 

 

結果 

１． 園長・主任からの回答 

公立保育園園長5名、私立保育園園長2名、私立保育園主

任2名、私立幼稚園園長1名、私立幼稚園主任1名、合計11

名より回答が得られた。保育経験年数は、15年以上1名、20

年以上3名、30年以上7名であった。 

 

【質問1】子ども全体に話をするときの発声状況（保育室や

遊戯室、運動場、保育のさまざまな場面や状況において） 

 

 
表３ ストーリーライン 

保育者は明るい声質で、ゆっくりと自然に話すことが望ましいが、明朗さは態度にも求められている。 

理想的なベテラン保育者は子どもとの信頼関係の上で話をしており、子どもの人数や対象年齢、子どもの状況や場面によっ

て、子ども自身の受け入れや理解、集中を見計らい、多様なスキルを意図的に織り交ぜて話を展開している。それらのスキル

は、一つ目に、声の大きさ、高さ、抑揚、声色の適度な変化といった発声や話し方のスキル、二つ目に、表情、沈黙や間合い、

距離といった非言語コミュニケーションのスキル、三つ目に、発声以外のスキル（ピアノや手をたたく音で注目を集める、ク

イズや手遊び歌などで関心を引き寄せるなど）である。 

そして、次のような使い分けがされている。対集団場面では、大勢の子どもに届くように明るく溌剌とした通る声で、ゆっ

くりと話される。特に、話を始める導入場面では、注目を集めるために合図として大きい声が出されたり、反対に、集団全体

を落ち着かせ、集中を得るために沈黙や小さい声が使われたりする。また、対象年齢によっても使い分けがなされており、3

歳未満児では年齢が低いほど、個別で、低く柔らかい声で、穏やかにゆっくりと話される。幼児では、クラス人数の増加と、

発達により子どもの声量が増すため、保育者にある程度の声量を要する場面が増えるが、一旦子どもたちが注目し話を聞く態

勢ができれば、自然な話し方がされ、時にはむしろ小さい声が使われる。その発声は落ち着きをもたらし、聴覚過敏をはじめ

多くの子どもに受け入れられる。 

また、このような保育者からの発信だけでなく、子ども自身が主体的に話を聞く態度を育成する言葉掛けもなされている。 

このような表現スキルの習得や臨機応変な対応力は、経験の浅い保育者の課題の一つである。 

 

表 ４ 理論記述 

・保育者は明るい声質で、ゆっくりと自然に話すことが好ましい。 

・自然な話し方、小さい声は子どもが落ち着き、多くの子どもに受け入れられる。 

・理想的なベテラン保育者は、子どもとの信頼関係の上で話をし、子どもの人数、対象年齢、子どもの状況や場面によって、

子ども自身の受け入れや理解、集中を見計らい、多様なスキル（発声や話し方のスキル、非言語コミュニケーションのスキル、

発声以外のスキル）を意図的に織り交ぜて使用している。 

・場面による使い分け：対集団場面では、明るく溌剌とした通る声で話される。導入場面では、合図として大きい声で注目を

集めたり、沈黙や小さい声によって集団全体を落ち着かせ、集中を得たりする。 

・対象年齢による使い分け：3歳未満児では年齢が低いほど、個別で、穏やかにゆっくりと話される。対幼児では、ある程度の

声量を要する場面が増えるが、話を聞く態勢ができれば、自然に話し方がなされる。 

・子ども自身が主体的に話を聞く態度を育成する。 

・表現スキルの習得や臨機応変な対応力は、経験の浅い保育者の課題の一つである。 
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 以下に、回答の中で目立った特徴的な事項をまとめた。 

・「普通」という言葉が頻繁に使われた。特別な話し方では

ない普段の声や話し方と説明があった。 
・明るい声質以上に笑顔、明るい性格や態度について言及が

あった。 
・「元気な声」は保育観へ言及し、賛否両論があった。 
・保育現場には基本的に大きな声は必要ないと考えられてい

た。 
 

【質問2】保育者に大きな声が出せる能力は必要か 

この質問に即答したのは2名（いずれも「必要」と回答）

で、多くが少し考えてから「どちらか言うと必要」と回答し

たことが特徴的であった。図1に示したように、「必要」３

名、「どちらか言うと必要」6名、「不要」2名であった。 

 

３名 

必要 

６名 

どちらかというと 

必要？ 

２名 

不要 

図1 大きな声が出せる能力は必要か 
 

回答は、以下のようにさまざまな場面や考えが含まれてい

た。「普段の活動では必要ない」が、「状況によって使い分

け」ており、発声の能力として「出ないよりは出た方がよい」

（5名）と考えられている。大きな声の使い分けとして、「危

険回避・緊急時」（8名）、クラス運営において必要 （2名）、

「外遊びの招集の第一声は大きな声を出す」が、「普段の活

動では必要ない」（1名）という回答であった。 

大きな声に対する言い替えがなされたものもこの設問の

特徴で、「元気な声」「明るく」「聞き取りやすさ」「はっ

きり」という言葉に替えられた。保育者の声質は個人の生ま

れ持ったものとしつつ、声が通りにくいと遠くの子どもには

聞き取りにくい、「ボソボソ」とこもった声や話し方は届か

ない、反対に「大きすぎる声しか出せない」という声量のコ

ントロールができない保育者の事例が話された。 

また、「現場に出れば何とかなる」「現場の先生はみんな

（大きな声が）出る」という回答もあった。 

「不要」と回答した2名の内、1名は声のパワーではなく、

そのときの子どもの気持ちに寄り添った言葉掛けを考える

ことが重要とし、もう1名は都市部の園のため、子どもの声

ではなく職員の声に対する近隣の苦情があったことと、それ

以上に子ども主体の保育方針に大きな声は不要という回答

であった。 

 

【質問3】本人および周囲の保育者における喉の不調や発声

の悩みの有無 

9名より回答を得られたが、全員から回答者本人もしくは

周囲の保育者に何らかの発声トラブルについて回答があっ

た（複数回答）。以下は、発声トラブルの内容や原因として

述べられたことをまとめた。（図2） 

 

 

図 2 発声トラブルの内容や原因 
 
・本人のポリープ手術：1名 

・周囲の保育者のポリープ手術：2名 

・周囲の保育者の耳鼻咽喉通院：2名 

・病気や体調（風邪、花粉、疲労）による声の不調：7名 

・使い過ぎによる声の不調（かすれ、出しづらさ）：６名 

・生まれもった声質（声が通らない、低過ぎる）：2名 

使い過ぎの状況として以下が挙げられた。 

・幼児クラスの担任（人数の多さ、成長により子どもの

声量は大きくなる） 

・人数が多さ（第二次ベビーブームの頃は１部屋に30

名以上が在籍した、他クラスの担任が休暇をとると一

人で大勢を見た） 

・過剰に大きな声を出す子どもが多い時 

・時期や保育内容：運動会などの行事前、楽器練習の開

始時、新学期や5月頃（慣れと疲労がたまる） 

・新任時代の保育技術の不足（3名）：「がむしゃら」「声

を張り上げた」「声しか技術が無かった」 

一方、この質問から派生して、以下のことが述べられた。 

・風邪などで声が出ないとき･･･身振り手振りの使用。しか

し、「やりにくく、声が出ないと保育にならない」 

・話し方の技術･･･「声のトーン」「声の使い方」「抑揚」の

工夫をする。 

・集団づくり･･･子どもと保育者の信頼関係やルール作り 

また、独自の保育スタイルを展開する園では、子どもの自

然な姿を大事にするゆえ教え込むことはしない、という理由

で発声のトラブルはないとの回答を得た。 

１名より定期健康診断の項目に、喉の痛みや声の出しづらさ

をたずねる質問がある、という情報を得た。 
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【質問4】園児への発声指導（劇、歌など） 

劇や歌の練習においてどのような指導をしているか、とい

う質問に対して、図3のような回答が得られた（複数回答）。 

 

 

図 3 園児への発声指導時の言葉 

 

年齢によって歌うときの言葉掛けが変化し、年齢が上がる

ほど「やさしい声」「きれいな声」という言葉掛けをし、年

少・年中児には、「元気よく」「元気な声で」という言葉掛け

をするという回答の傾向があった。また、年長児にも「大き

な声」を使用するという回答があった一方で、｢大きな声｣と

いう言葉は使わないと明言する回答が２名からあり、怒鳴っ

て歌わないように言葉掛けを工夫する回答もあった。その他

に、以下のような回答があった（延人数）。 

・「聞こえるように」1名 

・「口をしっかり開いて」1名 

・「歌詞の意味を考えて」1名 

・「伴奏をよく聞いて」1名 

・「保育士が(きれいな声の)モデルになってほしい」1名 

【質問5】音環境の配慮の有無（畳やカーペット、吸音材な

どの設置など） 

 

１ 

配慮

あり

６ 

配慮無し 

４ 

無回答 

回答不明 

図 4 音環境への配慮 

 

図4に示したように、音環境へ配慮していると回答したの

は1名（公立保育園）のみであった。この園では、幼児クラ

スの床に吸音材を使い、隣室同士の保育者が壁越しに背中合

わせの向きで立つように教室配置をし、保育者の話し声が反

対方向へ放出されると述べられた。その他の園では、乳児室

に昼寝のための畳が敷かれ、またある市では、公立保育園の

幼児室の一角に、畳もしくはじゅうたんのままごとコーナー

を設置しているが、いずれも、吸音材の役割という観点では

なかった。 

 

２． 2年目保育者からの回答 

 2年目保育者へのインタビューの回答を表5にまとめた。

ＡＢＣの3名は、2年間比較的年齢が低く、小さい集団や複

数担任に配属していた。Ｅに嗄声がみられた以外、その他に

は病気時以外に発声に問題はなかった。Ｅはもともとよく話

し活発なタイプで、2年間幼児クラスを担当しており、「常に

大きな声を出して」「ずっとしゃべっている」状況が回答さ

れた。ＡＢＣＤの4名はもともと声の小さいタイプで、共通

して1年目より会話量が増加し、「声が出るようになった」

と回答があった。5名が共通して普段は「普通の声」で話す

が、「ずっとしゃべっている」状況で、中には叱る、怒ると

いう行為が語られた。園長・主任の回答に目立った「子ども

に寄り添う」という言葉はみられなかった。 

 

 

 

 

表 ５ ２年目保育者の回答 

保育者 

勤務先 

Ａ 

（保育園） 

Ｂ 

（保育園） 

Ｃ 

（保育園） 

Ｄ 

（幼稚園） 

Ｅ 

（幼稚園） 

Ｆ 

（幼稚園） 

担当年齢 
０～１歳児 ３歳児(複数担

任) 

３歳児 ４歳児 ４歳児 ３歳児 

昨年度 
０～１歳児 ３歳児(複数担

任) 

２歳児(複数担

任) 

３歳児 ３歳児 ３歳児 

発
声
の
状
況 

合同保育(４0

～50人)で手遊

び、絵本の読み

聞かせをする

が、静かに聞く

ので普通の声

で話す 

よくしゃべる

が、普通の声で

話している 

しゃべりっぱ

なし。 

よく怒る。 

昨年度は２歳

児複数担任の

ため話すこと

は少なかった。

普段は大きい

声はいらない。

ずっとしゃべ

っている。 

子どもの主体

性を大事にす

る園方針で、指

示は少ない 

0
1
2
3
4
5
6

回
答
し
た
人
数
（
人

）
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大
き
な
声
を
出

す
場
面
と
頻
度 

保護者が迎え

に来たときに、

(大きな声で)

子どもの名前

を呼ぶ。（毎日） 

言及なし 

 

３歳児は喧嘩

が絶えないの

で。出し過ぎる

ことは日常茶

飯事。 

怒るときは、声

を張る。 

常に大きな声

を出している。

特にない 

喉
の
不
調

等 喉が痛い。病気

のときは声が

出なかった。 

特にない。 

風邪のときに

出なかった。 

風邪のときに

出なかった。 

病気になった

時、声がカラカ

ラになった。 

毎日、午前中は

ガラガラ声に

なる。 

特にない 

そ
の
他 

元々声は小さい。

昨年よりはよく

話すようになっ

た。 

元々声は小さい。

１年目より２年

目の方がよく(声

が)出る。昨年、

指導の先生より

腹式呼吸を意識

していないと言

われた。 

元々声は小さ

い。声が出ない

ことはなくな

り、ずいぶん慣

れてきた。子ど

もの個性やグレ

イゾーンの子へ

の対応で。 

前より出るよう

になった。 

４年目の同僚

に、声の出し過

ぎで声の枯れた

人がいる。 

元々よく話し

活発。 

元々よく話す。

先輩に、午前中

だけガラガラ

声になる人が

いる。 

 

 

 

考察 

 SCATによる理論記述から、保育者の発声、話すことの特徴

に大きく次の3点が挙げられる。まず一つ目に、保育者は基

本的に、明るい声質でゆっくりと自然に話すことが好ましい

とされる。二つ目に、場面、子どもの状況や人数、対象年齢

によって声の使い分けがなされており、なおかつ、非言語的

コミュニケーション・スキルや、興味関心を引くための音声

以外のスキルを意図的に織り交ぜている。三つ目に、理想的

なベテラン保育者は、子どもとの信頼関係の上で話をし、二

つ目に挙げた多様なスキルを臨機応変に駆使する保育技術

を有している。米山（1997）は著書の中で、幼稚園では騒音

の中でしゃべるので大きな声が必要と述べているが、現代の

保育では自然な話し方を重視しながら、意図的で計算された

発声・話し方も行われていることがこの理論記述から導き出

された。つまり、常に大声が出されているわけではなく、む

しろ子どもの理解を含めた幅広いスキルが要求されている。

そして、この理論記述が導き出された背景には、コミュニケ

ーションの対象が大きな発達的変化をとげる0歳児から5歳

児であり、コミュニケーションが日々の生活の中で展開され

ている、という保育ならではの特徴がある。 

以下は、その他の質問の回答結果を参照しながら、保育者

の発声に関する現状や考えを考察していく。 

 

１．実践知により培われるスキル 

経験の浅い2年目保育者のインタビューの回答では、園長

らの回答に頻出した「子どもに寄り添う」という言葉はみら

れず、反対に「すっとしゃべっている」状況が語られており、

園長らが指摘したように「声にまかせて話す」状況がうかが

えた。また、園長ら自身も経験の浅い頃は「声しか技術が無

かった」と述べていることから、理想的なベテラン保育者が

もち得たコミュニケーションにおける保育技術は、日々の保

育を積み重ねる中で培われてきた実践知ということができる

であろう。発声・話し方のスキル向上のみでなく、子どもの

理解を深めることで、そのスキルは生かされ、子どもに寄り

添う保育が具現されるといえよう。 

 

２．声が伝えるもの 

話し声は高さ・大きさ・音色・呼気持続の４要素が絡み合

って特徴づけられ（文殊．2016）、母音と子音の構音の組み

合わせにより言葉や文章を成り立たせることで恣意的意味

が付随し、抑揚、滑舌、語の強調、話す速度などによって、

その語や文がもつ意味とは異なる次元で印象（例えば、説得

力のある、せっかちといったイメージ）を与える。 

園長らの回答では、「小さい声」で話すことで、子どもは

その場の空気を感じとって保育者の話に集中し、「明るい声」

によって「子どもは安定した気持ちで1日を過ごす（1名の

園長の回答）」ことができるという。つまり、子どもは保育

者の声質から状況を感じ取っている。さらに、保育者が「元

気な声」を発することで「子どもも元気になる（1名の園長

の回答）」という回答では、声は単なる発声の次元から保育

観を具現化する一つのツールとなっている。つまり、声その

ものが形而上で人に与える力をもっていることがうかがい

知れる。 

また、構成概念で得られた「明るい声質」を再度、園長ら

が実際に語った言葉に還元すると、「明るく元気な声で」「張

りのある」「明るく弾んだ声」「（全体に話すときは）トーン

を上げて」「甲高いというわけではなく、やや大きめの声で」

といった主観的な感覚やイメージの言葉で表現されていた。

そこで、大勢の子どもに声が届くように「ややトーンを上げ

る」という表現について考えてみたい。トーンは音、音調の

他に、全体から感じられる気分・調子を意味する（デジタル

大辞泉）。トーン、つまり、音声自体や発声の気分や調子を
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上げるための努力は、呼吸筋や表情筋など身体へ何らかの影

響を与えると思われ、その結果、物理的に声量が増したり、

音高が高くなったりすることで、声は「明るさ」「張り」「溌

剌さ」を帯び、共鳴して「声が通る」ようになったと推測で

きる。「やや」という言葉が付与されたのは、複数の回答者

が否定した「甲高い声」「キンキン声」ではないことの婉曲

と思われる。つまり、大勢の子どもに声を届けようと、おそ

らく無意識でシフトアップされた声量・音高・声質が、「や

やトーンを上げる」というイメージ表現につながったと考え

られる。 

 拡大解釈や忖度をする大人とは違い、子どもは言葉の意味

より先に保育者の声の調子や音のおもしろさに体で反応（河

合・坂田・谷川・池田．2002）し、特に乳児は話し手の感情

や雰囲気に注意を向ける（志村．2008）ため、保育者の話し

声の影響を直接的に受け取るといえる。伝える内容や言葉の

選定が重要であることは言うまでもないが、子どもにどう受

け取られるかまでの観点で、どのような声でどのような話し

方をするのがよいか考慮することが大事である。この点が、

理想的なベテラン保育者のもち得た保育技術といえよう。 

 

３．「大きな声」に対する異論と現実 

ここでは「大きな声」を軸に、質問2から5の回答を参照

し、保育者の発声について検証した。 

「保育者に大きな声が出せる能力は必要か（質問2）」では

大声ではなく、その発声能力をたずねたが、回答者が一旦考

えこむ時間が目立ち、「大きな声」という言葉への違和感や

抵抗感がうかがえた。「大きな声」は危険回避、大人数の場

面、外遊び、場面の切り替えで出されることがあるが、危険

場面以外ではあえて小さい声や沈黙を使う工夫もなされて

いた。周囲の騒音レベルに合わせて話者が話し声を調整する

ロンバード効果(Lane and Tranel,1971)というが、保育者が

大声で話せば、子どもも声を大きくすることが経験から認識

されており、普段は自然な発声・話し方が心掛けられ、穏や

かで落ち着いた保育環境を目指す意図が背景にあると考え

られる。 

一方、「本人および周囲の保育者における喉の不調や発声

の悩みの有無（質問3）」の問いでは、何らかの発声トラブル

を経験した保育者は少なくなく、その原因として風邪などの

病気以外に、声を使い過ぎる時期や状況 （幼児クラスの担

任、大人数、行事前、新学期、新任時代）があることが示唆

された。 

もう一つ別の視点から発声についての考えをたずねた質

問4の「劇や歌の練習において、園児にどのような発声指導

をしているか」では、保育者の発声で「大きな声」に慎重で

あったのに対し、子どもへの指導では約3分の1の回答者か

ら「大きな声」が挙がった。子どもにわかりやすい観点から

と思われるが、その一方で、子ども自身が声を聴きながら発

声行動を調整するように「きれいな声で」「伴奏を聞いて」

という言葉掛けもみられた。幼児が力んで大声を出す指導が

問われる（志民・今川．2016，他）中、保育者が歌や普段の

会話の良いモデルを示すとともに、声についてより思慮深く

なり、配慮のある言葉に変換する必要があるのではないだろ

うか。 

以上から、質問2の回答で園長らは「大きな声」に慎重で

あったのに対し、場面や時期によっては喉にトラブルを抱え

るほど声を使うことがあったり、子どもに対しては比較的無

頓着に「大きな声」を指導することもあったりすることから、

園長らの回答と現場との間に差異があるように思われた。こ

れが何を意味するのか、次のように推察した。①「自然に話

す」ことは落ち着いた保育環境をつくるための一つの現実で

あり、保育の理想でもあるため、「大きな声」は不要である。

➁子どもに届く通る声や外遊びの元気な声と、がなり立てる

イメージの「大きな声」は異質のものである。③緊急時や戸

外などの一部場面以外で、恒常的に過剰な大声は出されてい

ない。このような考えから「大きな声」は慎重に扱われたの

ではないだろうか。この推察から浮かぶことは、前述したよ

うに声はイメージで語られ、保育観や理想のような観念を携

える面があることである。 

後に、多くのベテラン保育者が話し声を和らげようと考

える一方で、保育室内の反響音への対処や吸音の考えは浸透

していなかった（質問5）。周囲の雑音から選択的聴取能力が

まだ育っていない乳児は、騒がしい音をすべて聞き取ってい

るため、静かな環境が望まれる（嶋田．2016；村上．2016）

が、実際、2年目保育者1名が、乳児クラスでも午後からは

数クラス合同になり、送迎の子どもを大きな声で呼ぶと回答

した。園の事情や体制もあるのであろうが、このような状況

下で保育者が発声を余儀なくされているのも現実である。適

切な人数とともに、保育室に消音などの物理的配慮が早期に

なされることを望みたい。 

 

４．まとめ～発声への感度向上と発声教育の提言 
「声が出ないと保育にならない」という意見があったよう

に、声はコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしな

がらも、数人の回答者から「生まれもった声質」だからとい

うあきらめや、声が小さい学生も「現場に出れば何とかなる」

という楽観的な回答があった。これは、発声教育の機会の不

足や、未周知ではないかと思われる。細い声質の人は、腹式

呼吸の改善と共鳴腔を作ることによって、人間が聞き取りや

すい3000Hz辺りの高次フォルマント（倍音）を響かせて、

通る声にする改善方法がある（米山．1997；鈴木・福島．2005）。

日々、現場で声を使うことで発声機能が強化されていくこと

も事実であるが、１年ほどで嗄声になる事例もあり、発声教

育は専門家の指導のもと行うのが望ましいであろう。 

声というものは伝達ツールであるだけでなく、印象や感情、

保育観までをも携えている。日々、当たり前に使われる発声

について、今一度思慮深くなり、感度を向上させることは、
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保育の質向上へつながっていくと考える。また、養成段階に

おいては、人前で話すことの苦手さを少しでも克服し、適切

な発声法と声の衛生教育の必要があるのではないだろうか。

さらには、子どもたちを惹きつけるような豊かな表現力の素

養が養われていれば、現場で日々、子ども理解やかかわりを

深めながら、その表現能力をブラッシュアップしていくこと

ができるであろう。 

長い保育者人生で大きな発声トラブルを避けながら、豊か

で多様なコミュニケーション・スキルによって、子どもに寄

り添う保育が充実することを願う。 
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Abstract. 
 Children who have graduated from nursery school and kindergartens enter the elementary school. Children 
with disabilities, receive special needs education from care and education for children with disabilities. In 
transition from nursery school or kindergartens to school, developmental continuity and educational continuity 
must be valued for every children case of children with disabilities, this has been emphasized as support for 
school attendance. In this paper, historically the characteristics of each era were clarified about the 
relationship between care and education for children with disabilities and special needs education. ; 1.Sprout 
of relationship —  Before obligation system of schools for children with disabilities (postwar-1978) , 2. 
Optionalization of Relationship — Developing Period of Care and Education for Children with Disabilities and 
Special Needs Education (1979-2006) , 3. Structuring Relationship—Initiation and Development of Special 
Needs Education (2007-2017) 
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  2018 年度より、幼・小・中・高の教員免許取得に、

障がい児などを対象とする「特別支援教育」が必須科

目に課せられた。保育士資格取得では、「障害児保育」

が必修科目となっているものの、幼稚園教諭の免許取

得には、これまで障がい児に関する科目はなかった。

保育所や幼稚園で保育を受けた子どもたちは卒園後、

小学校に入って学校教育を受ける。障害児の場合は、

主として、障害児保育から特別支援教育を受けること

になる。このように保育所や幼稚園から学校への移行

にあっては、どの子どもにも発達的連続性や教育的継

続性が大切にされなければならない。障がい児の場合、

このことは、就学支援として重視されてきた。 

 本論では、障害児保育と特別支援教育の関係性につ

いて歴史的に明らかにする。  

１.関係性の萌芽 〜養護学校義務制実施以前〜  

  本論では、障害児保育は専門施設における就学前の

「療育」や特別支援学校の「幼稚部教育」とも関係し

ていることから、障がい幼児期における多様な発達的

支援との関連性において捉えなければならない。 
① 児童福祉施設等における障がい児の受け入れ 

    ー学校教育の代替ー 

 今日、障がい幼児の発達支援における中心的な制度

は、障害児保育である。それでは、障害児保育は、い

つ頃から始まったのだろうか。 

 1960 年度から、障害児教育が全て義務化になった

1979 年年度までの児童福祉法関係の障害児施設に在 

籍する乳幼児数とその全在籍児に占める比率は、1960

年は虚弱児施設 306 人に 19.8%、肢体不自由児施設 179

人に 5.4%、精神薄弱児施設(現在、知的障害児施設。

以下同樣)63 人に 0.8%など、6 施設で合計 601 人が、

1979 年は精神薄弱児施設 4,627 人に 78,1%、肢体不自

由児施設 2,065 人に 28.5%、肢体不自由児通園施設

1,568 人に 93.9%など 11 施設に 10,242 人と在籍児童

数は大きく増え、その中で乳幼児の比率も高まってい
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る（注 1）。 

これらの障害児施設は、障がい児の生活の場である

と同時に、教育や保育、療育の場として「障害児専門

施設」と呼ばれていた。このことは、当時、障害児の

全義務制は未実施のため、児童福祉施設がその肩代わ

りを担っていた。1979年度からの養護学校教育義務制

実施が近くにつれ、障がい児は次第に学校へ移行し、

その空き枠を幼児が占めていく中で、通園施設は次第

に幼児化していった。1974年度「障害児専門施設」で

発達支援を受けていた乳幼児は、1,016人である。これ

は、当時の乳幼児人口を約1,200万人として、障害児の

出現率を２%（約240,000人）と推定した場合、発達支

援を受けていた障がい乳幼児は0.42％に過ぎない。厚

生省は1974年度に「障害児保育事業実施要綱」を公布

し、保育所における障害児保育を制度化した。また、

同年、文部省も「心身障害児幼稚園助成事業補助金交

付要綱」による「私立幼稚園特殊教育費国庫補助金制

度」を始めた。それから数年後の1977年度の保育所に

おける障害児の入所は4,290名、1978年度は6,626名で

ある（注2）。また、1978年度の幼稚園の障害児の入園

状況は表１のようである（注3）。 

表1 全国公私立幼稚園における障害児の入園状況 

 

 また、1979 年度、特殊学校幼稚部（現在、特別支援

学校幼稚部。以下同様）の在籍状況は、盲学校（現在、

視覚障害特別支援学校。以下同様）193 人、ろう学校

（現在、聴覚特別支援学校。以下同様）1,959 人、精

神薄弱養護学校（現在、知的障害特別支援学校。以下

同様）75 人、肢体不自由養護学校（現在、肢体不自由

特別支援学校。以下同様）138 人、病・虚弱養護学校

（現在、病弱特別支援学校。以下同様）2 人である（注

4）。 

 以上、養護学校義務制実施の頃は、発達支援を受け

ていた障害幼児は、２万人を超え、全数の約 10％に達

していたと推定される。 

② 特殊教育の振興 

 特殊学級（現在、特別支援学級。以下同様）は、1950

年度、小学校 602 学級 17,513 人、中学校 49 学級 1,655

人、計 651 学級 19,168 人、1978 年度、特殊学級は小

学校 14,353 学級 82,126 人、中学校 7,155 学級 42,949

人、計 21,508 学級 125,075 人であった。 

 特殊教育諸学校は、1950 年度、盲学校 76(4)校 5,155

人、聾学校 82（6）校 11,600 人、養護学校は知的障害

1校 28 人、病弱 2校 82 人、計 161（10）校 16,865 人。

1978 年度、盲学校 73(2)校 8,589 人、聾学校 110（10）

校 12,393 人、養護学校は知的障害 502 校 50,792 人、 

肢体不自由 139（17）校 17,547 人 病弱 81(18)校 5、

892 人、計 685（65）校 71,744 人であった（注 5）。 

 以上に見るように、知的障害児の特殊学級が中心で

あった。また、特殊諸学校は、1970 年ごろを境に、精 

神薄弱（現在、知的障害児）などの養護学校数と児童

生徒数は盲・聾学校を上回るようになった。以降、盲・

聾教育が中心の特殊教育から、精神薄弱児教育がそれ

に取って代わるようになった。 

③ 判別体制による振るい分け 

 養護学校義務化以前は、３歳児検診や就学時健診に

おいて、障害の種別と程度によって、表 2 に見るよう

に、学校教育が可能かどうか、また、教育の場はどこ

が適切かという判別指導が行われていた（注 6）。  

表 2 特殊教育対象児の判別基準と教育措置 

  ここでは、特殊学級への入級判別が重視された。そ

のために市町村に判別業務が課せられ、判別委員会が

設置されたりしたが必ずしも機能しなかった。 

 この時代、障害児保育をはじめ障がい幼児の発達支

援は草創期であり、特殊教育もまた未整備な状況にあ

り、障害児保育と障がい児の学校教育との連携・協働

は困難であり未成立であった。 

２.関係性の任意化〜障害児保育と特殊教育の発展期  

          （1979 年度—2006 年度） 

① 就学権保障運動と障害児保育の成立と発展 

 1979 年度からの養護学校の義務化は、障がい幼児の

発達支援に重大な影響をもたらした。それは、障がい

幼児の発達支援の量的拡大にとどまらず、その質的転

換を伴っていた。 

 1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて、障がい

児の義務教育完全実施を求める不就学をなくす教育権

保障運動は、障がい幼児の発達支援にも非常に大きな

影響を与えた。それは、障がい児の保育と療育を権利

として求める母親たちを中心とする運動となり、障害

児保育を成立させていった。ここでは、１.在宅放置を

許したり、また差別的な特殊保育ではなく、無差別平

等の原則に立ち、障がい児は保育を受ける権利主体で

ある。2.「障害児専門施設」に限定された消極的な治

 幼稚園

数 

受け入れ幼稚

園数(比率) 

全園児数 障害児数

（比率）

公立 

2,848 

898 

（31.5%） 457,060 

2,938

（0.64%）

私立 

3,042 

767 

（25.2%） 913,497 

3,271

（0.36%）

（計） 

5,890 

1,665 

（28.2%） 1,370,557 

6,20

（0.45%）

重度（白
痴程度）

（IQ20 or25
以下） 

就学猶予免除を考慮する。

中度（痴
愚程度）

（IQ20 or25
〜50） 

養護学校（就学する養護学
校がない時は特殊学級） 

軽度（魯
鈍程度）

（ IQ50 〜
75） 

特殊学級 

境界線 （ IQ75 〜
85） 

普通学級で留意して指導。
特殊学級でも良い。 
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療保育ではなく、保育所、幼稚園における積極的な集

団保育が必要である。3.医療と教育と福祉をバラバラ

ではなく、統一的・総合的に保障することが大切であ

る、ことなどが掲げられた(注 7)。 

 1979 年度、児童福祉施設での療育を受ける障がい乳

幼児数は、6,123 人で、5年前に比べ、約 5倍に増えた。

このように「障害児専門施設」で療育を受ける子ども

は、障害児教育の全義務化に伴い、1976 年度、知的障

害児施設は 2,202 人の在籍児中、幼児の比率は 45.6%

だったが、1981 年度には 5,123 人のうち幼児の比率が

87.7%になるなど、知的障害児通園施設などで次第に幼

児化が進んでいった（注 8）。2011 年度には、通園施設

で療育を受ける乳幼児は 13,949 人を数えた（注 9）。 

 また、この時代、保育所における障がい児の受け入

れが大きく進んだ。1974 年度、国庫補助を受けた保育

所が18ヵ所、障がい児159人から、1998年度には5,675

ヵ所、8,365 人に増えた（注 10）。しかし、ここで、補

助対象となるのは、特別扶養手当支給対象児に限られ

ているため、多くの市町村では、独自に、保育所に障

がい児を受け入れた。1994 年度に、障害児保育を実施

している保育所は、全国22，525施設中14,833施設で、

66.1%の保育所が障害児を受け入れていた（『平成 6 年

度社会福祉施設等調査報告』（厚生省大臣官房統計情報

部））。ここでは、1994 年度の補助金交付を申請した保

育所は、4,381 施設、6,373 人にすぎず、2/3 以上の保

育所が国の助成を受けていなかった。 

  2008 年 3 月、改定保育所保育指針(厚生労働省) に

は、障がいのある子どもの保育に関して、指導計画の

中に位置づけながら子どもの状態に合わせ柔軟な保育

を行うことや，個別の計画の作成，保護者や他機関と

の連携の必要性を、また、同年、改訂幼稚園教育要領(文

部科学省)においても，家庭や医療，福祉などの関係機

関と連携した支援のための計画を個別に作成すること

などにより，個々の幼児の障害の状態などに応じた指

導内容や指導方法の工夫を計画的組織的に行うことが

それぞれ明記され、障害児保育の重要性が示された。 

② 特殊教育の拡充 

 1973 年の養護学校義務制実施予告政令以降、知的障

害児をはじめ肢体不自由児、病弱児を対象とする養護

学校設置が相次ぎ、1970 年度は 234 校にすぎなかった

が、義務制直前の 1978 年度には 502 校と 268 校増え、

児童生徒数も 1970 年度 24,700 人が 1978 年度 50,792

人と 26,092 人増えて、それぞれ倍増した。特殊学級の

場合は、1975年頃の児童生徒数132,369人をピークに、

義務制実施前後しばらくは児童生徒数の減少が続くが、

学級数は徐々に増加していった。 

 1979 年度の養護学校義務制実施による障害児教育

の義務制完全実施は、知的障害児、肢体不自由児、病

弱児の養護学校の設置を飛躍的に進めた。1978 年度は

学校数 502 校、児童生徒数 50,792 人が、1979 年度は

学校数 654 校、児童生徒数 68,606 人と、１年間で学校

数で 152 校、児童生徒数で 9,814 人も増えた。 

 特別支援教育制度が始まる前年の 2006 年度は、盲学

校 71(2)に 3,688 人、聾学校 104(9)に 6,544 人、知的

障害養護学校 543(45)校に 71,453 人、肢体不自由養護

学校 197(15) 校 18,717 人、また、特別支援学級は、

小学校 24,994 学級に 73,151 人、中学校 10,952 学級に

31,393 人、計 35,946 学級 104,544 人に増えた。その

後も、養護学校と児童生徒数は、毎年増え続けてきた

(注 11)。 

③ 就学基準の見直しー就学指導委員会 

  義務制実施を前に、1978 年 10 月、「教育上特別な取

扱いを要する児童・生徒の教育措置について」（文初特

278 号）の通達では、就学指導委員会は必置とされた。

2002 年、学校教育法施行令 22 条の 3が改正され、盲・

聾・養護学校への就学基準と就学指導の見直しがされ

た。それまでは 1962 年に定められた基準が運用されて

きていた。新たに、「（盲・聾・養護学校の）就学基準

に該当する児童生徒について、その障害の状態に照ら

し、就学に係る諸事情を踏まえて、小学校又は中学校

において適切な教育を受ける特別な事情があると市町

村の教育委員会が認める場合には、小・中学校に就学

させることができるよう就学手続きを弾力化」すると

して「認定就学者」が認められた。又、就学指導委員

会は「障害のある児童の就学に当たり、市町村の教育

委員会は専門家の意見を聴くもの」と明示された。学

校教育法施行令の改正にともなって、同年「障害のあ

る児童生徒の就学について」（文初特 291 号）の通知で

は、「障害の判断に当たっては、障害児教育の経験のあ

る教員等による観察・検査、専門医による診断等に基

づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎

重に行うこと」と、専門性にもとづく総合的かつ慎重

な判断が強調された。 

 就学手続きは、就学時健康診断の際にチェックされ

た子どもを、保護者との話し合いを経て、校長から就

学指導委員会へ申し出がされて、就学についての検討

がはじまる。就学指導委員会では、観察や心理テスト、

保護者との面接などがなされ、委員会やその部会での

審議を経て、校長を通じて結果が保護者に伝えられる。

しかし、このような就学手続きでは、保護者をはじめ

とする関係者の十分な「合意と納得」が得られること

は難しい。 

 ある市では、年度当初に就学指導委員会が組織され、

就学相談部、調査研究部、啓発部などが具体的に年間

計画を作成し、公私の保育所や幼稚園に、「（教育上特

別な配慮を要する）就学前幼児実態調査票」を配布し、
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保育所や幼稚園を訪問するなど、保育所や幼稚園との

相互連携を進めながら、保護者の希望に即して柔軟に

就学相談を行っている、などの例も見られた。しかし、

保育所や幼稚園の障害児保育と学校とのこのような関

わり方は必ずしも一般的とは言えず、任意の関係でし

かなかった。この時代は、それぞれが拡充整備に追わ

れ、文部省としても、就学支援について国としての統

一的な政策を打ち出せなかったと言える。 

２.関係性の構造化〜特別支援教育の発足と展開〜 

    (2007 年度—2017 年度)  

① 特殊教育から特別支援教育へ 

 2007年度、障害児の学校教育制度は、従来の「障害

の程度等に応じ特別の場で指導を行う『特殊教育』か

ら障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

て適切な教育的支援を行う『特別支援教育』への転換」

が図られた。「特別支援教育とは、従来の特殊教育の対

象の障害だけでなく、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症

を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け

て、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服す

るために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行

うもの」である。そのために、「個別の教育支援計画」

を作成すること、学校内に「特別支援教育コーディネ

ーター」を配置すること、「広域特別支援連携協議会」

を設置すること等、そして、盲・聾・養護学校を廃止

し特別支援学校とすること、小・中学校としての全体

的・総合的な対応を図ること、になった。                        

 ここでは、これまで特殊教育の対象としてきた障害

（２％未満）種別に、LD、ADHD、ADDなど通常学級に在

籍すると推定される発達障害(約6.３％)が加わり、特

別支援教育が対象とする障がい児は、従来の４〜５倍

に膨んだ。また、幼稚園から高等学校まで通常学級を

含む全ての教員に、教員免許の種類に関わりなく教育

上の責務が課せられた。 

  2007 年度から特別支援教育制度になってからも、図

1 のように、知的障害・肢体不自由・病弱特別支援学

校（かつての養護学校）は、今日に至るまで毎年増え

続けている（注 12）。  

図 1 特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高 
      等部）在籍者の推移 
  2016 年度には、1979 年度の義務制実施当時と比べ、

学校数で 705 校、児童生徒数で 109,383 人も増え、学

校数で２倍、児童生徒数で２.６倍に増えた。 

 また、図 2 では、特別支援学級数と児童生徒数の増

加も著しく、毎年増え続けている（注 13）。 

   
図 2 特別支援学級数及び在籍者数の推移 
 2016年度は、視覚障害特別支援学校84(3)校に5,587

人、聴覚障害特別支援学校 120 (10) 校に 8,425 人、

知的障害養護学校 761 (76) 校に 126,541 人、肢体不

自由養護学校 349 (26) 校に 31,889 人、病弱特別支援

学校 149 (16) 校に 19,559 人に、また、特別支援学級

は、小学校 37,324 学級に 139,526 人、中学校 17,262

学級に 61,967 人、計 37,324 学級に 201,493 人になっ

た。このほかにも、統計上のデーターはないが、特別

支援学校や特別支援学級をはるかに上回る発達障がい

の子どもたちが、通常学級籍で学んでいる。現在、こ

れらの子どもたちは約 6.5％と推定されているので、

わが国の小・中学校の通常学級には６５万人の発達障

がいの児童生徒が在籍していることになる。そのうち

の一部の児童生徒は、図 3 のように通級指導を受け、

その学級数と児童生徒数も、毎年度増え続けている(注

14)。 

                

 図 3 通級による指導を受けている児童生徒数 

  の推移(1993 年度〜2016 年度) 

② 特別支援教育と障害児保育 

 児童福祉法に基づく保育所では、長年、児童福祉施

設としての保育所「保育」に、「福祉」の対象としての

障がい児を含み、障害児保育を実施してきた。いっぽ

う、学校教育法に基づく幼稚園では、2007 年度から新

たに特別支援教育が課せられることになった。これま

で、幼稚園「保育」に、「特殊教育」の対象として障が

い幼児を受け入れてきたが、制度上、必ずしも明確で

はなかった。それは、障がい児童・生徒の教育の場は

特殊学級や養護学校などであり、基本的に通常学級で

はないものの、制度上学校である幼稚園では通常クラ
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スを場とした教育だったからである。ところが、特別

支援教育制度になって、小・中・高校全ての通常学級

も含むことになり、幼稚園でも、障がい児は明確に特

別支援の対象としての教育が求められるようになった。

このようなこともあって、 近では、障がい児の保育

について、保育所の場合は「障害児保育」と明言・明

記されるが、幼稚園の場合には「障害児保育」、「特別

支援教育」、「特別支援保育」と人によって様々な言い

方がされるようになっている。 

 私は、保育所と幼稚園の障がい児の保育を、今後、

「特別ニーズ保育」と一元的に言い表すことにしたい。

その理由は、次のようなことである。 

 一つは、今日、障がい児として、新たに多くの発達

障がい児が含まれるようになったが、発達障がいは、

これまでの障害と異なり、その障害特性からして、定

型発達児（通常の子ども）との境目が不明瞭である。

特に、幼児期には、発達的個人差もあって区別がつき

にくい。そのような中で、専門家や関係者が「障害児」

と判断したとしても保護者には受け入れ難い。 

 かつて、保育所ではこのような子どもは実際に手が

かかることから、障害児保育の対象として認定しても

らい加配してもらいたいと当局に要求してきたが、障

害児保育の対象ではないと断られてきた、「グレイゾー

ン」の子ども達である。 

 二つめは、社会福祉法人日本保育協会『保育所にお

ける障害児やいわゆる「気になる子」等 の受入れ実態、

障害児保育等のその支援の内容、居宅訪問型保育の利

用実態に関する調査研究報告書』(2016年3月)(注15)、

みずほ情報総研株式会社『保育所における障害児保育

に関する研究報告書』(2017年3月)(注16)などに見られ

るように、障害児保育は、近年増加していると言われ

る「気になる子」と関連づけて捉える傾向がある(注17)。 

 三つめは、保育現場や学校教育現場には、現在、障

がい児だけでなく、不登校児、外国籍児、貧困児、要

養護児、非行児、いじめを受けた子ども、被虐待児な

ど、特別な支援を必要とする子どもたちが増えてきて

いる。なかには、これらが相互に絡み合っていること

も少なくない。保育・教育上、「特別なニーズ」を必要

とする子どもたちである。これまでの障がい児の保

育・教育の実践と理論を、今後、「特別ニーズ保育」と

して発展させていくことが求められている(注 18)。 

③ 障害児発達支援事業と障害児保育 

 2012 年４月から、児童福祉法改正により、これまで

知的障害児施設等、障害種別に分かれていた施設体系

が、通所による支援が「障害児通所支援」に、入所に

よる支援が「障害児入所支援」にそれぞれ一元化され

た。そのうち、「障害児通所支援」は、乳幼児を対象

に療育を行う「障害児発達支援」と、学齢児の「放課

後等ディサービス」の二種類である。知的障害児通園

施設などの通園施設は児童発達支援センターとなった。 

 表 3 は、2013 年度から 2016 年度までの児童発達支

援と放課後等デイサービスの事業所数である(注 19)。  

  表 3 児童発達支援と放課後等デイサービスの 

     事業所数 

 表 4は、2016 年 9 月現在の児童発達支援と放課後等

デイサービスの利用状況である(注 20)。 

 表 4 児童発達支援と放課後等デイサービス事業 

    の利用状況（2016 年 9 月現在） 

 図 4、図 5は、児童発達支援と放課後等デイサービス

事業の事業者数と利用者数の推移を示したものである。 

         

   図 4 障害児支援の事業所数の推移 

         
   図 5 障害児支援の利用児童数の推移 

 これらの事業には、NPO 法人や、株式会社など民間

の参入が認められ、いわゆる市場化されたことで事業

所数と利用者数ともに年々増え続けている。 

 ここで、今日の障害児通所支援に至る戦後の「療育」

制度・政策の歩みを簡単に整理しておく。 
① 1972 年 8 月 23 日付「心身障害児について」（児 

（年度） 2013 2014 2015 2016

児童発達支援事

業所 

2,802 3,258 3,942  4,984

放課後等デイサ

ービス事業所 

3,909  5,267  6,971 9,385

 
児童発達支
援サービス  

放課後等デイ
サービス  

利用実人員(人)  
利用延人数(人)  
送迎加算回数合(回) 
利用回数(回)  

28,750 
164,963 
175,839 

5.7 

154,840 
1,123,954 
1,743,792 

 7.3 
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発第 545号児童家庭局長通知）によって定められた『心

身障害児通園事業実施要領』に基づき、1972 年 10 月

1 日より、「心身障害児通園事業」が始まった。これは、

児童福祉法が障害の種別毎に定める障害児施設とは異

なり、 低基準の適応はなかったものの、自治体によ

って弾力的な運営が可能であったことで地域の実態に

合う療育が整備でき、これまでの都市部中心の療育施

設が全国各地に拡大していく大きな要因となった。 
② 「心身障害児通園事業」は、1998 年 8 月 11 日 

付「障害児通園（ディサービス）事業について」（厚生

省障害保健福祉部長通知）によって、名称変更ととも

に、対象年齢が 12 歳まで拡大され、後の放課後等デ

ィサービスへ繋がる学齢児の支援が始まった。名称や

対象年齢は変更されたものの利用の仕組みにはこれま

でと変更がなく、障害の診断や利用契約、自己負担は

不要のままとされた。 
③ 2003 年、障害者福祉は措置制度から支援費制度 

へ大きく変わった。戦後 大の転換であった。その中

で、障害者支援費制度における居宅支援事業の一つと

して「児童ディサービス」と名称を変更し、社会福祉

法人のみならず、NPO 法人や営利法人の参入も可能

となった。しかし、利用要件は厳しくなり、利用に際

して障害福祉サービス受給書が必要となり、原則１割

の利用者負担がかかることになった。また、事業者に

は利用契約が必要になり、出来高払いに変更された。

これらのことで、乳幼児期の気になる子どもの受け皿

としての柔軟な対応が難しくなった。 
④ 2006 年 4 月に施行になった障害者自立支援法 

が基本法となり、「児童ディサービス」は障害者支援施

策の一つとして位置づけられ、児童ディサービスⅠ型

と児童ディサービスⅡ型の２つに分類された。このⅡ

型は、後の児童発達支援と放課後等ディサービスの２

事業に別れることに繋がった。 
⑤  2012 年 4 月１日より、障害者自立支援法下の 

児童ディサービス事業と児童福祉法下の知的障害児通

園施設・肢体不自由児通園施設・難聴幼児通園施設の

４種の施設が整理され、児童福祉法下の障害児通所支

援のもとに統一された。障害児通所支援は大別して、

児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等ディサ

ービス・保育所等訪問支援の４類型になった。また、

児童発達支援は、地域支援機能のある児童発達支援セ

ンターと地域支援機能は問われない児童発達支援事業

の２類型とされた。そして、学齢児を中心に事業を行

なっていた児童ディサービスⅡ型施設の受け皿として、

新たに放課後等ディサービスが新設された。 
 図 6 は、1999 年度から 2013 年度までの保育所にお

ける障がい児の受け入れ状況である。2013 年度、国庫

補助の対象となった保育所は 7,442 ヵ所で障がい児が

11,529 人であるが、実際には 15,087 ヵ所で 53,332 人

が障害児保育を受けている。なお、2015 年度の国庫補

助の対象となった保育所は 7,668 ヵ所で障がい児は

12,286 人であった(注 21)。 

 

 図 6 保育所における障害児の受け入れ状況 

 このように、現在、保育所における障害児保育と、

図 4、図 5 で見るように、就学前の障がい幼児及び児

童の療育の場（事業所）と利用者は、毎年増えている

（注 22）(注 23)（注 24）。 

  障害児保育に関する、 近の全国調査（抽出調査）

によれば(注 25)、保育所の 6割(60.0%)に障害児が在籍

している。障害児の割合は公営保育所の方が高い。ま

た、障害種類の割合をみると、「自閉症(35.4%)」、「知

的障害(19.8%)」、「ADHD(14.5%)」、「肢体不自由(7.6%)」、

「聴覚障害(1.9%)」、「LD(1.6%)」、「視 覚障害(0.7%)」

の順となっている。 

 また、全国の市区町村の保育所所管課を対象にした

「認可保育所における障害児保育」等のアンケート調

査では(注 26)、6 割強の保育所では、保護者からの申

し出により障害児保育の対象としている子どもが在籍

していること、また、保護者からの申し出はないもの

の、保育所側が障害またはその疑いがあると認識して

いる子どもが在籍している保育所は約 4 割である。自 

治体が保護者からの申請があった場合に「障害児保育」

として受け入れる子どもの状態像は、障害者手帳を有

すること、医師の診断書があること等を要件として挙

げている市区町村が多いが、4 割弱の市区町村が独自

の基準を設けている。具体的な基準として、年齢（3

歳児以上）、障害の程度（主に中程度まで）、集団保育

の可否、あるいは医療的ケアの必要性がないことなど

が挙げられている。一方、具体的な基準を設けずに、

保護者から保育の利用申請がある場合には、障害の有

無や程度にかかわらず全ての子どもを受け入れている

市区町村もある。 

 現在、障害児保育については各市区町村の裁量によ

り実施されており、障害児保育での受入れ方針や加配

基準は様々で、そもそも明確な方針や基準を持たない

場合も一定数存在する。また、自治体によって障害児
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やその疑いのある子ども、いわゆる「気になる子」が

保育を受けられるか否かは職員体制について差がある

こと。このように、現在、障害児保育について国によ

る統一的な基準はなく、自治体は独自で対応している

ことが明らかである。 

④ 障害児保育と特別支援教育教育との連携・協働 

１.文科省の就学支援政策 

 2007 年度、障害の多様化の状況等を踏まえ、一人一

人の教育的ニーズに適切に対応していくことを目的と

して、特殊教育制度から特別支援教育制度への転換が

図られた。併せて、就学に関する手続についても、「市

町村の教育委員会による専門家からの意見聴取に加え

て、日常生活上の状況等をよく把握している保護者か

らの意見聴取を義務づける」などの改正が行われた

（「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令等の整備について(通知)」文科初 1290 号、平

成 19 年 3月 30 日）。 

 さらに、2013 年には、2012 年に提出された中央教育

審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別

支援教育の推進」等を踏まえ、主に以下 3点の改正が

行われた(「学校教育法施行令の一部改正について（通

知）」25 文科初第 655 号、平成 25 年 9月 1日)。 

 1) 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち就学基

準に該当する児童生徒について、その者の障害の状態、

その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育

の体制の整備の状況、保護者及び専門家の意見等を勘

案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みの

創設。 

 2) 視覚障害者等で、その障害が学校教育法施行令第

22 条の 3の表に規定する程度の児童生徒が、区域外の

小中学校へ就学する場合の規定の整備。 

 3) 小中学校への就学時又は転学時における保護者及

び専門家か））らの意見聴取機会拡大。 

 そして、「早期からの就学相談・支援の充実」を図

る必要があるとして、次のことが示された（以下、部

分抜粋）。 

 ◉ 子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保

障するためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談

や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な

情報を提供するとともに、幼稚園等において、保護者

を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援について共

通理解を深めることにより、保護者の障害受容につな

げ、その後の円滑な支援にもつなげていくことが重要

である。また、本人・保護者と市町村教育委員会、学

校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成

を図っていくことが重要である。 

 ◉ 現在、多くの市町村教育委員会に設置されている

「就学指導委員会」については、早期からの教育相談・

支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支

援についても助言を行うという観点から、「教育支援

委員会」（仮称）といった名称とすることが適当であ

る。「教育支援委員会」（仮称）については、機能を

拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果た

すことが期待される。 

 ◉ 就学相談については、それぞれの自治体の努力に

任せるだけでは限界があることから、国において、何

らかのモデル的な取組を示すとともに、具体例の共有

化を進めることが必要である。 

 ◉ 市町村教育委員会は、域内の学校と幼稚園、保育

所等との連携を図るとともに、医療や福祉等の関係部

局と十分に連携し、例えば乳幼児検診の結果を必要に

応じて共有するなど、必要な教育相談・支援体制を構

築することが必要である。また、近隣の特別支援学校、

都道府県の特別支援教育センター（都道府県の教育セ

ンター特別支援教育担当部門や市町村の教育センター

を含む。）等の地域の資源の活用を十分図り、相談・

支援体制の充実に努めることが必要である。 

 ◉ 平成24年4月から施行された改正児童福祉法によ

り、障害児支援事業者は、障害児支援利用計画（福祉

サービスを中心に支援計画全体をまとめたもの）や個

別支援計画（各福祉サービスにおける支援計画）を作

成し、取り組むこととなった。これらは、保護者と共

有されるものであり、これらの計画を教育分野におい

ても情報共有していくことで、早期からの教育相談・

支援の充実や一貫した支援が行われることが期待され

る。 

 ◉ 乳幼児健診と就学前の療育・相談との連携、子ど

も家庭支援ネットワークを中心とした事業や幼稚園、

保育所等と小学校の連携を図る事業など、教育委員会

と首長部局とが連携した、子どもの発達支援や子育て

支援の施策が行われることで、支援の担い手を多層的

にするとともに、連携のキーパーソンとなる職員とし

て複数の職員を配置するなど、教育と福祉が互いに顔

の見える連携を実現し、担当者同士の信頼関係を構築

することが重要である。 

 ◉ 可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指

導・支援ができるように、子どもの成長記録や指導内

容等に関する情報を、その扱いに留意しつつ、必要に

応じて関係機関が共有し活用することが必要である。

子どもの成長記録や生活の様子、指導内容に関するあ

らゆる情報を記録し、必要に応じて関係機関が共有で

きる「相談支援ファイル」を作成している自治体の例

もある。これは、関係機関が共有することにより、就

学先決定、転学、就労判定などの際の資料としても活
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用できることから、個人情報の利用について、本人・

保護者の了解を得た上で、情報の取扱いに留意して活

用していくことが必要である。例えば、幼稚園、保育

所等と小学校との間、小学校と中学校との間で、それ

ぞれの連携・情報交換を進めることも考えられる。 

 ◉ 一部の自治体では、域内に在住するすべての就学

予定者を対象として、幼稚園、保育所等における成長・

発達の様子や必要な支援について記入した「就学支援

シート」を作成し、それぞれの学校で保護者と担任等

が子どもの学校生活、学習内容を検討する際に活用し

ており、このような取組を拡大することも重要である。 

２.市区町村の就学支援 

 文科省の障がい児の就学支援政策を受けて、現在、

全国の各市区町村では、様々な取り組みが行われてい

る。ここでは、高浜市（愛知県）と瀬戸市（愛知県）

の例を取り上げる。 

1) 高浜市（注 27）（注 28） 

 高浜市は、人口44,708人で、小学校が5校 2,982 名

(特別支援学級は5校に設置、計7学級に 22名)、中学校

が2校 1,383 名(特別支援学級は2校に設置。計2学級に

11名)である。就学前の保育所が公立4カ所、私立2カ所、

幼稚園が公立4 園、認定子ども園が私立2園である

(2008年度)。2005・2006年度、高浜市は文部科学省か

ら「幼稚園における障害のある幼児の受け入れや指導

に関する調査研究事業」の指定を受けた。また、2005

年度文部科学省から特別支援教育体制推進事業の指定

を受けた。この事業を展開するにあたって幼稚園・保

育所の障害児 保育の整備・推進と歩調を合わせ、就学

前の幼稚園・保育所から小中学校を一貫させた総合的

な特別支援体制を計画・実践をしたことにより、幼稚

園・保育 所と小学校との連携体制が整い、高浜市の特

別支援教育の基盤が構築された。 

 特別支援援における幼稚園・保育所と小学校との連

携は、次のようである。  

 1.市教育委員会が特別支援を推進するために組織し

ている特別支援教育連携協議会には、幼稚園・保育所

の代表が委員として加わり、進捗状況や決定事項を各

幼稚園・保育所の現場へフィードバックしている。  

 2.幼稚園・保育園の就学前支援ファイルを小学校・

中学校の特別支援教育支援ファイルと一貫したものに

統一し、同一の様式にまとめ、幼稚園・保育所からの

スムーズな引継ぎを目指している。また、この記録し

た支援ファイルは専門家チーム・コーディネーター(各

校)による巡回指導に使用している。  

 3.園訪問・巡回指導は幼稚園だけでなく、保育所も

対象としている。そのため、高浜市独自のチェック表

で4幼稚園、6保育所、5小学校、2中学校の市内の 全て

の園や学校で実態調査を実施した。それをもとにすべ

ての園（保育所を含む。以下同様）に専門家による特

別支援教育園訪問や巡回指導訪問が実施され、各小学

校のコーディネーターや教育委員会のメインコーディ

ネーターが参加し、ケース検討を行っている。 

 4.平成18年度から高浜市教育委員会が設置する高浜 

市特別支援教育メインコーディネーターが連絡調整役 

になり、小学校や障害のある幼児の保護者との連携を

図っている。  

 5.平成20年度から小学校の巡回療育に幼稚園・保育

所の園長または、前年度の担任が参加し、小学校で授

業の様子を見て、指導について園での様子から 参考意

見を述べ、また、助言している。 

 高浜市の幼稚園・保育所では、全ての幼児を対象に、

「(幼児用)個別の指導計画」を作成している。園児の1

年間の指導をどのようにしたら良いか，短期の手立て

も考え記載する。また、学年末に、どこまでできるよ

うになったかの評価と次年度への引継事項を記載する。

そして、指導経過等が幼稚園・保育所→小学校→中学

校→高等学校等就労まで継続して利用できることを目

指している。  

 就学前の特別支援体制づくりは、学校とは異なり、

幼稚園と保育所は制度・行政が異なる上にそれぞれ公

私立に別れ、幼保が一体となって進めることはむろん、

就学前の幼稚園・保育所と小学校とが連携して取り組

みを進めることは極めて困難である。そのなかで、特

別支援教育制度開始以前から取り組みが始まった高浜

市の幼稚園・保育所における特別支援体制づくりは、

就学前の全ての公私を含む幼稚園・保育所・認定こど

も園で実施されるとともに、小中学校との密接な連携

システムを確立したきわめて稀な例であるが、その後

の市町村における特別支援体制構築への可能かつ実効

的なモデルを提供したものといえる。  

2) 瀬戸市 (注 29)（注 30）(注 31) 

 瀬戸市は、人口 130,619 人（2016.8.1 現在）で、小

学校２０校、中学校８校、市立特別支援学校１校、保

育所２５園（市１０・私１５）、認可外保育所（民間３、）

通園施設１園(市) 幼稚園 7 園（私）である。 
 障がい児の就学支援として、通園施設や保育所・幼

稚園と学校は、次のように連携を図っている。 

 通園施設のぞみ学園とは、１.就学説明会の実施（学

園で希望する保護者をとりまとめ、就学について指導

主事が説明、説明会後年長児保護者と面談）、２. 園

児の観察（保護者面談後、必要に応じ園児を観察）、３.
保護者との面談（就学説明会での面談後、必要に応じ

個別に面談）を行なっている。ここでは、就学に向け

保護者の不安を軽減することが目的である。 
 幼稚園・保育所とは、１. 就学に向けての保護者懇

談会の実施（2015 年度より実施、年中児の保護者対象、
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就学に向けての講演の後個別相談、つながるきっかけ）、

２. 幼稚園・保育所等との関係づくり（顔の見える関

係、園長会への出席、特別支援教育リーダー養成講座、

教員向け研修会の案内）を行なっている、ここでは、

保護者の不安な小学校入学を少しでも 安心して迎え

られるようにすることを目的としている。 
 瀬戸市における障がい幼児から学齢期の小中学校ま

での特別支援体制構築には、2009 年に設置された瀬戸

市発達支援室の役割が大きい。 
 発達支援室の事業は、相談、検査、教室（ひよこ）、

研修の４本柱である。ここでは、研修事業（療育支援

事業・講演会・研修会）について見て見る。 
 ＜研修事業＞ 

① 発達支援室主催の療育支援事業（対象:市内の保育 

所・幼稚園＜学童保育所も含む＞） 

② 連携する他機関主催による療育支援事業への参加 

 小・中学校特別支援教育支援事業への参加（主催： 

 瀬戸市教育委員会）------ 就学以前のケース等の情 

 報提供及び今後の検査・相談等支援への連携 

・幼児教室への参加（主催：瀬戸市健康課） 

・こねこ教室への参加（主催：瀬戸市児童発達支援セ

ンター） 

・障害児療育支援事業への参加（主催：愛知県（杜の

家巡回）      

［療育支援事業の回数・対象児件数］ 

  2015 年度は訪問述べ 57 か所 対象 162 ケース(内

訳：愛知県コロニーあいち発達障害支援センターの地

域療育支援事業が 10 か所 27 ケース、瀬戸市 26 か所

73 ケース、学校教育課の特別支援教育巡回相談指導に

て 21 校 62 ケース) 

［保育所・幼稚園等療育支援事業日程］ 

    9:30～10:00 自己紹介・事前情報提供 

   10:00～12:00 対象児観察 

   13:00～15:00事例検討(1ケース30分～45分程度)

③ 愛知県立大学・教育委員会・子ども家庭課共同の育 

 成事業（愛知県立大学生涯発達研究所主催・瀬戸市 

 教育委員会・瀬戸市発達支援室共催）  

第Ⅰ期：特別支援教育リーダー養成講座(2013 年度よ 

 り 3年間）  

第Ⅱ期：特別支援教育リーダー養成講座(2016 年度よ 

 り 2年間)   

・公立保育所では市内の関係機関（市内全域）が巡回 

相談研修及び情報提供で参加 

・私立幼稚園・保育所にも市内の行政機関（健康課・

社会福祉課・家庭児童相談室等）が情報提供で参加   

・公的機関（子育て支援施設・通園施設等）が必要で

あれば情報共有目的で巡回相談に参加   

［受講生の育ち］ 

＊瀬戸市の関係機関の役割の把握と連携を自覚---顔、

名前の見える連携。どちらも壁が低くなった。 

＊職場での意識改革---瀬戸市の乳幼児期の専門的リ

ーダーの自覚等、専門機関としての自負と役割の再認

識等。安心して子育てできる町づくりを自分たちも担

う気持ちに。 

＊人材育成の担い手としての自覚---発達障害等育て

にくさや育ちにくさを抱えた子どもたちや保護者を支

える各職場の保育士の育成。 

 瀬戸市ではまた、生まれてから就園・就学・就労ま

で本人の自立に役立てるように、一人ひとりに応じた

途切れのない継続的な支援につなげることを目的に、

「瀬戸市親子支援パスポート（サポートファイル）」を

作成している。これは、「引継情報パスポートに関する

シート」（生まれてから現在、そして未来への記憶（成

育歴・支援履歴）を集積して、支援機関等への引継ぎ

をスムーズに行う）と、「年齢情報に関するシート」（現

在通園通学している支援機関での様子や家庭での様子

を年齢ごとに記録する）から成っている。記入と利用

方法について説明会を開催している。 
 瀬戸市における障がい児の就学支援の特徴は、発達

支援室の役割が大きい。発達支援室は、教育委員会・

小学校との連携が図れるように職員人事構成がされて

いる。新設初年度は、指導主事職１名：教育委員会と

こども家庭課の兼務（両課に席確保した辞令交付）、2
年目からは元校長１名（嘱託職、教育経験豊かな教員

経験者が常時勤務）が配置されている。そして、教育

委員会指導主事と密接な連携をもち学校とつながって

いる。 
 また、瀬戸市教育委員会に特別支援担当の専任指導

主事が配置されていることの意味は大きい。担当指導

主事の役割は、①特別支援教育担当として、研修会の

計画および実施、各学校への指導及び支援、保護者と

の面談など。②教育支援担当として、発達支援室との

連携、保育所や幼稚園での園児観察、特別支援学級や

通級指導教室への入級支援（通常の学級への転級支援）、

特別支援学校との連携などである。   
 

 以上見てきたように、今日、文部科学省による特別

支援教育制度に基づく障がい児の就学支援政策は、か

つてない幼稚園や保育所の障害児保育など就学前の発

達支援の取り組みと学校との一貫した総合的な連携・

協働を築きつつある。それは、障害児保育と特別支援

教育との関係性が構造化したことを意味している。 
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指導主体としての保育士・幼稚園教諭のキャリア形成に関する研究（１） 

―職業観とジェンダー観に関する心理的葛藤を中心に― 

 

A study on the career design of the childminder and kindergarten teacher as a 

guidance agency（１） 

－Focusing on psychological conflict regarding workplace view and gender view－ 

 

玉木 博章 

愛知みずほ大学(非常勤講師)  

Hiroaki TAMAKI 
Aichi Mizuho College 

 
Abstract. 

In this study, I will clarify how childcare persons recognize their work and how they are made use of their 
recognition in their own career development based on qualitative research. In previous studies on childcare 
person’s career formation quantitative surveys mainly targeting students are carried out. However, in this 
study, I aim to obtain clues to solve the problems pointed out in the previous research by clarifying the 
psychology of the childcare person which can’t be indicated by such quantitative survey. Therefore, in this 
paper, while placing emphasis on the positioning of the whole study, the contents of the survey shall be 
partially specified 

This article is a three-part composition. In section 1, I summarize the preceding research, clarify the tasks 
derived from it, and set hypotheses. In section 2, I show the contents of the qualitative survey conducted for the 
two childcare persons. The subjects to be interviewed were asked to speak freely about life design including 
views on work and marriage. In section 3, I show the summary of this paper and the challenge to the next 
article. In particular, I describe the necessity to conduct survey research focusing on diverse gender views. 
 

キーワード：保育士、幼稚園教諭、指導、キャリア、ジェンダー 
Key Word：Childminder, Kindergarten teacher, Guidance, Career, Gender 
  

 

１、問題の所在と研究の意義 

1-1 保育士と幼稚園教諭のキャリア意識に関する研究 

保育士と幼稚園教諭（以後まとめて保育者とする）

の職業観や労働者としての意識、人生設計に関する先

行研究のなかでは、主に女子学生を対象にした量的調

査がこれまで実施されている。例えば坪井敏純は実習

体験を基に、それがどのようにキャリア形成に活きる

のかを調査している（坪井 2017）。また勝井陽子は、

保育者として働くことのできる職場は保育園等以外に

も多く存在する１が、それらの施設に対する知識を学

生が得る機会は保育士養成課程に入ってからであり、

これらの施設に対する学生の理解が不足していること

を明らかにしている（勝井 2016，35-37）。そして向

田久美子はジェンダーの視点から、保育者を志望する

女子短大生の人生観や結婚観、職業観を明らかにして

いる（向田 2015）。向田によれば、保育者養成校の短

大生の多くは、ケアの担い手が主に女性である家庭で

育ち、ヒューマンサービスとして保育者の道を選び、

やがては家庭でのケア役割の中心となることを想定し

つつ、配偶者にはケア役割と稼ぎ手の双方を期待して
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いるとされている（向田 2015，27）。 
そして先行研究者達は、自身の行ったものを含め

様々な量的調査を保育者養成上でのキャリア教育に役

立たせようとしている。例えば松尾由美は、高い離職

率を指摘しつつ、保育士の早期離職を防ぐために、デ

ートプランを立てることで予測不可能な自体に対する

キャリアプランニング能力を養うというユニークなキ

ャリア教育を発案している（松尾 2017，21-22）。ま

た前述した坪井は、実習体験での課題を踏まえて、自

分が望んでいない職業選択をしようとしている学生に、

どのように就職支援すべきか言及している（坪井 2017，
102）。そして勝井は、96％の学生が、良く知らない施

設での働き方についてもっと知りたいと回答しており

（勝井 2016，37）、未知に対峙した学生の中に、知り

たい、学びたいという極めて積極的な主体性が存在す

る点に、将来の職業、キャリア形成に向かう意欲や主

体性を見出している（勝井 2016，38）。 
 

1-2 保育者養成におけるキャリア教育の課題 

このように先行研究者達は学生の現状を把握しなが

ら、それを学生のキャリア形成にどう反映させていく

か試行錯誤し、同時にその点を重要視していることが

わかる。勝井も、保育士養成課程での科目を展開する

中でのキャリア教育、職業教育についての視点は、そ

の後の人生におけるキャリアデザインにも大きな影響

を与えうる（勝井 2016，29）と述べている。 
こうした取り組みに関して向田は、保育者養成校と

しては保育現場への就職だけを目的とするのではなく、

学生が一人の人間として長い人生をどう生きていくの

か、将来起こる可能性があり、それにどう対応してい

ったら良いかを見据えたキャリア教育を実施する必要

がある（向田 2015，27）と、先述した松尾の重視す

るキャリアプランニング能力の育成（松尾 2017）にも

通ずる旨を述べる。だが勝井は、短期大学の保育士養

成課程における学生は現在そのほとんどが保育所もし

くは幼稚園といった就学前の保育に在籍した経験を持

ち、保育者の具体的な行為、労働環境、社会的環境等、

その職業に従事するために必要な知識、技能、能力や

態度を身に着けていなくても、保育者という職業観を

形成するための要素は既に経験していると述べる。し

たがって保育所等において社会人・職業人として働く

自己イメージの形成が可能であり、そのため学生の多

くが短期大学に進学以前に就職の選択を完了している

（勝井 2016，34）と現状を指摘する。そうであるな

らば、固定的な学生達の意識をどのように変えていく

かも課題の１つとして捉えられよう。 
 他方で、どの論者も警鐘を鳴らしている早期離職率

の高さも課題の１つとして挙げられるだろう。保育者

養成校の卒業生を対象にした遠藤知里ら（遠藤・竹石・

鈴木・加藤 2012）の調査でも、卒後 5 年で 3 割が退

職していることが示されている。また森本美佐ら（森

本・林・東村 2013）の調査によれば、就職後 3 年未

満の離職者が見られた施設は調査対象となった146施

設中 63 施設と半数近くを占めており、早期離職の問

題はどの施設にも存在し、解決が求められると言えよ

う。しかしながら先述した松尾はこのような現状に対

して補足を加える。前述した松尾は、とりわけ卒後間

もない保育士の早期離職の原因は、給与や長時間労働

等の処遇面での不満よりも、職場の人間関係に関する

問題の方が大きいと示唆する。そして雇用条件だけで

なく、職場の人間関係が早期離職の大きな原因の１つ

であるとするならば、賃上げ等処遇改善により早期離

職問題が解決するとは考えにくい（松尾 2017，19）
との見解を示している。加えて、人材不足のため即戦

力が求められる中、職場の高過ぎる期待に苦悩する新

任保育者の姿や、職場が保育者としての資質が足りな

い新任保育者をどう育てればよいか戸惑い、人材育成

に失敗し離職者を生み出している姿が想像される。し

たがって、早期離職を防ぐためには①新任保育者自身

が職場に定着し保育者として働き続けられるための支

援と、②職場が新任保育者を育てるための支援の２つ

が不可欠である（松尾 2017，19-20）と言及する。 
 翻って学生を対象にした向田の調査では全体の約

75％の学生２が、いかなる形で再就職するか、もしく

はしないかに拘らず、結婚や出産での離職を希望して

いる（向田 2015，22）。だがそうした結婚や自らの育

児優先のために現場を離れたいと考えている学生が多

いものの、現実的には結婚ができないもしくは子ども

を授かることができない保育者がいることも真である。

希望して独身でいる者もいるであろうが、保育学生達

が結婚そして出産を望んでいる一方で、それが不可能

になりつつある現状が日本社会にはある。向田も統計

を基にしながら今後は更に未婚化や晩婚化、少子化や

雇用の流動化が進むことが予想されおり、学生が期待

するようなライフコースを辿れる確率は低く（向田

2015，27）、学生の親世代には当たり前とみなされて

いた「結婚して、子育てをする」というライフコース

だけを想定していたのでは、結果として不本意な人生

を送ることにもなりかねない（向田 2015，21）と別

の課題を述べる。 
 
1-3 課題に対する仮説と考察 

ここまで先行研究を基にしながら課題を３つ挙げて

きたが、調査を実施する前に３つの課題に対して考察

を示しておきたい。１点目である学生の知識拡充や３

点目の予測不可能な未来への対応に関しては、今後の

67



原著 

キャリア教育の方針を改善することで対応可能である

だろう。しかしながら２点目の離職率の改善に関して

は、先行研究に対して批判的な知見も見出される。そ

もそも保育者志望の学生達が、将来休職後に復帰する

かしないかは別にして、就業前から自らの育児等のた

めに保育現場から離れることを希望している（向田

2015，22）のであれば、高い離職率を示す現状は自然

な兆候である。実際に卒業生を対象にした今井調子ら

の調査でも、離職の理由として「結婚」が第１位に挙

げられている（今井，川村，漆澤，黒江、松本，橋本，

田中 2013，24）。そうであるならば、給与のアップや

人間関係の改善は広域でなされるべきではあるが、そ

の旨の対策をしても離職する保育者は一定数現存し続

けることを含意していることになる。加えて、松尾が

指摘する（松尾 2017，19-20）ように、いかに離職さ

せないかを念頭に置いた職場作りやキャリア教育に取

り組むことも重要ではあるが、いかに復帰しやすいか、

そして復帰することにメリットを感じられる職場環境

作りや社会創造こそが必要になるのではないだろうか。

換言すれば、保育者志望の学生達が自らのキャリア形

成上、一度辞めることを念頭に置くという人生設計を

しているにも拘らず、単に仕事を続けることを是とし、

仕事を辞めることを否とするような、正社員礼賛型の

キャリア教育をすることは合理的とは言えないのでは

ない。むしろそれは非合理的と言うより、強制労働を

推進する洗脳教育にもなりえよう。 
確かに保育士の離職率の高さは改善すべき点ではあ

る。しかしながら向田によれば保育業界の就職率の高

さはこうした離職率によって支えられている（向田

2015，21）ため、実際に離職率が低下すると反って学

生の就職や、潜在保育士達の復職が困難になる可能性

もある。つまり先行研究者達が、こうした研究を基に

職業の継続や主体的選択のためのキャリア教育への連

結だけを示唆しているのであれば、問題の本質は離職

する保育者達だけに収斂させられ、保育者やその関係

者を取り巻く人々の QOL を向上させるための視野を

狭小化させることに繋がってしまう。したがって保育

業界における離職は悪であり、改善すべき点であると

いう知見を批判的に俯瞰できるような視野の拡大や柔

軟性を含意したキャリア教育を行うことで、学生の知

識拡充や予測不可能な未来への対応へと繋がることが

示唆できる。 
 

1-4 本稿の位置づけと研究全体の見通し 

では、実際の保育現場で働く保育者達はこのような

現状や課題をどのように捉えているのだろうか。そし

て、そうした現状を自身のキャリア形成にどう関連さ

せているのだろう。当然、既述した先行研究や仮説は、

子ども達を指導する立場である保育者達が子どもを指

導する一方で自らをどう指導してキャリア形成をして

いるかという問いを明らかにする上での貢献度は高い。

なぜなら自らの指導を通して子ども達を見るという往

還的な指導が、結果的に保育者としての力量形成にも

大いに寄与するからだ。森光義照も、教師としての資

質を高めていくためには自分の生き方について自分自

身が問えるようにならなければいけない。つまり、「自

分の生き方は何か」、「生きる姿勢とは何か」という命

題を自分に課して、自分の教育観・人生観・職業観が

語れるようにならなければならない（森光 2005，33）
と述べる。また田中まさ子も、子どもへの指導を通し

て中堅保育士がどのようにキャリア発達をさせている

のか研究している（田中 2011）。 
 だがこうした研究は、既述したようにキャリア意識

等に関する量的調査に限定されており、卒業生を追跡

した調査等はあまり存在しない（向田 2015，21）。ま

た管見の限りではあるが、そうした現在就業中、もし

くは就業経験のある保育者を対象とした質的調査も同

様に存在しない。現在の保育情勢を鑑みれば、子育て

支援と現状把握の一環として今後は自治体規模での量

的調査は実施される可能性はあるだろう。そこで本稿

では、先行研究から導き出された学生の知識拡充、離

職率の改善、予測不可能な未来への対応という３つの

課題を解決する手がかりを得るためにも、質的調査を

通して、量的調査では抽出不可能な保育者達の心理を

明らかにしていくことに価値を求めたい。したがって、

本稿は保育現場で働く保育者を対象に、自身のキャリ

ア形成をどのように考えているか、そして考えていた

かを質的に調査する。 
 
２、調査の手法と内容 

2-1 調査に関する詳細 

今回は自身のキャリア形成に関して、その中に現れ

る職業観やジェンダー観に関する保育者の心理を明ら

かにするため愛知県内で保育者として勤務する女性を

対象としている。調査は、保育者の心理や様々な事情

を明らかにすべく半構造化インタビューの形式をとっ

た。筆者らの知人を辿って、できる限り多くの保育者

にインタビューを行い、そして現在もそれは続行して

いる。これ以前に調査を行ったサンプル等もあるが、

本稿ではまず２名のインタビュー内容を掲載し、今後

別のインタビューイに関しても次稿以降で随時示して

いく予定である。 
調査及び分析を行う上で、対象が愛知県に限られて

いる点、またサンプルの年齢的偏りや無作為抽出では

ないという点は考慮すべきだが、そもそもこうした質

的調査が先行研究に存在しない点を鑑みれば、これら
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の調査は今後の研究材料として蓄積できるだろう。 
 
詳細や質問等は以下の通りである。 
実施時期：2018 年 2 月 
実施人数：２名 
実施対象：保育者としての勤務経験を持つ者。 
記録方法：IC レコーダーを使用。 
質問内容：保育者としての仕事やキャリア、職場環境

についてどう考えているか。また結婚、出

産、労働も含め、今後どのように人生を過

ごしていきたいか語ってもらった。 
 
なお調査対象のTはインタビュアーである筆者を示

している。分析においては、インタビューイの発言は、

ある程度インタビュアーの存在に影響されている可能

性も考慮に入れて分析する必要がある。また T の口調

がインタビューイによって変化しているが、特に A さ

んとは 10 年来の親しい間柄なので、他のインタビュ

ーイに比べてラポールが形成されている。 
 
2-2 30 代前半 A さんに対する調査 

A さんは現在 31 歳。結婚して第一子を妊娠中であ

る。保育系の短期大学を卒業後、私立保育園に保育士

として勤務し、その後は介護士に転職し、結婚後介護

士を続けたものの、しばらくして再びパートの保育士

として働いている。（2018 年 2 月 5 日 20 時から１時

間程度実施） 
 
T：妊活をするために介護の仕事を辞めたと聞いて

るけど、それは何で？ 
A：たまたまかもしれないけれど、特養（特別養護

老人ホーム）で働いててもなかなか子どもできなかっ

たし、先輩が２回流産してたし。自分より体の重い人

を抱えたりするのも体に負担かな、って思ったから。

もちろん保育園で働くのも流産の確率はあるけど、子

どもと触れ合ってる方が妊娠しやすいかなぁと思って。

友達も、保育士しながら妊娠してる子の方が多かった

こともあって。 
A：介護士の労働形態、例えばフルタイムかパート

か、あとは夜勤の有無とかもそうした選択に関係して

るの？ 
A：体質によるかもしれないけれど、夜勤とかやっ

てると旦那とタイミング合わせずらいだろうか。関係

はあったかな。 
T：結婚後も夜勤やってたの？それから結婚後もフ

ルタイムで働いてたの？ 
A：結婚する前は夜勤やってたけど、結婚してから

は日勤態で働いてた。早番とか遅番とかはあったけど

ね。８時間勤務してた。 
T：結婚して旦那さんに合わせるために夜勤辞めた

の？パートではなくて毎日８時間働いてたん？ 
A：旦那の希望で夜勤をやらない準正規で働いてた。

パートとして月給貰ってて、月 21 日くらい働いてた

かな。 
T：月 21 日ってほぼ正規社員じゃん。準社員と正規

社員は何が違うの？夜勤の有無？あと、旦那さんの希

望を聞くのは嫌ではなかったの？給料減るし、もっと

働きたいとか、それこそ結婚したんだから将来のため

にお金が必要とか。 
A：準と正規の違いは夜勤の有無だね。あと、時間

給のパートさんもいたし。色んな人がいたなぁ。確か

にボーナスはだいぶ減ったけど、給料は少しちがうだ

けだった。旦那の希望は嫌じゃなかったよ。夜勤して

たらすれ違いとかもありそうだし、働いてた特養は夜

勤が２日連続だったから。あとね、私は子宮筋腫もあ

ったから子どもできにくいってのがあって。それもあ

ったかな。結局検査したら体には問題なかったからタ

イミングの問題だっただけなんだけど。 
T：つまり給料減っても大丈夫だった、それくらい

旦那さんが稼いでるからってこと？あと、旦那さんは

家事を手伝ってくれてる？ 
A：男性の平均給与がいくらかは知らないけど、多

少は大丈夫だと思う。家事は手伝ってくれてるよ。仕

事は色々大変みたいだけど。 
T：なるほど。では、何でそもそも当時介護に転職

しようと思ったの？短大での勉強が無駄になるよね？ 
A：１番の理由は、働いてた保育園を辞めたくて、

辞める理由が欲しくて介護士を目指したんだよね。あ

と、お祖父ちゃんに介護が必要になってきて、自分が

勉強して親にアドバイスできればって思ったから。保

育科を卒業してれば、当時は１年で介護士が取得でき

たから。だから短大での勉強は無駄になってないよ。

介護の現場でも保育でやってたこと活用できたし。 
T：ってことは、学校に行き直したんだ。当時いく

つだったの？短大と同じとこ？ 
A：専攻科に通ってたのは６年くらい前だから 25 歳

かな。介護福祉専攻は県内に３つしかなくて。愛知学

泉と柳城短大と、愛知文教女子短大かな。独学でも取

得できるけど、卒業と同時に取得できる方がよかった

から。保育とは違う○○３に行ってた。 
T：短大ってどこだったっけ？辞めるのは不安じゃ

なったの？25 歳で無職になるわけだし。それと、何で

保育士辞めたかったの？ 
A：保育短大は○○４だよ。そこで保育士取って、卒

業後に夜間の専門学校行って幼稚園教諭２種免許も取

った。保育士辞めたのは、お局のパートに嫌味言われ
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て辞めたかったから。辞めることに関しては不安は無

かったよ。介護も保育も人手が足りない仕事だから就

職先はあると思ってたから。 
T：単に職場を変えて保育士を続けるって手もあっ

たのに、何で転職したの？お祖父ちゃんが大きいの？

それと、無職の期間はお金とかどうしてたの？あと、

何で短大出てから幼稚園教諭も取ろうと思ったの？ 
A：最初は短大でも幼稚園教諭取れるって言われた

けど結局取れなくて。私１期生で、結局短大の手続き

がどうこうとかで２年後からしか無理だったんだよね。

取るつもりで入ったから、いつか役に立つかなって思

って、若いうちに勉強しようと思ったんだよね。転職

は、お祖父ちゃんと保育園辞めたかったって２つが大

きいな。介護士を１年で取得できる期間が当時もう終

わるって言われてたから、最後のチャンスと思って介

護福祉専攻に行ったの。学校通ってる時はバイトして

たよ。 
T：え、でもそれって短大側の不備でしょ？なのに

更に学費払って資格取るとかおかしくない？いきなり

人生設計狂ってるし。 
A：だから私の友達は四大に編入して取ってたよ。

幼稚園教諭は、取れるかも、って話だけで、取れる資

格一覧には載ってなかったから。仕方ないかなって。 
T：納得してるならいいけど、それ友達とかも普通

に大学側に振り回されてるね。 
A：確かに。専門行ってなければその期間は正規と

して働いてただろうしね。最初の２年は臨職として固

定時間で働いてて。保育園なら幼稚園教諭無くて正規

として働けるけど、資格を優先したって感じかな。 
T：それでよかったの？専門行くって決めた時、つ

まり卒業してるのに正規として働かないって決めた時

はどんな心境だったの？引け目とかなかったの？ 
A：なかなか就職先が決まらなくて。だから専門で

幼稚園教諭取ろうかなって。夜間の専門なら昼間は保

育園でバイトできるの知ってたし。ある意味、逃げ道

にしたのかもね。 
T：四大に行けばよかったとは思わなかったの？ 
A 働きたかったから。四大は思わなかったな。保育

士は小さい頃から目指してたから。 
T：なるほど。わかる気がする。そういえば、ずっ

と実家暮らしなんだっけ？親は保育士辞める時は何も

言わなかったの？家って割と余裕あるの？ 
A：（幼稚園教諭の）専門学校と専攻科は自分のお金

で行ったよ。保育園で働いてた時に貯まったお金で行

ったから。親は反対しなかったよ。結婚するまではず

っと実家にいたし。 
T：学費高くない？ 
A：学費はもう記憶にないけど。私立だからそれな

りにしたと思う。資格取って、保育園変えるのも１つ

の手かなって思ったけど、せっかく介護士取ったし、

違う仕事もしてみたくてさ。 
T：辞めたかったところにお祖父ちゃんが転機だっ

たんだね。保育士の仕事に飽きたの？ 
A：飽きてはいないよ。今も保育士してるし。でも、

書類が多すぎて嫌になったんだよね。外から見たら、

保育園の先生って子どもと遊んでるだけって思われが

ちだけど、書類や制作の準備とか色々やることあり過

ぎて。 
T：確かに子どもの世話だけじゃないからね。それ

は働いてから知ったの？あと、お局には何を言われた

の？ 
A：働く前から実習とかで知ってたけど、書類は思

ったよりも多くてね。お局には同僚を通じて、辞める

ように言って欲しいって言われたことがあって。それ

を園長に言っても対応してくれなくてね。 
T：え、何やったの？そこまで嫌われる？ 
A：園長の息子に私が気に入られていて、それが気

に入らなかったのと、ちゃんと書類を仕上げられなく

て。 
T：息子に気に入られてたなんて凄いじゃん。お局

は独身だったの？息子っていくつ？付き合えばよかっ

たのに。 
A：やだよ。むしろ私嫌いだったし。お局は結婚し

て子持ちで、子どもの接し方が、よく違うよって言わ

れて。注意されたけどどうしたらいいか教えてくれな

くて。わからなくて。 
T：お局はいくつくらい？息子は？独身？ 
A：お局は当時アラフォーくらいかな。息子も 40 過

ぎたかなりのおっさんで。独身。息子は園バスの運転

手やってて、誕生日にケーキくれたけど、生理的に無

理。 
T：なるほど。じゃ、最後に１つ。転職考えた時に

結婚とかのことをどう考えてたの？今の旦那さんと会

ったのはもっと後だけど、ここで転職したら婚期遠の

くとかなかったの？ 
A：旦那と会ったのは専攻科に通ってた時で、転職

しようとした時はフリーだったから、結婚とか全然考

えてなかった。 
T：いたらどうだった？ 
A：いたら違ってたかな。わかんないけど。 
T：確かに、もしいたら結婚するから転職せずに我

慢して、辞めればいいかなって感じ？ 
A：彼氏がいたとしても、彼の年収によっては働い

てたかな。子どもができるまでは働きたかったから。 
T：今の旦那さんで良かったね。結婚の決め手は？ 
A：付き合ってて飽きることがなかったから、かな。
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それまでは長くても５か月とかだったけど、今の旦那

が一番長く付き合ったし。私からプロポーズしたけど。 
T：すごいね。旦那さんは何人目の彼氏なの？すぐ

プロポーズ受け入れてくれたの？ 
A：うん。すぐだったよ。旦那は、４人目だったか

な。 
 
2-3 20 代後半 B さんに対する調査 

続く B さんは現在 27 歳。今年結婚して子どもはお

らず、現在も短大卒業後に就職した保育園に保育士と

して勤務している。（2018 年 2 月 7 日 20 時から 30 分

程度実施） 
 

 T：旦那さんとはどこで出会ったんですか？どれく

らい付き合って、結婚の決め手は何だっんでしょう

か？ 
 B：同窓会で会って、しばらくしてから連絡を取る

ようになった感じかな。３年付き合って。付き合うに

は物足りないけど、結婚するならこんな感じの人って

思ってたし、タイミング的にも良かったから。 
 T：高校？中学の？向こうから口説かれたんです

か？ 
 B：あっちからきっかけはくれた感じかな。小学校

だよ。 
 T：結婚するならこんな感じってのはどういうこと

ですか？ 
 B：うーん。感覚的な部分でもあるしな。 
 T：例えば、めっちゃ好きーって感じないけど、結

婚ってそういうのじゃなくて、みたいな？ 
 B：そう！そんな感じかも。 
 T：プロポーズされたんですか？ 
 B：そりゃ向こうからですよ。さすがにプロポーズ

は男の人からされたいよね。 
T：なるほど。ちなみに短大卒業後もずっと同じ園

で７年働いてるのは何でですか？ 
 B：単に転職する勇気がなかっただけかもしれない

けど。うちは割と給料貰えてる方みたいだから、そん

なに不満ばっかりってわけでもないよ。 
 T：確かに名古屋市は保育士の給与水準は全国トッ

プレベルですからねぇ。 
 B：そうそう。市外の友達に聞くとやっぱり低いも

んね。 
 T：なるほど。給料も含めて居心地は良かったんで

すね。 
 B：そうだね。私は居心地悪いとは思ってないかな。

なかには悪いって感じてる人もいるかもだけど。 
 T：７年もいると立場は変わりますよね？そういう

点はどうですか？ 

 B：後輩が入ってきて指導する立場になるけど。私

が入って３年してやっと後輩が１人入ってきて、私は

幼児の担任だったりでタイミングが合わなくて一緒に

組むことがない状態が続いてて、今年初めて後輩と組

んでるんだよね。この仕事はマニュアルがある訳じゃ

ないし、保育観って人それぞれ違うから、自分より下

の子には危険の無い範囲のなかで自分の保育観を活か

した保育をして欲しいなとは思うんだけど、クラス主

任の先生は割と自分の保育観を押し付けるタイプの人

だから中間的な立場の身としてはなかなか難しくて。

実際今年の新人の子は主任と合わなくて年度途中で退

職しちゃったし。 
 T：新人退職ですか。でもとてもプロフェッショナ

ルな見解が聞けてありがたいです。 
 B：どうしても合う合わないがあるだろうから。合

わない時はホントに地獄だと思うよ。この仕事だと人

間関係で悩む人多いんじゃないかなぁ。 
 T：ちなみに今後の仕事についてはどう考えていま

すか？ 
 B：今年度で退職予定です。 
 T：え、それは何でですか？好きな仕事ですよね？ 
 B：いや、もう十分かな、と。子どもはかわいいし

好きだけど、そこまで続けたいとは思えないかな。結

婚してもバリバリ働いてる人って沢山いるけど、私は

結婚したら専業主婦として家のことを自分の満足する

まで頑張りたいなぁと。それに正社員よりパートの方

が融通利くし、この先の生活を考えると便利かなって。 
 T：そんなもんなんですかね。辞めても大丈夫なん

ですか？旦那さんの給料とか。お仕事何されてるんで

すか？専業主婦が夢なんですか？ 
 B：自分の親がそう（専業主婦）だからかな。多分

大丈夫かな、（旦那は）会社員だけど。 
 T：親の影響なんですね。何となく納得しました。

でも、この御時世に専業主婦を許容できる旦那さんは

すごいですね。 
 
３、本稿のまとめと今後の課題 

3-1 インタビュー内容の考察 

 サンプル数に限りがあるが、一度この範囲内で仮説

の検証をしてみたい。A さんや B さんの語りから見ら

れるのは、やはり結婚と子育てを中心とした人生設計

であった。先行研究の量的調査結果にあるように、多

くの保育者が自らの職業キャリアよりも結婚や出産を

重視している。そしてそれに伴って正規職員として働

き方を見直しを希望する者もいた。実際 A さんは妊活

のためにパート職員として保育者に復帰し、B さんは

結婚後に専業主婦になる。特に B さんに関しては、母

の影響であったり、パートナーとの収入も総合的に考
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えて専業主婦を選択している。つまり、家計収入が減

少することを理解していて専業主婦というという選択

を肯定的に行っている。これらは彼女達が自らの QOL
向上のために望んだキャリア設計であるが、こうした

語りを基にすれば、やはり仮説に示したように離職す

ることが一様に悪であり、それを防ぐべきだという知

見が狭小的な観点しか持ち合わせていないことがわか

る。彼女達のような保育者に離職させないことを薦め

るようなキャリア教育を行ったり、彼女達の選択を非

難することが是とされるならば、保育者達の人間とし

ての幸福が議論の枠内から抜け落ちてしまう。まして

B さんを見れば、キャリア教育によって専業主婦にな

ることによって家計収入が減少することを強調したと

ころで、既に理解しているのだから、それは的外れな

教育であると言える。森光が、一般的に１つの職業に

就くということは言うまでもなく単なる経済的な要件

を充たすためのものではない（森光 2005，31）と述

べているように、職業を持って働くということが生活

全体のなかで持つ意味は多様であるし、しないことも

またキャリア設計の１つである言えよう。 
しかしながら A さんが言うように、結婚は相手がい

てのことであるため、相応しいパートナーがいない場

合には、そうした選択肢と関係なくキャリア形成をし

ていく反面、B さんに見られるように結婚に見合った

パートナーを積極的に模索していく場合もあるようだ。

こうした人生設計の違いは、それまで過ごしてきた恋

愛経験における自己肯定感やジェンダー観が大きく影

響するのかもしれない５。 
他方でAさんBさん共に保育者として仕事に対して

は独自の拘りも見受けられる。それゆえの A さんと上

司との衝突であるし、B さんも後輩のことに関して自

らの保育観を述べている。森光が、１つのことに真剣

になり、自分自身の職業や教育に対する信念を持たな

いと一生懸命さは子ども達に伝わらない（森光 2005，
31）と保育者達のキャリア教育に懸念を示しているが、

本稿の２人はむしろ真摯に仕事を全うしようと努め、

子どもを通して自らを指導しようとしているように見

受けられる。しかも A さんに至っては多様なキャリア

の展開を模索し、それを実現している。こうした心理

は予測不可能な未来への対応が出来ていると判断でき

るし、それに必要な知識を得ることが学生時代にでき

ずとも、それを得るための素となる資質を獲得してい

たと言えよう。 
 
3-2 次稿への展望 

 本稿では研究の位置付けに重きを置き、紙幅の関係

上サンプル数の限定もあったため、簡易的な考察に留

まった。だが以降では２名を追跡しながら、現在進行

中の新たなインタビューイへの調査もまとめ、一定の

サンプル数が集まったところで比較分析をしながら総

合考察を行う必要性がある。 
 またそうした総合考察に向けては新たな視点も必要

となる。例えば向田は、保育現場に様々な世代や男性

の保育者が増えれば、子どもにとってもロールモデル

の多様化に繋がり、メリットがあると思われる（向田

2015，27）と述べている。だがその研究対象は女子学

生に限定されている。また、そこに LGBT を始めとす

る多様な性モデルに関する記述も無い。本稿での調査

対象を含めて、保育者を対象とした研究がなされる折

には女性に限定されがちであるし、そうした男女の枠

組みを超えた対象にも随時調査をしていく必要がある

だろう。 
 そして仮説で示した３つの課題のうち、１点目と３

点目を解決するための授業方法についても考案してい

かなければならないだろう。 
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１例えば乳児院、児童厚生施設、母子生活支援施設、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉

型自児童発達支援センター、医療型児童発達支援セン

ター、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設がある。これらの児童福祉施設は各施設

種別に社会的機能が異なり、利用対象やその社会的背

景及び要因、支援ニーズは千差万別である（勝井 2016，
35）。 
２ 卒業後の希望する働き方に関する調査結果におい

て、就職せず 0.8％、就労継続 21.9％、その他 3.4％を

除いた、結婚退職してその後は働かない 1.3％、結婚

退職してパート復帰 17.7％、結婚退職して正社員復帰

3.8％、出産退職してその後は働かない 3.8％、出産退

職してパート復帰 33.8％、出産退職して正社員復帰

13.5％の約 75％が離職を希望している（向田 2015，
22）。 
３ 個人情報に該当するので、〇〇とした。どの教育機

関であるか、筆者は認識している。 
４ 同上。 
５ A さんと B さんを比較した場合、B さんは A さんに

比べて自分がパートナー候補から選ばれる経験を多く

してきている。したがってあくまで仮説であるが、A
さんに比べてBさんは結婚するということにハードル

を感じておらず、適齢期になれば自分は相手を決める

だけと考えていた可能性もある。翻って自らプロポー

ズした A さんは、そうしなければ結婚そして出産がで

きないという懸念があったとも見受けられる。どちら

も主体的に結婚しているが、その主体性の内容が異な

り、こうした結婚に至るプロセスには個々の経験から

得られるジェンダー観が反映されているように見受け

られる。「プロポーズは男がするものだし、されたい」

という発言を踏まえればBさんがいわゆる典型性な女

の子であり、A さんはそうではないだろう。が、あく

までこれは仮説であるため、本論からは除外した。別

稿でデータ等を基にして詳しく論じたい。 
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保育内容「人間関係」指導法に関する一考察 

―子どもの姿を想像することと受講生の理解度との関連― 

A consideration about methods of the area ‘Human relationships’: 
  the relationship between students’ ability to imagine about child’s behavior in various situations 

and their degree of understanding 
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キーワード：領域「人間関係」, 指導法，想像力，学生の理解度 

Key words : The area ‘Human relationships’, Methods, Imagination, Students’ degree of understanding 
 

Abstract 
The purpose of this research is to propose classes that will foster students' ability to imagine what children are like. 

In March 2017, Course of study for kindergarten and Guidelines for Nursery Care at Day Nursery were announced, 
the ‘qualities and abilities that you want to foster’ and the ‘the kinds of people you want the children to grow up to be 
by the end of childhood’ were presented, and emphasis was placed on the processes for linking them (conceptual ability 
pertaining to nursery care and practical ability pertaining to nursery care). However, as students find it difficult to 
imagine what children are like, it was predicted that understanding the content of the classes will also be difficult. In 
particular, with regard to the area of ‘Human relationships’, as qualities and abilities are obtained through interacting 
with people, it was predicted that it would be effective to experience how children change as a result of interacting with 
people, while actually spending time with children and empathizing and communicating with them. This research 
discusses methods for understanding lesson content through one's own experiences, that is, through having experienced 
a variety of ways that children can be. 
 
 

１．はじめに 

 子どもは人との関わりの中で発達していく。特に人

間の初期経験、初期環境は子どもの発達にとって大き

な影響を及ぼす（藤永・斎賀・春日・内田，1987）。こ

れは社会的隔離児と呼ばれる子どもの事例によって示

されている。社会的隔離児とは、母性的養育、大人と

の関わり、社会的・文化的な環境や経験などの欠如や

それによる栄養不給状態が、出生直後あるいは極めて

早期から 5年以上の長期に渡り続き、それによって重

度な発達遅滞が引き起こされている子どもをいう（藤

永ら，1987）。社会的隔離児が監禁や幽閉状態から救出

された時は、身体、運動、認知、言語発達など各々の

発達において、同年齢の子どもに比べ暦年齢よりかな

り幼い年齢と同程度の体格で、歩行がままならなかっ

たり、ほとんど発話ができなかったりと重度の発達遅

滞を示している。しかし、救出後の望ましい対人関係

や愛着の成立によって、社会的隔離児は急速に成長し

ていく（藤永ら，1987）。特に、母性的養育の剥奪・喪

失 1 (maternal deprivation)は、単なる子どもと養育

者との情動交流のような心理的交流の欠如だけではな

く、複合的な発達環境の貧困（deprivation）をはらん

でいる（藤永ら，1987）。例えば、養育者が子どもに愛

着を持たなければ、養育者が子どもに玩具や絵本、TV

などを与えないために文化的環境に接する機会が奪わ
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れたり、意志を伝え合うという社会的交流の欠如が生

じ、コミュニケーションの手段でもある言語が奪われ

たりする。また、子ども同士の関係であっても成人が

媒介になるため、子ども同士の関係も剥奪され社会的

隔離が生じる。このように、母性的養育の剥奪・喪失 

(maternal deprivation)は複合的な発達環境の貧困

（deprivation）を引き起こすのである（藤永ら，1987）。

このことは、人間の成長が生得的なプログラムに従い

成熟すれば解発されるというものでもなく、身体的成

長でさえも、愛着の形成などの対人的・社会的環境が

与えられなければ発達が遅滞するのである（藤永ら，

1987）。これらから、乳幼児期の子どもにとって人との

関わりが重要な意味を持つといえる。 

２．領域「人間関係」の取り扱う内容 

 では、前記のような初期環境に関することは、平成

29 年 3月告示の幼稚園教育要領（以下、教育要領とす

る）、保育所保育指針（以下、保育指針とする）、幼保

連携型認定こども園教育・保育要領（以下、認定こど

も園要領とする）では、どのように扱われているのだ

ろうか。 

愛着形成や他者に対する信頼感は、保育指針、認定

こども園要領の、「乳児保育」の基本的事項とねらい及

び内容「身近な人と気持ちが通じ合う」において示さ

れている。ここでは、愛着形成や保育者との信頼感を

築くことが「ねらい」に示されている。乳児より上の

年齢（1歳以上）の領域「人間関係」の「ねらい」は、

保育者との愛着形成や他者への信頼感を土台とし、次

の３つの力を育成することである。１つ目は、人と関

わる力を養うこと、2 つ目は人との関わりを通して自

立心を育てること、3 つ目は社会生活における望まし

い習慣や態度を身につけることである。人と関わる力

とは、信頼感を持ち、その信頼感を支えに自分の生活

を確立することによって培われる（保育所保育指針解

説，2018 年）。「自分の生活を確立する」については、

自分の 1日の日課を確立するという意味だと解釈する

ことにする。自立心とは、自分の力で行動することで

ある。望ましい習慣や態度とは、道徳性、規範意識、

公共心などである。 

 教育要領等では、保育者との情動的な交流により愛

着を形成し、信頼関係の中で子どもの中に自己肯定感

が育まれていくことの大切さにも言及しているが、多

くは、人との関わりを通して資質や能力を獲得するこ

とが求められていると思われる。それは、平成 29 年 3

月告示の教育要領、保育指針等の中で「幼児教育を行

う施設として共有すべき事項」が新たに加えられたこ

とから推測できる。その共有すべき事項とは、３つの

「育みたい資質・能力」と、10 の「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」である。まず、「育みたい資質・

能力」は、①「知識及び技術の基礎」の習得と、②習

得した知識や技術を使用し、思考したり、判断したり、

表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」

を身につけることと、③心情、意欲、態度が育つ中で

より良い生活を営もうとする「学びに向かう力、人間

性等」である。これらの「育みたい資質・能力」は領

域のねらい及び内容に基づいた保育活動全体で育むと

される。そして、「育みたい資質・能力」が育まれた具

体的な姿が、１０の「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」である。

 

 

表 1 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（領域「人間関係」関連部分抜粋） 

「自立心」：身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力

で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動する

ようになる。 

「協同性」：友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫し

たり、協力したり、充実感を持ってやり遂げるようになる。 

「道徳性・規範意識の芽生え」：友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことがわかり、自分の行動

を振り返ったり、友達の気持ちに共感したり、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要

性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いをつけながら、きまりをつくったり、守ったりするようにな

る。 

「社会生活との関わり」：家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人

との様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつよ

うになる。また、保育所（幼稚園及び幼保連携型認定こども園）内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必

要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝えあったり、活用したりするなど、情報を役立てながら

活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するように

なる。  

            （厚生労働省.（2017）.平成 30 年度保育所保育指針より.下線部筆者加筆） 
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そのうち、領域「人間関係」のねらい及び内容に基

づく姿は、「自立心」、「協同性」、「道徳性・規範意識の

芽生え」、「社会生活との関わり」であり、５領域の中

で一番多く示されている（表 1）。「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」は、就学目前の姿を想定してお

り、保育の到達目標ではないとされる。しかし、明確

な幼児教育の方向性が示されていることは間違いない。 

 では、学生にとって、この「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」はどのように映るのだろうか。保育

指針解説書（厚生労働省，2018）では、就学前の具体

的な姿について詳細に述べられているが、それまでの

発達過程については抽象的にしか述べられていない。

様々な要因の相互作用や積み重ねにより資質や能力が

獲得されていくと思われるため、記述が困難かもしれ

ない。しかし、保育を実践している保育者には具体的

な記述がなくとも発達過程を予想できるが、保育経験

の乏しい学生には困難であると思われる。工藤（2017）

は、実習後、学生に実習での事例をもとに指導計画を

作成させたが、学生は発達過程や年齢的傾向、各々の

発達のつながりを考慮して立案することが困難であっ

たと報告している。その理由として、学生は子どもの

発達を知識として理解していても、実際の子どもの姿

を想像することが困難であったためと思われる（工藤，

2017）。よって、学生は「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」から、その発達段階ごとの子どもの姿を想

像できないため、具体的な子どもの姿のみ認知するで

あろう。結果として、学生には「就学前までに達成し

なければならない姿」として映る可能性がある。この

ことは、将来保育者になった時に「きまりをつくった

り、守ったりする」姿にするために、「きまりを守らな

い」という行動のみを指導する可能性をはらんでいる。 

今回の改訂では、明確な目標（「育みたい資質・能力」）

が提示され、その目標を達成すると具体的に観察可能

な姿（「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」）とし

て現れるという評価基準に近いもの(結果)が提示され

た。しかし、重要であるのは結果ではなく、保育をど

のように構想し実践していくかという、目標と結果を

つなぐ「過程」である。そのような保育を構想するた

めには、それぞれの資質・能力がどのように獲得され

ていくのか、その発達過程を理解していないといけな

い。それがまだ困難である学生には、「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」のみが先行してしまう恐れが

あると思われる。 

 さらに、「育みたい資質・能力」や「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」には、一人一人の子どもが保

育者と愛着を形成し、基本的信頼を獲得し、安心して

自己を十分発揮し、それを保育者に受け止められると

いう相互的、情動的な交流が子どもの発達には重要で

あるという視点が十分反映されていないように思われ

る。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のみが先

行してしまわないために、この保育者との情動的な関

わりを関連付けて、学生に「育みたい資質・能力」や

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を学ばせる

必要があると思われる。 

３．問題の所在 

 前記より重要なのは、目標（「育みたい資質・能力」）

と結果（「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」）を

結ぶ過程（保育構想力、保育実践力）であると思われ

る。しかし、学生は、保育を構想するために必要な子

どもの姿を想像することが困難であるため、発達過程

を真に理解できず、結果として子どもの発達に合った

保育を構想することが困難であると思われる（工藤，

2017）。この子どもの姿を想像することの困難さが、授

業の内容理解の困難さにつながっているのではないだ

ろうか。 

よって、本研究の問題の所在は、領域「人間関係」の

授業方法に関する先行研究を検討し、学生の想像力を

育成する授業を提案することにある。 

４．保育内容「人間関係」の授業方法に関する先行研

究の分析 

 笠原・吉川・高杉（2016）は、領域「人間関係」の

テキストの内容について分析を行っている。笠原ら

（2016）によると、テキストの構成は大きく 4つに分

類できるという。１つ目は、教育要領や保育指針にお

ける領域「人間関係」のねらい及び内容等の解説であ

る。2 つ目は子どもの人間関係に関わる理論と、保育

者の役割・援助の解説である。3 つ目は保育者同士の

人間関係や関係機関との共同に関する解説である。4

つ目は人との関わりが難しい子どもや気になる子ども

の人間関係の広がりと保育者の援助の解説である。笠

原ら（2016）は、これらのテキストを用いた座学では、

学生に知識を学ばせることは可能であるが、領域「人

間関係」のねらいや内容を理解して、援助・指導を行

えるように学習させるところまでは困難ではないかと

述べている。そこで、座学（知識）と実習および実践

を結び付けるような授業方法「みる・きく・感じる・

共有する」活動の枠組みモデルを提案している（笠原

ら，2016）。この枠組みモデルとは、具体的には以下の

通りである。まず、保育場面の映像を学生に見せ、あ

る特定の子どもの保育場面での言動から、その背景や

その時の子どもに対する保育者の援助とその意図を読

み取らせる。その映像を見たときに学生自らが「みて」

「きいて」「感じた」ことを記録に取り、その記録を小

グループやクラス全体で「共有する」という活動モデ

ルである。笠原ら（2016）は、学生自らが「みて」「き

いて」「感じた」ことを他者と「共有する」ことで、学
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生自身の「みて」「きいて」「感じる」ことが深まり、

それが学生の保育に対する構えが変化すると述べてい

る。より実践的な学びを学生に提示する指導法では、

笠原らのように保育場面の映像を利用したり、あるい

は実践事例などを用いたりして、学生にその時の子ど

もの内面理解や保育者の援助について読み取らせ、学

生に振り返りをさせるという方法が行われている（e.g.

向居，2015）。この授業方法より、学生に領域「人間関

係」のねらい及び内容を理解させ、保育者の援助に対

する理解も促進されるため、学生が援助を考える上で

有効な授業方法といえる。 

 また、阿部・志賀（1980）は、理論と実践とのギャ

ップを埋め、子どもや保育の理解を深める授業方法と

して、シミュレーション的手法を提案している。シミ

ュレーションとは、保育現場に似た状況下で、保育者

として、様々な場面を練習することであるとし、具体

的には、①ビデオ・インフォメーション、②マイクロ

ティーチング、③ロールプレイイングという３つの方

法を挙げている（阿部・志賀，1980）。①ビデオ・イン

フォメーションとは、学生に、保育者はどのような場

面でどのような援助をしているのかをビデオで提示す

る方法である。これは、保育の援助のポイント把握と

幼児理解を促進することが目的である。②マイクロテ

ィーチングは、保育の１部について保育計画を作成し、

それに従って保育を行い、フィードバックし、保育計

画等を修正し、再び保育を実施する方法である。これ

は、理論と実践とのギャップを埋めるために実施する

方法である。③ロールプレイングは、学生が保育者、

子どもと役割を決めて、劇形式で保育場面を再現する

ことで、それぞれの役割を理解する方法である。これ

は、人間関係の具体的理解、子どもの心と行動の理解、

保育者の留意点の把握のために有効である（阿部・志

賀，1980）。上記の②③を合わせて、模擬保育として実

施する場合もある。阿部・志賀（1980）は、学生に何

を身につけさせたいかという教師側の目的によって、

３つの方法を組み合わせることで、効果的に学生の理

解を促進することができると報告している。また、学

生が実際の保育に対して漠然に抱く不安がシミュレー

ション的手法によって具体化するため、学生自身が保

育者として身につけなければいけない技術や準備等を

再検討でき、保育者としての自己変革を目指すことも

可能になるとしている（阿部・志賀，1980）。 

同様に、赤堀（2007）もロールプレイングを授業に

取り入れることで、学生が「保育者としてのわたし」

として自覚的に振る舞うことによって、保育者として

の技術を広げるような関わり方を学ぶことができると

述べている。また、ロールプレイングは保育場面の人

間関係やその関係を取り巻く状況の理解を深められる

と述べている（赤堀，2007）。ただマニュアル的に技術

として保育援助を考えるのではなく、対面する他者や

自分自身を理解しながら、どのような行動が可能であ

るのかを考えていくことができるという意味で、ロー

ルプレイングは有効であると赤堀（2007）は述べてい

る。この考え方は領域「人間関係」にとって重要であ

る。なぜなら、人と関わるということは、必ず相互的

であり、お互いに影響を与え合う。そして、そのよう

な人との関わりの中で人は発達していくからである。

また、人との関わりを通して発達するのは子どもだけ

ではなく、子どもに関わる保育者自身も発達していく

ことも意味している。そのような相互作用的な人間関

係の中で、社会的に必要な能力が身についていくので

ある。したがって、領域「人間関係」という科目では、

子どもと保育者との相互作用的な関わりを意識させな

がら、「育みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」を理解させることが重要であると

思われる。 

５．子どもの姿を想像する力の育成 

 領域「人間関係」における授業方法の先行研究を概

観してきたが、ロールプレイングという方法が、単に

保育技術の理解や知識の深化だけではなく、その時の

人間関係の理解にも有効な方法であることがわかった。

特に領域「人間関係」は、人との関わりを通して、自

立心、規範意識などを獲得すると考えられていること

から、ロールプレイングは有効な授業方法であると思

われる。 

 しかし、上記の方法では、「発達」という視点が抜け

落ちていないだろうか。ロールプレイングは大人が子

どもの役割を演じる。あくまでも学生の抱く「子ども」

という概念に基づく「子どもの行動」である。年齢に

あった子どもの姿を想像することが難しい学生にとっ

て（工藤，2017）、年齢にあった子どもの反応を予想し

て演じることは難しいのではないだろうか。つまり、

学生は過去の自分の姿などを想起し、子どもらしい振

る舞いを演じることは可能であっても、発達を考慮し

た子どもの反応を演じられないかもしれないため、ロ

ールプレイングを行っても形式的なやりとりになって

しまい、マニュアル的な保育技術の習得に留まってし

まうのではないだろうか。 

では、子どもと保育者との相互作用的な関わりを意

識させ、発達を考慮した子どもの姿を想像する力をど

のように育成したらよいだろうか。学生にとって、子

どもの姿の想像が困難な理由として、実際に子どもの

姿に触れる機会が少ないことがある。つまり、学生は

子どもとの相互的なやりとりの経験が少ないので、同

じ投げかけでも年齢によって子どもの反応が大きく異

なることや、自分の投げかけが子どもの内面にどのよ
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うな変化を生じさせ、それがどういう反応として自分

にかえってくるのかということが予想できないだろう。

要するに、インプットされる子どもの姿がなければ、

アウトプットは難しいのである。もちろん、そのため

に保育実習があるのだが、授業としての実習の機会は

限られている。 

そこで、授業の中で、実際に保育所等に出かけ、子

どもと関わる機会を作ってはどうだろうか。子どもと

の関わりについてあらかじめ予想をたてておき、子ど

もと関わってみる。それで、その時、心に感じたこと、

体験したことを持ち帰り、授業の中で振り返りを行う。

そのような機会を増やせば、年齢によって子どもの反

応が異なること、自分の投げかけが子どもの心にどう

響き、どのような反応として自分にかえってくるのか

など、実感として身につくだろう。実際の子どもの反

応について、振り返りの時間で理論の裏付けを行えば、

子どもに対する理解や、授業内容の理解度も向上する

のではないかと思われる。 

学生が実際に子どもと関わり、やりとりを経験した

時に、自分の心に沸き上がってくる感情を体験する、

そのような子どもとの情動交流体験が、学生の想像力

を育成していくのではないかと考える。 

６．おわりに 

 教育要領等の改訂に伴い、新たな「育みたい資質・

能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」という

事項が加えられ、より目指すものが具体的に提示され

た。その目標が具体的であるほど、発達過程を理解し

ていないと、子どものできない行動ばかりに目がいき、

子どもの内面世界の理解が置き去りになりかねない。

そうなると、子どもはもちろん不幸であるが、保育者

自身も窮屈な思いをすることになるだろう。 

保育を行う側の「こういう力を子どもにつけたい」

という思いが強すぎると、子どもが見ている豊かな世

界、子どもが感じる独自の世界に、保育者が思いを馳

せる余裕がなくなるのではないだろうか。学生には、

子どもの人との関わりに関する発達の過程の豊かさ、

子どもとのやりとりの中での、子どもとの情動交流を

踏まえて保育の援助を考えられるような想像力を育成

することが重要であろう。 

また、領域「人間関係」のねらい「人と関わる力」

の解釈がとても限定的であるように思われる。確かに

大人との信頼関係から得られる安心感は子どもの自立

を助けるであろうが、それは子どもの自立心の発達に

だけベクトルが向いているわけではない。「人と関わる

力」というものを、子どもたちがどのように発達させ

ていくのか、その豊かな発達過程を学生に理解させる

授業方法も考えていかなければいけないだろう。 

今後の課題として、人との感情を交えた相互的な関

わりの中で保育が展開することを学生に理解させ、そ

の上で保育構想力を育成できるよう、授業の中で保育

所等での関わりを取り入れるという実践を行い、学生

の授業内容の理解度に変化があるか否かを検証してい

く必要があるだろう。 

 

注 

1．藤永ら（1987）は、maternal deprivation につい

て、maternal という語が示すのは母親だけに限らず、

父親、保育者など養育者とも愛着形成が成立すること

から、「母性的養育」のシンボルとして解すべきと述べ

ている。これを踏まえて、maternal deprivation を「母

性的養育の」剥奪、喪失と表現した。 
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「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」の改訂と今後の特別支援教
育と障害児保育の課題ついての試論的検討 

―障害者権利条約を手掛かりにして― 
 
Tentative Study with Regard to the Revision of the “Course of study for 
Kindergarten” and ” Guidelines for Nursery Care at Day Nursery,” and to Future Issues 
Regarding Special Needs Education and Childcare for children with disabilities 
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Abstract. 
With reference to the educational provisions set forth in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, this 

paper, reviews the content related to support for disabled children in the “Course of study for Kindergarten,” and ” 
Guidelines for Nursery Care at Day Nursery,” which were revised in 2017, and makes a tentative study of the future 

issues regarding special needs education and childcare for disabled children. In both the “Course of study for 
Kindergarten” and ” Guidelines for Nursery Care at Day Nursery,” the inclusion principle and the provision of 
reasonable accommodation stated in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities are stipulated. In the 
field of special needs education, reasonable accommodation is mandatory, but while the significance, issues, etc. 
pertaining to it have been pointed out, in the field of childcare for disabled children, practices and research related to 
reasonable accommodation are not so widely seen. However, in actual childcare centers, practices which accommodate 
the individuality of disabled children have already been accumulated. The outcome of this will be effective in providing 
reasonable accommodation in special needs education. Moreover, it will be possible to take the forms of reasonable 
accommodation that have been accumulated in the field of special needs education, and make use of them in childcare 
for disabled children. Cooperation between special needs education and childcare for disabled children are essential. 
 
キーワード：障害者権利条約、幼稚園教育要領、保育所保育指針、特別支援教育、障害児保育 
 Key words: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Course of study for Kindergarten, Nursery 
Childcare Guidelines, Special needs education, Childcare for children with disabilities 

 

はじめに 

 2006年に国連で採択された障害者権利条約を日本は

2014 年 1 月に批准し、同年 2 月より発効している。条

約は、すべての人々をイクスクルージョン（排除）し

ないインクルーシブな社会（共生社会）の実現を目指

して、第 24 条「教育」条項ではとりわけインクルーシ

ブ教育システムの構築が強調されている。インクルー

シブ教育を排除・差別をなくし人々の多様性を認め、

支え合うインクルーシブな社会をつくりあげる土台と

して位置づけているのである。こうした流れの中で、

障害児の教育と保育分野においては 2017 年 3 月に「幼

稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定

こども園教育・保育要領」が改訂された。そこで、本

稿では障害者権利条約の教育条項および関連条項を参

考に「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」とそれぞ

れの解説における障害児の支援について概観し、今後
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の特別支援教育と障害児保育の課題について試論的検

討を行う。 
１．障害者権利条約のインクルーシブ教育と特別

支援教育 

障害者権利条約の第 24 条「教育」では、「インクル

ーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強

化、障害者精神的および身体的能力等を可能な最大限

度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加すること

を可能とするとの目的のもの、障害のある者が障害の

ないものが共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が一

般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活す

る地域において初等中等教育の機会が与えられること、

個人に必要な合理的配慮が提供されることなどが必要

とされている。 
障害者権利条約の採択をきっかけにインクルーシブ

教育システム構築に向けた世界各国の動きが盛んにな

った。日本は障害者権利条約の理念をふまえて 2012 年

7 月に中央教育審議会が、「共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育システムのための特別支援教育の推

進（報告）」を取りまとめて公表した 1。これにより、

特別支援教育が進められ現在に至っている。特別支援

教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加

に向けた主体的な取り組みを支援するという観点から、

幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その

持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克

服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので

ある。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の

対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も

含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍

する全ての学校において実施されるものである。さら

に、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教

育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを

認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社

会の形成の基礎となるものであり、日本の現在及び将

来の社会にとって重要な意味を持っている 2。 
インクルーシブ教育を実現していくうえで合理的配

慮という概念はキーワードとなる。教育・保育現場に

おける合理的配慮とは、障害のある子どもが他の子ど

もと平等に教育・保育を受ける権利を享有・公使する

ことを確保するために、各施設の設置者および学校等

が行う適当な変更・調整を行うことを意味している。

2016年４月より施行されている障害者差別解消法に基

づき、合理的配慮の提供は法的義務 3（障害者差別解消

法 7 条）になっており、幼稚園や保育等において提供

の義務が課せられている。こうした状況の中で、2017
年に幼稚園教育要領と保育所保育指針が改訂された。

障害者権利条約が重視する理念であるインクルージョ

ン 4 やその理念を具現化するための手段である合理的

配慮の概念が改訂要領と指針にどのように反映されて

いるのだろうか。 
２．幼稚園教育要領における障害児支援 

  幼稚園教育要領は、2017 年 3 月 31 日に告示され、

2018 年４月 1 日から実施することとしている。以下の

表は 2008 年に告示された「要領」と 2017 年に告示さ

れた「要領」の障害児の支援に関わる内容を示したも

のである。 
表 1 「幼稚園教育要領」の変化 
         2008 年 
障害のある幼児の指導に当たっては、集団の中で

生活することを通して全体的な発達を促していくこ

とに配慮し、特別支援学校などの助言又は援助を活

動しつつ、例えば指導についての計画又は家庭や医

療、福祉などの業務を行う関係機関と連携した支援

のための計画を特別に作成することなどにより、

個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指

導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。 

（3）幼児の社会性や豊かな人間性をはぐくむため、

地域や幼稚園の実態等により、特別支援学校などの

障害のある幼児との活動を共にする機会を積極的に

設けるように配慮すること。 

2017 年 

障害のある幼児などの指導に当たっては、集団の

中で生活することを通して全体的な発達を促してい

くことに配慮し、特別支援学校などの助言又は援助

を活用しつつ、個々の幼児の障害の状態などに応じ

た指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に

行うものとする。 

 また、家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を

行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で幼児

への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画

を作成し活用することに努めるとともに、個々の幼

児の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し

活用することに努めるものとする。 

表は文部科学省 www.mext.go.jp/component/a.../1384661_3_2. より 

筆者作成 

まず、2008 年要領の「障害のある幼児の指導に当た

っては」という記述が「障害のある幼児などの指導に

あたっては」へと変更されたことに注目したい。障害

児に限らず多様な子どもが指導・支援の対象となって

おり、障害児を含むすべての人々が共生する社会、つ

まりインクルーシブな社会を向けての手段として幼児

教育を位置づけているといえる。また、障害児を支援

する関係機関に地域が挿入されている。障害者権利条

約第 24 条「教育」2（b）では「障害者が、他の者との

平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、
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障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を

享受することができること及び中等教育を享受するこ

とができること」と規定し、障害児が、自分が生活す

る地域で教育や保育を受けることを原則としている。

障害児の中には兄弟が通っている幼稚園や保育園に通

えない子どもがいる。2017 年改訂で関係機関に地域が

位置づけられたことは障害者権利条約第 24 条「教育」

2（b）の反映であると解釈することができる。 
 さらに、2018 年 2 月に出された「幼稚園養育要領」

解説では、「我が国においては、『障害者の権利に関す

る条約』に掲げられている教育の理念の実現に向けて、

障害のある子供の就学先決定の仕組みの改正なども踏

まえ、各幼稚園では、障害のある幼児のみならず、教

育上特別の支援を必要とする幼児が在籍している可能

性があることを前提に、全ての教職員が特別支援教育

の目的や意義について十分に理解することが不可欠で

ある」とあり、障害者権利条約の教育条項で謳ってい

るインクルーシブ教育システムの構築の取り組みであ

るといえる。 
2017 年 3 月に公示され、2018 年 4 月より施行される

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」では、障

害児の支援について下記のように述べられている。 
表 2 障害のある園児等への指導について 
 障害のある園児などへの指導に当たっては、集団

の中で生活することを通して全体的な発達を促して

いくことに配慮し、適切な環境の下で、障害のある園

児が他の園児との生活を通して共に成長できるよう、

特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ、個々

の園児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方

法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。ま

た、家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う

関係機関との連携を図り、長期的な視点で園児への教

育及び保育的支援を行うために、個別の教育及び保育

支援計画を作成し活用することに努めるとともに、

個々の園児の実態を的確に把握し、個別の指導計画を

作成し活用することに努めるものとする。 
表は内閣府 http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/kokuji.html 

より抜粋 

現時点で「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」

の解説は提示されておらず内容に対する検討は今後の

課題としたい。 
 

３．保育所保育指針における障害児支援 

保育所保育指針は、2017 年 3 月 31 日に告示され、

2018 年 4 月 1 日から実施することとしている。「指針」

では、障害児の支援について下記のように述べられて

いる。 
 

表 3 障害のある子どもの保育について 
障害のある子どもの保育については、一人一人の

子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環

境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活

を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置

付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施

する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のた

めの計画を個別に作成するなど適切な対応を図るこ

と。 
表は厚生労働省 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../0000160000.  

より抜粋 

2018 年 2 月に出された「保育所保育指針」解説では、

保育所における障害のある子どもの理解と保育の展開

について、次のように述べられている。「保育所は、全

ての子どもが、日々の生活や遊びを通して共に育ち合

う場である。そのため、一人一人の子どもが安心して

生活できる保育環境となるよう、障害や様々な発達上

の課題など、状況に応じて適切に配慮する必要がある。 
こうした環境の下、子どもたちが共に過ごす経験は、

将来的に障害の有無等によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の基盤になる」。「保育所保育指針」解説では「障害

者権利条約に掲げられている教育の理念の実現に向け

て…」というような文言がないが、内容としては障害

者権利条約のインクルージョン理念が反映されている。

また、「保育所の生活の中で考えられる育ちや困難の状

態を理解することが大切である。そして、子どもとの

関わりにおいては、個に応じた関わりと集団の中の一

員としての関わりの両面を大事にしながら、職員相互

の連携の下、組織的かつ計画的に保育を展開するよう

留意する」（傍点は筆者）とあり、障害者権利条約の合

理的配慮の提供について規定している。 
 

おわりに 

本稿では障害者権利条約の教育条項等を参考に「幼

稚園教育要領」、「保育所保育指針」と各解説の障害児

の支援について概観し、今後の特別支援教育と障害児

保育の課題について試論的検討を行った。2017 年に改

訂された「保育所保育支援」、「幼稚園教育要領」およ

び解説のいずれも障害児の「個人の発達の保障」に関

する内容と「社会における完全な包摂（インクルージ

ョン）に関する内容となっている。そして障害児一人

ひとりの個別性に応じて合理的配慮が十分に提供され

ることを求めている。特別支援教育における合理的配

慮については文部科学省が「インクルーシブ教育シス

テム構築モデル事業」を実施し、「合理的配慮実践事例

データベース」を国立特別支援教育総合研究所が構築

し、HP で公開している。一方、障害児保育においては
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合理的配慮の内容等の定めに関する研究や実践をめぐ

る議論はあまり見られないものの、統合保育の実践か

らすでに障害児一人ひとりに応じた支援成果が蓄積さ

れている。この成果は特別支援教育の合理的配慮の提

供際に生かすことができる。そして特別支援教育で蓄

積された合理的配慮は障害児保育で多いに生かしてい

かなければならない。特別支援教育と障害児保育との

連携が不可欠となる。 

また、「保育所保育指針」にも「幼稚園教育要領」に

も、個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成等が

規定されている。私はこれらの作成時にとくに合理的

配慮の提供に関する話し合う場では障害児当事者が自

分の思いや意見の表明を保障する仕組みが必要だと思

う。保育園や幼稚園において障害児に対する個別の計

画等の作成時に親と教師が合理的配慮の内容等を決め

ていく。とりわけ知的・発達障害児の思いやニーズは

親が代弁するケースが多いだろう。障害者権利条約の

第 7 条では、「障害のある児童が、自己に影響を及ぼす

全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利

を有する」としている。特別支援教育と障害児保育の

実践現場においてどれだけたどたどしい言い方であっ

ても、その子本人しか語れない思いや意見を汲み取る

仕組みを整備していかなければならない。今回は改訂

された幼稚園教育要領、保育所保育指針の内容検討に

とどまった。今後はこれらが特別支援教育と障害児保

育の現場においてどのように運用されているかを検証

していく必要がある。 
 

注 

1）中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方

に関する特別委員会「報告」概要 2012 年 7 月 23 日 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/

1321668.htm 

戦後の日本の障害児教育は、1947 年に制定された学校教育

法第 6 章に定められた「特殊教育」という名のもとに、約 60

年間展開されてきたが、2006 年 6 月 24 日に学校教育法等の

改正によって、「特殊教育」は「特別支援教育」へと改められ、

2007 年 4 月から施行されている。こうした特殊教育から特別

支援教育への転換は 2001 年に文部科学省が公表した「21 世

紀特殊教育の在り方について（最終報告）」と 2003 年の「今

後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」に基づいて

いる。詳細な内容は以下の文部科学省の HPを参照されたい。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/006/toushin/0

10102.htm 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/att

ach/1361204.htm 

2）文部科学省「特別支援教育の推進について」（初等中等教

育局長通知）2007 年 4 月 1 日 

3）7 条（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理

由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることに

より、障害者の権利利益を侵害してはならない。2 行政機関

等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社

会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場

合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の

性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実

施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

4）障害者権利条約の原則（第 3 条）は次のとおりである。 

a）固有の尊厳、選択の自由を含む個人の自律および個人の自

立を尊重すること、（b）差別されないこと、（c）社会に完全か

つ効果的な参加し、および社会に受け入れられること（イン

クルージョン）、（d）人間の多様性および人間性の一部として、

障害者の差異を尊重し、および障害者を受け入れること、（e）

機会の均等、（f）施設およびサービスの利用を可能にすること

（アクセシビリティ）、（g）男女の平等（h）障害のある児童

の発達する能力を尊重し、障害のある児童がその同一性（ア

イデンティティ）を保持する権利を尊重すること、である。 
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幼児期における領域「表現」の「奏でること」に関する一考察 

－保育所での実践から－ 

A study of “playing on sounds in childhood” in the area of “expression” 
 A practice at the nurseries 

 

原 友美 

愛知県立大学教育福祉学部 （非常勤） 

 
Tomomi Hara 

Education and Welfare,Aichi Prefectural University (Part-Time) 
 
Ａbstract 
Listening various sounds in their daily life, children are encouraged to make handmade instruments using 

personal belongings. They began to communicate each other listening to the other’s sounds. The author tried to 
select teaching materials suitable for those instruments. 
 For children, it is important to enjoy playing instruments before performing instrumental ensemble at the 
nursery. They began to understand the timbre as well as the name of the instruments. When playing the  
musical tunes, an arrangement of the appropriate instruments is a must. These tunes such as [Amefuri] 
[Tanabata] [Aiai] were chosen for the performance. 
 The author was surprised to listen to an excellent performance of [Hungarian Dances, No.5] by children at 
Christmas concert of a nursery. It is advisable for children to select the classical music with a contrast such as 
strong parts as well as quite ones. Teacher’s accompaniment and conduct are necessary. 
 In conclusion, good communications via musical sounds make the children perform good instrumental 
ensemble at the nurseries.  
 
キーワード：表現，幼児期，音に関わる遊び，コミュニケーション 
Ｋeyword：expression，childhood，playing on sounds，communications 
 

 

はじめに 

筆者は平成 18 年から 1 年間、名古屋市内Ｉ保育所

で ASD（Autism Spectrum Disorder）の年長男児の

支援に当たりながら、他の子どもとも楽器遊び等を行

った。平成 19 年から１年間は名古屋市内Ｗ保育所で

特別な支援を必要とする子どもたちと園内のプールで

水遊びや公園での外遊び等を共にした。同時に年中・

年長児を対象としたわらべうたの実践、ごっこ遊び、

生活発表会等も見せていただいた。外遊びに出かけた 
際、特別な支援を必要とする子どもたちが、石を叩い

て互いに音を聴きながらコミュニケーションしていた 
が、楽器を手にする前に、このように身近な音を聴き

合う活動が必要ではないかと思われた。 

 平成 22 年度から毎年、名古屋市内Ｅ保育所のクリ

スマス音楽会に伺った。演奏曲目は、幼児歌曲以外で

は「あまちゃんのオープニング曲」、「宇宙戦艦ヤマト」、

エルガー作曲｢威風堂々」、ドヴォルザーク作曲「交響

曲第 9番「新世界」第 4楽章」等であった。子どもた

ちの演奏はいつも実に素晴らしく、なぜこのように素

晴らしいのか、選曲、楽器の選択、指導方法等の分析

が必要と思われる。 
 筆者は、このように、たびたび保育現場に伺い、軽

度発達障害の子どもたちの支援も含めて「自由遊び」

の時間に音に関わるいろいろな遊びをしたり、クリス

マス音楽会を共に楽しんだ。子どもたちとのふれ合い

の中で学んだこと、理解されたこと等を本論文では「奏
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でること」に限定して明らかにしてみたい。 
奏でることは、それ以前に音に関わる遊びが大切と

思われる。幼児の音に関わる遊びは 2 つに大別される。

１つは身の回りの物や廃材を使った「音遊び」で、こ

れらを使って筆者が楽器作りを実践しているものにひ

ょうたんマラカス、ペットボトルマラカス、ストロー

笛、一弦箱等がある。 
もう 1 つは、保育所にある楽器を使っての｢楽器遊

び｣である。子どもたちは、楽器遊びから始めて順次、

幼児歌曲、アニメソング、クラシック等まで幅広く演

奏するようになる。 
本論文では 1．楽器作り（1）音遊びの実際（2）手

づくり楽器が生かせる教材 2．保育所にある楽器を使

用して（1）楽器遊び（2）幼児歌曲を演奏する （3）

クラシック音楽を演奏する 以上について考察する。 

 

1．楽器作り 

文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 20 年版）第 2
章 領域｢表現｣の「内容」には「生活の中でさまざま

な音、色、形、手触り、動きなどに気付いたり感じた

りする」等注１と書かれている。身近にある空き缶、空

き箱、ペットボトル等、ゴミとして処分されるもので

あっても、「こんな工夫をしたらこんな音が出た」｢じ

っくり聴くとまるで○○のよう｣等、｢音を聴くこと｣

「音を創り出すこと」によって音楽の表現力が養われ

る。 
 楽器作りでよく使われる音の仕組みとして①太鼓の

ように叩いて音を出す。②バイオリンのように弦を弾

いて音を出す。③マラカスのように振って音を出す。

④ギロのように擦って音を出す。これら 4 つに分類さ

れる注２と思われるが、筆者が楽器作りを試みたのは①

②③である。 
 

(1) 音遊びの実際 

① 石を使用して 
手のひらに石を載せ、それを小さめの石で叩きなが

ら歩く。出会った友だちに自分の名前を言い、お友達

の名前も聞く。お互い石を叩いてコミュニケーション

をする。次いで別の友だちと同じように始める。この

遊びでは、石は大きさ、形、叩き方によって、さまざ

まな音色が出ることを子どもたちは発見する。互いに

名前を知らない友だちがいればこの機会に知ることが

できるし、石を使ってコミュニケーションすることで、

｢あの子と話すのは苦手｣という苦手意識も少しは軽減

されると思われる。 
 
② 空き箱と輪ゴムを使用して（一弦箱） 

子どもたちの家にある牛乳パックやお菓子の箱に輪

ゴムを通して一弦箱を作る。通したゴムを指で弾くと

音が出るが、ゴムの太さや弾く場所によって音の高低、

音色が違うことに子どもたちは気づく。「自分が作り出

した音を友だちに聴いてほしい」、「友だちの見つけた

音を聴いてみたい」と思っているようで、日常的に、

あまり会話が聞かれない友だち同士でも、この楽器作

りでは音を媒介としたコミュニケーションを生みだし

ていると言える。注３ 
 
（2） 手作り楽器が生かせる教材 

① 歌唱教材に手づくりマラカスを取り入れて  

ペットボトルは身近にあるものであり、中身を出し

入れしやすい。筆者が用意したおはじき、あずき、楊

枝を半分に折ったものの中から好きなものを、量を調

整しながらペットボトルに入れて自分のマラカスを作

った。中に入れるものの材質や量を変化させる過程で

音色も変わることを、子どもたちは発見する。 
ペットボトルマラカスや賞状を入れておく筒の蓋を

取った時に出るポンという音を生かせる教材として

「南の島のハメハメハ大王」を選んだ。その理由は、

この歌の 3 番にはハメハメハ大王の子どもが登場し、

「風が吹いたら学校を遅刻、雨が降ったらお休み・・」

という歌詞に対して「そんなのだめだよね」と子ども

たちは言いながら、のんびりとした大王の子どもにど

こか心を魅かれているからである。また、曲の中で何

回も繰り返される「ハメハメハ」とペットボトルマラ

カスの音、筒の蓋を取る「ポン」という音が共調し、

南の島の雰囲気が醸し出され、この教材が適している

と感じた。子どもたちの中に南の島のイメージが膨ら

みつつあるのか、身体を左右に揺らしながら奏でたり

歌ったりしていた。 
 

② 民謡に手作り太鼓を取り入れて 
保育所の夏祭りや運動会では、はっぴを着て力強く

和太鼓を演奏する子どもたちの笑顔にしばしば出会う。

和太鼓ほどの力強い音は出ないとしても、「自分の楽器

で練習できる喜び」のために太鼓作りを試みた。作り

方は簡単で、B4 判～A4 判ぐらいの大きさの空き箱を

ラップの芯 2 本で叩いて音を出す。 
筆者は 4、5 歳児に山形県の民謡「花笠音頭」に手

づくり太鼓でリズムを叩くことを試みた。たいへん華

やかな「花笠音頭」を、まず写真等で見てから提示さ

れた比較的簡単なリズムパターンを子どもたちは叩い

た。（図 1） 
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図 1 
 
楽器作りの過程で見られたように「自分の音を創り出

す」「自分で創りだした音を聴いてみる」という活動や

「友だちの音も聴いてみたい」との思いからは、表現

力の芽生えや聴くことの育ちが感じられた。これらは、

歌うこと、演奏することの土台となる表現力、音楽的

能力の育成に繋がると思われる。 
次に保育所にある楽器を使った活動について論ずる

が、これらは手作り楽器を使った豊かな音楽活動を経

て始められることが望ましい。 
 

2．保育所にある楽器を使用して 

楽器遊びおよび演奏を考えた場合、教材は子どもが

興味や関心を持つものでなければいけない。子どもた

ちが「わー 音がきれい」と感じたり、思わず身体を

動かし楽器を打ちたくなることは表現の原点であると

思われ、そんな教材が望ましい。低年齢の子どもを対

象に、日頃実践している「楽器遊び」を 2 例挙げる。 

 
（1） 楽器遊び 

① ｢器楽合奏はこうして始める｣ 

4 色の靴下を使った楽器遊びである。赤の靴下の片

方にカスタネット、ピンク色の靴下の片方にタンバリ

ン、黄色の靴下の片方に鈴、青色の靴下の片方にトラ

イアングルを、子どもたちのよく見える位置に置く。

子どもたちには 4 つの楽器のいずれかを渡す。そして、

大人の両手両足にもう一方の靴下をはめる。（4 箇所の

どこに何色の靴下をはめるかは自由）たとえば、大人

が黄色の靴下を動かした時には鈴を持っている子ども

たちが鈴を鳴らし、青色の靴下を動かした時にはトラ

イアングルを持っている子どもたちがトライアングル

を鳴らす。赤とピンクが同時に動いたり、手と足を伸

ばして 4 つの靴下が動いたりする。次に、この大人の

役割を子どもたちが順番に行う。前に出てきて、ゆっ

くり手足を動かす子ども、｢皆できる？｣と言って、も

のすごいスピードで手足を動かしたりジャンプしたり

してヒーローぶりをアピールする子ども、それを見て

いる子どもたちの反応は「道路で旗を振っている人み

たい｣「スケートの羽生君みたい」等々。この楽器遊び

では、子どもたちは「どの靴下が動くかな」とわくわ

くしながら見入ったり楽器の重なる音色を聴き入った

りしている。 
 

② 「お誕生月なかま」（楽譜 1）

 

 
          楽譜 1 
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｢お誕生月なかま｣という曲の楽器遊びである。 
子どもたちは円になり、その中央に色々な楽器を並

べておく。誕生月以外の子どもたちがピアノに合わせ

て歌い、誕生月の子どもは円の真ん中に出てきて好き

な楽器を好きなように鳴らし 後はポーズ。 
これら 2 つの楽器遊びは参加している子どもたち全

員に必ず出番がある。自由に身体を動かし楽譜に左右

されることなく好きな楽器を手にし、創造的に奏でる

ことができ、どの子どももヒーローになれる。また、

音色を友だち同士聴き合うこともでき、表現力が育て

られると思われる。 
 
（2） 幼児歌曲を演奏する 

子どもが手にとって容易に音が出せる打楽器で、保

育現場でも比較的よく耳にするのはカスタネット、鈴、

タンバリン等々である。季節や行事に関するおおかた

の歌唱教材が器楽教材になり得ると思われるが、曲想

に合った楽器選びをすることが大切である。また、奏

でる楽器がうるさくならないように楽器の種類、数等

編成が重要である。 

平成 18 年にＩ保育所で年長児に実践した 2 例を挙

げる。「七夕」では、子どもたちが短冊に願いを込めて

笹につるし、上記の 3 つの打楽器ではなく、ピアノの

伴奏でツリーチャイムのみを使って笹の葉が擦れ合う

音を表現した。また、｢雨ふり｣を歌う際に小さな太鼓

を用意し、実際の雨の音を聴きながら一人ひとりに太

鼓を使って雨の音を表現してもらった。手をいっぱい

広げて大きな音を出す子ども、小さな音で細かく叩く

子ども等さまざまで、保育者と子どもたちとの間には、

雨をイメージしながら音楽的コミュニケーションが生

まれた。 
 そもそも幼児歌曲には太鼓は、やや重い感じがして

取り入れられていないことも多いが、次の曲「アイア

イ」（楽譜 2）の合奏では、太鼓が大切な役割を果たし

ていると言える。はじめの「アイアイ」は太鼓でどっ

しりとおさるさんの登場を表し、次の「アイアイ」は

カスタネットで軽く弾むように繰り返し、このかけ合

いが実に楽しい。そして、鈴でおさるさんのひょうき

んさが表現され、思わず身体を動かしたくなる曲だと

思われる。 

               アイアイ          相田裕美 作詞 宇野誠一郎 作曲 

 

          

 楽譜 2 『幼児のための音楽教育』 神原雅之他編著 教育芸術社 159 頁 平成 22 年 
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（3）クラシック音楽を演奏する 

平成 25年 12 月にＥ保育園のクリスマス音楽会で聴

き、感動したクラシック音楽の曲目は、チャイコフス

キー作曲「バレエ組曲 くるみ割り人形」から「金平

糖の精の踊り」、ブラームス作曲「ハンガリー舞曲 第

5 番」であった。この 2 曲ついて演奏の分析を行い、

楽器の編成等について考察する。 
 

① 「金平糖の精の踊り」 
年長児 14 名の演奏である。メロディーは、Ｅ保育

所の音楽講師による電子ピアノの演奏と鉄琴を担当す

る 2 人の子どもが奏でる。その他の子どもたちは音の

違ったハンドベルを 2 本ずつ持ち、小節のはじめに和

音として奏でる。これらの和音の響きは、クリスマス

の真夜中、金平糖の精が兵士の姿をしたくるみ割り人

形と踊る、ちょっと愛らしくちょっと不思議な雰囲気

をみごとに醸し出し表現していると言える。また寂の

部分では、ハンドベル担当の子どものうち 3 人が鈴に

持ち替えてトレモロ奏法で鳴らす。ツリーチャイム、

ハンドベルも加えて演奏される。 
若干指導法にふれると、子どもたちはハンドベルを

演奏する順番に並んでいるので、保育者は観客の邪魔

にならないように床に座って一人ひとり順番に顔を見

ながら指示を出し、待っている子どもたちは｢次は自分

の番だ｣とわかるようになっている。 
 

② 「ハンガリー舞曲第 5番」（楽譜 3） 

 

 

 
楽譜 3 
 
演奏は｢金平糖の精の踊り｣と同じメンバーである。

楽器の編成は、大太鼓 1、小太鼓 2、シンバル 2、タン

バリン 4、トライアングル 2、カスタネット 3、鉄琴 2、
音楽講師による電子ピアノ。 
 1 小節目から大太鼓、小太鼓、シンバルを担当して

いる子どもたちは、力強く拍を打ち、リズムにのって

演奏できているので曲が非常に引き締まって聴こえた。

楽譜の 25 小節目（繰り返しは省く）から 4 小節（meno 

mosso）は、以前とは対比的にトライアングルで少し

ゆったりと艶っぽく。その後は、また力強く。39 小節

目から 2 小節（meno mosso）はトライアングルと鉄

琴。その後の 2 小節はカスタネットで軽く切っていく

感じ。この曲も保育者による指揮がなされている。 
これら 2 曲から楽器の編成について考えられること

は、曲全体で力強く盛り上げるところは全楽器による

演奏にし、それとは対比的に寂の部分や meno mosso
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等があるところは、演奏する人数も少なくし楽器の音

色も変える。そうすることで、どちらも生き生きする

と思われる。この保育所では毎週リトミックという課

業があって、楽器にふれる音楽活動がたくさんなされ

ている。その土台の上に年一回のクリスマス音楽会が 
あり、練習も保育者指導型ではなく、皆で話し合って

練習が行われている。CD ではなく保育者が電子ピア

ノを演奏することにより、子どもたちの演奏も同時に

聴くことができ、曲に適したテンポ、雰囲気を伝えな

がら微調整もできる。すごくテンポの早い曲を選ばな

ければ、クラシック音楽も保育の現場で、ぜひ挑戦し

てほしいと願っている。 
 
「奏でること」のまとめ 

 生活の中でのさまざまな音に耳を傾け、身の回りの

ものを用いて音を工夫し、手作り楽器の作成を試みた。

手作り楽器を友だち同士聴き合う場面も見られ、音を 
媒介としてコミュニケーションが生まれていた。さら

に、手作り楽器の音色が生かせる教材も考案した。 
 また、保育所での器楽合奏の際には、前段階として

皆で楽しめるような「楽器遊び」が大切である。たく

さん遊んで、子どもたちが音を聴き合う中で楽器の名

前・音色がわかるようになる。歌唱教材を演奏する場

合は、奏でる楽器がうるさくなく、曲想に合った楽器

の編成が重要である。日々の実践例として「雨ふり」

「七夕」「アイアイ」を取り上げた。前述したように子

どもたちにはクラシックにも、ぜひ挑戦してほしいと

思い、力強い部分、静かな部分等、コントラストがは

っきりしている曲を選ぶことが望ましいと考える。そ

の場合、保育者の伴奏、指揮は欠かせない。保育所で

の日々の生活の中で音を媒介としたコミュニケーショ

ンがあってこそ、素晴らしい表現、器楽合奏がありえ

ると言える。 

おわりに 

「このように奏でなさい」ではなく、幼児期には、

子どもたちの「奏でたい」いう気持ちを大切にし「奏

でること」の感動を伝え合うことが大切と思われる。

次号では保育所での実践から「歌うこと」について考

察し、領域「表現」の課題について明らかにしたい。 

 

注 
１ 文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 20 年版） 

チャイルド社  平成 26 年  39 頁  
 
2  香曽我部 琢「手作り楽器の例」 『実践しながら 

学ぶ子どもの音楽表現』   石井玲子編著 
明治図書   平成 21 年  99 頁 

 
3  『楽器づくりによる想像力の教育 ―理論と実践―』小

島律子、関西音楽教育実践学研究会著  黎明書房 
    平成 25 年  75 頁～77 頁 
 

参考文献  
『子どもを音楽好きにする!  楽器遊び ベスト 40 』 

熊木眞見子著  明治図書   平成 21 年 
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保育内容総論の研究（１） 

－宍戸健夫の保育カリキュラム研究分析－ 

 

A Study of Introduction to Childcare and Education (1) 
-Analysis of the nursery school curriculum studies Takeo Sisido- 

 

後藤 由美 

清須市ネギヤ保育園 

 
Yumi Goto 

Aichi Mizuho Junior College 

 
Abstract 

The focus of this study is on “General Theory in Childcare and Education,” a subject introduced, with a crucial role to play, 
in the curricula for the education and training of nursery school and kindergarten teachers. The key objective of this study is 
to reconsider the theoretical foundations of this subject in approaching its progressive implementation. 

Other subjects related to the content of childcare and education within the curricula for the education and training of 
nursery school and kindergarten teachers include, “Curriculum Theory in Kindergarten Education,” “Early Childhood 
Education Methods,” “Principles of Childcare and Education,” and “Principles of Early Childhood Education.” Therein, the 
subject most closely related to General Theory in Childcare and Education is “Curriculum Theory in Early Childhood 
Education.” However, to date, there has been little investigation into the content of General Theory in Childcare and 
Education at the syllabus level and few clear investigations into its ranking in relation to other subjects. Therefore, in this 
study, we engage in a structured theoretical inquiry into “General Theory in Childcare and Education” that can assist with 
general teaching in the field of childhood care and education. This paper reviews prior research into early childhood 
education curriculum studies in Japan and aims to elicit suggestions that will contribute to the conceptualization of General 
Theory in Childcare and Education 
 
キーワード：幼児教育、保育内容総論、カリキュラム 
Keywords:Early childhood education,General Theory in Childcare and Education, Curriculum

 

Ⅰ．研究目的 

１．保育内容総論における現状課題 

 近年、子どもを取り巻く環境は大きく変化し、平成28年に

中央教育審議会による幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等に

ついての答申１）では、グローバル化は我々社会の多様性をも

たらし、また、急速な情報化や技術革新は人間生活を質的に

も変化させつつある。こうした社会的変化の影響が、身近な

生活も含め社会のあらゆる領域に及んでいる中で、子供たち

の成長を支える教育の在り方も、新たな事態に直面している

ことは明らかなことであるとしている。これらの背景を踏ま

え、保育の計画が必要とされ、保育士養成では新たな「保育

内容総論」が求められることは周知の通りである。既存の保

育内容総論は、2009年（平成22年）「保育士養成課程等検討

委員会」における「中間まとめ」では「保育内容」と「保育

内容総論」と「保育内容演習」にわける。保育内容の全体的

な構造や総体を理解した上で、養護と教育に関わる領域など

について学ぶことが必要であるため、総論と内容演習の教科

目を設定するとされている。現在使用されている保育内容総

論のテキストでは、柴崎らの「保育課程・教育課程総論」２）

では、保育の基本と計画、指導計画の種類と役割、各年齢に

おける計画の考え方、小学校における計画の関係、保育にお
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ける計画の変遷、日案、週案の作成、教育課程の見直しなど

が挙げられる。及川らの「保育内容総論」３）では、保育内容

総論の意味、保育内容の歴史的変遷、保育内容と子どもの発

達、保育内容における遊びの意義、保育内幼と環境、保育内

容と子どもの生活、幼稚園教育要領、保育所保育指針と保育

内容、保育内容おけるカリキュラム、保育内容の課題で構成

されている。 

これらの点から、保育内容総論では具体的に保育所保育指

針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育要領のねらい

と内容を中心に、指導計画の立て方や各領域の捉え方、子ど

もの発達や遊びなど総合的に展開することを目的としている

が、各年齢における指導計画に関する項目が多いことが分か

る。 

  

２．保育カリキュラムにおける先駆的研究 

保育カリキュラムが重要視され様々な研究がなされてきた。

そこで、その中でも、保育実践や日本の保育史、保育カリキ

ュラムの研究を先駆的に積み重ねてきた宍戸健夫の歴史的遺

産にあたる研究は、「保育史」「保育制度、行財政」「教育計画、

保育計画、指導計画」「乳児保育」「児童文学」など多岐にわ

たり、その功績は今の保育に生かされている。 

 

３．目的 

そこで、本研究では、保育内容総論におけるカリキュラム

研究の一環として、宍戸健夫の幼児教育研究における幼児教

育分野での功績を整理し、分野ごとの文献リストを作成する。

その中から代表的研究である保育カリキュラムにおける研究

成果を整理、分析し、保育内容総論における内容構成の資源

とすることを目的とする。 

 

Ⅱ．研究方法 

 現在、使用されている保育内容総論におけるテキストを整

理し、分析する。 

 今に至るまで、宍戸健夫が幼児教育分野でどのような研究

を行ってきたか整理した。研究方法として、国立情報学研究

所に登録されている論文、図書、雑誌を抽出し、１７８本に

も及ぶ膨大な文献を、日本保育学会によるキーワード①保育

思想、保育倫理、保育史②保育制度、保育行財政③発達論、

心身の発達④教育計画、保育計画、指導計画、評価⑤保育内

容Ⅰ（保育内容総論、遊び）⑥保育内容Ⅱ（健康、人間関係、

言葉、表現、環境）⑦保育方法（保育方法論、保育形態、幼

児理解）⑧保育環境、保育教材⑨乳児保育（０，１歳児保育）

⑩障害児、障害のある子どもを含む保育⑪児童文化、児童文

化財⑫保育者の資質能力、保育者の専門職性⑬保育専門職の

養成⑭家庭教育、家庭教育及び地域との交流、子育て支援⑮

幼保の一元化、幼保小連携⑯多文化教育、異文化理解の１６

項目にその他の項目を追加し、１７項目より文献に即してそ

の特徴を明らかにした。その中から、教育計画、保育計画、

指導計画、評価に関する研究に着目し研究リストを作成する

と共に、代表的研究を取り上げ、歴史的経過及び研究内容の

比較をし、宍戸健夫が構築した保育カリキュラム論を整理す

る。 

 

Ⅲ．研究結果 

1958年から現在に至るまで宍戸健夫が研究を行ってきた

功績を分野ごとに分類し本数の合計を示した。（表１に示す。） 

①保育思想、保育倫理、保育史では61本あり、戦後の保育

や明治・大正・昭和における保育史について整理されている。

子どもをとりまく時代背景に伴い、保育がどのように変化し

てきたのか、また、その時代ごとの課題を取り上げている。

また、倉橋惣三における保育倫理、保育思想についての研究

も挙げられ、日本の保育における海外の知識の影響や保育の

基盤にあたる思想などが明記されている。④教育計画、保育

計画、指導計画、評価では、26本あり幼児教育構造、就学前

教育のカリキュラムの在り方、新幼稚園教育要領、保育所保

育指針の改訂、保育カリキュラム、プロジェクト活動の位置

づけなどが挙げられる。 

⑤保育内容Ⅰ（保育内容総論、遊び）では、19本あり、親と

保育者が保育のおもしろさを共有するには「父母と共につく

る保育内容」や幼保一元化議論について検討されている。 

 

 

表１．宍戸健夫による研究論文リスト 

分野 本数 

①保育思想、保育倫理、保育史 61 

②保育制度、保育行財政 5 

③発達論、心身の発達 5 

④教育計画、保育計画、指導計画、評価 26 

⑤保育内容Ⅰ（保育内容総論、遊び） 19 
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⑥保育内容Ⅱ（健康、人間関係、言葉、表現、環境） 0 

⑦保育方法（保育方法論、保育形態、幼児理解） 5 

⑧保育環境、保育教材 0 

⑨乳児保育（０，１歳児保育） 0 

⑩障害児、障害のある子どもを含む保育 1 

⑪児童文化、児童文化財 2 

⑫保育者の資質能力、保育者の専門職性 0 

⑬保育専門職の養成 １ 

⑭家庭教育、家庭教育及び地域との交流、子育て支援 4 

⑮幼保の一元化、幼保小連携 2 

⑯多文化教育、異文化理解 5 

⑰その他 42 

 

 その中から、教育計画、保育計画、指導計画、評価に関係

する文献をリスト化し整理した。（表２に示す。） 

 

 

表２．宍戸健夫による教育計画、保育計画、指導計画、評価に関する文献 

 

年 テーマ 出典 

教
育
計
画
、
保
育
計
画
、
指
導
計
画
、
評
価(

2
6
)
 

1960 青年教育再編成の基本的視点－中等教育 教育 10（14） 

1961 明治後期における幼児教育構造についての一考察 愛知県立女子大学・愛知県立

女子短期大学紀要 

1973 就学前教育のカリキュラムのあり方（「教育内容の改革」

をめぐる問題をどう考えるかー日教組教育制度検討委員

会第３次報告 

国民教育（18） 

1997 日本の構造をどう捉えるか(3)〈日本教育学会第 55 回大会

報告〉 

教育學研究 64（１） 

1999 新幼稚園教育要領を読み解く 保育情報(265) 

1999 保育所保育指針の改訂（案）について 保育情報(271) 

1999 解説新保育所保育指針―保育所保育指針の改訂で、どこが

どうかわったのか 

保育情報(274) 

2000 幼稚園教育要領をめぐって 教育學研究 67(1) 

2001 これからの保育カリキュラム研究の視点を探る（２）実践

を土台にした保育カリキュラムの構造化を考える 

日本保育学会大会研究論文

集(54) 

2001 展望保育学の過去・現在・未来－保育カリキュラムを中心

に（保育の歩み（その１）） 

保育学研究 39(1) 

2002 保育の構造にプロジェクトをどう位置づけるのか：子ども 教育學研究 69(1) 
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の意思表明権に視点をあてて〈特集日本教育学研究第 60

回大会報告〉 

2002 保育のカリキュラムについての歴史的考察 保育の研究(19) 

2006 日本における保育カリキュラムの誕生 同朋大学論叢(90) 

2007 改定「保育所保育指針」中間報告（素案）について 保育情報(371) 

2007 特別講座伝え合い保育の現在（特集第４６回全国保育問題

研究集会・報告） 

季刊保育問題研究(227) 

2007 改定「保育所保育指針」（中間報告を考える）（特集幼稚園

教育要領と保育所保育指針の改定の論点をさぐる） 

季刊保育問題研究(228) 

2008 新幼稚園教育要領の改定点とその問題点 保育情報（379） 

2008 「協同的学び」とは何か：幼児教育におけるプロジェクト

活動の可能性を考える 

保育学研究 46(2) 

2010 和光幼稚園の保育 その歴史的な意義について（和光大学

ワークショップ幼児期に育てたい力幼小接続問題と和光

鶴川幼稚園の保育） 

和光大学現代人間学部紀要

(3) 

 

2010 保育カリキュラム（保育過程）について考えるー保育カリ

キュラムの構想 

保育の研究(23) 

2011 保育実践のまなざし－戦後保育実践記録の 60 年」 人間教育の探求(23) 

2012 誘導保育、日本の自然教育と生活課題について 幼児教育史研究 7 

2012 保育実践史の中のプロジェクト・メソッド 幼児教育史研究７ 

2015 保育とは何かを考える：新制度の実施にあたって 季刊保育問題研究(271) 

2016 保育構造論から見る保育計画：プロジェクト活動を考える 季刊保育問題研究(277) 

2017 特集対談 あらためて「課業」を考える 季刊保育問題研究(285) 

 

Ⅳ．教育計画、保育計画、指導計画、評価における代

表的研究 

 宍戸健夫による教育計画、保育計画、指導計画、評価を特

徴とする代表的研究を分析する。 

１．保育カリキュラムの研究課題について 

１－１．保育の研究第23号 

「保育カリキュラム(保育課程)について考える」４） 

  エングダールは保育カリキュラムを考えるとき、大切なの

は「子どもの見方」である５）とのべ、「教師は、子どもの100
の言葉に耳を傾け、思い込みを排して、子どもとコミュニケ

ーションを取らなければなりません。それは、子ども達が議

論し、相談し、批判することをどのように学んでいるのかと

いうことにも関係しています。最終的な目標は、事実をやり

過ごしているのではなく、意味の共同的創造です。学ぶこと

は、プロセスであり、テーマをもってプロジェクトに取り組

んでいる時が最も学んでいる状態に達しているといえます。

このような子どもの見方は、教師に共同研究者

（co-researcher）であり、構（constructor）としての教育士

（pedagogue）という新たな役割を与えています」６）この提

案に、私たちの保育カリキュラムを構築する上でどう考えた

らよいかを探っている。宍戸は、日本のカリキュラムの型（タ

イプ）を３つのタイプとし、環境構成型（あるいは自由遊び

型）、設定保育型（あるいはねらい達成の領域型）、プロジェ

クト型（主題・探求型）とし、この３つの型を活かした保育

カリキュラムの構想を目指した。その結果、環境構成型、設

定保育型に付け加えてプロジェクト型の３つの顔(型)を持っ

ているが、そのどれかにとらわれようとするのではなく、保

育カリキュラムの全体構造を構想しようとしたものであると

した。そして、宍戸は、保育カリキュラム論は、保育実践を

通してどう生かすかによってよりよいものになり、科学的に

92



ノート 

 

なっていくのだと言っている。 
 
１－２．「保育構造論からみる保育計画」７） 

 ここでは、「保育計画」をどう把握したらよいのか、そこで

「保育計画」（保育カリキュラム）をどう考えるのかをテーマ

に「保育計画」からはじめて、「保育構造」を考えプロジェク

ト活動をどう位置づけるのかを検討している。 

 宍戸は、まとめとして以下のように示している。 

①各活動が連動し合う保育活動であること。 

②「話し合いは」子どもの相互の理解を深め、活動を連動さ

せる鍵であること。 

③一人一人が集団生活の中で輝いていること 

④父母との連携を大切にすること 

これらの点が、これからの保育計画（保育カリキュラム）

にとって重要だと述べている。 

 

１－３．「日本における保育カリキュラム」８） 

 日本における保育カリキュラムで宍戸は「保育の質・教育

の質を規定するのは、保育条件であることは言うまでもない

が、同時に保育カリキュラムの問題でもある」とし「保育カ

リキュラムは、子ども一人ひとりが、その生活や発達に即し

て、将来にむけて健やかに成長することを願い、とりくむ、

保育活動の全体的な計画である。」９）としている。具体的内

容として①教育基本法の「教育の目的」や学校教育法にある

幼稚園の「目的」「目標」などをふまえて、どういう子どもに

育てたいのかという保育目的・目標がある。②子ども一人ひ

とりを自立させるために基本的生活習慣を養うことについて

の配慮がなされている。③子どもの主要な活動である遊びが

どのように位置づけられ、その充実にむけてどのように計画

されているかが、わかるものでなければならない。④子ども

の興味をひくような遊具、教材、教具がどれだけ用意されて

おり、それらが子どものからだ、ことば、造形など基礎的な

知識・技能を伸ばすために作成されている。⑤年間を通して

行事、飼育、栽培、園外保育などプロジェクト活動が子ども

達との「話し合い」のもとに計画され、それらが一定の教育

効果をあげていることを目指している。⑥子ども達の基礎的

生活習慣が自立するだけでなく、集団生活において、クラス

運営上の自治的活動（仕事）が組織され、社会的能力の基礎

を形成しようとしている。⑦保育者と子ども、子どもと子ど

もの相互の「話し合い」「伝え合い」がたえずおこなわれ、相

互理解のもと、人間関係が豊かに発展させられ、その中で、

一人ひとりの社会性が育てられようとしている。⑧保育実践

が記録され、それが保育者集団によって討議され、評価され、

保育計画が見直され、保育実践の質を向上しようとしている。

⑨保育実践の結果にもとづく、新しい保育カリキュラムの編

成が保育者集団の民主的な話し合いで進められている。⑩保

育カリキュラムについての理解と協力をえるための父母たち

との連絡・交流や会合が計画されているとことを提案してい

る。 

また、日本の保育カリキュラムとその発展について、歴史

的な経過とその課題が明らかになっている。 

 

Ⅴ．日本における保育カリキュラムの歴史的研究 

１－１．倉橋惣三の保育カリキュラム研究の成果と特徴 

 １．系統的保育案 

 系統的保育案とは、倉橋惣三を中心とする東京女子高等師

範学校附属幼稚園の教師たちが作り上げた「系統的保育案の

実際」（1935年、昭和10年）である。 

 1884年同校附属幼稚園規則では、保育内容として20の「課」 

（課目）を定めている。７）「会集」「修身ノ話」「庶物ノ話」 

「木ノ積立テ」「板排へ」「箸排へ」「鐶排へ「豆細工」「珠繋 

ギ」「紙織リ」「紙摺ミ」「紙刺シ」「縫取リ」「紙剪リ」「画キ 

方」「数へ方」「読ミ方」「書キ方」「唱歌」「遊嬉」の「保育課」 

である。これらのうち、「木ノ積立テ」「板排へ」「箸排へ」「鐶 

排へ「豆細工」「珠繋ギ」「紙織リ」「紙摺ミ」「紙刺シ」「縫取 

リ」「紙剪リ」「画キ方」は当時恩物とされていたフレーベル 

主義の教具である。しかし、このような「恩物」中心の保育 

カリキュラムはフレーベルの精神に反するものとして明治 

20年から30年にかけて批判され、1989年（明治32年）の「幼 

稚園保育及設備規定」では「保育ノ項目」を「遊嬉」「唱歌」 

「談話」「手技」の４項目とし、「恩物」は手技という名称の 

中に含み込まれた。こうした動きの中で、東京女高師助教授 

で同好附属幼稚園批判係を担当していた東基吉（1872～1958） 

は保育４項目の立場に立った「幼稚園保育法」（1904年）を 

著した。ほとんどの保育時間を「自然活動を十分満足せし 

め」るような種々の遊技に当て、「恩物」中心から「遊戲」中 

心に移行していった。その後、東京女高師助教授として就任 

した和田実（1876～1954）と中村五六と「合著」で「幼児教 

育法」（1908年）を出版した。和田らは、保育全体を「習慣」 

の教育と「遊戲」の教育との二つの内容で、「習慣的教育法」 

を明らかにするとともに、「遊戲」の体系とその誘導的な教育 

方法を明らかにした。 

 

１－２．保育カリキュラム改革 

 倉橋惣三は、幼児の積み木遊びとして幼児たちにさせたか

ったとし、フレーベルの恩物を一つの籠にいれ、「積木玩具」

として欲しいだけ使わせるようにしたことで、子ども達は、

多種類の積み木を一度に数多く使えるようになり、積み木の

面白さを倍増させるものであり、恩物の指導体系を大きく異

なった。 

 J・デユーイが娘のE・デューイと共同して書いた「明日の

学校」（1915年）の中でコロンビア大学の附属幼稚園の実践

を取り上げ、高く評価されていた。コロンビア大学に所属し

ていたW・H・キルパトリックが、J・デューイの理論を学び、

教育方法論としての論文「プロジェクト・メッソド（The 

Project Method）」（1918年）を発表した。 
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また、P・S・ヒルを中心として、J・デューイやキルパトリ

ックに学んでカリキュラム研究が進められており「コンダク

ト・カリキュラム（A Conduct Curriculum for the 

Kindergarten and First Grade）」（1923年）である。 

 こうして、倉橋は「一つの目的をたてて、其目的に向かっ

て問題を解決していく。或いは、単に抽象的な問題を解決す

るばかりではなく、具体的解決、即ち製作というものをさせ

ていく」１０） 

1923年（大正12年）には、乙竹岩造による「プロジェク

ト法と幼稚園の作業」の中でプロジェクト・メッソドは次の

ような特徴を挙げられている。 

①近年、アメリカの教育界でさかんに唱導されているプロジ

ェクト・メソッド法とは、教材すなわち題材を、一つの計画

または構案の形で学習させようとするものである。 

②幼稚園は保育の場であって、規則的な教授学習によるもの

ではない。幼稚園は遊戯を主とするところがあるが、遊戯か

ら作業へと進んでいくものである。しかし、それは、学校の

作業とはちがい、遊戯的作業である。 

③遊戯的作業といっても、ただ、手当たり放題に子供を活動

させればいいというものではなく、なんらかの教材や対象が

あり、計画構案の考えを取り入れた作業である。 

④着眼点は、遊戯にせよ、作業にせよ、これを演じ、これを

行う子供のその態度の上に、自らを計画し、自らこれを構案

し、自ら工夫し、自ら処理をし、自ら解決を遂げては、さら

に、また新しく自ら計画するということにある。 

⑤この方法では、その手続きと範囲とは多種多様であって、

無限に展開される。子供の興味は湧き出る泉のように、こん

こんとして流れ尽きぬものになるであろう。 

 

１－３．系統的保育案の完成－誘導保育案を主軸とする保育

カリキュラム 

 「系統的保育案」は東京女高師附属幼稚園編「系統的保育

案の実際」（1935年）に、倉橋惣三を中心とする東京女高師

附属幼稚園の教師たちによる共同研究によって作成され、日

本での保育カリキュラムの誕生であった。「系統的保育案」は

幼児たちの生活を基盤とする保育案であり、倉橋は「先づ十

分に自然な子供の生活形態を形づくらせて、それぞれの間に

十分の自己充実が出来て行くようにしてやるのが要締の第一

だ」１１） 

と明記している。また、「生活」という項目の中で「自由遊戯」

と「生活訓練」に分けている。倉橋は、「自由遊戯」を幼児の

生活は自由遊びから始まるのである。それは、保育の一部に

とどまるものではなく、どこまでも「保育の基底」である。

その遊び方の指導の一つは幼児の自発的な曾比に指導をあた

えること、もう一つは自由遊びを誘導し、また、豊かにし、

変化を与えることである。前者は、指導法であるが、後者は

「一種の保育計画」である。保育者は常に、幼児の楽しむ遊

び方の種類を多く用意し、幼児の年齢に応じ、季節に従い、

場面に即して、これを自在に用いることが出来なければなら

ない。１２）としている。 

「生活訓練」とは、「幼児の生活によき習慣をつけることであ

る。」１２）幼児の道徳訓練の全面にわたる要目をあげたもので、

「生活訓練」のための時間や方法を設定して行おうとするも

のではないとしている。 

 「保育設定案」と「過程保育案」を含む「保育設定案」は

「生活」とはことなり「方法的設定の性質」をもつものであ

り、「保育者の方から持ち出し、少なくとも持ちかけていく方

法的予案である」これまでの保育案は学校の時間割のように

「遊戯」「唱歌」「観察」「談話」「手技」といった保育５項目

を配当羅列したようなものであり、いわば「過程保育案」だ

けの保育案であった。それに対して、新しい保育案は「生活」

を基盤とするとともに、「誘導保育案」を「設定保育案」に加

えることで「何とかして、生活形態にし、幼児の生活感情を

活かしてゆくことはできないか」１３）と倉橋は考えたのであ

る。 

 「誘導保育案」について倉橋は「子供が何の気もなく唯や

って居ります自由遊びの中の各要素、主題と計画及び期待効

果と云うものを、自然のまま以上にはっきりさしてきたもの

であるともいえます。ただ、そこで欠けているものは一定の

継続時間で、之さえ指導されれば、それで立派な誘導保育案

の特質が見えてくる」７）ものである。 

 「過程保育案」とは、保育項目のそれぞれが誘導保育案の

中にすべて導き入れられてしまうのではなく、独自にとりあ

げて指導する必要があるのではないかと考えられている。 

 倉橋が考えていた「系統的保育案」とは、「自由遊戯」「生

活訓練」「誘導保育」「過程保育案」の項目がばらばらに展開

されるのではなく一体として展開されることが望ましいとさ

れていた。 

しかし、倉橋らはこれに満足した分けではなく「各クラス

の実際を材料とし、取捨を加え、配合を変え、一つの保育案

として組み立てた」ものであり「現行のまま」でない。また

全国を「将来を規一し、定型せんとする自縄のものではない」

「園としてだいたいの基準下に、各組は各自その保育計画を

立てる」ものであって「年々変化されている」とされている。 

 宍戸は、この「系統的保育案」はその中核に「誘導保育案」

すなわちプロジェクト・メソッドによる保育活動を中核に置

いた構造的カリキュラムとしている。しかも、「誘導保育案」

の中に「保育項目」を取り入れることで近代的なカリキュラ

ムになっている。しかし、「課程保育案」の中で「誘導保育案」

に吸収されることに力点が置かれ、相互関連的な把握が弱く、

「誘導保育案」の「主題」が「遊び」に限定されてしまった

ことが挙げられる。また、プロジェクト・メソッドが問題解

決の方法であることへの認識が弱く、話し合い(相談)活動の

重要性が方法論的に位置づけられている。また、集団活動の

発達をカリキュラムの一つの軸とするには至らなかった。 
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２．保育問題研究会 

 戦前の保育問題研究会の「社会協力」論を受け継ぎ、戦後

の岸和子、海卓子、畑谷光代等の三つの保育実践などを背景

としながら三木安正の「保育計画」が発刊された。 

 三木は、「私の幼児教育論」（フレーベル館1973年）の中で、

カリキュラムの基本的な筋について「幼児教育のねらいを“幼

児期におけるのぞましいパーソナリティの成形”というとこ

ろにおき、それは、幼稚園・保育園の集団生活の指導を通じ

て行われるのだということから、まず子ども達が集団生活は

いったとき、どのような様相をしめすのか、そして、それに

対してどのような指導をおこなうべきかということを考え、

子ども達は豊かで正しい集団生活の場をつくらせ、集団には

いっていけないような子ども達は徐々に仲間に引き入れてや

り、やがてはすべての子どもが集団の一員として自律的な行

動がとれるように導き、そうした雰囲気の中で、望ましい人

格を育てていこうということを大筋とした」１４）カリキュラ

ムの基本は子ども達の集団生活を通して「望ましいパーソナ

リティの成形」（ここでは「望ましい人格」の形成）を目指そ

うとしているものであった。また、城戸の「社会協力」論１５）

を受け継ぐものであり、カリキュラムの中核は「集団生活の

発展」であり、「人間形成の場である「集団生活」を軸として、

身近にふれてくる社会生活の流れにそったことがらの中から

適切な経験となるものを選んで、子どもが興味をもって展開

してゆける遊びと仕事の生活を用意することが「保育計画」

である」1６）とうるものだった。この、保育計画が生まれた背

景には無着成恭「山びこ学校」（1951）などの生活綴方教育で

は、幼児の言葉から幼児の考え方、感じ方を汲み取ることで

「ありふれた経験を言語化する」実践を土台とし、「話し合い」

保育（後につたえあい保育）の実践が展開された。「話し合い」

から「行動」へ、そして「行動」から「話し合い」へと繰り

返されるゆっくりとした取組が必要である。そうした、繰り

返しが子ども達の認識をたしかなものにし、相互理解をすす

めていくこととなり、一人ひとりがクラスを構成するものと

して、どのように生活すればよいかがわかるようになる。そ

れは、子ども同士の人間関係が豊かなものにし、集団生活を

発展させていくものとなると宍戸は言っている。 

３．プロジェクト活動 

 日本におけるプロジェクト活動は、戦後、文部省「保育要

領」（1948年）のもと、戦前の保育５項目主義をのりこえる

ようなごっこ遊びが展開された。その後、６領域が登場し、

「幼稚園教育要領」(1956年)は「自然」を６領域の中に位置

づけた。その後、多くの実践がなされた。その中には、自然

環境を通して、「なぜだろう」「やってみよう」という意欲を

生み出し、共同の主題（テーマ）のもとに協同活動を展開し

ていくきっかけをつくることや子どもたちの要求に根ざした

主題・目標のもと協同活動が生まれる。また、保育の展開過

程には、必ず保育者を含めた子どもたちの「話し合い」があ

るということである。子どもたちがアイディアを出し合い、

工夫、試行錯誤することで、子ども同士の「話し合い」を活

性化させる。そうすることで、子ども達の集団思考力をきた

え、個々の子ども達の思考力を高めていくことになる。 

 子ども達の興味・関心・要求をもとに、グループやクラス

が協力して取り組む活動－それが主題（課題）であり、「中心

となる活動」であり、保育活動の「中心」に位置づけられて

いる。また、その活動の中で「話し合い」は重要な鍵となっ

ている。また「課業的活動」は「中心となる活動」を生み出

す媒介項として大きな役割を果たす。しかし、それだけでは

なく、「課業的活動」は同時に「子どもの感応、表現の力を系

統的に豊かにする活動」として位置づけられなければならな

い。 

 

４．和光幼稚園 

 和光学園における幼稚園、小学校の連携をとりあげて検討

するものである。特に幼稚園におけるプロジェクト活動（総

合活動）の状況と小学校への連携の在り方について考えた。 

 ここでは、プロジェクト活動は教師の意図によってスムー

ズに展開されるよりも「子どもと試行錯誤しながら自分たち

の生活をきりひらいていく」ところに重点がおかれなければ

ならないとするものである。子ども達と教師が「わくわく、

どきどき」を共有する「試行錯誤」の実践であったというこ

が分かる。 

 和光学園における幼稚園教育、小学校連携を大滝・行田・

両角「そだてたいね、こんな学力－和光学園の一貫教育」か

ら紹介する。和光幼稚園は二つの目標を大切にしている一つ

目は「自分が夢中になれる世界で楽しさを実感する」（自然と

かかわり五感をはたらかせて楽しむ/ものをつくる楽しさと

工夫するおもしろさを味わう/体を動かし、あそぶ楽しさを実

感する/知的探求心をもち、自分で考えるおもしろさをひろげ

る）ことである。二つ目は「自分が受けとめられる安心感を

もち、他者とのかかわりを豊かにしていく」（実感ある本当の

楽しさ、うれしさ、つらさ、悲しさを友達と共有する/友達は

自分とはちがうからこそおもしろいと感じる/自分のことは

自分で決める）ことである。教育活動では、生活文化の獲得、

探索的・探求活動、文化共有活動、総合（プロジェクト）活

動５歳児で構成されている。１７） 

和光小学校では五つの要素を大切にしており、幼稚園の連携

を図っている。 

 

Ⅵ．まとめ 

 本研究では、宍戸健夫による幼児教育分野で数々の研究の

特徴を分野に分け、その中から、教育計画、保育計画、指導

計画、評価に関する研究に着目し研究リストを作成すると共

に、代表的研究を取り上げ、歴史的経過及び研究内容の比較

をし、宍戸健夫が構築した保育カリキュラム論を整理し、保

育内容総論における保育カリキュラム資源とすることを目的

とした。 
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 「保育カリキュラムについて考える」では、環境構成型、

設定保育型に付け加えてプロジェクト型の３つの顔(型)を持

っているが、そのどれかにとらわれようとするのではなく、

保育カリキュラムの全体構造を構想しようとするものであっ

た。 
 「保育構造論からみる保育計画」では、各活動が連動し合

う保育活動であること、 

「話し合いは」子どもの相互の理解を深め、活動を連動させ

る鍵であること、一人一人が集団生活の中で輝いていること、

父母との連携を大切にすることが大切である。 

 「日本における保育カリキュラム」では倉橋惣三の保育カ

リキュラムである系統的保育案であり、課業中心型の保育カ

リキュラムだったが、その後、それを批判する多くの主張・

理論や実践が生まれていった。 

 保育問題研究会と「保育案」の研究では保育問題研究会の

「保育案」（保育カリキュラム）の研究で、保育活動は「子ど

もの自然である利己的生活を共同的生活へと指導していく」

ものであるとし、その指導原理を「社会協力」としている。 

 プロジェクト活動では、日本におけるプロジェクト活動の

実践を紹介している。 

 和光幼稚園では、「自由あそび」を「基底」に位置づけなが

ら、中心過程（単元活動、中心になる活動）を主軸に捉えた

問題可決的思考を育てる構造、統合的な教育カリキュラムで

あり、小学校との連携に着目した。 

 集団保育とカリキュラム研究では、戦前の保育問題研究会

の「社会協力」論を受け継ぎ、戦後の岸和子、海卓子、畑谷

光代らの保育実践を背景にしながら作成された三木安正著

「年間保育計画」を取り上げている。 

 これらの宍戸がまとめた歴史的変遷は、日本における明治

から大正時代の保育の移り変わりをまとめている。また、倉

橋惣三の保育カリキュラムでは、系統的保育案から誘導保育

案に至るまでの経過が詳しく書かれている。 

さらに、宍戸が提案している保育カリキュラムには、常に

子どもの発達を踏まえ問題可決的思考を育てる構造をもつ統

合的なカリキュラムが大切だとされていた。その際、実践に

基づく指導計画の分析や比較、さらに領域を超えた遊びのカ

リキュラムを提案されていた。 

このことは、保育内容総論における各年齢における保育の

考え方、計画に結びつく保育・幼児教育課程研究での到達点

とも言える内容が点在していると考えられる。これらの視点

を整理、まとめ、今後の課題である新たな保育内容総論構想

の確立とし、以下に示す。 

１．保育・幼児教育課程研究の到達点を整理し、それを出発

点として保育内容総論を構想する資料とする。 

２．保育指導法に関する先行研究を整理し、それを第2の資

料とする。 

３．従来の「保育内容総論」という名前（類似を含む）の先

行文献の内容を総括し、保育内容総論とは、いかなる目的と

内容の学科目なのかを整理する。 

４．教育課程と指導計画と保育内容総論の果たしうる役割に

ついて考究する。 

５．領域を超えた総合的な保育活動の指導及び内容や方法。 

 本研究における研究結果から、今後は保育指導法の整理、

従来の「保育内容総論」の先行文献の分析、教育課程及び指

導計画の役割の考究、領域を超えた総合的活動の指導及び内

容をまとめ新たな保育内容総論構想試案を作成していきたい。 
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幼児造形における「紙工作モビール」指導法の研究 
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１． はじめに 

モビールとは、動きを取り入れた芸術（キネティック・ア

ート）の一種で、紙などの軽い素材を糸や棒で吊るし、特定

の位置でバランスをとって安定させた作品である。幼児に身

近なキネティック・アートといえば、玩具のやじろべえや遊

具のシーソーやブランコなど、安定した往復運動をするもの

がある。一方モビールは各素材が一か所で吊られていること

が多く、風が吹いたり人が手で触れたりするとゆっくりと揺

れたり回転したり、安定しているが不規則な動きで見る者を

飽きさせず、穏やかな気持ちにさせる。デンマークでは古く

から室内装飾として作られ、現在では日本でもインテリアや

知育玩具として普及している。ベビーベッドの上に吊るした

モビールのゆらゆらと不規則に揺れる動きが、乳幼児に視覚

的な刺激を与えることができる。新生児の視覚は、輪郭はぼ

んやりとし、色もはっきりと区別できないと言われている。

生後２～３ヶ月になると視点を固定できるようになり、動く

ものを目で追うようになる。寝ている時間が多く、また自分

で寝返りを打てない時期の乳児にとって、視界に動くモビー

ルが映ることは、視覚の発達が促されると期待することがで

きる。 

市販されている乳幼児用のモビールは、紙製、木製、プラ

スチック製、布製などが多く、色は視覚が未発達な新生児の

ためのモノクロのものから、色が識別できるようになる乳児

のための色鮮やかなものまで、実にバリエーション豊かであ

る。小さなモチーフを吊るすという簡単な仕組みであること

から、手作りすることも難しくはない。手を動かし造形活動

ができるようになった幼児が制作した作品をモビールにす

ることで、幼児自身が満足感や喜びを見出したり、部屋のモ

ビールを季節ごとに変えることで季節や年中行事を学んだ

りすることができるのではないかと考える。年中行事は子ど

もにとって生活の楽しみの一つであり、季節感や日本・海外

の文化について学ぶ大切な機会である。モビールに季節や年

中行事に関するモチーフを取り入れることで、見て楽しいと

いうだけではなく、コミュニケーションツールや教材として

の価値も付け加えたい。 

 本研究では、造形教材としてのモビールづくりについて改

めて捉え直し、将来幼児を指導することになる保育専修の大

学生に行った造形活動の実践をもとに検討していく。 

 

２． 研究方法 

（１）対象 

対象はN大学子ども発達学科保育専修の２年生３０名であ

る。受講生の構成は男性４名女性２６名で、将来は保育士を

希望する意欲の高い学生たちである。造形が好きで得意な学

生もいるが、その反面苦手に感じている学生も数名おり、授

業の初回でははさみやカッターナイフなどの道具の基礎的

な使い方から復習し練習してきた。切る、折る、ちぎる、貼

るなどいくつかの課題で紙の加工に慣れてきたところで、半

期の授業の最終課題としてモビール制作に取り組んだ。 

 

（２）制作手順 

2-1．キーワードの抽出 

自分の生まれ月の草花、虫、動物、食べ物、遊び、行事な

どの各ジャンルから関連するキーワードを思いつくだけ抽
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出する。３０名の学生の誕生月の分布と発想の内容は、以

下の表１～２のようになった。 

表１ 誕生月の分布 

誕生月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

人数 2 3 1 2 3 4 

 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 

1 3 6 3 1 1 30 

 

表２ 制作物の内容 
 誕生月 項目 人数 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

1月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 

 

 

 

 

 

 

 

3月 

 

 

 

 

4月 

 

 

 

 

 

 

5月 

 

 

 

 

 

 

 

6月 

 

 

 

 

 

 

7月 

 

 

 

 

 

8月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 

獅子舞 

日の出 

富士山 

鶴 

梅 

扇子 

だるま 

餅つき 

みかん 

こま 

手袋 

雪だるま 

おでん 

節分の鬼 

バレンタインチョコ 

梅 

雪の結晶 

椿 

ひな祭り・ひな人形 

ひな祭り・ぼんぼり 

タンポポ 

蝶 

羊 

三色団子 

タンポポ 

蝶 

桜 

入園式 

ランドセル 

チューリップ 

柏餅 

こどもの日・こいのぼり 

母の日・カーネーション 

チューリップ 

スズラン 

こどもの日・兜 

ミツバチ 

クローバー 

傘 

レインブーツ 

さやえんどう 

カエル 

カタツムリ 

紫陽花 

てるてる坊主 

星 

スイカ 

金魚 

花火 

延齢草 

スイカ 

向日葵 

カブトムシ 

カニ 

海 

トマト 

風鈴 

スイカ 

アサガオ 

蚊取り線香 

金魚 

花火 

コスモス 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 

 

 

 

12月 

 

 

 

 

ブドウ 

栗 

紅葉 

イチョウ 

月見 

ドングリ 

きのこ 

キンモクセイ 

サツマイモ 

まつぼっくり 

敬老の日 

彼岸花 

運動会 

トンボ 

トンボ 

ミノムシ 

バラ 

ハロウィン・かぼちゃ 

ハロウィン・おばけ 

ハロウィン・お菓子 

紅葉 

きのこ 

キツネ 

菊 

読書 

温泉 

きのこ 

雪だるま 

こたつ 

柚子 

クリスマス・ツリー 

クリスマス・リース 

3 

1 

2 

1 

6 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

思い浮かんだキーワードの中から５～６つを選択し、紙を

中心として吊り下げるモチーフを制作する。折り紙または切

り紙で作る平面作品と、トイレットペーパーの芯や紙皿、紙

コップなど身近なリサイクル素材で作る立体作品の両方を

混ぜて制作する。紙製素材だけでの表現が難しい場合には、

毛糸やモール、ビーズなどの素材の使用を可とした。 

 

2-2．平面作品の制作 

紙はコピー用紙、色紙（いろがみ）、色画用紙、包装紙、障

子紙などを準備した。コピー用紙は、モダンテクニックを用

いて模様づくりをする。バチックやスタンピング、ドリッピ

ングをメインに行ったが、名称のある技法だけにとらわれず、

バットの中に紙を置き、絵の具をつけたビー玉を転がしたり、

細いスポンジでできた掃除用ブラシをスタンプ代わりにし

て叩くように着色したりと、偶然にできる模様づくりを楽し

んだ。障子紙は水と食紅を使った染め紙で着色をする。均一

に色が付けられるよう障子紙は蛇腹折りにすることをはじ

めに指導し、自由に紙を染めた。染液は共同で使うように準

備したので、染液の色が濁ってしまわないよう、黄色を使い

たいときは、黄色を最初に使うよう指導した。障子紙を蛇腹

折りではなく、くしゃくしゃに丸めて着色すると、不規則な

にじみを表現することができた。紙を折って切って作る「切

り紙」は花の表現に向いており、植物を制作する学生が多く

見られた。また、色紙や画用紙を切って貼って1枚の絵を作

る平面作品では、例えば「入園式」をイメージした桜と制服

と通園バッグの絵、「母の日」をイメージしたお母さんとカー

ネーションの絵、「十五夜」をイメージした月とススキとお月

見団子の絵など、複数のモチーフを一つの作品の中に収めた
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い表現に使われていた。平面作品は、吊るす時にちぎれたり

破れたりしないように、最後にラミネート加工をして強度を

上げた。 

  

図１～２ モダンテクニックで模様付けする様子 

  

図３ 着色に使用したブラシ  図４ 完成した模様紙 

  

図５～６ 染め紙①② 

  

図７～８ 染め紙③④ 

  

図９～１０ 染め紙を切り紙にしたところ 

 

2-3．立体作品の制作 

折り紙や切り紙の平面作品では本やインターネットで作

り方を調べて順調に制作できていた学生でも、立体的に制作

することに苦戦していた。立体的な作品を作るためには、正

面だけでなく前後左右のデザインを考えなければならず、素

材の加工の方法や部品同士の接着の方法など、平面作品制作

のときよりも柔軟なアイデアや高度な技術を要する。学生全

体の傾向としては、例えばスイカやブドウ、柚子など、丸み

のある食べ物は立体で表現しやすかったようだ。紙コップや

紙皿を手に取って、そこから何が作れるか考え、モチーフを

変更する学生も現れた。 

 

2-4．作品を吊るす 

完成した個々のモチーフは、作品上部に目打ちで穴を開け、

好きな色の毛糸やテグスを結び付けたら、釣り合うバランス

を保つように針金につないでいく。針金はアルミ製や鉄製、

ピアノ線など材質や太さは様々である。同じ直径1mmの針金

でも、アルミ製は幼児の力でも曲げられるほどやわらかくて

使いやすいが、作品を吊るした重みで曲がってしまう場合が

あるため、今回の実践では鉄製1mmの針金を使用した。針金

は、吊るしたときに作品同士がぶつからないよう10cm～15cm

に切り、糸を結び付けるためにラジオペンチで針金の両端を

小さな輪ができるように曲げる。女子学生の数名が針金をペ

ンチで切るだけでも苦労している様子が見られたが、硬い針

金を使ったことで安定した軸を作ることができた。モチーフ

同士が釣り合うことが原則だが、当然、全員が全く同じ重さ

のモチーフを制作できた訳ではない。重さの異なるモチーフ

を釣り合わせるためには、天秤構造を支える中心の糸の場所

をずらす必要があることを伝え、学生たちは友人と協力しな

がら各モチーフの位置や糸の場所を調整した。 

   

図１１  １月の作品      図１２  ２月の作品 

   

図１３  ３月の作品      図１４  ４月の作品 
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図１５  ５月の作品      図１６  ６月の作品 

   

図１７  ７月の作品      図１８  ８月の作品 

   

図１９  ９月の作品     図２０  １０月の作品 

   

図２１  １１月の作品     図２２  １２月の作品 

 

2-5．学生の感想 

授業後の感想カードより、学生の感想を抜粋する。 

・吊るすのが難しかった。立体の作品を大きく作り過ぎたせ

いで、釣り合いのバランスが悪くなってしまった。 

・ひもを吊り下げるときのバランスが難しく、長さや配置に

困った。 

・自分の生まれ月にある行事やその時期の植物などをよく 

知らなかったので、この制作がいいきっかけになった。 

・立体の作品をどこから見てもきれいに仕上げることに苦労

した。 

・染め紙の色が思う色にならなかったので、次はもっと濃い

色で作りたい。 

・モビールを飾ったら、その部屋が明るくなると思った。他

の月でもまたモビールを作ってみたい。 
学生たちはどの工程でもよく考え、楽しんで取り組んでいるよ

うに見えた。はさみの練習から始まった授業の最終課題として

ふさわしく、丁寧にかわいらしく作られていた。 
 
３． まとめ 

保育現場でモビールを活用する場合、（１）教室掲示の一つと

して保育者がモビールを制作する場合と、（２）幼児が制作した

作品をモビールにする場合の２つが考えられる。（２）の場合は

更に、（２）-A幼児一人が一つのモビールを制作する場合と、（２）

-B 幼児が制作した作品を掲示する方法としてモビールを活用

する場合に分けられる。（２）-A の場合、クラスの人数全員分の

モビール作品を教室内に掲示するためには、圧迫感にならな

いモチーフの大きさや吊るす糸の長さに配慮する必要がある。

（２）-B の場合では、一つのモビールに複数人分の作品をまと

めることができるため、場所を取らずに掲示をすることができる。 
学生たち３０名分の作品を見ていると、一つずつのモチーフ

はよくできているが、吊るすとモチーフ同士がぶつかったり、片

側のモチーフが重すぎて針金の中心に結んだ糸がずれてしま

ったりする作品が見られた。吊るす工程において、仕組みの解

説や試行錯誤する時間を多く取るべきだったように感じる。また、

仕組みの解説をモチーフ制作の前にしておけば、モチーフの

大きさや重さに配慮した作品が作れたのかもしれない。 
紙は身近な素材であり、軽く、僅かな風に揺れてゆるやかに

動くので、モビールに適した素材である。学生の感想にもあっ

たように、飾るだけで部屋が明るくなり、幼児の視覚的な刺激に

もなる。季節や年中行事のモビールは保育の現場において、

価値のある教材になり得るのではないかと考える。 
 
参考文献 
１ 村田透 2016「幼児期の子どもの造形表現行為と保育の場に関する

研究」『美術教育学研究』第48 号 

２ 寺沼麻美 村上千歳 2014「ゆらゆらゆれる北欧風手作りモビール」ネ

コ・パブリッシング 

３ イェンス・ファンダー・ニルセン 2008「北欧の切り紙インテリア・モビ

ール」池田書店 

４ 山下浩平 2008「mountain mountain の切り紙・モビール BOOK」マイ

ナビ 
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５ Jens Funder-Nielsen「北欧の切り紙-デンマークのかわいいモビール」

池田書店 

�
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養護教諭養成課程における保健科教育法授業の工夫 

田中 清子*  渡辺 千津子* 石田 敦子**  
* 愛知みずほ大学人間科学部心身健康科 

**  東海学園大学教育学部 

Kiyoko Tanaka ・ Chizuko Watanabe ・ Atsuko Ishida 
Department of Human Sciences， Aichi Mizuho College 

キーワード：養護教諭養成課程，保健科教育法， 
 

１ はじめに 

平成 10 年の免許法の一部改正により養護教諭免許

を有し 3 年以上の勤務経験のある現職養護教諭は，校

長の許可が得られれば，当分の間その勤務する学校に

おいて保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する

教諭又は講師となることができることとなった。(新法

附則第一八項及び新規則附則第三三項関係) 

平成 18 年度の日本学校保健会が実施した保健室利

用状況に関する調査報告書¹によると，養護教諭の教科

としての保健教育への参画（兼職発令およびティーム

ティーチング）が有りの学校の割合は，小学校で

51.5％，中学校で 17.7％，高等学校で 4.4％であり，

専門的な知識や技能を持つ養護教諭の教科としての保

健教育へ参画している実態が報告されている。山田ら

²は，小学校教員志望者と養護教諭志望者に対する調査

で小学校教員志望者は，保健の授業の実施に対して助

言を得たいと考えている一方で，養護教諭志望者は，

授業の実施について自信がないものが多く，養護教諭

志望者の授業力の向上や保健学習の実施に対する自信

を持つことで，よりよい協力関係が築けると述べてい

る。そのためには，養護教諭志望者の授業経験を得る

ことや授業を実施するための知識を得ることが有効で

あると述べている。 

養護教諭が教科の保健を担うことは，当該学校全体

の児童生徒の健康実態を把握しているとか，保健の専

門分野について学校現場の詳しい知識があるなどの特

質から児童生徒にとってより深い学びの機会が期待で

きる。今後，保健科教育における養護教諭の役割は，

重要なものとなってくる可能性が大きい。 

養護教諭養成課程においては，養護教諭の免許状と

共に保健体育科の保健免許状の取得が可能な大学が多

くある。本学でも養護教諭養成課程における保健科教

育法の講義をⅠ,ⅡとⅢ，Ⅳを２名の教員が分担して指

導している。 

本研究では，2017 年度に実施した保健科教育法ⅠⅡ 

 

の授業について，評価方法や内容について分析検討を

加え，今後の講義内容の充実のための基礎資料を得た

いと考えた。 

２ 研究の対象と方法 

2017 年度に実施した保健科教育法ⅠⅡの授業を受

講し，承諾を得られた学生 19 人の学修ノートや相互

評価シート，自己評価シートなどの記述内容や評価方

法について分析検討を加えた。 

３ 保健科教育法Ⅰ，Ⅱの指導内容と評価の方法 

(1) シラバス 

保健科教育法ⅠおよびⅡのシラバスは，資料 1 のよ

うである。  

(2) 講義で使用した教科書や資料 

ア 教科書 参考書  

保健科教育法ⅠⅡでは，小・中・高等学校の学習

指導要領解説保健体育編（以上文部科学省），小，中

高等学校の教科書，家田重晴著 「保健科教育 改

訂 3版」を使用した。「生きる力」を育む小学校保健

教育の手引き，「生きる力」を育む中学校保健教育の

手引き，「生きる力」を育む高等学校保健教育の手引

き（文部科学省）を参考書として使用した。また，

講義によっては，資料プリントなどを用意した。 

イ 講義の評価内容 

保健科教育法Ⅰでは，定期試験（筆記試験）と講義

に関する各種レポート，グループによる模擬授業の立

案，検討，発表（指導案，指導内容，指導方法など），

相互評価シート「模擬授業の発表を聞いて」の提出を

させ評価を実施した。 

保健科教育法Ⅱでは，毎週の講義に関する学修レポ

ートの提出，1 人１単元の指導案の立案検討発表(指導

案，指導内容，指導方法など）とともに各回において

相互評価シート「模擬授業の発表を聞いて」を提出さ

せた。また，16 週目には，修正した最終指導案の提出，

実技小テストを実施した。 

(3) 各資料の内容と使用方法
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資料 １ 保健科教育法ⅠⅡシラバス要約 

 
 

ア 学修レポート 

保健科教育法Ⅰでは，模擬授業を実施した週以外の

講義について内容の復習と理解度の確認をするために

自由記述や穴埋め記述のレポートを作成させて評価し

次回講義時に返却した。 

山田らは，²保健科教育法の実践の中で学習内容を記

述し自己評価させる講義ノートを利用している。石田

らも養護概説の授業で学修ノートを活用している。³ 

単発の講義レポートは，学生にとって記述内容の正

誤やスポットがあてられた部分中心に関心が集まり，

授業内容全体についての印象が薄くなる傾向があった。   

そこで，山田，石田らが使用した講義ノートを² ³参

考にして学修レポートを作成した。授業内容の要点を

自分の言葉で記入したり，特記事項として重要なポイ

ントを書き出させたり，学修内容に関して感じたこと

や自分の考えを毎回書かせる様式にした。これにより

講義内容全体について関心を持たせたり，要点にまと

めさせたり，講義内容について自分の考えを持つ練習

をさせたりしたいと考えた。（資料２） 

学習内容に関する考えや感想と学修に関する自己評

価（積極的に学修に参加できた，学修内容が理解でき

た）を 5 段階で記述させた。教員の評価としては，①

学修内容の理解，②文字の読みやすさ，③学修内容を

とらえて自分の考えを記述しているかどうかについて

6 段階で評価しそれをもとに総合評価を行った。レポ

ートは，各学生へ次回返却しその後の資料とさせた。 

また，山田ら²は，講義態度や理解，ノートの評価も

自己評価させたが，教員が学修レポートの評価を行う

形にし，記入内容の点検，確認，賞賛のメモなどを記

入して学生へ返却した。 

イ 相互評価シート「模擬授業の発表を聞いて」 

模擬授業は，保健科教育法Ⅰでは，2 人 1 グループ

で指導単元を決め，指導案の立案検討提出をさせた。

1グループ 30 分の模擬授業，質疑応答 5分として実施

した。各回とも，グループで 2 人が場面を分担して授

業を実施した。保健科教育法Ⅱでは，1 人１単元で授

・「保健科教育」の目標・内容等を学習指導要領に基づいて理

解し，指導計画や指導方法を説明できる。

・学習指導案の作成方法や作成する意義・目標・内容を理解でき

る。

・発問に対して発表したり，自分なりの考えをレポートにまとめる

ことができる。

・模擬授業を指導案に沿って実践できる。他の人の模擬授業に対し

関心を持って参加できる。

・仲間の意見に関心をもちながら自分なりの意見をもち，模擬授

業ができる。
・課題を理解しレポートにまとめることができる。

学修計画

・「保健科教育」の担当教員の役割と職務内容を押さえながら，

ヘルスプロモーションの理念をもとにした「保健科教育」の教育

内容及び指導方法などの基本的能力を身に付ける

＜第3週＞学習指導要領の基本的な考え方と保健教育

＜第10週＞指導案に基づく模擬授業の発表と検討（Bグループ)

＜第11週＞指導案に基づく模擬授業の発表と検討（Cグループ)

到

達

目

標

学修計画

＜第１週＞オリエンテーション（ねらい，内容，方法，評価の説明），

今後の教育における基礎知識について説明

＜第2週＞伝統的な教授技術，保健教育の役割と歴史

・「保健科教育」の系統性を考慮し，小学校体育（保健領域）の

保健内容をグループで検討して指導案を作成し，発表する機

会を設けることにより実践的な学びをする。

＜第14週＞修正した指導案に基づく模擬授業の発表と検討

＜第15週＞修正した模擬授業の指導案の検討とまとめ

保健科教育法Ⅰ

授

業

概

要

・高等学校の保健科教育の意義・目標・内容・方法・評価につい

て，学習指導要領や教科書に記載されている内容を中心に分析検

討し，高等学校で求められる保健の学力について，検討する。

・学習指導案を作成し，模擬授業を実施する。

・学修内容についてレポートをまとめ提出する。

到

達

目

標

＜第４週＞教材研究の工夫

＜第５週＞保健教育の方法，授業の評価と研究

＜第６週＞分野別の教育内容の要点及び学習目標の捉え方

＜第７週＞授業レイアウトの作成

＜第８週＞保健科の学習指導案の作成

＜第９週＞指導案に基づく模擬授業の発表と検討（Aグループ)

＜第12週＞指導案に基づく模擬授業の発表と検討（Dグループ)

＜第13週＞指導案に基づく模擬授業の発表と検討（Eグループ)

授

業

概

要

＜第13週＞第8グループの模擬授業の発表(社会生活と健康)と検討

＜第14週＞第9グループの模擬授業の発表(社会生活と健康)と検討

＜第15週＞模擬授業の指導案を修正，小テストの実施

保健科教育法Ⅱ

＜第７週＞第2グループの模擬授業の発表(現代社会と健康）と検討

＜第８週＞第3グループの模擬授業の発表(現代社会と健康）と検討

＜第９週＞第4グループの模擬授業の発表(現代社会と健康）と検討

＜第10週＞第5グループの模擬授業の発表(生涯を通じる健康)と検討

＜第11週＞第6グループの模擬授業の発表(生涯を通じる健康)と検討

＜第12週＞第7グループの模擬授業の発表(社会生活と健康)と検討

＜第１週＞オリエンテーション（ねらい，内容，方法，評価の説明）

・講義の内容と目標，進め方や準備について説明

＜第2週＞小学校・中学校・高校における保健科教育の系統性と目標

の確認

＜第3週＞学習指導要領とその解説（高校で求められる保健の学力）

＜第４週＞学習指導要領とその解説（高校で求められる保健の学力）

の読み取り

＜第５週＞授業展開の検討（指導案，教材，板書計画）

＜第６週＞第1グループの模擬授業の発表(現代社会と健康）と検討
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業案の立案検討印刷配布をし，各回 1 人 20～35 分で

模擬授業を実施させた。各回ともに学生が児童生徒役

を行い，先回の授業者が司会や計時記録係を行って授

業を進めさせた。 

各模擬授業では，指導案とワークシートの他，相互

評価シート「模擬授業の発表を聞いて」を 1 授業につ

いて１枚配布し記入させた。（資料３）この用紙は，上

半分 A を授業者へ下半分 B を教員へ提出する形のもの

である。 

 記述内容としては，A の発表者用の用紙には，模擬

授業を子ども役兼観察者としての観点から，指導案や

授業内容の良かったところ，よくするためのアドバイ

スや感想などをポジティブな表現で記入させ該当講義

 

資料２  模擬授業「家族計画の意義と避妊法」「加齢と健康」の学修レポート 

 

 

科目名 保健科教育法Ⅱ 授業日 12月12日 学籍番号

氏名 　○　　○　　○　　○

キーワード

〇　家族計画と人工妊娠中絶（家族計画の意義と避妊法）　 ・家族計画

・今、将来の自分と妊娠について ・避妊法

　　L　今、現在と将来での各自の希望考えを述べる。 Lコンドーム㊣2～18％

・今、将来の自分と妊娠について避妊法の説明 　低用量ピル㊣0.3～9％

・コンドームと低用量ピルについてのイメージ ・避妊法選択の視点

　　L　グループ活動 　L避妊効果、安全性、容易さ

・パートナーと話し合う。

〇　加齢と健康 ・加齢・老化

　・加齢と老化の違いの説明 ・（アンチ）エイジング

・老化の見た目の変化と機能の変化―発表 ・８０２０運動

・老化の見た目の変化と機能の変化―発表

・加齢によって洗練される能力について

・中高年期の病気・ケガの予防について ・運動

　L　図２　加齢とともに変化する体力とトレーニングの関係 ・健康診断

・骨粗鬆症についてー　ワークシート ・かかりつけ医

・健康診断などによる自己管理 ・生きがい

・はりのある生活について

　L生きがいを持つことの重要性

・私たちができる高齢者の健康づくりや生きがいの支えになる行動とは

◎　積極的に学修に参加できた

◎　学修内容が理解できた

☆本時の学修内容を理解しているか 評　価 検印

☆読みやすい文字で記入してあるか A　B　C

☆学修内容を捉えて自分の考えを書いているか A'　B'　C'

　学修レポート

本日のテーマ　「家族計画の意義と避妊法」「加齢と健康」

家族計画　避妊法　加齢

学　　修　　内　　容 特　　記　　事　　項

・骨粗鬆症－カルシウム　ビタミン
D　！リン

　Mさんは、初めの導入部分で今の自分と未来の自分について生徒に考えさせ、それぞれの時でなぜ自分はそ
のように考えるのかを聞くという学習活動が、生徒にまず関心を与え、それと共に自分の今現在の意思と将来
について考えさせるきっかけとなったり、考えを見つめさせたりする活動であり、人それぞれであることを学
ぶことにもつながるとても効果的な活動であると感じた。
　一方、全体的に女子生徒が主体になりやすかったり、男女混合での授業となると、どちらの視点にもうまく
合わせた授業づくりをすることが必要ではないかと感じた。
　Yさんは、ワークシートの全体のバランスがとてもよく、きれいにわかりやすくまとめられていて、見やす
かった。また、見た目と機能の変化では、男の子のイラスト教材を用いて視覚的に説明していたことも、とて
も斬新で面白く、よい説明方法だと思った。話し方もとても落ち着いた声でとても聞きやすく養護教諭らしい
と思った。

　　　コンドームや低用量ピルについての意見をもとにメリット・デメリットなどの説明 　継続可能か、価格、女性の意思

5        4        3       2        1 

5        4        3       2        1 

印

学修内容に関して感じたこと(感想，考え)

自己評価

学修レポー
ト評価
(教員記入)

A 　A'　B　B'　C　C'

A 　A'　B　B'　C　C'

A 　A'　B　B'　C　C'
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資料３ 模擬授業「欲求と適応規制」の単元の発表を聞いて(B 用紙） 

 

 

時間内に本人へ渡すようにさせた。B の教員用には，

模擬授業で学んだことや感想を記述させた。A，B共通

の 11 の観点項目について良いものについてのみ〇を

つけさせた。 

ウ 自己評価表 

 保健科教育法Ⅱの最終週に自己評価カードに記入を

させた。「学習内容を明確に伝えることができた」「模

擬授業として積極的に授業を展開できた」「模擬授業の

場が学び合いの場となった」「自分の課題について深め

ることができた。」について 4 段階で自己評価をさせ

受講後の感想や意見を書かせた。 

３ 結果 

 ア 学修レポート 

(1) 学生の記入状況 

学修レポートの提出回数は，1人平均 12.9 回で延べ

271 枚であった。多くの学生は，記入欄全面にノート

を作成し，ときには，A4 用紙の裏面まで記入内容が及

んでいた。資料２ 

(2)自己評価と教員評価 

学生の自己評価欄への記入の平均は，５段階評価で

「積極的に参加」4.1「学修内容の理解」4.1 であった。

山田らの実践では，「内容の理解度」4.5 であった。² 

教員の評価の平均は，6 段階評価で「学習内容の理

解」4.5「読みやすい文字」4.5「自分の考えを書く」

4.8，総合評価は，4.6 であった。 

学生と教員の評価をそろえそれぞれ平均してみると学

生の評価が 83.5 教員の評価が 77.3 となり学生の自己

評価が高くなっている傾向があった。しかし，学生の

自己評価順に教員の評価を並べてみると，表１のよう

になり自己評価が下位のグループでは，教員の評価が

高く，学生の評価が上位のグループでは教員の評価が

低い傾向がみられた。 

イ 相互評価シート「模擬授業の発表を聞いて」 

生徒役兼観察者からのアドバイスや指摘に対し

「自分自身では気づけない点に気づき，強みにしたり，

課題を見つけたりすることができた」とか「自分が受

けてきた授業以外にこのようなやり方があることに気

づくことができた」などの感想があった。 

一方，A と B の用紙の内容が重複しているため，短

時間で書く作業に注意を集中するため授業内容に集中

できないなどの感想もあった。 

ウ 自己評価カード  

最終週に行った自己評価表カードの平均値は 4 段

階評価で「自分の課題について深めることができた。」

が最も多く 3.5 で「学習内容を明確に伝えることがで

きた」「模擬授業の場が学び合いの場となった」「全体

の授業に積極的に参加できた」が 3.4,「模擬授業とし

て積極的に授業を展開できた」3.3 であった。 

保健科教育法Ⅱ 模擬授業の発表を聞いて（B　田中提出用　評価対象）

〇 〇 〇 〇 学籍番号

発表者名

（感想）

11月14日

氏　　名

日付
　今回の模擬授業で学んだことは何ですか？（授業の内容や指導案、発表の
様子などから理由を明確にして書きましょう。）

評　　　価

良いところに○をつける

声を大きくするということだけでなくて、メリハリをつけて話すことで、 発表内容全体

大切なワード、難しいワードの忘れずに聞き取ることができる。 指導案の書式原則

もっと高校生相手であることを意識し、性への欲求も入れた踏み 目標は、明確か

込んだ内容にする。 発問の工夫

教材の工夫

板書などの工夫

声の大きさや間

質問への回答

　楽しく明るい雰囲気が出ていてよい授業だったと思いました。 思考力、判断力

授業をやるときに、自分の不安感が出てはいけないので、笑顔 科学的な取り扱い

が大切だなと思いました。 養護教諭の特質
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表１ 学生の自己評価順学修内容理解 

 

４ まとめ  

 本研究では，保健科教育法の講義の充実をめざし，

内容を検討するとともに保健科教育法ⅠⅡによる評価

資料を分析し，今後の充実した講義のための基礎資料

を得ることにあった。 

 分析の結果，以下の点が明らかになった。 

(1) 講義毎に作成させた学修レポートは，学生の自己

評価に対し教員が毎回確認し評価することで細か

な学びに寄り添い学修内容を充実させたり，下位

の学生には励ましを，上位の学生には，更なる努

力を促したりするのに役立った。 

(2) 模擬授業を実践する際，学生は，相互評価シート

で肯定的なメッセージを受け取り，模擬授業に前

向きに取り組もうとする感想や姿勢が見られた。 

(3) 生徒役の学生にとって模擬授業の終了時は，短時

間で記述する作業が多くなる。授業内容に集中す

るためには，記入方法の改善を考える必要がある。 

(4) 自己評価表カードは，「自分の課題について深める

ことができた。」が最も多く，「模擬授業として積

極的に授業を展開できた」が最も少なかった。今

後は，模擬授業を積極的に展開するための手立て

を考えていく必要があることが示唆された。 

 

以上のことから，今後の保健科教育法ⅢⅣでは，Ⅰ 

Ⅱの問題点を克服する方策を講じて学生の授業の技術 

をさらに身に付けさせたり，教材研究を深めたりして

学生が自信を持って模擬授業に臨むことができるよう

講義内容を検討する必要性が示唆された。 
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１ はじめに 

近年，個人の健康に対する維持管理方法の一つとし

て自分自身の健康に責任をもち，軽度な身体の不調は，

自分で手当てする「セルフメディケーション」という

考え方が広がりつつある。¹ 

平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申では，「保健に

ついては，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改

善していく資質や能力を育成するため，一層の内容改

善を図る」とされている。そして，すべての子供たち

が身につけるべきものとして審議された具体的な内容

は，「医薬品の有効性や副作用を理解し，正しく医薬品

を使うことができる。」が挙げられている。 

そして，平成 24 年全面実施された中学校学習指導

要領から保健体育科（保健分野）において医薬品に関

する内容が新たに取り上げられ，平成 25 年実施の高

等学校学習指導要領では，保健体育科・科目「保健」

においてその内容が改善されて段階的に適用されてき

ている。平成 21 年 12 月発行の高等学校学習指導要領

解説 保健体育編では，「医薬品には，医療用医薬品と

一般用医薬品があること，承認制度により有効性や安

全性が審査されていること，及び販売に規制があるこ

とを理解できるようにする。疾病からの回復や悪化の

防止には，個々の医薬品の特性を理解した上で使用に

関する注意を守り，正しく使うことが必要であること

を理解できるようにする。その際，副作用については，

予期できるものと，予期することが困難なものがある

ことにも触れるようにする。」となっており，それ以前

の薬物乱用と関連づけられていた内容から，疾病診断，

治療または予防のために使用されるものであることと

なり，薬物乱用防止との関連づけはなくなり，医薬品

は，疾病の診断，治療または予防のために使用される

ものであることが明確に示された。² 

これには，平成 21 年 6 月施行の薬事法の施行によ

る一般用医薬品の販売制度が大きく変わったことなど

も背景にある。 

一方，日本学校保健会発行の「医薬品の教育」によ

ると学校現場で医薬品の教育を進めるにあたり，保健

体育科を担当する教員，養護教諭，学校薬剤師などが

連携して指導に当たることについて次のように述べら

れている。専門的な知識を有する薬剤師がサポーター

として教材，資料の提供，指導案への助言をしたり，

学校薬剤師等を含むティームティーチングで指導にあ

たったり，特別非常勤講師制度などを利用して直接授

業を担当したりするなどの例が示されている。³ 

本研究では，医薬品の中でも月経痛への対処として

使用頻度の多い鎮痛薬に注目し，山口薬剤師と連携し

た模擬授業を行った。生徒役の学生が，月経のトラブ

ルについてどのような対処をしているか，医薬品（鎮

痛薬）についてどのようにとらえているか，薬剤師と

連携した授業についてどのように感じたかについて調

査し今後の医薬品教育への基礎資料を得たいと考えた。 

２ 研究の対象と方法 

高等学校における「生涯を通じる健康」 イ 保健

医療制度及び地域の保健・医療機関 「医薬品の活用」

の単元を保健科教育法担当教員と薬剤師（A 社）とで

連携した模擬授業を行い該当授業を受講し，承諾を得

られた学生 29 人を対象とした。 

 指導にあたって実施した「月経痛と鎮痛剤の服用に

関するアンケート」や「ワークシート」「学修ノート」

などの記述内容について分析検討した。 
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３ 薬剤師と連携した医薬品の教育の模擬授業の実践 

 「医薬品の活用」の単元において保健科教育法担当

教員と薬剤師とが連携した模擬授業を実践した。 

 指導に当たっては，事前に本単元の目標や対象学生

の特性について教員と薬剤師とが話し合い，指導内容

について検討した。矢野らによると月経時のトラブル

のため，日常生活に支障をきたしている大学生が多く，

鎮痛剤を使用している事例は半数以上であることが分

かった。また，月経のトラブルを抱えている学生も多

いことが分かった。⁴そこで，表１のような内容で医薬

品の種類と使い方の単元の指導を月経のトラブルを例

にした授業として立案した。 

指導に当たっては，「月経痛と鎮痛剤の服用について

のアンケート」を実施するとともに，模擬授業では，

「ワークシート」を使用した。また，通常講義の後で

学生が記述し提出する「学修ノート」も使用した。 

準備物品としては，鎮痛薬の箱や取扱説明書を準備

し，「薬剤師が話す薬の正しい選び方と使い方-月経の

トラブルを例にして-」のプレゼンテーション教材を使

用した。 

表 １ 模擬授業のねらいと内容 

 

本講義の実施に当たっては，薬剤師に連絡調整を行

いプレゼンテーションの作成などの準備を依頼した。

実践後も薬剤師は，学生のワークシートの質問の記述

内容について返答を書き学生へと返した。（資料４） 

４ 結果 

（1）月経痛と鎮痛剤の服用についてのアンケート 

本講義に参加した学生の「月経痛と鎮痛剤の服用に

ついてのアンケート」の調査結果は，資料 2 のようで

ある。月経周期が安定している学生が多いが，月経痛

の頻度が高いことが分かった。鎮痛剤を使用する頻度

も多く，鎮痛剤が本講義を受けた学生たちにとっても

身近な内容であることが分かった。鎮痛剤の服用のき

っかけは，家族や友人，医師の薦めが多くあった。入

手方法については，家族や医師によるものが多く，自

分で市販薬を購入するのは，１／３であった。鎮痛剤

を選ぶポイントは，CM など名前が知られているものを

選ぶものが多く，店舗の薬剤師と話しているのは，３

名であった。使用にあたって外箱や使用上の注意を読

むかどうかについては「読む」「初めての時だけ読む」

を含めると大半が読んでいた。内容としては「外箱と

用法用量」が多く，「添付書」は少なかった。鎮痛剤を

服用するタイミングとしては「痛みが強くなってきた

ら服用する」が最も多くあった。 

鎮痛剤の効果については「痛みが気にならない程度

になる」が多く，「軽減するが気になる」，「軽減しない」

は，１／３であった。副作用については，２／３が「気

にならない」と答えていた。鎮痛剤を使用することへ

の意識への質問には，「鎮痛剤を服用しすぎると，だん

だん効かなくなると思う」という問いには，「そう思わ

ない」とこたえたのは，４名（１３．８％）で後は，

「そう思う」，「どちらかといえばそう思う」であった。

「服用しすぎると，陣痛や出産の痛みに耐えられなく

なると思う」と答えたのは，「そう思う」「どちらかと

いうとそう思う」をあわせて１／３であった。また，

「服用しすぎると月経痛がひどくなると思う」に「そ

う思う」と答えたものはないが，「どちらかというとそ

う思う」が１／７であった。さらに，「月経痛や鎮痛剤

の服用についての素朴な疑問」も多く寄せられた。 

（2）受講者の考えや感想 

「医薬品と健康」のワークシートから得られた受講

者が考えたことや感想は，資料３のようであった。 

薬剤師は，プレゼンテーションの中で「鎮痛薬の飲

むタイミングは，痛みが強くなって我慢できなくなる

と，痛み物質が大量に出てしまっているので，押さえ

るのに時間がかかる。痛みの感じ始めに飲むとよい」

と説明した。 

受講した学生は，鎮痛剤を飲むタイミングだけでな

く，従来の医薬品に対する自分の考え方の間違いに気

付いたり，行動の誤りに気付いたりして正していこう

という記述が約６割にみられた。 

「学修ノート」の自己評価の平均は，５段階評価で

「積極的に参加できた」が 4.4,「学習内容が理解でき

た」が 4.7 であった。教員の評価は，6段階評価で「本

時の学習内容の理解」5.8,「読みやすい文字」5.7,「学

修内容を捉えて自分の考えを書いている」が 5.9 であ

った。 

５ まとめ 

 薬剤師との連携による医薬品に関する指導単元の模

擬授業を実践した結果，以下のようなことが分かった。 

(1)医薬品の使用に関し月経のトラブルに関する情報

とともに鎮痛剤を例にした指導を行ったことで，授業

単元名

①薬の正しい使い方②月経と女性ホルモン③月経の

トラブル（月経痛と月経不順）④痛み止めの選び方

と使い方

医薬品の種類と使い方
ね　ら　い

医薬品の有効性や安全性を踏まえ、医薬品を正しく

使用することは、どういうことかを鎮痛剤を例にし

て考える

内　　容

ワークシートや教科書で医薬品の種類について学
び、「薬剤師が話すくすりの正しい使い方と選び方-

月経のトラブルを例にして-」と題した次のようなプ

レゼンテーションを行った。
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への積極的な参加が得られ，行動の見直しや考え方の

誤りに気付く記述が得られた。医薬品の教育として，

月経のトラブルの指導としても鎮痛剤を教材として取

り上げることが医薬品の教育に生かされることが示唆

された。 

(2)薬剤師の参加を得て授業をすることにより，専門的

で説得力のある内容が受講者の積極的な参加や学修内

容の理解に役立った。 

以上のような点から，医薬品の教育について，学校

薬剤師などの専門家による授業サポートは，授業者に

も受講者にも，そして，販売に関わる薬剤師にも長期

的に見るとメリットが得られる可能性が示唆された。 

また，月経痛が生活に影響するほどひどくても薬を

使用していない学生や，鎮痛剤を使用している学生で

も医薬品の正しい使用について意識して使っていなか

った学生もいることが分かり，今後は，月経痛に関す

る指導と医薬品の指導を組み合わせた特別指導や個別

相談に組み込んだ医薬品の指導の必要性が示唆された。 
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資料2 月経痛と鎮痛剤の服用についてのアンケートの結果 

Q1 現在の年齢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 初経年齢 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Q3 月経周期 
 

項目 人数 ％ 
規則的 24 82.7 
不規則 3 10.3 
未記入 2 6.9 

 

項目 人数 ％ 
19 歳 7 24.1 
20 歳 16 55.2 
21 歳 4 13.8 
22 歳 1 3.4 
25 歳 1 3.4 

項目 人数 ％ 
10 歳 4 13.8 
11 歳 10 34.5 
12 歳 7 24.1 
13 歳 5 17.2 
14 歳 1 3.4 
15 歳 1 3.4 
16 歳 1 3.4 

7

16

4
1 1

19歳 20歳 21歳 22歳 25歳

年齢

4

10

7
5

1 1 1

10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳

初経年齢

24

3
2

月経周期

規則的 不規則 未記入

回答者 29 名 
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Q4 月経痛の頻度 
 

項 目 人数 ％ 
毎月ある 21 72.4
2,3 ヶ月に 1 回程度 3 10.3
半年に 1 回程度 5 17.2
年に 1 回程度 0 0 
全くない 0 0 

 
 
 
 
 
Q5 月経痛の程度 
  

項 目 人数 ％ 
とても痛みがひどい 11 37.9 
やや痛みがひどい 12 41.4 
あまり痛みがひどいとは思わない 5 17.2 
全くひどいとは思わない 1 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q6 月経痛の持続日数 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

項 目 人数 ％ 
1 日間 7 24.1 
2 日間 11 37.9 
3 日間 6 20.7 
4 日以上 5 17.2 

0

0

5

3

21

全くない

年に1回程度

半年に1回程度

2,3ヶ月に1回程度

毎月ある

月経痛の頻度

7

11

6
5

1日間 2日間 3日間 4日以上

月経痛の持続日数

回答者 29 名 

11

12

5
1

月経痛の程度

とても痛みがひどい やや痛みがひどい

あまり痛みがひどいとは思わない 全くひどいとは思わない
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Q7 鎮痛剤の服用について 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q8 鎮痛剤を服用するようになったきっかけ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

項 目 人数 ％ 
毎回服用 8 27.6 
ときどき服用 15 51.7 
服用しない 6 20.7 

ときどき服用する理由 人数 
痛くて我慢できない時に服用 7 
薬に頼りたくないから，ひどい時のみ服用 1 
できるだけ服用したくなく，本当に痛みがひどいと

きに服用 
1 

毎回服用すると薬の効きめがないような気がするの

で 
1 

飲みすぎるとダメと聞いたので 1 
飲んだだけで気持ち的に安心するから 1 
休日ならば服用しない 1 
未記入 2 

毎回服用する理由 人数 
痛くて生活に支障があるから 3 
痛みに耐えられないから（我慢できない） 3 
ここ数年痛くなることが増えたため 1 
病院で飲むことをすすめられている。通院している 1 

服用しない理由 人数

薬を使うほどではなく，効かなくなったらいやだから 1 
薬に頼りたくないため 1 
身体を温めてゆっくり寝れば治るから 1 
痛みがないから 1 
未記入  2 

項  目 人数 ％ 
家族にすすめられた 16 66.7
友人にすすめられた 4 16.7
受診し医師にすすめられた 3 12.5
養護教諭にすすめられた 0 0 
その他（内容は未記入） 1 4.2

6

15

8

鎮痛剤の服用について

服用しない ときどき服用 毎回服用

1

0

3

4

16

その他

養護教諭にすすめられた

受診し医師にすすめられた

友人にすすめられた

家族にすすめられた

鎮痛剤を服用するようになったきっかけ

回答者 23 名 
（服用する者のみ）
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Q9 鎮痛剤の入手について 
 

項 目 人数 ％ 
家族が購入 10 41.6 
自分で市販薬を購入 9 37.5 
医師に処方してもらう 5 20.8 
その他 0 0 

 
 
 
 
 
 
Q10 鎮痛剤を選ぶポイント（複数回答） 
 

項   目 人数 
CM などで名前が知られているものを選ぶ 5 
店舗の薬剤師に症状や目的を言ってすすめてもらう 3 
パッケージや店頭の案内を見て選ぶ 2 
家族や友人に相談して選ぶ 1 
その他（イブプロフェン含有で値段が安いもの） 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

9

10

その他

医師に処方してもらう

自分で市販薬を購入

家族が購入

鎮痛剤の入手について

1

1

2

3

5

その他

家族や友人に相談して選ぶ

パッケージや店頭の案内を見て選ぶ

店舗の薬剤師に症状や目的を言ってすすめてもらう

CMなどで名前が知られているものを選ぶ

鎮痛剤を選ぶポイント

回答者 9 名 
（自分で購入する者のみ）
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Q11 鎮痛剤を服用する前に外箱や注意点などを読みますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q12 鎮痛剤を服用するタイミング 
 

項   目 人数 ％ 
痛む前から服用し，痛みに備える 4 17.4 
痛みを感じたら服用する 4 17.4 
痛みが強くなってきたら服用する 11 47.8 
我慢できない痛みの時に服用する 4 17.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項  目 読む 初めての時だけ読む 読まない 
外箱 12（52.1） 9（39.1） 2（8.7） 
添付書 9（39.1） 13（56.5） 6（26.1） 
効能 7（30.4） 15（65.2） 1（4.3） 
用法・用量 14（60.9） 9（39.1） 0 
副作用 7（30.4） 15（65.2） 1（4.3） 
注意点 6（26.1） 16（69.6） 1（4.3） 

6

7

14

7

4

12

16

15

9

15

13

9

1

1

0

1

6

2

注意点

副作用

用法用量

効能

添付書

外箱

鎮痛剤を服用する前に外箱や注意点などを読みますか

読む 初めての時だけ読む 読まない

4

11

4

4

我慢できない痛みの時に服用する

痛みが強くなってきたら服用する

痛みを感じたら服用する

痛む前から服用し、痛みに備える

鎮痛剤を服用するタイミング

回答者 23 名 
（服用する者のみ）
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Q13 鎮痛剤の効果について 
 
 

項   目 人数 ％ 
痛みが気にならない程度になる 14 60.9
多少軽減するが痛みは気になる 6 26.1
痛みが軽減しない（効果不十分） 2 8.7 
未記入 1 4.3 

 
 
 
 
 
Q14 鎮痛剤の副作用について 
 

項   目 人数 ％ 
副作用は気になる 8 34.8 
副作用は気にならない 15 65.2 

 
 
 
 
 
 
 
Q15 鎮痛剤を服用することへの意識について 
 

項   目 そう思う 
どちらか言え

ばそう思う 
どちらかといえば

そう思わない 
そう思わない 

鎮痛剤を服用し過ぎると，だん

だん効かなくなると思う 
11（37.9） 14（48.3） 0 4（13.8） 

鎮痛剤を服用し過ぎると，陣痛

や出産の痛みに耐えられなく

なると思う 

1（3.4） 9（31.0） 6（20.7） 13（44.8） 

鎮痛剤を服用し過ぎると，月経

痛はもっとひどくなると思う 
0 4（13.8） 8（27.6） 17（58.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q16 月経痛や鎮痛剤の服用について，知りたいことや悩んでいることがありましたらお書きください 

2

6

14

痛みが軽減しない（効果不

十分）

多少軽減するが痛みは気に

なる

痛みが気にならない程度に

なる

鎮痛剤の効果について

8

15

鎮痛剤の副作用について

副作用は気になる 副作用は気にならない

眠気 6 
胃腸障害 2 

0

1

11

4

9

14

8

6

0

17

13

4

鎮痛剤を服用し過ぎると、月経痛はもっとひどくなると思う

鎮痛剤を服用し過ぎると、陣痛や出産の痛みに耐えられなくなると思う

鎮痛剤を服用し過ぎると、だんだん効かなくなる

鎮痛剤を服用することへの意識について

そう思う どちらか言えばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

回答者 23 名 
（服用する者のみ）

回答者 29 名 
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〈 11 人記載 〉 
 

・鎮痛剤を月経痛のたびに飲んでいると耐性ができてしまうのか気になります。 
・種類が多いが，結局どれが一番良いのか。 
・飲んではいけない組み合わせを知りたい。 
・下腹部が気持ち悪く感じ，痛いような痛くないような状態は月経痛と呼べるのでしょうか。 
・副作用が知りたい。 
・薬の種類が多すぎて，自分に一番良いものがわからない。 
・月経痛がひどすぎてピルを飲もうか悩んでいるが，ピルは身体にとって安全なのか知りたい。 
・月経痛は正常なら痛みにはならないと聞いたことがありますが本当ですか。 
・イライラや情緒不安定の治し方。毎月月経前になるので。 
・鎮痛剤を服用しすぎると出産時の痛みに耐えにくくなることを，このアンケートで「そうなんだ」と思ったの

で，そういうことをもっと知りたい。 
・出産すると楽になるのは本当か気になる。 
 
資料３「医薬品と健康」ワークシート回答内容（抜粋） 

 

よく私は、薬を飲むときに飲み忘れて、急いで飲んだり、一回分を抜いてしまったりして使用回数、時間が守られないことがあった。薬は、きちんと説明書通り飲んでこそ効果があることを
図を通して認識することができたので、今後は気を付けて服用をしたいと思う。

私は、月経痛がひどいほうで、すごく痛くなって吐きそうになるまで薬を飲まないことが多かった。でも、今回の授業で、痛くなってから飲むと効きが悪いことを知ったので、これからは、、
痛み始めたら飲むようにしようと思った。月経痛という身近な内容だったので、関心を持って授業に取り組めた。

薬には、主作用と副作用があり、副作用の原因には薬の成分と体質によって出るものがある為、一般用医薬品を買うときには、パッケージの注意を読むだけでなく、薬剤師との相談が
不可欠であると感じました。自分の体に合った薬を服用することが何より大事だと考えます。

私は、どうしても錠剤とカプセルが飲めず、噛んだり分解したりしてしまいます。しかし、今日、危険だと学んだので、子ども用のゼリーなどを使ってどうにかしなければいけないと感じまし
た。今日学んだことを生かして近々薬局で自分で薬を買ってみたいと思います。

私自身、生理痛が来た時に耐えられないくらいに痛みがないと鎮痛剤を飲まないようにしていて、それがあまり効果がない飲み方だと初めて知ることができました。いつから痛みが耐え
らえなくなるまでがまんしていたのか分かりませんが、予備知識を持っているということが大切なことも学べました。

私は、月経痛がひどく、食事で対処することが可能と知り、実践していこうと思いました。また、痛み止めの薬を服用することがよいと知り、配られたプリントを参考に薬局へ行ってみたい
です。この授業について中学生の時から服用方法や月経時の服用などを教わると非常に勉強になり、助けにもなるため、高校時に具体的に教わるより中学生から教わったほうがよいと
思いました。

普段、親から渡された薬を適当に服用しているため、説明書などを気に留めたことがないので、薬局に行ってみてみようと思った。飲み切ることができない薬を次体調が悪くなった時に回
していることもあるので、きちんと守って服用せねばと思った。

いつも生理痛がひどいので、痛み止めを飲んでいるが、飲むタイミングまで重要だったとは知らなかった。今までは痛くなるのが嫌で痛くなる前から飲んでいたが、これからは、少し痛く
なってきたなと思ったら、飲むようにしたい。

私は、痛み止めは、本当にひどくて耐えられない時の最終手段として使っていて痛み止めを飲みすぎると効かなくなってくると思っていたので、間違いに気が付けてよかったです。

普段、当たり前のように服用していた薬について知っているようで知らないことをたくさん知ることができた。月経痛で苦労していた時、食事には特に気を遣うことはありませんでしたが、
たんぱく質や鉄、ビタミンEを多く含む食材や生姜がよいと学び、とてもためになりました。痛み止めを飲む前の食事も改善していきたいと思いました。

今まで、月経痛は、来て当たり前だと思っていたため薬を飲むしかないと思っていたが、レバーや生姜などで対処ができると知ってすぐにやろうと思いました。薬を飲まないのが一番体に
良いと考えていたが、それは違っていて、痛みが出た時にはもう飲んだほうがいいと聞いて、これからは痛くなったらすぐ薬を飲もうと思いました。

間違って覚えている情報があったので、今日正しい知識を学べて嬉しかったです。私は、月経痛がひどいのですが、薬をあまり飲んでいませんでした。理由は、飲みすぎると効果がなく
なると思っていたので、けど、この話を聞いてこれからは、痛みがひどくなる前に飲もうと思いました。

小さい頃、薬が苦手だったため母が形状を変えてくれ飲んでいました。授業で習ってみて、やってはいけないのみ方だったと知ることができたので、今後飲むことを進める立場になったと
きは気を付けようと思いました。それと、月経痛は、いつも我慢して薬を飲んだことがなく、頼りたくない気持ちでしたが、辛いときは服用してみようと思います。

今までの医薬品の服用方法が間違えていたということに初めて気づかされた。薬剤師の説明や医薬品の添付文書を読んで使用していきたいと思った。実際の薬剤師の方に授業をして
もらうととても説得力があると思った。
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資料４ 薬剤師による「医薬品と健康」ワークシートの質問に対する回答 

 

間違った薬の使い方をしていることに気付いた。第２・３類では、自らの判断で選び責任を負うことになるため、添付文書を必ず読む大切さを実感した。私も間違いが多かったが、子どもへ
正しい知識を伝える大人として学びを深めたい。

薬を有効に使うためには、説明書をきちんと読み用法容量をしっかりと守ることが必要であると改めて感じた。女性は、月経とかなり長い年月にわたってかかわっていかなければならな
い。痛くてつらい、面倒であるという印象を持ちやすいものであると思うけれど、子どもを産むためにはとても大切で素晴らしいものだということをつかえつつ、うまく付き合っていくために薬
を正しく使用することも必要だということを私も機会があれば子供たちに教えていきたいと思った。とてもためになりました。

今後養護教諭として現場に立った時、子どもたちから薬に関する疑問をぶつけられることも必ずあるだろうと思い、今日の授業に参加しました。痛み止めに関して、子どもたちには、アセト
アミノフェンが含まれている物が良いこと、薬に頼りすぎると効かないは、間違いであることなど、自分自身も知らなかった知識がたくさんあったため、今日の授業に参加してよかったで
す。ありがとうございました。薬についての知識が浅いことに気付いたため、学びを深めていきたいと考えます。

薬に関してなかなか勉強する機会がないので、よい機会だった。教育実習中に中・高生から月経痛の鎮痛剤に関して質問されることもあったので、薬剤師さんから教えてもらえてよかっ
た。自分の知識として深めておきたい。

解答質問

Q私は、薬を買うときに効果が同じものであれば、安いものを買ってしまい
ますが、値段によって効き⽬に違いが⽣じたりするのですか？キーワードを
押さえていて今⽇何の授業をするのかが明確で展開にもスムーズにつなげ
られていてわかりやすかったです。ゲストティーチャーを招いた授業は初めて
だったのでとても良い学びになりました。ありがとうございました。

お薬⼿帳は、なぜ安くなるのかが気になっていたことと、今回のお話を聞い
て⽉経の痛みを和らげるために薬を飲むときは、⾃分に合った薬を選びた
いなあと思った。

市販薬の痛みどめは、主成分が違って年齢や副作⽤が違うことがわかりま
した。疑問に思ったことは、処⽅されるロキソニンと市販のロキソプロフェンを
主成分とするロキソニンSやロキソニンｓプラスなどは、なにがちがうのか、S
とSプラスなどどちらがいいのか気になりました。

昼の薬を学校で飲まずに家に帰ってすぐ飲むことに問題はあるか。錠剤を
噛んで飲んではいけないことが分かった。服⽤の時間を過ぎてしまっても飲
んだほうがよいのか。

価格が安いからと⾔って、⼀概に⾼いものより効き⽬が悪いとは⾔えません。効き⽬の強さは主成分に
よって異なります。ただ、主成分も先発の場合は、開発コスト等で⾼いものとなりますが、後発の場合は
開発コストが抑えられ安くできる分、製剤化に⼯夫をして速い効き⽬や副作⽤の軽減を図っております。
そのため、簡単には判断できませんので、メーカーや薬剤師さん等の専⾨家の情報を参考に、ご⾃分に
あった製品をお選び下さい。

厚⽣労働省は医療費制を⽬指し、「お薬⼿帳」をもっと普及させたいということで、2016年4⽉の調剤
報酬改訂により「6ヶ⽉以内に同じ薬局を利⽤した場合」等のいくつかの条件をクリアした場合にお薬⼿
帳を持参すると「管理指導料」を下げるように設定しました。

処⽅されるロキソニンと市販のロキソニンSとは全く同じものになります。
市販品のロキソニンの違いは以下のようになっています。
・ロキソニンS：鎮痛成分のロキソプロフェンのみ配合
・ロキソニンSプラス：ロキソプロフェン+胃を守る成分配合（酸化マグネシウム）
・ロキソニンSプレミアム：ロキソプロフェン+胃を守る成分（メタケイ酸アルミン酸マグネシウム）+鎮痛
補助成分（アリルイソプロピルアセチル尿素、無⽔カフェイン）
（※鎮痛効果はSやSプラスより⾼いが鎮痛補助成分が⼊っているため眠くなる可能性あり）

昼に飲み忘れて帰宅後に飲んで、その後、夜にまた飲むと昼・夜の間隔が短くなり過ぎてしまい⾎中濃
度が⾼くなってしまうため、飲み忘れた場合には服⽤せずに、夜に通常量服⽤するようにして下さい。授
業中にもお話しましたが、昼飲み忘れたから夜に倍量飲むということもしないよう注意して下さい。
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幼児の遊び環境と伝承遊びに関する保育系学生の認識と課題 

 

穐丸 武臣 

愛知みずほ大学短期大学部 

Takeomi Akimaru 
Aichi Mizuho Junior College 

 

キーワード：幼児、遊び環境、伝承遊び、保育系学生 
 
Ⅰ 緒言 

幼児の発育発達に関する問題提起は正木健雄（1979・

1981）による「子どもの体は蝕まれている」や「乳幼児

のからだーアンケート報告書」に始まったといって差

し支えない。全国の保育者による子どもの定点観測が

行われようになった。そして保育者には子どもを正確

に観察する力量が求められた。 

筆者は生体を Von Bertalanffy(1978)の言うところ

の開放システムとしてとらえている。開放システムと

しての生体は環境に対して開かれており、生体は環境

からエネルギーと情報を入力し同化作用と異化作用に

よって成長を続ける。したがって、環境の状態が子ど

もの発育発達に大きな影響を与える。この視点からも

子どもの定点観測は重要な意味を持っている。 

愛知県では原田碩三（1982）が 1969 年より幼児の体

格と運動能力測定を開始した。筆者（2011）はそれを

引き継ぎ1989年から2009年まで10年間隔で測定調査

を継続した。その結果、愛知県の幼児は外遊び時間の

短縮や、運動能力の低下傾向が明らかになった。それ

らの現象は、幼児の遊び環境の変化が大きく関わって

いることを推測させるものであった。また、日本学術

会議合同子どもの成育環境分科会（2008、2011）は子

どもの遊び環境改善のために様々な提言を行った。 

 現在では幼児の心身の発達を促すために最も重要な

環境は保育所や幼稚園となっている。そこには遊び時

間、遊び空間、遊び友達、遊びのリーダー(ガキ大将役)

が存在し、保育計画に基づいた遊びの指導が行われて

いる。 

さらに、筆者ら（2007）は全国の保育者を対象に伝

承遊び調査を行い、伝承遊びの実施状況や指導の課題

などを報告した。保育者は伝承遊びを保育計画に組み

込むことを望でいた。保育者自身は伝承遊び指導の困

難さも指摘し、その解決方策として伝承遊びに関する

保育者研修の機会を増やすことや養成校においても伝 

 

承遊びを指導するべきなどを要望に挙げた。 

本研究は保育者の要望に応えるとともに保育者を目

指す学生が幼児の遊び環境や伝承遊びについて、いか

なる認識を持っているかを掌握し、保育者養成教育に 

おけるに教育プログラムの開発を行い、保育者として

の力量形成に貢献することを目的とするものである。 

 

Ⅱ 研究方法 

1．調査対象者 

愛知県内のＡ大学とＢ短期大学の保育者養成課程の

1 年生を対象にアンケート調査を実施した。 

分析対象者は男子学生 35 名、女子学生は 95 名、合計

130 名であった。 

アンケート調査は 2011 年 12 月、幼児体育担当の教員

に依頼し回収を行った。 

2.アンケート調査内容 

１）フェースシート項目 

①所属大学名、②学年、③性別、④出身県、⑤就職

希望先、⑥主な部活種目であった。 

２）子どもの遊び環境に関する認識質問項目 

①子どもの外遊び時間、②子どもの遊び友達、 

③子どもの遊び場所、④子どもの遊びリーダーにつ

いて、⑤子どもの静的な遊び時間について。 

３）学生自身に関する質問項目 

①伝承遊びの必要性、②伝承遊びの意義について、 

③伝承遊び体験時期、④伝承遊びの実施場所、 

⑤伝承遊びを習った人、⑥伝承遊び指導の自信、 

⑦子どもに伝えたい伝承遊びを３つ記入した。 

４）学生の伝承遊びについての認識 

  伝承遊びの実施状況（55 項目）の記入方法は「3.

遊んだことがある」「2.遊び方を知っている」「1.知ら

ない」の中から該当番号に○を付した。 

４）統計的分析には SPSS 16.0 Japanese で行った。 
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Ⅲ 結果 

1.対象者のフェースシート部分について 

1）学生の出身県 

愛知県出身の男子学生は 24 名（69％）、女子学生 57

名（60％）であった。三重県出身者の男子学生は皆無、

女子学生は 10 名（11％）であった。岐阜県出身の男子

学生は 2 名（６％）、女子学生 11（12％）であった。

静岡県出身の男子学生は4名（11％）、女子学生は7（7％）

であった。他県出身者は男子学生が 5 名（14％）、女子

学生は 10 名（10％）であった。したがって回答者の

80％以上が東海地区の出身であった。 

2）学生の希望する職種について 

学生の希望する職種について（複数回答を含む）男

子学生、女子学生とも全員が保育士・幼稚園教諭を希

望していた。 

  

2.学生の子どもの遊びに対する認識 

1）子どもの外遊び時間に関する認識 

子どもの外遊び時間に対する学生の認識を図 1 に示

した。学生の子どもの頃に比較して、子どもの外遊び

が「やや減少した」「非常に減少した」と回答した男子

学生は 83％、女子学生は 82％であった。学生は子ども

たちの遊び時間か減少していると認識していた。 

 

 

図１ 外遊び時間に関する学生の認識 

 

 

２）子どもの遊び友達の数についての認識 

子どもの遊び友達数に関する学生の認識について図２

に示した。 

学生の子どもの頃に比べて「変わらない」と回答した

のは男子学生 46％、女子学生は 48％であった。また、

「減少した」「やや減少した」を合わせると男子学生は 

 

 

46％、女子学生は 50％だった。したがって、学生は子

どもの遊び友達の人数に関して、現在も「変わらない」

あるいは「やや減少している」と認識していた。 

 

図 ２ 遊び友達数に関する学生の認識 

 

３）子どもの遊び場所についての認識 

子どもの遊び場に関する学生の認識を図 3 に示した。

学生の子どもの頃に比べて遊び場所が「非常に減少し

た」「やや減少した」を合わせると男子学生と女子学生

とも 74％だった。「やや増加した」と回答した男子学

生は 6％、女子学生は 8％であった。したがって、多く

の学生は子どもの遊び場所について「やや減少してい

る」と認識していた。 

 

図 3 子どもの遊び場に関する認識 
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４）子どもの遊びリーダーについての認識 

子どもの遊びにおけるリーダーに関する学生の認識

について図 4に示した。子どもの遊びのリーダー役が

「非常に減少した」「やや減少した」を合わせると男子

学生は約 49％、女子学生は約 58％だった。変わらない

は男女学生とも 40％であった。したがって、子どもの

リーダー的な存在については、やや減少傾向にあると

認識していた。 

 

 

図４ 子どもの遊びリーダーに関する学生の認識 
 
5）子どもの静的遊び時間に関する認識について 

 子どもの静的遊びに対する学生の認識を図 5 に示し

た。学生の子どもの頃に比べて「非常に増加した」「や

や増加した」を合わせると男子学生で 89％、女子学生

で 94％であり、ほとんどの学生が静的な遊び時間の増

加を認識していた。 

 

 

図５ 子どもの静的遊び時間に関する学生の認識 

 

2.学生の伝承遊びの必要性に関する認識 

１）伝承遊びの必要性についての認識 

 子どもに伝承遊びの必要性に関する学生の認識を図

６に示した。子どもたちにとって伝承遊びが「必要で

ある」「やや必要である」を合わせると、男子学生は

100％、女子学生は約 99％だった。したがって、学生

は子どもたちにとって伝承遊びは必要であると認識し

ていた。 

 

 
図 ６ 伝承遊びの必要性に関する認識 

 

２）伝承遊びを子どもが体験する意義について、 

子どもが伝承遊びを体験する意義について図 7 に示

した。男子学生は「仲間意識を育てる」19％、「コミュ

ニケーション力を育てる」17％、「楽しさを味う」16％

であった。女子学生は「楽しさを味う」20％、「仲間意

識を育てる」18％、「コミュニケーション力を育てる」

17％の順に高かった。 

 
図７ 伝承遊びの意義について 
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３）伝承遊び体験時期についての認識 

学生が伝承遊びを体験した時期については、男子学

生は「小学生時代」51％、次いで「幼児期」49％であ

った。女子学生は「小学生時代」536％で「幼児期」47％

であった。「中学時代」については皆無であった。 

男女学生とも幼児期と小学生時代に伝承遊びを体験し

ていた。 

 

4）学生が伝承遊びを行った場所 

学生が伝承遊びを行った場所について図８に示した。

男子学生は「公園」「運動場」が 26％で最も多く、次

いで「園庭」13％の順であった。女子学生は「公園 26％、 

「小学校の運動場」24％、「園庭」18％の順であった。

「海・山・川」で遊んだ者は 10％程度で少数だった。

「道路や神社」は男子学生が女子学生よりも多い傾向

を示した。 

 

 
 

図 8 学生が伝承遊びを行った場所 

 

５）伝承遊びを習った人（複数回答）について 

学生が伝承遊びを習った人について図９に示した。

男子学生は「友達」に習ったが 74％で最も多く、次い

で「園の先生」によるものが約 51％、「小学校の先生」

49％の順であった。女子学生は「園の保育者」が最も

多く 62％、次いで「友達」59％、「小学校の先生」51％

の順であった。「母親から習った」のは男子学生では

34％、女子学生は 31％であった。「父親から習った」

のは男子学生が 26％、女子学生は 16％であった。「祖

母から習った」は男子学生が 20％、女子学生は 26％で

あった。 

 

 

 
図 9 学生が伝承遊びを習った人 

 

６）伝承遊びの指導に対する自信について 

 学生が保育者になった場合、伝承遊びの指導に対す

る自信について図１０に示した。「何とも言えない」が

男子学生は 42.9％、女子学生は 55.8％であった。「自

信がある」と「やや自信がある」を合わせると男子学

生は約 40％、女子学生は 23％だ 

った。「やや自信がない」「自信がない」と回答したの

は男子学生 17％、女子学生は 21％であった。男子学生

の方が女子学生よりも自信を持っている傾向を示した。 

 

 
 

図 10 学性の伝遊び指導の自信 
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７）子どもに伝えたい伝承遊びベスト 10 

学生が子どもに伝えたい伝承遊びベスト 10 につい

て図 11・12 に示した。男子学生が子どもに伝えたい伝

承遊び上位は第 1 位が「ドロケイ」51％、第 2 位が「鬼

ごっこ」46％、第 3 位が「かくれんぼ」40％であった。

女子学生が子どもに伝えたい伝承遊びは、第 1 位が「は

ないちもんめ」40％、第 2位は「ドロケイ」30％、第

3 位は「鬼ごっこ」29％の順であった。第一位の伝承

遊びに男女差があった。 

 

 
図 11 男子学生が子どもに伝えたい伝承遊び 

 

 

図 12 女子学生が子どもに伝えたい伝承遊び 

 

８）学生が遊んだことのある伝承遊びの男女比較 

 遊んだことのある伝承遊びの男女比較を図 12 に示

した。女子学生の遊んだ比率の高い伝承遊びを左から

順に並べた。歌やリズムを伴った遊びは女子学生の比

率が高く、メンコやチャンバラごっこ、相撲などは男

子の比率が高く、性差のあることが示されていた 

 

 
 

図 13 学生が遊んだ伝承遊び男女比較 
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図 14 学生と保育者の知らない伝承遊びの比較 

 

Ⅳ 考察 

子どもたちの運動発達を規定する要因について。

Gallahue DL(2002)は砂時計モデルを使って、遺伝要

因を出生後に変えることは難しいが、環境要因を改善

することによって子どもたちの運動発達が促されるこ

とを示した。 

ここでは子どもの運動発達に関わる主要な環境要因

について学生の認識と課題を検討した。 

本研究の調査対象の学生は保育者を目指す学生たち

であり、そのうち約 80％は東海地区の出身者であった。

したがって、子どもの遊び環境の認識対象者も東海地

区の子どもたちが中心であると言ってよい。 

 1）子どもの外遊び時間と室内遊び時間に関する学生

の認識について 

子どもの遊び環境の要因として大切なものは三間と

言われる遊び時間、空間、仲間である。それらの要因

に関る学生のアンケート調査の結果は、自分たちの子

ども時代に比較して現在の子どもたちの外遊び時間が

減少していると認識していた。筆者ら（2012）の愛知

県の幼児の生活習慣調査報告による母親の回答結果に

よれば、幼児の帰宅後の外遊び時間は、1999 年は 65

分であったのに対して2009年は43分となり22分間減

少していた（ｐ＜0.001）。また室内遊び時間は有意な

差は認められなかった。外遊び時間の減少は、幼児の

登園時刻が 12 分早まり、降園時刻が 45 分間遅く、そ

の結果在園時間が長くなったことが原因であると推測

された。したがって、学生は外遊び時間が減少し室内 

 

 

 

遊び時間の相対的な増加を的確に認識しているとい

えよう。 

 2）子どもの遊び友達数については、約半数の学生が

「やや減少した」「減少した」と認識していた。また「あ

まり変わらない」も同程度の比率であった。「増加して

いる」と認識していたのは少数の男子学生であった。 

筆者ら（2012）の調査報告では、1999 年は子どもの遊

び友達が「いない」と回答した母親は 20％であったが、

2009 年は 35％に増加した。また、三人以上の友達は

1999 年が 47％であったが、2009 年は 36％と約 10％の

減少であった。近所の遊び友達の人数は有意な減少傾

向が認められた（ｐ＜0.01）。したがって、学生は子ど

もの遊び友達の減少傾向を的確に認識していたといえ

よう。 

３）子どもの遊び場所について学生は「減少した」「や

や減少した」を合わせると約 80%だった。女子学生の

「やや減少した」と「減少した」を合わせると約 82%

だった。したがって学生は子どもの遊び場所について

減少したと認識していた。遊び環境について仙田

(2009)は朝日新聞（オピニオン）の子どもの劣化とい

うテーマにおいて日本の子どもたちは「60 年間で自由

で豊かなあそび環境を失っていった。日本の子どもた

ちの遊び場は昔から道が中心だった。しかし、道は自

動車に奪われ、一気に子どもたちは多様な遊び空間を

失っていった。そして、あそび時間を支配し始めたの

がテレビである。1980 年代後半からテレビゲーム、近

年ではパソコンや携帯電話などによって、子どもたち
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は外で群れてあそぶ時間を分断されてしまった。」と述

べている。筆者（2012）らの調査結果では 6 歳児のゲ

ーム機保持者は 70％以上に及んでいた、外遊びよりも

室内の静的な遊びが増加している大きな要因となって

いるといえよう。 

 学生も自分たちの子ども時代より遊び場所が減少し

ていると的確に認識しているといえよう。 

４）子どもの遊びにおけるリーダー的存在（ガキ大将）

の人数について、男子学生の「減少した」「やや減少し

た」を合わせると約 49%だった。女子学生は「減少し

た」「やや減少した」を合わせる 58%だった。したがっ

て子どものリーダー的存在（ガキ大将）の人数につい

て過半数の学生が減少したと的確に認識していた。 

1970 年代頃までリーダー的存在であったガキ大将

役が姿を見かけられなくなったとの指摘がされて久し

い。子どもたちの集団遊びが豊かに展開するためには

集団のリーダー的存在は欠かせない、現在ではその役

割を保育者に求められているといっても差し支えない。

子どもの遊び指導に保育者の力量が求められていると

いえよう。 

５）子どもが伝承遊びを体験する意義について 

伝承遊びを子どもが体験する意義について男子学生

の大部分は「仲間意識」「楽しさ」「コミュニケーショ

ン」の回答が多いことから仲間意識を重視している。

それに対して女子学生の大部分は「楽しさ」「遊び文化」

「仲間意識」の回答が多かった。保育者は伝承遊びの

意義は幼児の「成長や発達に有効である」「日本固有の

文化に関心を持って、それを継承するため」と考えて

いるものは 80％以上であった。学生は伝承遊びによる

「身体発達や成長」、および「遊び文化の継承」などの

意義については意識していないようであった。学生と

保育者の「伝承遊びの意義」について差が認められた。

これは、学ぶ立場の学生と保育者の保育教材観との違

いによるものと思われた。 

中地万里子（1988）は伝承遊びの定義として、子ど

も社会の縦横のつながりと、大人から子どもへの経路

を通して受け継がれてきた遊びの総称であると定義し

ている。したがって、子ども社会のつながりと保護者、

地域、園との連携は不可欠である。 

６）学生が伝承遊びを体験した時期と場所について 

 伝承遊びを体験した時期について男女ともに幼児期

と小学生時代であった。学生が伝承遊びを行った場所

は男女とも「公園」が最も多く、次に「園庭・運動場」

であった。そして学生が伝承遊びを習った人について

上位から男子学生は「友達」「園の先生」「学校の先生」

順に多かった。それに対して女子学生は「園の先生」 

「友達」「「学校の先生」の順であった。家庭では両親

の比率も高かった。 

したがって、子どもの伝承遊びは園や運動場で保育

者や小学校の先生のいる安全なスペースで展開されて

いるといえよう。また、仙田満（2007）が主張するよ

うに、安全と安心を配慮した遊び場の環境整備は重要

な課題であるといえよう。 

７）伝承遊びの指導に対する自信について男子学生の

「自信がある」と「やや自信がある」を合わせると 40％

だった。女子学生の「自信がある」「やや自信がある」

を合わせると約 23％だった。男子学生と女子学生の比

較では男子学生の方が女子学生よりも指導の自信が高

く、女子学生はあまり自信が無い回答が多かった。 

筆者ら（2007）の伝承遊び全国調査でも２０歳代の

保育者は年上の保育者に比較して伝承遊び指導に自信

がないと答えている者が多かった。したがって、学生

の時期では当然の結果といえよう。 

８）学生が遊んだことのある伝承遊びは、保育者より

やや少なくかった。しかし、知らない遊びの数は図 14

に示したように、学生の方が保育者よりも多数を占め

ていた。伝承遊びの指導については自信が持てない 

ようであり、養成校において指導スキルの習得が保育

者としての力量形成につながると思われた。 

 半澤敏郎（1980）は子ども本来の姿を取り戻すため、

昔から遊び込まれてきた伝承遊びの楽しさを今の子ど

もたちにも伝えていく大切さを主張している。 

子どもたちは楽しさや面白さを体験することによっ

て行動意欲が育ち、遊びが豊かになるにつれて楽しさ

も低次から高次なものへ高まっていく。これが子ども

の好奇心を刺激し、創造的な活動を生み出すエネルギ

ーとなる。そのためには幼児期から伝承遊びの楽しい

体験がとても大切だといえる。全国のほとんどの保育

園や幼稚園が伝承遊びを大切な保育教材として採用し

実施している。したがって、保育者が伝承遊びをたく

さん知っていて、その楽しさやおもしろさを子ども達

に伝えていくことが大切である。保育者の伝承遊び指

導の力量を高めるためにも伝承遊びに関する研修の機

会を増やすことや養成校で学生に伝承遊びを十分指導

するなどの要望に応えていく必要がある。 
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Ⅴ まとめ 

本研究の結果と考察は以下の様にまとめられる。 

1．保育者養成系学生の子どもの遊びに対する認識は、

遊び時間、仲間、場所などの環境要因について学生自

身の子ども時代に比べて状態がやや悪化している。そ

して子どもの動的な外遊びが減少し静的遊び時間が増

加していると現状をかなり正確に認識していた。 

2．子どもの伝承遊びの必要性については約 99％の学

生が必要であると認識していた。しかし学生が保育者

になった時、子どもに伝承遊びを指導する自信がある

という学生は少数であった。 

3．伝承遊びの意義については、「仲間意識を育てる」

「楽しさを味わう」であると認識していた。 

4．伝承遊びを体験したのは「幼児期」と「学童期」で

あった。そしてよく遊んでいた場所は「公園」と「小

学校や園の運動場」であった。伝承遊びを教わった人

に関しては、男子学生は「先生」と「友達」であり女

子学生は「友達」と「園の保育者」が多かった。 

5．子どもに伝えたい伝承遊びについて、男子学生は子

どもたちに活動性の高い伝承遊びを、女子学生は歌や

リズを伴った伝承遊びを伝えたいと思っていた。 

6．学生は多くの伝承遊びを体験していたが、保育者に

比較して知らない遊びも多かった。そして、伝承遊び

の指導にはまだ自信が持てないようであり、養成校に

おいて教材の意義や指導法の習得が保育者としての力

量形成につながると思われた。 
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本学食育活動からみた食育支援の在り方とその方向性（2） 

 

－平成 28 年度 食育活動の実施報告－ 

 

横山 洋子・水野 早苗 

愛知みずほ大学短期大学部 

Yoko Yokoyama, Sanae Mizuno 
Aichi Mizuho Junior College 

 

キーワード：食育 学生 地域 
 

 

１ はじめに 

 平成 17 年に制定された食育基本法 1）には、子ども

たちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付け

ていくために、何よりも「食」が重要であるとし、「食

育」は生きる上での基本であり、教育の三本柱である

知育、徳育および体育の基礎となるべきものと位置づ

けられている。そして、様々な経験を通じて「食」に

関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を

身に付け、健全な食生活を実践できる人間を育てるた

めに大切なものであることが示されている。 

 近年、「食育」が重要とされる背景には、「食」をと

りまく様々な問題が浮上していることがある。例えば、

栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満やそれらが

原因と考えられる生活習慣病の増加がある。また、若

年女性を中心に見られる過度のダイエットや高齢者の

低栄養傾向等、健康面での問題も指摘されている 2）。  

 このような状況の中で、食に関する知識を身に付け、

健康的な食生活を実践し、心身の健康を保持・増進す

るために、「食育」が重要となっている。教育の現場で

は、平成 17 年度に制度化された栄養教諭が、学校にお

ける食育推進の要として各都道府県に配属され、「学校

における食育の推進」が明確に位置づけられた。また、

平成 20 年 3 月には、学習指導要領の一部改訂が行わ

れ、小中学校の学習指導要領、幼稚園教諭要領におい

て食育部分の充実が図られた。しかしながら、子ども

たちが、健全な食生活を実践する力を身に付けるため

には、学校だけでなく、家庭や地域の協力も必要であ

る。最近では、さまざまな分野で産官学の連携が行わ

れており、食の分野でも企業や地域行政、大学等の連

携による取り組みが増えている 3）。 

 本学は、地域に根差した大学を目指し、地域と連携

した様々な活動を行っている。食物栄養専攻において

は、栄養士および栄養教諭を養成している専攻として、

学生、教職員が地域と連携して実践でき、地域住民お

よび学生の生涯にわたる健康で豊な生活に寄与できる

食育活動について模索してきた。前報 4）では、平成 27

年度に行った食育活動について、第 3 次食育推進基本

計画をもとに分類・整理して報告した。本報では、平

成 28 年度に行った食育活動について、対象年代別に

分類し、報告する。 

 

２ 活動内容 

 1) 児童を対象とした活動 

(1) 瑞穂区児童館主催「キッチンみずほ」（2回） 

瑞穂区児童館において、定員 12 名（先着順）で調

理実習を行った（図 1）。1 回目（4 月）のメニュー

は、「えんどう豆ごはん」、「ヘルシーナゲット 2種」、

「キャベツのコンソメスープ」、2 回目（10 月）は、

「ごはん」、「シュウマイ」、「きのこの豆乳スープ」、

「スイートポテト」とした。 

参加者の 12 名は、小学生の男女であり、年齢の異 

なる子どもたちが協力しながら調理を行った。また、 

調理実習だけでなく、「旬の野菜」について簡単な資 

料を配布し、話をした。子どもたちは興味を持って 

話を聞き、積極的に発言し、楽しそうに作業をして 

いた。4月のメニューの一つである「えんどう豆ご 

はん」は、作る前はあまり好きではない様子であっ 

たが、「みんなで食べるとおいしい」、「自分で作った 

ものはおいしい」と言いながら、ほとんどの子ども 

が完食していた。10 月には調理実習の他に、いろい 

ろな種類のさつまいもを食べ比べた。子どもたちは、 

今まで食べたことのなかったさつまいもを興味深く 

観察し、味わっていた。また、この回は、地域の方 

がボランティアで参加し、子どもたちと一緒になっ 
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て調理や食べ比べを楽しんだ。 

  食事は、子どもたちの成長・発達のための栄養源 

として非常に重要である。しかし、食事は、それ以 

外に楽しみの場であり、コミュニケーションを通し 

て社会性を身につける場でもある。食事を共にする 

ことは、食行動・食バランスによい影響を及ぼすと 

する報告もあり 5）、今後も、食材に興味・関心を持 

たせ、社会性を身につけることのできる楽しい調理 

実習を検討していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1 「キッチンみずほ」の様子 

 

(2) 瑞穂区役所主催「瑞穂区民祭り」 

地域住民を対象に、「箸を上手に使って大豆運び」、

「スポーツドリンクを作ってみよう」、「ゴマすりに 

挑戦」の３つのイベントを行った（図 2）。子どもの 

参加が中心となるイベントであったが、家族や友人 

と楽しむ場面も多かった。学生 8名が参加し、積極 

的に地域住民に声をかけ、一生懸命に豆をつかもう 

とする子どもを励ましていた。また、夏場に注意が 

必要な『脱水症状』を予防するために、簡単に作る 

ことのできるスポーツドリンクを紹介し、実際に作 

り、試飲した。            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 図 2 「瑞穂区民祭り」の様子 

 

(3) 瑞穂小学校子ども会主催「料理教室」 

瑞穂学区の年中～小６までの子どもを対象に、料

理教室を行った（図 3）。この活動は平成 21 年度か

ら継続的に実施している。様々な年齢の子どもたち

がそれぞれの役割を持って安全に調理に携われるよ

う、子ども会役員（母親）と話し合いを重ねながら

実施している。参加者は、子ども 64 名、子ども会役

員および運営スタッフ 19 名であった。終了後の子

どものアンケート結果は、「楽しかった」、「おいしか

った」、「またやりたい」が多かった。また、「自分た

ちで作った料理はとてもおいしかった」、「話したこ

とがない人たちと仲良くなれてうれしかった」、「家

でもお父さん、お母さんに作ってあげたい」といっ

たコメントもあり、皆で協力することの大切さや楽

しさ、大勢で食事をすることの楽しさが伝わったと

考えられる。さらに、食に興味を持たせ、自宅でも

作りたいといった意欲を持たせることもできたと考

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3 子ども会「料理教室」の様子 

 

2) 一般（高校生以上）向けの活動 

(1) 食品加工講習会 

 愛知県内高等学校の家庭科教諭を対象とした講習 

会を開催した。この講習会は、平成 22 年度から継続 

的に実施しており、受講者である教諭は、講習会に 

出席することで食品について広く学び、学んだ知識 

や技術を高等学校での授業に取り入れたいという明 

確な目的を持っている。そのため、高等学校におけ 

る家庭科教育の参考になるような知識と技術を伝え、 

それによって食文化を見直すことを目的として実施 

している。 

平成 28 年度は、「大豆の加工①」をテーマとし、 

 講義と実習を行った（図 4）。参加者は 31 名であり、 

講習会後のアンケートには、「授業や部活の実習に取 

り入れられる内容であった」、「師範台での見せ方、 

レシピの見易さを参考にしたい」、「簡単なお菓子作 

りは生徒の興味関心が高いため、授業で活用し易い」、 

「段取りのよさを今後の授業の進め方の参考にした 

い」といった意見が多かった。 

今後も高等学校の教諭に授業のヒントを提供し、 

高校生に食と健康、食文化に関する興味・関心が伝 

播することを目指していきたいと考えている。 
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     図 4 食品加工講習会の様子 

 

（2）高校生のための食育セミナー 

  高校生および本学学生に、食べること・学ぶこと

の楽しさを伝えることを目的とし、平成 28 年度に

新たに企画したセミナーである。セミナーは 2 部構

成とし、午前は「米」に関すること、午後は「魚」

に関することをテーマとし、専門家を講師に招いて

講義・実習を行った（図 5）。参加者は午前 21 名、

午後 8 名、本学学生 5 名であった。セミナー後のア

ンケートには、「正しい米の研ぎ方について改めて知

ることができたので、今日から家でやりたいと思っ

た」など新たな知識を習得し、日常生活に生かして

いきたいといった意欲が見られる感想が多く書かれ

ていた。また、「6種類の米を食べ比べる貴重な体験

ができた」という感想とともに、「また参加したい」

という次回を期待する意欲も見られた。本学学生か

らは、「真剣に学ぶことにより、授業以外の知識が得

られた」等の感想があった。高等学校の教員からは

「食の専門家からの学習ができる」等、講座内容に

ついて非常に好意的な意見が出されたが、開催時期

が学校行事等と重なっていたことや 1 日日程であっ

たこと等から、参加者が少なかった。今後は、生徒

が参加しやすい方法や期間を設定し、高校生が食に

興味を持ち、また、本学学生にとっても良い勉強の

機会になるような食育セミナーを検討していきたい

と考えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 5 米の研ぎ方を実習する様子 

(3) 瑞穂区児童館主催「はじめての離乳食」 

瑞穂区児童館で応募を募り、参加者 20 名を対象に

離乳食の重要性、離乳食を作る時・食べさせる時の

注意事項等について講義を行った。また、離乳食に

使える簡単な「おやつ」を紹介し、試食した。参加

者には、事前に離乳食についての質問事項を調査し、

それぞれの質問に対して事例を紹介しながらわかり

易く回答した。参加者は、日頃から不安に思ってい

たことや心配していたことが解決でき、ホッとした

ような表情であった。 

 

 (4) 一般啓発活動 

  食物栄養専攻 2 年生の学生 44 名が、地域にある

大型店舗イオンモール熱田店へ出かけ、買い物客を

対象に食育活動を行った（図 6）。『和食の文化は家

庭から』をテーマに、「健康度チェックコーナー」、

「三角おにぎりを作る体験コーナー」、「豆つかみゲ

ームコーナー」等を設置し、和食文化の啓発活動を

行った。 

学生は事前に BMI の算出方法、バランスのよい食 

品の組合せなどについての説明資料を作成し、グル 

ープごとに栄養指導の練習を行って臨んだ。多くの 

人に食に関する興味を持たせる工夫、わかりやすい 

資料作り、説明方法の工夫は、学生が栄養士として 

社会で活躍していくために重要であり、良い経験に 

なるとともに、本学が、食育活動を通して社会貢献 

できる機会であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6 「おにぎり体験コーナー」の様子 

 

(5) 名古屋市生涯学習センター主催 大学連携講座 

  ユネスコ無形文化遺産に登録された“和食”の伝 

統的な文化と、“和食”の魅力を次世代にどのように

伝承していくかについて『和食文化の伝統と未来』

をテーマに、名古屋市教育委員会との共催（大学連

携講座）事業を行った（図 7）。前半は「なごやめし

を支える味噌文化」の講義、後半は「味噌を活かす

調理」の実習とし、参加者はそれぞれ 34 名、37 名、

参加年代は 50 歳以上が多かった。参加の動機は、講
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義については「教養・知識を高めたかった」、「生活

に役立つから」が多く、実習については、「味噌料理

に関心があった」、「日常の食事にいかしたかった」

が多かった。講義後の感想としては、「味噌は古くか

らの伝統的な日本文化でもあり、大切にしていきた

い」、「八町味噌がますます大好きになった」といっ

たものが多く、実習では、「4品ともそれぞれ違う味

噌の味の料理に感心した」、「レパートリーが増えた」、

「とても良いアイデアをいただいた」等、実生活に

役に立てたいという意見が多かった。今後も大学の

持つ設備を活用・提供し、社会に貢献できる食育活

動を実施したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 7 「味噌を活かす料理」（実習）の様子 

 

3) 高齢者を対象とした活動 

  (1) デイサービス施設での食育活動 

  学生がデイサービス施設を訪問し、おやつを一緒

に作り、共食する活動である（図 8）。学生は教員の

指導・アドバイスを受け、高齢者が安全に楽しみな

がら食することのできるレシピを考え、施設の方と

の打ち合わせをして臨む。また、折り紙等の手遊び

や“しりとり”等のゲームも準備した。高齢者は、

若い学生と会話をすることを楽しみ、共食すること

に喜びを感じているようである。また、学生にとっ

ても、高齢者のために安全でおいしいおやつを工夫

し、共食する良い機会であり、施設側からも良い評

価を得ていることから、今後も続けていきたいと考

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 8 デイサービス施設での様子 

 （2）瑞穂区いきいき支援センター主催 

「男性初心者料理教室」 

  高齢者の食生活は、独居や高齢者だけの世帯にな

ると、同じものばかり食べる、買い物や調理が億劫

になる、食事そのものへの関心が薄れる、食事の回

数が減る等の特徴がある 6）。特に男性では、調理が

わからないことやレパートリーが少ないことが問題

となるといった報告もあり 7）、これらのことが高齢

者の低栄養の要因に影響を与えている。本学では、

高齢者の食育の推進を図るため、平成 27 年度から

瑞穂区いきいき支援センターとの共催により 65 歳

以上の男性を対象とした料理教室を開催している

（図 9）。  

  平成 28 年度の参加者は 30 名であり、参加者の家

族構成は「夫婦のみ」が 46％で最も高く、共に食事

を摂る人は「夫婦」が 61％、次いで「ひとり」が 25％

であった。料理教室への参加理由としては、「独りに

なっても困らないように」が最も高かった。実習後

の感想としては、「知らない方と会話し、笑いながら

料理ができてとても楽しかった」、「料理ができるよ

うになりたい」というものが多く、「今後、調理をし

てみたい」という意欲を喚起させ、高齢者の QOL を

保つ上で重要である「食事を楽しむコミュニケーシ

ョンの場」も提供できたと考えている。今後も、調

理を楽しみながら、健康寿命の延伸に寄与できる料

理教室を目指したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 9 「男性初心者料理教室」の様子  

 

３ まとめ 

 食育は、学齢期前から老齢期までの生涯にわたって

取り組んでいく必要がある。現在、食育は栄養教諭や

栄養士・管理栄養士が中心となって行っているが、学

校・保育所・家庭・地域が連携して行い、社会全体で

健康的な生活を支援していくことが必要である。 

 栄養士養成施設として60年以上の長い歴史を持つ本

学が、地元地域と連携し、それぞれの年齢層に応じた

食育活動を行うことは、地域住民の健康の保持・増進

に寄与できるのではないかと考える、また、本学食物
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栄養専攻の学生教育においても、専門的な知識や技術

および実践力を持った栄養士・栄養教諭の育成、コミ

ュニケーション能力の育成、社会の要望に適応できる

人材の育成に繋がることが期待される。 

 平成28年度のアンケート結果を参考に、食育活動の

内容を検討し、地域に求められる活動を目指したいと

考える。 

 

４ 倫理的配慮 

 掲載した写真については、各イベントにおいて、口

頭で許可を得ている。 
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保育士を目指す学生に対する「食育」の取り組み 

 

水野 早苗・横山 洋子 

愛知みずほ大学短期大学部 

Sanae Mizuno・Yoko Yokoyama  
Aichi Mizuho Junior College 

 
キーワード：保育士 短大生 食育 

 

 

１ はじめに 

現代社会には生活習慣病、摂食障害、食物アレルギ

ーなどの、食に関するさまざまな問題があることは周

知のとおりである。それを背景に、平成 17 年に施行さ

れた「食育基本法」では、“食育”を生きる上での基本

であり、“知育”“徳育”“体育”の基礎となるべきもの

と位置付け、各方面での“食育”の推進を求めている。

とくに、子どもの頃から正しい食生活のあり方を教育

することは、生涯健康を維持する上で重要であり、幼

児期における“食育”の役割は大きいといえる。 

厚生労働省は平成 24 年に「保育所における食事の

提供ガイドライン」1）を作成し、乳幼児の発育・発達

の過程に応じて、計画的に食事の提供や“食育”が実

施されるよう、啓発のための取り組みを進めている。

そのガイドラインの中で、子どもの朝食欠食に関して

は改善されてきていると報告され、それが全国各地で

実施されているさまざまな取り組みの成果によるもの

と捉えられている。しかしながら、実際には、朝食と

して菓子を与えられるなど、子どもの栄養バランスが

考慮されているとは言えない。また、家族との共食の

機会が減少した結果の「こ食」など、子どもの食生活

には、なお問題があり、家庭で十分な“食育”がなさ

れない子どもにおいては、保育園・幼稚園での“食育”

がさらに重要となっている。 

保育所における“食育”は、「保育所保育指針」2）（平

成 20 年厚生労働省告示第 141 号）において、健康な生

活を送るために、食を営む力の基礎を培うことを目標

として実施が進められてきたが、平成 29 年 3 月に告

示された新たな「保育所保育指針」3）（平成 30 年 4月

施行）でも、“食育”は引き続き保育の一環として位置

付けられ、子どもが健康に成長するために“食育”が

重要であることが示された。特に近年大きな問題にな 

 

 

っている食物アレルギー疾患については、保育関係者

に一層正しい知識をもつことが求められている。その

ため、厚生労働省では、平成 23 年に「保育所における

アレルギー対応ガイドライン」4）を作成、配付し、食

物アレルギー疾患を有する子どもに対して、保育所で

の具体的な対応や取り組みができるようにした。 

このように、保育園や幼稚園では、子どもの年齢や

環境に応じた“食育”の実施が必要であり、それに関

わる保育士や幼稚園教諭は、正しい食の知識を持つこ

とが求められる。 

著者は、短期大学において、保育士資格取得を目指

す学生を対象に「子どもの食と栄養（演習：2 単位）」

を担当している。この科目のねらいとして、「保育園や

幼稚園での食育の実践や、食に関する問題に対して正

しい対応ができるようになる」を掲げ、学生の“食育”

に対する意識の向上を目指している。 

今回、学生の本科目受講による“食育”に対する意

識の変化について調査し、社会での“食育”活動の実

践における可能性について検討した。 

 

２ 経緯と方法 

1） 授業内容 

「子どもの食と栄養」の授業は 2 年生の前期に開

講している。内容は、表 1 に示したとおりで、15 回

の授業のうち 8 回の調理実習を実施し、離乳食やア

レルギー対応食を実際に調理・試食することによって、

より具体的な理解を目標とした。また、講義には、将

来の“食育”の実践を意識し、箸の使い方を中心とし

た食事のマナー、子どもに教えたい食文化などの内容

も組み入れた。 

2） 調査方法 

（1）調査対象 
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調査の対象は短期大学子ども生活専攻の 2 年生 33

名で、そのうち保育士資格取得希望者は 32 名、幼稚

園教諭 2種免許状取得希望者は 20 名であった。 

（2）受講前の聞き取り調査 

授業の第一講目に、調理の経験の有無、日本の食生

活に対する興味関心について簡単な聞き取り調査を

実施した。 

 

表 1 「子どもの食と栄養」の授業内容 

 区分 授業内容 

1 講義 栄養・食に関する基本的知識 

2 講義 子どもの発育・発達と栄養・食生活 

3 講義 食育の基本と実践 

4 講義 児童福祉施設や家庭における食と栄養 

5 講義 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 

6 実習 
離乳食の調理実習（月齢 5～6 ヶ月） 
おかゆの食べ比べ 

7 実習 
離乳食の調理実習（月齢 7～8 ヶ月） 
出汁の取り方、野菜の切り方 

8 実習 
離乳食の調理実習（月齢 9～11 ヶ月） 
市販離乳食の食べ比べ 

9 実習 
離乳食の調理実習（月齢 12～18 ヶ月） 
＊清潔に調理をするということ 

10 
実習 

幼児食の調理実習 
＊野菜が好きになるために 

11 
実習 

幼児期の誕生日お祝い献立 
（子どもと楽しむ調理） 

12 
実習 

幼児のおやつ作り 
（子どもと楽しむおやつ作り） 

13 
実習 

幼児食の調理実習（アレルギー対応） 
＊アレルギー食材の代わりに使う食材 

14 講義 子どもに伝えたい食文化と食のマナー 

15 講義 食の安全 まとめ 

 

（3）調理実習振り返りシート 

8 回の調理実習がすべて終了した時点で、各自に以

下の内容の振り返りシートを記入させた。 

〔実習振り返りシート質問項目〕 

① 一番印象に残った実習とその理由 
② 実習全体をとおしての感想・反省 
③ 調理実習で学んだこと 

 

（4）授業終了時の、食に関する意識調査 

 15 回の授業終了後に、授業で学んだことを前提と

して、以下の内容について回答を求めた。 

〔質問項目〕 

① 次の選択肢の中で、現在、子どもを取り巻く食 

の問題として一番重要だと思うものは何か。 

 

朝食欠食、偏食、噛まない子ども、食のマナー、 

孤食、食物アレルギー、おやつの与え方、 

食べない・食に対する無関心、貧困、 

生活リズムの乱れ、その他（   ）、特にない 

 

② ①で選んだ問題に対して、あなたは将来社会人 

としてどんな努力をしようと思うか。保育士・幼

稚園教諭の資格を取得する人は、特にその立場か

ら答えよ。 

③ この授業を受けて一番勉強になったこと、また 

は強く感じたことは何か。 

 

３ 結果 

1） 受講前の聞き取り調査の結果から見る食生活に 

 対する意識 

  授業の第一講目に実施した聞き取り調査の結果、

「小・中・高校での調理実習の授業以外で調理経験

はあるか」という問いに対して、「ない」「どちらか

というとない」と答えた学生は、33 名中 29 名（約

88％）であり、「ある」「どちらかというとある」と

答えた学生はわずか 4名（約 12％）であった。また、

「現代日本の食生活について、どんなことが問題だ

と思うか」という質問には、「生活習慣病」や「食の

安全性」などを挙げた学生もいたが、7名（約 21％）

の学生が「問題は特にない」と回答し、食物や食生

活に対する関心の低さが見られた。 

2）実習の振り返りシート 

  振り返りシートから、以下の回答が得られた。 

① 一番印象に残っている実習とその理由（抜粋） 

 印象に残った実習内容としてさまざまな回答が

あったが、一番多かったのが『おかゆ（ア）』の食

べ比べであった。続いて多かった回答は、以下の 2

項目（イ、ウ）であった。 

ア おかゆ 

 イ 市販離乳食の試食 

  ウ 野菜の下処理や出汁の取り方などの基本調理 

  それぞれの、印象に残った理由は以下のとおりで

ある。 

ア おかゆ 

・加水量を変えて、10 倍がゆから軟飯まで炊いて食

べ比べたことで、ご飯の固さの変化がよく理解でき

た。 

・おかゆを食べ比べてみて、子どもが成長に従って

少しずつ固いものを食べられるようになることを、

改めて理解できた。 

イ 市販離乳食の試食 
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・いろいろな離乳食が市販されていることに驚いた。 

・どれもすごく薄味に作られていることに驚いた。 

 ウ 野菜の下処理や出汁の取り方などの基本調理 

 ・いろいろなことが経験できて楽しかった。 

 ・知らないことが多いことに気づいた。 

② 実習全体の感想・反省（抜粋） 
・初めて調理をして調理の楽しさを知った。 
・調理に少し自信がついた。 
・初めの内は班で協力ができずに、作業に手間取る

ことがあったが、次第に協力できるようになり、協

力することの大切さがわかった。 
・学校で学んだ料理を、家でもう一度作ったらより

理解でき、家族も喜んで食べてくれた。 
・わらびもちやゼリーを失敗したが、失敗の理由を

教えてもらったことで勉強になった。次は失敗しな

いと思う。 
③ 調理実習で学んだこと（抜粋） 
・手順を考えて、効率よく作業をすることの大切さ 
・アレルギー対応のおやつの作り方 
・月齢に合った料理の作り方 
・基本的な調理方法 
・協力することの大切さ 
・包丁の使い方、食材の切り方 
・子どもが食べやすい食材の大きさと軟らかさ 
・子どもを育てることの大変さ 
・衛生に気をつけることの大切さ 
・月齢や年齢で、どんなものが食べられるかを知る

ことができた。  
（3）受講後実施した意識調査の結果 

1）子どもを取り巻く食の問題の中で、一番重要だと 

思うものは何かという問いに対して、「問題は特に 

ない」と解答した学生は無く、何らかの問題を感じ 

ていることが認められた。回答が多かったのは以下 

の 3項目（ア、イ、ウ）であった。 

ア 食物アレルギー：15 名（約 45％） 

イ 偏食：7名（約 21％） 

ウ 食べない・食に対する無関心：6名（約 18％） 

2）1）で挙げたそれぞれの問題に対して,自分が社会

人としてどんな努力をしようと思うかについては、

以下のとおりの回答であった。 

ア 食物アレルギーを挙げた学生 

・一番重要なのは、子ども一人ひとりのアレルギー

について正しく把握すること。 

・アレルギーの食材をただ除くのではなく、代わり

になる食材をうまく利用する。 

・食べるものが違うことによる「自分は友達と違う」

という淋しい思いをさせない。 

・間違えて食べると大変なことになるので、食べる

ものをよく確認する。 

・みんなと一緒に食事を楽しむ環境を作ってあげる。 

・事故防止のために他の先生や親との連絡を密にす

ること。 

・アレルギーを持つ子どもの保護者同士で、悩みを

打ち明けられる場を提供する。 

・自分自身が、正しい知識を持つこと。 

・その子どもが、食べることを嫌いにならないような 

心のケアをしてあげたい。 

イ 偏食を挙げた学生 

・食べることの楽しさや、嫌いな食材の良いところを 

話してあげたい。 

・無理強いしても逆効果なので、時間をかけて子ども 

自らが食べるように声かけをしていきたい。 

・偏食については、実習先でも苦労した。急にたくさ 

んではなく、少しずつ食べられるように声をかけなが

ら見守りたい。 

・まずは、自分自身が好き嫌いをなくすこと。 

・絵本などを活用して、自分から食べるようにする。 

ウ 食べない・食に対する無関心を挙げた学生 

・食事をする時間が楽しくなるように援助する。 

・叱るべきことがあっても、食事の時には叱らない。 

・子どもの気持ちを理解するように努力する。 

・絵本や手遊びなどで、食べ物の興味を引き出す。 

・自分が子どもの前で美味しそうに食べて、食べるこ

とが楽しいということを行動で伝える。 

・個性があると思うので、一人ひとりに適した対応を

考えたい。 

3） この授業を受けて一番勉強になったこと、また 

は強く感じたことは何か。（抜粋） 

・手作りで食事を作ることの大切さを知った。 

・将来、保育園で食物アレルギーの子どもに対して 

慌てないで対応できるようになるためには、もっと 

勉強が必要。 

・食物アレルギーについてもっと学んで、保護者に対 

して余裕をもって対応できるようになりたい。 

・よく噛むことの大切さを子どもに教えたい。 

・保育園や保育所で勤務する場合、離乳食に対する知 

識は必要だと思うので、学んだことを家で復習しよう 

と思う。 

・今後、家庭で調理をする機会を増やして、調理に慣

れていこうと思う。 

・箸の持ち方や食べ方などのマナーも、園児に教えて

あげたい。 

・きちんと食べることが体にとって大切だというこ

とを教えることが重要だ。 

 

４ 考察 
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1） 授業の効果 

授業開始前には、食べ物のことや調理に対して興味

関心の少なかった学生たちであったが、振り返りシー

トや受講後の意識調査の結果から、受講後は食に関し

ての意識の向上が認められた。特に、食物アレルギー

や食事のマナーなどについて、自分たちなりに、将来

の保育の現場で、どのように対応するかについて考え

るようになったことが認められた。鷲見 5）は、保育士

を目指し、「子どもの食と栄養」を受講する学生に対

してアンケート調査を実施し、“食育”実践のための

学習効果について、受講によって学生の“食育”に対

する意識は向上したが、学生自身の日常での食態度の

向上には至らなかったと報告している。今回の調査で

は、家庭で復習として調理をする学生がいたことが認

められ、このように、知識としてだけではなく、生活

の中で実践することが重要である。 

2） 保育士を目指す学生の食育 

“食育”は栄養士の仕事であると思われがちであ 

るが、未だに栄養士が配属されていない保育園は多く、

保育の現場では保育士が“食育”を担うことが多い。

三浦ら 6）は、保育士や栄養士を目指す学生が、専門分

野を生かしながら連携して“食育”活動に取り組むこ

とで、学生間の食に関する意識の高まりや、知識・技

術の共有などの効果が見られたとしている。そして、

その効果が、卒業後、保育所や幼稚園などでの実践力

に繋がることが期待されると報告している。本学は平

成 26 年に保育士養成施設の指定を受け、保育士を養

成しているが、もともと養護教諭や栄養士養成校とし

ての歴史が長い。著者らは永年にわたり栄養士の養成

に関わってきたことから、地域に“食育”の意識を拡

げるべく、活動をしてきた。例えば、近隣の児童対象

の料理教室、子育て中の母親を対象にした離乳食の講

座、高齢男性対象の料理教室など、さまざまな対象に

対して“食育”を実践してきたが 7,8））、今後、保育士

を目指す学生と栄養士を目指す学生とがそれぞれの

特性を生かして“食育”を実践することの可能性につ

いて示唆された。田中ら 9）は、保育園に在職する保育

士に対して、食の安全に関わる問題意識についてアン

ケート調査を実施し、保育士の食物アレルギーに関す

る知識が十分でないことを指摘している。また、“食

育”が保育の一環と位置付けられたことにより、保育

士が保育所の子どものみならず、食の情報を家庭や保

護者にも伝えていく役割の重要性について述べ、保育

士の知識向上の必要性を示唆している。また、髙木 10）

は、保育所の施設長に対してアンケート調査を実施し、

保育所での“食育”に対する意識や実践を高める要因

について報告している。それによると、7 割以上の施

設長が、保育士や保育士を目指す学生に対して、食物

アレルギーや離乳食などを含めた、食と栄養に関する

知識を持つことが必要であるという認識を持つこと

が示されたとしている。 

3）保育園・幼稚園での“食育” 

現在、多くの園において、それぞれ工夫された“食

育”活動が実施され、その内容や効果について報告さ

れている。例えば、坂本ら 11）は、保育所の園長およ

び施設長にアンケート調査を実施し、保育所における

“食育”活動について報告している。それによると、

実施している“食育”の内容は、配膳指導や調理体験、

野菜の栽培活動等が 9 割を超え、食文化に関しては

やや低い傾向であり、また、“食育”の実践に際して、

栄養士の配属が少ないことが問題であると報告して

いる。會退 12）は、3～5歳児を対象に、スプーン・フ

ォークと箸の正しい持ち方、食事中の正しい姿勢を身

につけることを目的に、管理栄養士が企画したプログ

ラムを、保育士と連携して実施した結果、プログラム

に対していくつかの改善点が示されたものの、子ども

に良好な変化が見られたと報告している。 

このように、それぞれの保育園・幼稚園において、 

さまざまな“食育”活動が実施されていることは喜ば

しいことであるが、効果的な“食育”のためには、園

だけではなく家庭での実践が必須であり、保護者の協

力無しに“食育”は効果的に進まない。近藤ら 13）は、

幼稚園児の母親に、園児の食生活に関するアンケート

調査を実施し、その結果、朝食摂取、間食摂取につい

ては良好な結果であったが、子どもの偏食やムラ食い

などの課題があるとしている。また、母親は“食育”

を幼児期までに始めるべきと認識しながら、時間的制

約から家庭での実践は難しいとの回答が多かったと

報告している。また、鈴木 14）は、保育園への実態調

査と、保育者へのインタビューを実施し、園での“食

育”の実施と保護者の生活との関連について報告して

いる。それによると、園において子どもの“食育”に

取り組んだことにより、保護者の食行動に変容が見ら

れ、それを子どもと保護者の「相互学習」と捉えるこ

とができるとしている。石見ら 15）は、保育所に通う

幼児の保護者を対象に食生活に関するアンケートを

実施し、保育所で取り組む“食育”が保護者の意識に

どのような影響を及ぼすかについて分析し、その結果、

保護者を対象に給食懇談会を開催したり食育通信を

作成・配付するなどの“食育”を実施したことにより、

保護者の食に関する意識が高まり、それが子どもの

“食育”に重要な役割を果たすことが示唆されたと報

告している。 

これらのことから、“食育”は、園での取り組みだ

けでなく、家庭と園との相互協力の下で実施すること

が有効的で、望ましいと言える。 
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５ まとめ 

 短大で保育士資格取得を目指し、「子どもの食と栄

養」の授業を受講している学生に対して、受講前と受

講後の食に対する意識の変化を調べ、その変化から本

授業の“食育”としての効果と、保育士を目指す学生

への有効な“食育”のあり方について検討した。 

その結果、初めは食について興味関心が少なかった

学生において、受講後には基本的な調理作業の習得と

それに対する満足感、食物アレルギー疾患を持つ子ど

もへの気遣い、偏食の矯正を含めた自分自身の食生活

への振り返りなどの変化が認められた。また、自分で

調理をし、食べるという経験の中で、食への興味関心

が膨らみ、さらなる学習が必要と認識したり、学んだ

ことの復習として家庭で調理をしようとするなど、意

識や行動の変容が認められた。また、食事のマナーや

食文化についても、学生自身がそれらに興味関心を持

ち、それを園児に伝えることの大切さを理解すること

によって、「日本の食の文化を子どもに伝えたい、教

えたい」という意識が芽生え、効果的な“食育”に結

び付けることができると考えられる。 

社会の変化に伴って、食に関する問題は次々と発生

し、それらから自分の健康を守る「力」を子どもの頃

から身に付ける必要がある。そのために、保育の現場

で“食育”が重要な教育の項目のひとつとされ、保育

士・幼稚園教諭を目指す学生にとって、“食”に対す

る正しい知識が必要である。また、保育園・幼稚園で

の効果的な“食育”のためには、保護者との相互協力

が必要であり、保護者に対する“食育”についても保

育園・幼稚園が積極的に働きかけることの重要性が示

唆された。 
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養護教諭養成における短期大学の看護系科目に対する学習内容の検討 

―本学学生のアンケート調査より― 

Examination of contents of study for nursing subjects 
at junior college of Yogo teacher training 
－From our student’s questionnaire survey － 
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愛知みずほ大学短期大学部
＊１ 
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キーワード：養護教諭教育 看護系科目 学習内容 

Key Word： Yogo teacher training  curriculum of nursing  content of study 
 
 
Ⅰ．はじめに 

近年、児童・生徒を取り巻く健康課題は多様化・複

雑化しており、養護教諭に期待される役割も拡大して

いる。養護教諭は、養護をつかさどる教育職員１）であ

る。養護護教諭の職務は、基本的には専門性を生かし

て児童・生徒の健康を保持増進するための活動に責任

を持つことである。養護教諭の職務で対人サービス（救

急処置・相談活動・連携・健康教育・実習生指導）に費

やしている時間は全体の 3 割を超えている。費やして

いる時間割合は、相談活動に関わる時間が増加してい

ることは明らかになっているが、「救急処置に費やす時

間」が最も多い現状にある２）。 

看護系科目は多岐にわたる養護教諭の職務のなかで

も、心や体の健康に関する相談活動や日常の救急処置を

実践するうえで、基本的な知識・技術の基盤となる科目

である。さらに、養護教諭の専門性の向上を図るひとつ

として医療・看護学的な知識と技術は、将来学校におけ

る相談活動や健康教育に結びつけ、適切な判断と実践力

を養う基礎となる３）。下村の調査によると「養護教諭の

約６割が今後の養護教諭養成において看護師免許の取

得を教育した方がよいと考えていた４）」と示されている。 
養護教諭の専門性を考えると教育職員としての能力 

を高めることはもちろんだが、医療・看護的知識を十分

兼ね備えた、期待される養護教諭の育成が望まれる。 
このことは、平成 10 年に改正された教育職員免許法

において、養護に関する科目は、新しく増設された科

目もある一方で履修単位数が減少した科目もある。   
しかし、「看護学」に関する単位は 10 単位と変更がな

かった。それに付け加え、養護教諭免許状に必要な養護 

 
 

専門科目のなかで、看護学は一種免許状、二種免許状

を問わず 10 単位の取得が必要とされていることから

も理解できる。 
養護教諭養成機関である短期大学は大学と比較し、

カリキュラムに余裕がない現状にある。だからこそ、

効率的で効果的な学習内容を工夫することは喫緊の

課題でもある。 
野本らは「養護教諭の効率的かつ効果的な学習のた

めには、自らが学びたい内容、すなわち学習者の興味・

関心を明確に、かつ的確に自覚する必要がある」と述

べている５）。 

看護系科目の学習内容も社会変化に対応し、学生の

興味・関心、学ぶ気持ちを支えるような内容でなけれ

ばならないと考えている。学生が何を学習したいと思

っているのかを把握し、学生が主体的に学べる適切な

学習計画の検討が必要である。そこで、本学生が看護

系科目の講義を受講後、学習を深めたいと内容を明ら

かにし、その特徴を考察する。   
また、学生が養護教諭になるために学習したいと思

っている（感じている）内容を把握することは、本学

における看護系科目の適切な学習内容を検討する資

料とする。 
 

Ⅱ．用語の定義 

1．看護系科目：本学短期大学部で開講している看護

学Ⅰ・Ⅱ，救急処置 A・B 及び臨床実習とする。 
2．学習内容：学習者の興味・関心、もしくは学習者が

目標達成に必要であると感じている知識・技術・態

度とした。（舟島らの定義を参考６）） 
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Ⅲ．研究方法 

1．研究対象者と方法 
対象者は平成 29 年度養護実習・臨床実習報告会に

参加した学生 33 名（1 年生 17 名、2 年生 16 名）を

調査対象とした。 
調査方法は、報告会終了後に書面にて研究趣旨及び

アンケート調査協力を依頼し、承諾を得られた学生に

実施した。また、アンケート調査は無記名で匿名性の

確保を保証した。 
2．データ分析方法 

質問項目「あなたは看護学講義でどのような内容 
を学習したいですか」「あなたは救急処置講義でどの

ような内容を学習したいですか」の自由記述回答を

Berelson,B の方法論（内容分析）を参考に、記録内容

を内容要素ごとに記録単位にした。その後、データ化

及びカテゴリーに分類した。 
なお、分析の過程において、カテゴリー分類は信頼

性と妥当性を確保するために共同研究者間で合意を

得るまで繰り返し検討した。 
 

Ⅳ．結果 

1．対象者の基本属性 
 年齢は 18 歳～29 歳の範囲で平均 19.7 歳であった。

19 歳～20 歳が 94％を占めていた。 
 看護系科目は対象者全員が履修しているが、1 年生

は養護、臨床実習は未実習である。また、2 年生 16 名

の養護実習内訳は、高等学校 14 名で約 9 割を占めて

いた。臨床実習も全員が履修している。（表１） 

2．看護系科目の講義内容の満足度 
 看護学、救急処置講義及び赤十字救急法講習会（講

義外で実施）の中で「非常に満足している」と回答し

たのは赤十字救急法講習会が 8/33 名（24.2％）で最

も多かった。 
「非常に満足している」「かなり満足している」「まあ

まあ満足している」を「満足している」に置き換える

と看護学 32/33 名（96.9％）、救急処置 33 名（100％）、

赤十字救急法講習会 31/33 名（93.92％）で満足度は

高い。しかし、全体平均では「まあまあ満足している」

と回答した者が 15.3 名（45％）を占めていた。（図１） 

3．興味・印象に残っている科目  
印象に残っている科目は 1 年・2 年生ともに「看護

学」を第１選択にしている。ついで、「解剖学」と「救 
急処置」「公衆衛生学」等をあげており医療にかかわ

る科目であった。 
 興味のある科目は、「看護学」を 1 年・2 年生とも 
10/33 名（30.3％）選択している。他の科目について

はばらつきがあった。だが、1 年生は印象に残ってい

る科目、興味のある科目ともに無回答とした学生が 3
割強あった。（図 2、図 3） 

2 年生のみの回答となるが、看護学・救急処置科目

は、養護・臨床実習に役立っていると全員が回答して

いる。 
その中で「非常に役立った」と 5/16 名（31.2％）が

回答した。（図 4） 

表１　対象者の属性
ｎ＝３３

項目 区分 人数 ％

学年 1年生 17 51.5
2年生 16 48.5

年齢 18歳 3 9.1
19歳 16 48.5
20歳 13 39.4
29歳 1 3.0

養護実習 小学校 1 6.3
（2年生） 中学校 1 6.3

高等学校 14 87.4
臨床実習 実習終了 16 100.0
（2年生）
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図４ 看護学・救急処置は養護・臨床実習に役立ったか
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4．看護学・救急処置講義で学びたい学習内容 
1）看護学・救急処置の学習内容カテゴリー分類 

看護学は 33 名中 29 名が回答し、65 記録単位に分

割できた。問いの答えになっていない 1 記録単位を除

く、64 記録単位を分析した。64 記録単位は 3 コアカ

テゴリー、13 カテゴリーと 20 サブカテゴリーに分類

した。（表 2） 
救急処置は 33 名中 30 名が回答し、58 記録単位に 

分割できた。問いの答えになっていない 2 記録単位を

除く、56 記録単位を分析した。56 記録単位は 2 コア

カテゴリー、7 カテゴリーと 12 サブカテゴリーに分

類した。（表 3）。 
以下の文中において、コアカテゴリー【 】サブカ 

テゴリー『 』カテゴリー〈  〉で示す。 
2）看護学講義で学びたい学習内容 

コアカテゴリーは【看護的支援（知識）】19、【看護

的支援（技術）】33、【学習方法】12 で構成された。そ

の中では【看護的支援（技術）】データ数が最も多く抽

出された。 
（1）【看護的支援（知識）】 

『小児期の特性』『精神的援助』『養護教諭の観』の

3 カテゴリーに分類した。その中でも『小児期の特性』

15 がもっともデータ数が多かった。サブカテゴリー

で見ると〈急性・慢性疾患の理解〉7、〈子どもに多い

疾患と支援〉5 で、疾患等の知識や小児期の特徴に関

連したデータ数が 12/15（80％）と大半を占めていた。 
『養護教諭の観』3 の記録単位には、教員の現役時

代に経験したエピソードを講義内で聞きたいという

記述がみられた。 
（2）【看護的支援（技術）】 

『コミュニケーション技術』『ヘルスアセスメント

の技術』『健康の保持増進支援技術』『感染予防技術』

等の 9 カテゴリーに分類した。『ヘルスアセスメント

の技術』10 が最も多く、その内訳は〈ヘルスアセスメ

ントの基本〉4〈系統系アセスメント〉6 だった。具体

的な記録単位は、バイタルサインや初期対応方法に関

連した内容であった。 
（3）【学習方法】 

『実践的な学習法』1 カテゴリーに分類した。サブ

カテゴリーは〈実践的な学び〉6、〈反復学習の機会〉

5、〈学習態度〉1 であった。記録単位は、身につく実

習や実習に生かせるような内容と記述していた。さら

に、それらのことを反復学習したい、もう少し実習し

たいという記述が 11/12（91.6％）を占めた。 
3）救急処置講義で学びたい学習内容 
（1）救急処置講義の学習内容 

コアカテゴリーは【看護的支援（技術）】43、【学習

方法】13 から構成された。『創傷管理技術』20、次に

『実践的な学習法』13『救命救急処置技術』7、『ヘル

スアセスメント技術』7 の順に多かった。 
（2）【看護的支援（技術）】 

『救命救急処置技術』7、『創傷管理技術』20、『コ

ミュニケーション技術』5、『ヘルスアセスメント技術』

7 等の 6 カテゴリーに分類した。サブカテゴリーは〈皮

膚創傷の管理〉13/17（76.5％）を占めていた。記録単

位が多いのはケガの手当て方法だった。さらに、ケガ

の手当ての方法は 2 年生の 10/17（58.8％）半数以上

が記述していた。その他のサブカテゴリーで多かった

のは、〈救急処置〉5〈コミュニケーション〉5、〈ヘル

スアセスメントの基本〉5 が同数だった。 
また、〈コミュニケーション〉5 は 2 年生のみが記

述しており、お腹や頭が痛いと保健室に来室する生徒

との対応、症状や部位を聞いた上での対応方法など具

体的な例をあげた記述がなされていた。 
反対に、1 年生のみが記述していたサブカテゴリー

は、〈トリアージ〉2、〈心のケア〉3 であった。 
（3）【学習方法】 
 『実践的な学習法』の 1 カテゴリー、〈実践的な学

び〉8 と「反復学習の機会」5 の 2 つのサブカテゴリ

ーに分類された。〈実践的な学び〉の主な記録単位は、

学校でよくおこるけがの処置方法にしぼった実習や

事例を取り上げた演習、大けがをしたときのロールプ

レイなどの記述が多かった。そして、〈反復学習の機

会〉が必要という記述があがっていた。 
 
Ⅴ．考察 

１．看護系科目の関心 
印象・興味のある科目は１年生、２年生ともに「看

護学」と記述している。この結果は、現職養護教諭が

職業活動上の目標達成に必要な学習内容は「あらゆる

こどもの健康保持・増進の基盤となる看護学・心理学

などの知識・技術」、「救急処置に必要な知識・技術」

と上位 3 つの内 2 つをあげている７）。このことからも

養護教諭を目指す学生にとっても「看護学」や「救急

処置」の講義に関心を示すのは理解できる。 
しかし、1 年生はこの質問項目に対して、無回答者

が 8/17 名（47.1%）いた。1 年生は、養護・臨床実習

が未経験で実感がないこと、または資格取得や学習す

ること自体に関心がないのではないかと推察した。  
臨床実習は 1 年生後期の 2 月後半から始まり、養護

実習は 2 年生前期の 4 月～6 月で行う。この実習開始

までにいかに動機づけをして、やる気力アップにつな

げる継続的な関わりが大切であると考える。実習は、

学内の学びを発揮する場であり、養護教諭に関する自

己の適性を理解する場でもある８）。学生が実習前に学

んでおいたらよかったと思う項目は「救急処置」、次
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     　　    　　　 表２　あなたは看護学の講義でどのような内容を学習したいですか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者数　29名/３３名　記録単位…64データ　（総データ数　65　問いの答えになっていないデータ数１）

看護的支援（知識）

1年性 2年生

病気やケガの種類

この病気はどのようなものか

病気のこと（２）

病気の種類

川崎病など心臓病や脈不全など運動制限のある病気

身体全部の機能を学習

子どもに関わること

児童生徒がよくなる傷病、疾病

こどものアレルギーや喘息についての学習

保健室来室してきた生徒の中でどのような症状を訴えてきるのか知っておきたい

学校やこどもにかかりやすい感染症の仕組み

今どのような疾患が多いか

アレルギーの児童生徒が増えているのでアレルギーについて

春から初夏こどもの病気

精神的援助技術（１） 心のケア（１） 心理的に悩んでいること 1 0

基本的な看護学の知識や技術

養護教諭としての職業観

先生方の現役時代に経験した話（毎時間1エピソード）

看護的支援（技術）

1年性 2年生

大勢の人前で話ができる

患者さんとのコミュニケーション

保護者や家族とどのように接していくか

技術ではなく対応の仕方

様々な理由での対応の仕方

頭部のケガしただけでなく、そこからどのような背景が見えるか考えながらの対応

生徒の異変

バイタルサイン（５）

バイタルサインを行う上で不整脈がどのようなものか

健康の保持増進支援技術（１） 健康の保持増進支援（１） 禁煙 1 0

嘔吐物の処理仕方（４）

インフルエンザ対策

ワクチンの種類（生ワクチン）

洗浄・消毒・滅菌の適切な選択（１） 消毒の仕方（使用器具） 0 1

環境調整技術（３） ベッドメーキング（３） ベッドメーキング（３） 1 2

移動・移送（２） 車いすの使い方（２） 0 2

体位・体位変換（１） 体位変換の仕方 0 1

緊急時の時についてもっと学習

緊急時の赤ちゃんの対応と判断

応急処置の実践

病院まで引き継ぐまでの応急処置

創傷管理技術（１） 包帯法（１） 包帯の巻き方 0 1

医療ケア技術（１） 特別支援におけるケア（１） 体の不自由な人たちの介助の仕方 0 1

学習方法

1年性 2年生

身につく実習

嘔吐物の処置仕方を体で覚えるくらい実習

薬の塗り方や症状をことばだけでなく写真や実践するところ

実際の現場での対応の方法が全く分からないので細かい所まで対応、処置方法

感染症など実習に必要なこと

実践に生かせるような内容

止血方法、体位、冷罨法などもう少し実習したい

実習直前に復習としてミニテスト

バイタルサイを復習したい、

ベッドメーキンを復習したい

養護実習に行く頃に健康診断のおさらい

学習態度（１） 積極的に取り組む姿勢 1 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録単位の内容に類似性があるものはまとめ（　）内にその数を記載した

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 記録単位
学年別データ数

実践的な学習法（１２）

実践的な学び（6）

反復学習の機会（5）

3 3

3 2

3 0

養護教諭の観（３） 養護の専門性（３） 0 3

小児期の特性（１５）

急性・慢性疾患の理解（７） 3 4

こどもに多い疾患と支援（５） 4 1

流行している病気の種類と動向（３）

救命救急処置技術（４） 救命救急処置（４） 2 2

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 記録単位
学年別データ数

感染予防技術（７）
感染防止対策（６） 0 6

活動・休息援助技術（３）

ヘルスアセスメントの技術

（10）

ヘルスアセスメントの基本（４） 4 0

系統系アセスメント（６） 1 5

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 記録単位
学年別データ数

コミュニケーション技術（３） コミュニケーション（３） 1 2
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     　　    　　　 表３　あなたは救急処置の講義でどのような内容を学習したいですか

　　　　　　　　　　　　回答者数　30名/３３名　記録単位…5６データ　（総データ数58　問いの答えになっていないデータ数2）

看護的支援（技術）

1年性 2年生

救急処置

救急処置

ＡＥＤの使い方

緊急時の対応

止血法など適切なやり方

優先順位の見極め方

児童生徒に対しての優先順位を学びたい

いろんなケガの手当て方法（８)

骨折などの処置と大切なこと

けがや症状の対応の方法（３）

様々な疾病の処置

迅速な手当てをするためにはどう工夫するか

ケガの種類

RＩＣＥ（ライス）処置

包帯法

テーピングの巻き方

テーピングの巻き方など

テーピングの巻き方

生徒の接し方

お腹が痛い、頭が痛いという保健室来室する生徒対応

生徒が来室してきたときにどう対応するか

症状や部位などを聞いた上での対応

コミュニケーション

症状や部位などを聞いた上で判断

その時期に応じた、対応をできるようにする

腹が痛い、頭が痛いというときの実践

来室した生徒の対応処置の仕方

小さいこどもに多いけが、疾病について

系統系アセスメント（１） バイタルサインなどの実習に必要 1 0

身体各部の測定(1) 身体測定の正しい測定法 0 1

身体的要因からくる心理的要因についても対応

カウンセリング技術について

心のケアについて

苦痛の緩和・安楽保持

の技術（１）
体温調整（１） 冷罨法のやり方 1 0

学習方法

1年性 2年生

学校でよくおこるけがの処置方法にしぼって実習

実際の発見から対応まで行うなど実習

事例を取り上げた演習

こども、高齢者との関わり、特別支援学校など色々な体験

実習をしながら学びたい

健康診断のロールプレイ

大けが等が起きたときの行動等を授業でロールプレイング

実践で使える

包帯の巻き方に自信がないので何度でも練習できる機会

もっと実践できる体験

救急処置の実習をもっと多く学びたかった

救急処置を忘れないようにたまに復習する時間があると心強いです

忘れてしまうため授業の中でやりたい

　　　　　　　　　記録単位の内容に類似性があるものはまとめ（　）内にその数を記載した

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 記録単位

2 3

実践的な学習法

（１３）

実践的な学び（８） 3 5

学年別データ数

学年別データ数

救命救急処置技術(7)

救命救急処置(5) 3 2

トリアージ(2) 2 0

0 5

包帯法（4）

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 記録単位

精神的援助技術（３） 心のケア（３）

コミュニケーション

技術（５）

ヘルスアセスメント

技術（７）

創傷管理技術（20 ）

6 10

反復学習の機会（５） 3 2

3 0

1 3

コミュニケーション（５）

ヘルスアセスメントの基本

（５）

皮膚・創傷の管理（16）
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に「カウンセリング」と報告されている９）。本調査で

も同様であった。これらの学習内容は実習前の準備

の段階から計画的に再学習できる機会を設ける必要

があると示唆している。事前学習の内容や方法は学

生が自信を持ち達成感を得る「カギ」であり、自己成

長が実感できることにつながると考える。 
2．看護系科目に期待する学習内容 

看護学では子どもに関連した学習内容『小児期の特

性』が多くみられた。これは。小児期の特徴や疾患に

対する知識を深めたい、『コミュニケーション技術』

を身につけたいという学生の思いである。2 年生から

は「腹痛や頭痛等を訴えた子どもが保健室に来室した

時の対応」「無口な子との関わり方」等の不安が記述

されていた。子どもの理解が十分であったと気づく場

面が多かったのではないか。実習の中で子どもの理解

と適切な対応が大切であると実感していた。学生は子

どもに近い存在でありたいと思いながらもファース

トタッチに必要なコミュニケーション技術やアセス

メント技術の未熟さに学習の必要性を感じ、自分とっ

ての必要な課題を認識できた推察できる。 
【看護的支援（技術）】では『創傷管理技術』『ヘル

スアセスメント技術』のデータが多かった。この結果

は、大学での学習の必要性の高い項目「バイタルサイ

ン測定」「止血法」「創傷処置と看護」10）とほぼ合致

しており、学習ニーズが高いと理解できた。「救急処

置」〈膚・創傷の管理〉の要望が多かったのは、養護

実習等で大半の学生が救急処置を経験しているが達

成度が低い項目である 11）ことからも伺える。  
本学では 1 年生の夏季休暇中に講義外で、赤十字

救急講習会の受講を推奨している。講習後は「この処

置や技術ができるようになったと実感はあるが、学

校現場では即応的に対応しなければならない。その

ため、専門的知識不足に不安を感じている養護教諭

が多い。「救急処置」に自信のない養護教諭は約 5 人

に１人だという 12）それに付け加え、新卒の養護教諭

は大規模校を除き、一人職種であり、同僚に同業者が

存在しない一人職場でもある。そのため、教員も卒業

直後に困らないだけの基礎的な実践能力をつけさせ

たいと強く思っている。だが、すべての学習内容を網

羅できるわけではない。より実践的な学習内容を精

選して計画する必要がある。 
3．効果的な学習方法 
 半数以上の学生は、看護学、救急処置講義ともに

『実践的な学び』『反復学習の機会』を記述し、実習

や演習に重点を置いている。従って、基本的な看護技

術を一人でできるようになるまでやりたいという気

持ちが強い。また、養護教諭の資格を取得するという

目的があるので、知的好奇心や自己決定感をある程

度はもっていると考える。吉崎は「学習意欲に影響す

る要因には、知的好奇心、効力感（有能感）、自己決

定感 有用性（必要感）がある 13）」と示している。  
学生の学習意欲を引き出すためには、何度でも納

得のいくまで練習できる時間と学習環境を確保し、

提供できるようにしていきたい。また、「補講」とし

て教員の指導時間の検討、先輩が後輩を導く相互学

習の体制を取ることで、ともに学ぶ学習意欲を得る

のではないだろうか。そのうえで、空き時間を利用し

た自主学習の活用を指導していくべきと考える。 
  
結論 

 本学学生が望む学習内容は以下の 3 つであった。 
1．子ども理解に関連した知識・技術の学習内容 
2．学生が主体的に学べる、参加型演習や実習を多く

取り入れた授業形態 
3．看護技術が、一人でできるようになるまで反復練

習する機会を設けてほしい   
 
引用文献 

1）文部科学省：保健体育審議会答申「養護教諭の新た 
な役割」1997 

2）山田小夜子,橋本廣子：養護教諭の職務の現状に関

する研究，岐阜医療科学大学紀要（3）P77-81，2009 
3）松嶋紀子他：教育学部養護教諭養成の看護系授業・

臨床実習に対する卒業生のニーズ，日本養護教諭

教育学会誌，3（1），P87-95，2000 
4）下村美佳子：養護教諭の救急処置に関する調査研 

高知女子大学看護学会誌，31（1）P56-64，2006 
5）野本百合子,舟島なおみ：現職養護教諭が知覚する

学習ニードの特徴，愛媛県立医療技術大学紀要,10
（1）P29-34,2013 

6）舟島なおみ編：院内教育プログラムの立案・実施・

評価「日本型看護職者キャリア・ディベロップメン

ト支援システム」の活用，42，2007 
7）前掲 5） 
8）大谷尚子、中桐佐智子：改訂「養護実習ハンドブ

ック」P194-197,東山書房，2015 
9）中桐佐智子他：養護実習における実習内容と学生

の達成感の検討，吉備国際大学 保健科学部紀要，

10，P1-10，2005 
10）前掲 3） 
11）前掲 10） 
12）池畠千惠子他：養護教諭の役割における満足度

と自信度に関する研究，高知学園短期大学，42， 

P27-41，2012 
13）吉崎静夫：事例から学ぶ活用型学力が育つ授業

デザイン，ぎょうせい，2000 

141



資料 
 

養護教諭が使用する月経痛アセスメントシートの作成 

－救急処置と保健指導の同時活用を目指して－ 

 

Menstrual pain assessment sheet available by Yogo teachers 
－Toward simultaneous use in first aid treatment and health guidance－ 

 

矢野 由紀子*１，土田 満*２，増冨 睦美*３，渡辺 美恵*１，伊藤 みどり*１ 

*1愛知みずほ大学短期大学部，*2愛知みずほ大学大学院，*3愛知みずほ大学 

 

Yukiko YANO*1   Mitsuru TSUCHIDA*2   Mutsumi MASUTOMI*3 

Mie WATANABE*１   Midori ITOH*１ 

 

*1Aichi Mizuho Junior College  *2Graduate School of Human Sciences , Aichi Mizuho College 
*3Aichi Mizuho College 

 
キーワード：養護教諭，月経痛，アセスメント 

                          Key words：Yogo teacher  menstrual pain  assessment 
 

 

Ⅰ はじめに 

養護教諭は学校に勤務し、医学的・看護的要素を有

した専門職として、児童生徒の健康課題に対応する中

心的役割を担う教育職員である 1)。養護教諭が救急処

置を行う場合には、アセスメント能力が求められる。

学校で遭遇する疾病・障害に対してフィジカルアセス

メントを行い、身体的・生理学的な問題を明らかにす

ることである。問診・視診・触診・打診・聴診などを

的確な技術と鋭い観察によって、総合的な養護診断が

できることである。そのためには、主観的情報と客観

的情報をうまく組み合わせてアセスメントすることが

極めて重要であり、その結果に基づき、適切な処置と

保健指導を行うのである 2)。 
救急処置において養護教諭の判断や対応は、一般の

医師や看護師が行う医学的処置とは異なり、医学的に

十分なものである必要はない。しかし少なくとも傷病

の判断目的に相応しい問診、視診などフィジカルアセ

スメントを適切に行う義務がある 3)。保健室には様々

な症状を訴え、児童生徒・学生が来室していることか

ら、救急処置場面において、正確な判断や対応には適

切なアセスメントを行い、身体に関する多くの情報を

得ることが必要である 4)。養護教諭が行うヘルスアセ

スメントについては、三木が「学校特有の場と環境を

踏まえ、フィジカルアセスメント、心理社会的アセス

メントに生活習慣アセスメントを加え、これを養護教

諭が行うヘルスアセスメント」と定義している 5)。 
本稿では、女子学生が保健室を訪れる症状の一つで

ある月経痛に着目した。月経は、自分の身体の状態を

教えてくれる健康のバロメーターと言われるが、月経

に対して苦痛や悩みは多い。また、子宮内膜症などの

疾病が潜んでいる可能性もある。月経痛を軽視せず、

関連する背景や要因を考慮しながらアセスメントを行

う必要がある。 
以上を踏まえ、来室の際に月経痛の適切な処置だけ

でなく、保健指導や保健教育も同時に行える手段の考

案を目的とし、月経痛の主訴と養護教諭が行う処置を

明らかにした。それを基に、処置と指導が合わせてで

きるアセスメントシートを作成した。 

 

Ⅱ 研究方法 

１．月経に関する質問紙調査 

筆者ら 6)による「女子学生の月経の経験からみた養
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護教諭が行う健康相談の必要性」の報告から、データ

を一部引用した。調査は、愛知県内の A 大学及び短期

大学部に在籍している女子大学生で、調査に協力が得

られた 349 名を対象者として、2016 年 5 月 9 日～5
月 31 日に、実施したものである。 

引用した図表は、女子学生における月経状況の中か

ら、月経中の不快症状の程度、不快症状の日常生活へ

の支障の有無、セルフケアの方法である。 
 
２．保健室利用者状況及び保健室来室記録 
 愛知県内の A 大学及び短期大学部の「平成 29 年度 

保健室利用状況報告」から、「女子学生の内科的症状別

利用状況」を抽出し、症状別に単純集計を行った。ま

た、平成 29 年度の「保健室来室記録」から、「月経痛」

を訴えて来室した者の記録を抽出し、「主訴」と「処置」、

「保健指導」をした人数を同様に単純集計した。 
 倫理的配慮として、個人が特定されないことを説明

し、学校管理者の承認を得た。 
 
３．月経痛アセスメントシートの作成 
 月経痛アセスメントシートの作成にあたっては、力

丸ら 7)が開発した「児童生徒の腹痛アセスメントシー

ト」を参考にした。質問項目と回答項目は、月経に関

する質問紙調査と保健室利用者状況及び保健室来室記

録から列挙し、処置と保健指導ができるよう検討した。 
 
Ⅲ 結果 

１．月経に関する質問紙調査 

1）月経中の不快症状の程度 

月経中の不快症状の程度を図 1 に示した。身体症状

では「お腹が痛い」「腰が痛い」程度の強い者が多く、

精神症状では「イライラする」「ゆううつになる」程度

の強い者が多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 1. 月経中の不快症状の程度 

（矢野ら 6)から引用） 

2）日常生活への支障 
月経中の日常生活への支障を図 2 に示した。「月経

前に支障がある者」は 25.4％であったのに対し、「月

経中に支障がある者」は 50.3％と増加し、半数以上の

者が日常生活に支障があることが認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 不快症状と日常生活への支障 
（矢野ら 6)から引用） 

 
3）セルフケア（複数回答） 

月経中の不快症状に対するセルフケアを表 1 に示し

た。「薬を飲む」「横になる」が 50%前後と最も多く、

「腹部の保温」、「睡眠を十分にとる」、「気分転換をす 
る」、「暖かい服装」、「身体を動かす」と続いていた。

「病院に行く」は極僅かしかいなかった。一方、セル

フケアをせずに「がまんする」は 40%以上もおり、「何

もしない」は 25％であった。 
 

表 1. 月経中の不快症状へのセルフケア 
（矢野ら 6)から引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保健室利用者状況及び保健室来室記録 

1)  女子学生の保健室利用状況 

女子学生の内科的症状による保健室利用者数と割合

を表 2に示した。月経痛での来室は 21 件で全体の

14.2％を占め、症状別で来室が 3番目に多かった。 

質問項目 人数（％） 

薬を飲む 189（56.8） 

横になる 156（46.8） 

がまんする 146（43.8） 

腹部の保温  88（26.4） 

何もしない  86（25.8） 

睡眠を十分にとる  53（15.9） 

気分転換をする  40（12.0） 

暖かい服装  38（11.4） 

身体を動かす  20（ 6.0） 

病院に行く   1（ 0.3） 

その他  11（ 3.3） 
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表 2. 女子学生の内科的症状による 

保健室利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 月経痛を訴えて来室した学生の主訴と処置及び保

健指導 

 月経痛を訴えて来室した学生の主訴と処置及び保健

指導をした人数を表 3に示した。主訴は、「腹痛」が最

も多く 61.9％、「薬が欲しい」14.2％、「吐き気（嘔吐）」

「悪心」9.5％、「腰痛」4.7％であった。養護教諭は、

「腹痛」の症状を訴えた者には、「ベッドで休養」「保

温」「投薬」の処置をし、「医療受診を勧めた」者もい

る一方で、処置を「しない」者もいた。「薬が欲しい」

と訴えた者には全員「投薬」をした。「吐き気（嘔吐）」

を訴えた者には「ベッドで休養」するだけでなく「保

温」の処置や「投薬」あるいは「自分の薬を服用」さ

せた。また、「親の迎え」を指示した者もいた。「悪心」

を訴えた者は全員「ベッドで休養」させ、一人には「投

薬」した。「腰痛」を訴えた者は「保温」の処置をした。 

 

３．月経痛アセスメントシートの作成 

 作成したアセスメントシートを表 4 に示した。シー

トの構成は、学生本人が記入する欄と養護教諭が記入

する欄に分けた。月経痛の状況を「症状や痛み（主症

状と痛みのレベル）」「本人の意向（希望処置、薬につ

いて）」で質問した。痛みのレベルは、フェイススケー

ルを用いた。生活習慣要因を「生活について（食事、

睡眠、アルバイト、ストレス）」、月経状況を「月経に

ついて（周期、頻度、医療受診の有無）」で質問した。 

養護教諭記入欄は「来室方法」「バイタルチェック（顔

色、体温、脈拍、血圧、呼吸の様子）」、「処置（ベッド

で休養、投薬、保温、帰宅、特になし、その他）、「特

記事項」とした。 

 

Ⅳ 考察 

 来室記録からみると、月経痛を訴えて来室した者の

主訴は腹痛が最も多かった。筆者ら 6)の女子学生に行

った月経に関する報告でも、同様に、月経中に「お腹

が痛い」程度の強い者が最も多いことが認められてい 

表 3. 月経痛を訴えて来室した女子学生の主訴と 

処置及び保健指導（処置は複数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る。若年女性における月経痛のほとんどは、子宮内膜

から分泌されるプロスタグランジンによって子宮の筋

肉や血管が過度に収縮することや、子宮頚管の狭さに

より、排出される月経血の刺激などが月経痛の原因に

なっている 8)。この場合の処置は、保温するなどの生

活上のケアが推奨されている。一方、器質性の異常で

ある子宮内膜症は、ある周期を境に月経痛が起こり始

め、その後月経を重ねるごとに強くなっていくのが特

徴である。来室者が、痛みの程度が強い、頻回に来室

する、薬を服用しても効果がない場合は、子宮内膜症

の可能性が高いことが推察される。養護教諭の観点で

アセスメントを行い、判断し、専門医を受診するよう

指導する必要がある。来室記録から「痛みがひどく教

室で動けなくなり、車いすで迎えに行った」という事

例もあり、痛みの程度は来室状況からもチェックが可

能であり、痛みの程度を知る有用な情報となると思わ

れる。他の記載項目のバイタルチェック、主観的な痛

みの程度を示すフェイススケール、医療受診の有無の

情報を活用すると、さらに痛みの状況を詳細に把握で

き、これらは、保健室で対症療法をするか、専門医療

機関に受診させるかの判断基準として使用し得ると考

えられる。 

(ｎ=147) 

項　目 人数（％）

咽頭痛 37（25.1）

倦怠感 24（16.3）

月経痛 21（14.2）

頭　 痛 21（14.2）

悪　 心 14（9.5）

腹　 痛 13（8.8）

熱中症 5（3.4）

その他 12（8.1）

ｎ=21　　

主訴 処置（複数） 人（％）

ベッドで休養 10（76.9）

保温 2（15.4）

投薬 2（15.4）

医療受診を勧める 1（7.7）

何もしない 1（7.7）

薬が欲しい

3人

（14.2）

投薬 3（100）

ベッドで休養 2（100）

保温 1（50）

投薬 1（50）

自分の薬を服用 1（50）

親の迎え 1（50）

ベッドで休養 2（100）

投薬 1（50）

腰　痛

1人

（4.7）

保温 1（100）

悪　心

2人

（9.5）

吐き気

（嘔吐）

2人

（9.5）

腹　痛

13人

（61.9）
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来室記録からみると、来室者の主訴では腹痛に次い

で、月経痛で「薬が欲しい」と訴えている者が多く、

また、様々な主訴における希望処置でも、「薬が欲しい」

と申し出る者は多かった。筆者ら 6)の女子学生に行っ

た月経に関する調査においても、セルフケアで最も多

かったのが「薬を飲む」であり、同様な結果が得られ

ている。薬の使用は月経痛を緩和するためにとられる

対症療法であるが、適正に使用しないと効果がなかっ

たり、副作用を起こす恐れがある。大川ら 9)が大学生

を対象に月経痛の対処法についての調査では、不確か

な知識で鎮痛剤を使用している者が多く、大学生は薬

に対して無知であることを指摘している。「月経痛は我

慢すべき」「薬を飲むと癖になる」という考えを持つ者

も少なくない 8)。アセスメントシートの薬についての

項目で、服薬状況や薬の知識、薬に対する思い込みを

詳細に聞くことにより、学生に薬の基礎知識や有効性

を指導し、誤った情報や不安感などを拭いさせ、月経

痛に対する基本姿勢を指導する有効な機会となる可能

性が推察される。  
 甲斐村ら 10)は、月経随伴症状を軽減し QOL を向上

させるためには、生活習慣を整えることが有効である

と指摘している。月経期をより快適に過ごすためには、

適切な生活習慣の確立が重要であることが推察されて

いる。アセスメントシートの項目に、月経痛と関係が

あると報告されている食行動、栄養状態、睡眠、アル

バイト、ストレス、悩み事などの生活要因を記入させ、

それに対して保健指導をすることは、月経痛のみなら

ず、生活習慣が根本にある、他の症状の改善にも有効

であることが考えられる。今回作成した、救急処置と

保健指導を合わせて行えるアセスメントシートを用い

ることにより、養護教諭が行う月経痛の救急処置が、

教育の場でより適切に機能する可能性が示唆される。 
  
Ⅴ 結論 

来室の際に月経痛の適切な処置だけでなく、保健指

導や保健教育も同時に行える手段の考案を目的とし、

月経痛アセスメントシートを作成した。 

1．月経に関する先行調査により、月経痛では「腹痛」

が主な症状であり、日常生活に支障があることが認

められ、薬を飲む、横になるといったセルフケアを

していた。 

2．来室記録より、月経痛の主訴は「腹痛」、「薬が欲し

い」であることが明らかにされた。 

3．来室記録より、養護教諭は、「ベッドで休養」「保温」

「投薬」の処置をし、「医療受診を勧めた」者もいた。 

4. アセスメントシートは、処置と保健指導が合わせて

行えるように、問診と処置、薬や月経状況、生活習

慣などから構成され、状況が簡潔に判断でき、指導 

に簡便に利用できるシートを作成した。   
 今後、実際に救急処置場面で月経痛アセスメントシ

ートを使用し、修正を加えながら改善することが必要

とされる。月経のみならず、他の症状にも汎用性があ

るアセスメントシートの作成を目指したい。 
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表 4. 月経痛アセスメントシート 

 

  

学

生

が

記

入 

月経痛 

アセスメントシート 

大学 ・ 短大  学生番号            

氏名                       

来室日時    年  月  日（  ） 

   時   分～   時   分 

項   目 回答項目（該当するものに〇を付けてください 

症

状

や

痛

み 

主症状 
●腹痛   ●悪心   ●嘔吐（吐き気）   ●腰痛   ●頭痛   ●だるい   

●イライラする  ●ゆううつ  ●その他（                         ）

痛みのレベル 

 

弱                                               強 

いつから痛いか ●少し前から     ●ずっと我慢している     ●これからもっと痛くなりそう 

本

人

の

意

向 

希望処置 
●ベッドで休養したい   ●保温    ●薬が欲しい    ●帰宅したい 

●その他（                                            ） 

薬について 

薬のアレルギーが   ●ある    ●ない    ●わからない 

●飲みたい 

●飲んでいる ＊どんな薬（                                    ）

           ＊飲んだ時間（                                   ）

●飲んでいない 

  ＊飲み忘れ            ＊飲まないようにしている 

生

活

に

つ

い

て 

服装  ●適切                 ●不適切 

食事 
 ●規則正しく食べている     ●不規則（欠食あり） 

 ●栄養バランス ＊考えている   ＊考えていない 

睡眠  ●充分とれている         ●寝不足 

アルバイト  ●している               ●していない 

ストレス  ●ない                ●ある 

悩み事  ●ない                ●ある 

月

経

に

つ

い

て 

月経周期 

現在〈   〉日目

 ●規則的（周期は･･･    日周期）  ●不規則（                    ）

 ●わからない（               ）●数え方を知らない（             ）

月経痛の頻度  ●毎回ある                  ●たまにある 

月経痛で医療

受診の経験 

●受診したことがある（                                     ） 

●受診したことがない（                                     ） 

養

護

教

諭

が

記

入 

来室状況 ●歩いて来室  ●養護教諭が出向いた  ●その他（                 ） 

バイタルチェック 
●顔色（ いつも通り / いつもと違う ） ●体温（     ℃） ●脈拍（     回）

●血圧（    /    ｍｍHg）      ●呼吸（ いつも通り  /  いつもと違う ） 

処

置 

●ベッドで休養（     ～     ） ●投薬（              ）●保温      ●特になし 

●帰宅  ●その他（                                                  ） 

特

記 

事

項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

146



資料 
 

 

 

 

 

147



研究発表会抄録 
 

第 1 回 愛知みずほ大学教員研究発表会 演題抄録 

日時：平成 30 年 3月 15 日(水) 13:00-15:00 

場所：愛知みずほ大学 1号館 302 教室 

 

1. 教職員のわいせつ行為のニュース記事のテキストマイ

ニング～18 歳以上男女を性的対象としたケースの予備

的分析～ 

後藤 和史（心理・カウンセリングコース） 

 

近年，教職員のわいせつ行為(educator sexual 

misconduct)が増加傾向にあり，ニュース記事に取り挙げら

れるとともに，抑止対策が喫緊の課題となっている。この問

題意識を受けて，後藤(2017)と後藤(投稿中)は，基盤的知見

を得るために，児童・生徒年代の少年少女に対するわいせつ

行為のニュース記事をターゲットとしてテキストマイニン

グを行った。分析の結果，５テーマ（児童買春，性的交際，

一方的性的接触，性的盗撮，性的撮影）およびサブテーマを

抽出し，教職員の年代や季節などの関連要因を見出した。本

研究では補足的知見を得るために， 18歳以上の男女に対す

るわいせつ行為の125ケースの記事をターゲットとして分析

を行った。その結果，18歳未満に対するわいせつ行為と一部

対応する５テーマ（一方的性的接触，性的盗撮，性的露出，

色情ねらい，ストーカー）およびサブテーマが抽出された。

対象の年代を超えた教職員のわいせつ行為の態様と，抑止に

向けた教職員研修の方向性について議論した。 

 

 

2. 臨床実習を履修した養護教諭学生の学び～養護教諭と

しての学びに焦点をあてて～ 

舘 英津子（養護・保健コース） 

 

養護教諭は学内において児童生徒の心身の健康を保持増

進するための教育活動を行う専門職であるため病院におけ

る臨床実習が免許法において義務付けられている。しかし養

護教諭学生が行う臨床実習には実習を受け入れる病院側の

負担が指摘されており，さらに学生自身が病院で実習を行う

必要性への疑問や戸惑いを表出することも少なくない。本研

究では，臨床実習における養護教諭学生の学びを明らかにし

本学の臨床実習の目標設定の妥当性や指導の在り方を再検

討することを目的として，臨床実習での記録物および実習後

のレポートの分析を行った。2016年度に臨床実習を履修した

本学養護教諭養成課程学生のうち許可が得られた 16 名のレ

ポートの記述内容から養護教諭としての活用に関する文脈

を抽出し分類した。その結果「連携」「児童生徒への支援」「信

頼関係の構築」「養護教諭としての専門性」「保健教育・啓蒙

活動」の5つのカテゴリに分類された。４つの臨床実習の目

標のテーマのうち「連携」「対象の理解・接し方」以外の「専

門職としての研鑽」「健康観」についてより養護教諭としての

活用を意識させるような目標に修正することを検討した。 

 

 

3. 養護教諭養成課程における保健科教育法教育の工夫 

田中 清子（養護・保健コース） 

渡辺 千津子（愛知みずほ大学） 

石田 敦子（東海学園大学） 

 

保健室利用状況に関する調査報告書(日本学校保健会

2006)によると，養護教諭が教科としての保健教育へ参画し

ている実態が報告されている。山田ら（2014愛知教育大学創

造開発機構紀要）は，小学校教員志望者と養護教諭志望者の

保健学習に対する意識の比較において養護教諭志望者は，授

業経験を得ることや授業を実施するための知識を得ること

が自信をもって授業をするために有効であると述べている。

養護教諭養成課程における保健科教育法の講義で模擬授業

の実践者は，受講者からの「相互評価シート」で肯定的なメ

ッセージを受け，授業に前向きに取り組もうとする感想や姿

勢を示していた。山田ら（2016）や石田ら（2016）の使用し

たノートを参考に「学修レポート」を作成し授業内容の要点

や自分の考えを記入させた。教員が，学生の記入内容に対し

毎回確認し評価することで学びに寄り添い学修内容を充実

させたり，下位の学生には励ましを上位の学生には，更なる

努力を促したりするのに役立つことが示された。 

 

 

4. Office365 と教務システムの連動による授業支援シス

テムの開発 

桜井 栄一（ＩＲセンター） 

 

近年，多くの大学で Moodle を始めとする授業支援システ

ムが導入されている。これらのシステムは，①科目毎の学生

グループの作成②学生グループへ対してのメール配信③授

業コンテンツの配信④レポート等の提出受付・返却⑤学修コ

ミュニティの形成⑥小テストの配信・採点等の機能を持って

いる。一方本学では，①②及び③の1部の機能をもったキャ

ンパスビジョンシステムを利用していたが，老朽化により新

システムへの移行が必要となっていた。報告者は Microsoft

社のメールを中心としたクラウドサービスである Office365

のユーザー間協業機能に着目し，授業支援システムとしての
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機能を追加するソフトウエア開発を行った。これにより，従

来キャンパスビジョンが有していた機能に加え，上述したレ

ポート等の提出・添削機能や学修コミュニティの形成の機能

を持った授業支援システムとなった。本発表では，Office365

を授業支援システムとして使用する際に不足する機能とソ

フトウエア開発によるその解決方策に加え，授業支援システ

ムとしての活用事例を報告する。 
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修論抄録 

看護師の 2 型糖尿病患者に対するイメージの実態調査と 

糖尿病患者模擬体験が与える影響 

岡田 照代（G150002） 

指導教員：佐藤 祐造 

キーワード：看護師、2 型糖尿病、イメージ、糖尿病患者模擬体験 

 

はじめに 
厚生労働省の 2016 年国民健康・栄養調査１）結果

では、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が

否定できない人を合わせると 2000 万人、国民の 5

人に1人となり、国民病とも言われている。糖尿病

は自己管理を必要とする疾患であり、診断を受ける

と、その自己管理は一生涯必要となる。糖尿病患者

は、自己管理を伴う心理的な負担も大きく、疾患を

受け入れ自己管理に取り組むための支援が重要であ

る。しかし、看護師は、糖尿病患者に対して「病識

が低く危機感がない」「言うことを聞いてくれない」

などあまりいいイメージを抱いていないと感じるこ

とが多い。東２）は、看護師が糖尿病患者をとらえる

イメージ について、プラスイメージに比較するとマ

イナスイメージとしてとらえている看護職者の割合

が格段に高く、"性格的にむずかしい"をはじめ、食

事・運動など基本"治療が守れない"など、看護師は

糖尿病患者の療養指導は困難であるととらえている

ことを報告している。さらに、医療関係者の示す態

度が患者の病気についての認識やコンプライアンス

に影響を与えることも明らかになっている。これら

の研究は，十分な対象理解ができていないことが推

測され、糖尿病看護に携わる看護師には、否定的考

えにおける知識や指導技術の普及・改善が重要であ

ると述べられている。 

糖尿病教育において、自己効力感を高めるために、

従来の受け身の健康教育から参加型または体験学習

型の学習に変化されつつある。患者への指導方法や

コミュニケーション技術を学ぶ方法として、模擬体

験を取り入れた教育方法が看護学生では行われるよ

うになってきている。しかし、インスリン自己注射

や血糖自己測定を一定期間体験するような学習方法

はほとんど実施されていない。 

目的 
看護師の2型糖尿病患者に対するイメージの実態

調査を行い、インスリン自己注射および血糖自己測

定等の患者模擬体験をすることで、2 型糖尿病患者

に対するイメージが変化するかを明らかにする。 

方法 
調査期間：H29.4.1～7.31 

調査対象：A病院看護師276名 

調査内容：糖尿病患者のイメージの質問紙調査 

１．個人属性：年齢、看護師経験年数、性別、職

種、糖尿病患者への教育・療養指導の経験（教

育経験）、日本糖尿病療養指導士取得、糖尿病

および糖尿病看護に関する研修会参加（研修

会）、自分自身または家族が糖尿病（糖尿病歴） 

２．「糖尿病に対するイメージ」：12 の質問項目  

1：そう思わない～5：そう思う、の5段階で評

価 

３．「糖尿病患者に対する認識」：8 つの質問項目   

1 全くそう思わない～4 非常にそう思う、の 4

段階で評価 

４．患者模擬体験をして感じた事の自由記述 

調査方法：研究説明書と質問紙を配布、各セクシ

ョンに回収箱を設置し投函を依頼した。回収を

持って同意とする。インスリン注射（実際のイ

ンスリンは使用しないが、インスリン注射とす

る）および血糖自己測定、体重測定、歩数記録、

食事記録を継続して1週間行ない、記録する。 

結果 
アンケートは 276 名に配布し、216 名回収（回収

率78％）した。46名が患者模擬体験を希望し、説明

後辞退した者と日程が調整できなかった者を除き
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38 名が患者模擬体験を実施した。平均年齢は 38.6

（SD±10.3年）、平均看護師経験年数は15.0（SD±

2.0年）、看護師205名（94.9％）助産師11名（5.1％）、

男性5名（2.3％）女性208名（96.3％）、日本糖尿

病療養指導士有資格者は6名（2.8％）、教育経験の

ある者は115名（53.2％）ない者99名（45.8％）、

研修会参加のある者114名（52.8％）ない者101名

（46.8％）、糖尿病歴のあるものが53名（24.5％）

ない者160名（74.1％）であった。個人属性の相違

による比較を表1、2に示す。  

  表 1 「糖尿病に対するイメージ」個人属性の違い  n＝

216 

 
表2  「糖尿病患者に対する認識」個人属性の違い n＝216 

患者模擬体験前と体験直後、体験3ヶ月後の3群

比較を行ったところ、「いくら指導しても無駄と思う

患者がいる」の項目にのみ有意差が認めた。（患者模

擬体験前平均点3.06、直後平均点2.88、体験3ヶ月

後平均点2.75）（P=0.027）自由記述から7つのカテ

ゴリーと13のサブカテゴリーに整理された。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 
 

自由記載から、身体的・心理的・社会的苦痛を実感

し、患者の気持ちを理解し、指導時の援助方法を検

討していた。療養行動を継続するためには周囲のサ

ポートが必要であるが、実際にはサポート不足を感

じていた。自分自身の血糖値を知ることで、健康へ

の関心が高くなり、さらに療養支援の方法を検討す

ることが出来た。 
考察 
 研修会参加者や患者模擬体験希望者は、そうでな

い者に比べ糖尿病看護に関心が高いと考える。患者

模擬体験希望者は研修会に参加している者も多く、

患者指導に力を注いできたことが予測される。教育

を受けても約半数の患者は望ましい自己管理を継続

することはできない３）ために、療養指導を行っても

糖尿病の改善に向けた行動をとることができないこ

とも体験していることが推測され、「指導の場面で楽

天的に考えている」「いくら指導しても無駄と思う患

者がいる」といった患者に対する諦めの認識となっ

たと考える。 

患者模擬体験前と体験直後、体験3ヶ月後の3群

を比較では、「いくら指導しても無駄と思う患者がい

る」のみ有意差が認められた。「将来に不安を感じて

いる」「ストレスを強く感じている」「糖尿病と診断

されると強いショックを受ける」の項目については

有意差はなかったが、患者模擬体験直後に点数が上

昇しており心理状態の理解が深まったことがうかが

えた。患者模擬体験を通して、療養行動継続の困難

さを経験し、患者に対する認識の変化が生じ、患者

指導への諦めの思いが低下した可能性がある。看護

師が患者模擬体験を行うことにより、療養行動継続

の困難さを経験し、より継続して丁寧な患者指導を

行うことの重要性を認識するに至ったことを示唆し

ている。 

参考文献 
1) 厚生労働省 (2016) :「糖尿病が強く疑われる

者」, 「糖尿病の可能性を否定できない者」の

推計人数. 平成28年国民健康・栄養調査結果

の概要, p8. 

2) 東ますみ（2001）: 看護職者の糖尿病患者に対

する認識とその関連要因. 大阪市立大学看護

短期大学部紀要, 第3巻, 1－7. 

3) 三谷佳子、野島一彦（2001）: 慢性疾患患

者の自己管理のとらえ方に関する研究―糖尿

病患者に焦点を当てて－. 九州大学心理学研

究, 第2巻, 91－98. 

 ＊P<0.05 教育経験 研修会参加 糖尿病歴 模擬体験希
望 

１．糖尿病は大した病気ではない .122 .715 .143 .194 

２．糖尿病は身近な病気だ .105 .645 .284 .096 

３．糖尿病は社会的地位の高い人が なる .403 .268 .336 .548 

４．糖尿病は生活がだらしないから なる .534 ＊ .030 .423 .510 

５．糖尿病は一病息災の病気だ .421 .955 .383 .711 

６．糖尿病は贅沢病だ .434 .799 .193 .089 

７．糖尿病の人は太っている .607 .410 ＊ .033 .750 

８．糖尿病は個人で解決する病気だ .175 .433 .110 .346 

９．糖尿病は社会や地域でサポートが必要だ .742 .291 .140 .093 

１０．糖尿病であることを人に言うのは恥ずかし
い 

.069 ＊ .022 .461 .092 

１１．糖尿病になると食生活が制限される .634 .076 .190 .655 

１２．糖尿病になると人づきあいが制限され
る 

.063 .164 .844 .456 

＊P<0.05 教育経験 研修会参加 糖尿病歴 模擬体験希

望 

１．将来に不安を感じている .522 .101 .295 .659

２．ストレスを強く感じている .594 .169 .861 .953

３．糖尿病と診断されると強いショックを受ける .514 .452 .613 .567

４．指導がうまくいかない場合は患者に問題があ

る 

.591 .885 .601 .725

５．自己管理はうまくできていて当然である .619 .859 .390 .651

６．実際自己管理は上手くできている .118 .242 .750 .830

７．いくら指導しても無駄と思う患者がいる .769 .891 .119 ＊.035

８．指導導終了後も疾患を楽天的に考えてい

る 

.238 ＊ .042 .472 .323

図１ 患者模擬体験を通しての気づき 
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ダイエット効果に関する研究 

上田 洋子（G160003） 

指導教員：佐藤祐造 

キーワード：ダイエット、サーキットトレーニング、筋肉率、腹囲、体組成

 
はじめに 
今日の日本の食生活や生活様式の変化によって

体重を増加させやすい状況にあるのは広く知られ

ている。日本では肥満度の分類を、日本肥満学会

の肥満症診療ガイドライン2016に基づいて分類

している。肥満度の指標となるＢＭＩは体格指数

とも言われ、BMI22を標準体重（理想体重）とし

ている。「肥満の定義」は脂肪組織に脂肪が過剰

に蓄積した状態をいうが、「ダイエットの定義」

は諸説存在し、痩せた体型を目的とする「痩身」

と同義に使われている（厚生労働省）。本研究は

「体重を減少させること」をダイエットと定義し、

7週間ダイエットプログラムの効果が体組成のど

の部分に表れるのかを検討することを目的とした。 

方法 
対象は、ダイエット希望の20～70代女性、サー

キットトレーニングに支障をきたさない者とした。

実施期間は平成22年4月～平成28年12月の間の

7 週間とし、期間中の訓練回数は特に指定せず、

本人の自由意志とした。参加者の食事回数は１週

間２１食のうち低 GI 食を３回摂取するよう指示

した。 

注意事項として参加者にはトレーニング前に「特

製ハーブティ」を飲用させ、またトレーニング中

の水分補給は自由とし、トレーニング後にビタミ

ン錠剤を服用させた。サーキットレーニングは油

圧式持久力トレーニングと有酸素運動を各 45 秒

交互におこない、1セット30分実施させた。マシ

ーンの種類は、スクワット、アブドミナル・バッ

クプレス（腹筋・背筋）、インナーサイ・アウタ

ーサイ（内・外もも）、アームカール・トライセ

プス（上腕二頭筋・三頭筋）、ショルダープレス

（肩）、ツイスト（ウエスト）、チェストプレス

（胸）であった。 

 

測定項目は①身長②体重③BMI④体脂肪率⑤脂肪

量⑥筋肉量等の計１６項目測定した。測定はトレ

ーニング開始時と７週間後の２回実施した。 

統計解析にはExcel、SPSS(ver.11.5j)を使用した。 

結果 
参加者数は19歳〜70歳までの女性77名であっ

た。参加者の年代別人数には大きな偏りは見られ

ず、概ね5名から11名の範囲であったが、20歳

以下が１名と65歳以上が3名であった。 

体重分布が50－60㎏台で最も多く、次いで60-70

㎏台となった。ダイエット前後で体重変化が大き

かったのは60㎏台と70㎏台であった。体重が減

少した人数は65名（84.4％）で、増加した人数は

12名（15.6％）で8割以上が７Wプログラムによ

り体重減少に成功している。参加者77名のトレー

ニング開始時の平均体重60.7㎏、 終了時の平均

体重59.0㎏となり、その差は1.7kgで、トレーニ

ング開始時の平均体重より有意に減少した

(F(1,76)=91.64, p<.01)。 

 図１. ダイエットによる平均体重変化 

参加者 77 名の BMI 分布は、半数以上の 41 名

（53.2％）が普通体重、28 名が肥満度1、7名が

肥満度2、1名が高度肥満（肥満度4）であった. 日

** 
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本肥満学会による、体型レベル判定では、上昇者

1名（1.3％）、変化なし64 名（83.1％）、低下

した者12名（15.6％）であった。 

 
 図２. ダイエット実施前後による体型変化(a) 

 

図３. ダイエット実施前後による体型変化

(b) 

内臓脂肪判定レベルがダイエット開始時より上

昇者1名（1.3％）、変化なし38名（49.4％）、

低下した者38名（49.4％）であった。サイン検定

の結果有意差があった ( p=0.0000 ). 

体重変化は脂肪量変化に反映されると考え、筋

肉量変化を増加群（27名）と減少群（52名）に分

けて検討した。その結果、筋肉量増加群では、筋

肉量0.38kg及び脂肪量 -1.01kgの変化であった。

一方筋肉量減少群では、筋肉量 -0.63kg及び脂肪

量-1.75kgの変化であり、両群間でF検定（分散

分析）の結果１％水準の有意差が認められたが、

交互作用は認められなかった（筋肉量： F(1,154) 

= 21.60, p<.01; 脂肪量：F（1,154） = 44.53, 

p<.01; 交互作用：F(1,154) = 0.673, ns）。 

図４. 筋肉量変化と脂肪量変化の関係 

腹部・上腕部・大腿部の各周囲長の変化は、「脂

肪レベル低下群」と「脂肪レベル無変化群」に分

けて検討した。その結果、脂肪レベル低下群で有

意に各部周囲長の減少が大きい結果となった

(F(1,75)=21.24,p<.01)。部位によって周囲長の減

少具合が異なり、腹囲の減少度が最大で、次いで

大腿部となった(F(4,300)=39.71,p<.01)。 

 

図５.ダイエットによる各部周囲長の変化 

考察 
Michelle et al. (2016)らやG.A. Bray et al. 

(2002) らの研究では生活習慣への高い介入研究

を実施し、体重減少に成功している。本研究では

参加者への生活習慣の介入はほとんど行わなかっ

たが、美容や健康との両側面における効果を考え

るのであれば、生活習慣への介入度を考慮した研

究の実施が今後の課題である。 

参考文献 
1）日本肥満学会編 肥満症診療ガイドライン２０１

６ 
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糖尿病患者のセルフマネジメントの困難感についての検討 
 

 小栗 直子（G160004） 
指導教員：佐藤 祐造 

キーワード：糖尿病、セルフマネジメント、困難感 
 

諸言 

 糖尿病治療の目的は、血糖や体重、血圧、脂質等

をコントロールして、合併症の発症を予防し、健康

な人と変わらない生活の質を維持することである。

そのためには、食事・運動療法、服薬、インスリン

注射、自己血糖測定等の治療に伴うセルフマネジメ

ントを休むことなく行う必要がある。 
2015年に新規に透析導入をした患者は39,462人

で、原因疾患の第 1 位(43.7％)が糖尿病性腎症であ

った。また、糖尿病を原因として1,263人が視覚障

害と認定されている。この様な状況は、糖尿病患者

が食事や運動、薬物療法等を生活の中に組み入れ、

疾患をコントロールしていく困難さを表している。 
患者の困難感に焦点を当てた研究は2010 年以前

には多かったが、最近はセルフマネジメント教育や

支援に焦点を当てた研究が多くなっている。 
年々、高齢者や単身世帯が増加している社会情勢

の中で、糖尿病患者はどの様な行為に困難感を感じ

ているのか等を明らかにすることは具体的支援につ

ながる。 
糖尿病患者の治療に伴うセルフマネジメントの現

状を明らかにし、支援方法を検討する基礎資料を得

ることを目的として、行為別困難感と性、年齢、家

族構成との関係を検討した。 
 

方法 

 本研究の趣旨を説明し、同意が得られた糖尿病専

門外来を受診している 107名を対象とした。 
2017年7月24日～8月18日に調査を行った。 

 

結果 

１.対象者の属性 

対象者の男女比はほぼ同じで、65歳以上の老年期

の患者が66.4％を占めていた。家族構成は単身者が

13.1%であった。 

職業は専業主婦や定年退職による無職の者が半数

を占めていた。受診頻度は1ヵ月に1回程度が88.3%

で、罹病歴は10年から20 年くらいの患者が44.8%

と最も多かった。 

HbA1c 値は 7.0～7.9%の患者が 47.7％と最も多

かった。治療法は薬物療法(経口血糖降下薬)が
88.8%と最も多く、次いで、食事療法が 82.2%、運

動療法が61.7%、インスリン治療が17.8%であった。

自己血糖測定は18.7%、体重測定は55.1%であった。 
 

２.行為別困難感と性、年齢、家族構成との関係 
1) 食事療法では、「規則正しく 3 食食べる」にお

いて65歳未満の方が65歳以上よりも困難感が有意

に強かった。「飲酒（喫煙）をやめる」では、男性が

女性よりも困難感が有意に強かった。 

 2) 運動療法では、「規則的に運動する」において

男性が女性より困難感が有意に強かった。また、65

歳未満の方が 65 歳以上より困難感が有意に強かっ

た。「運動する時間をつくり出す」では、65 歳未満

の方が65歳以上と比べ困難感が有意に強かった。 

 3) 経口血糖降下薬服用では、「飲み忘れないよう

に気をつける」で65歳未満の方が65歳以上に比べ

困難感が有意に強かった。 

 4) インスリン注射では、「インスリン注射を打つ」

で家族と同居している方が単身者より困難感が強い

傾向にあった（表1）。 
 5) 自己血糖測定では、「血糖測定を生活の中に組

み入れる」で、65歳未満の方が 65歳以上よりも困

難感が有意に強かった。「血糖測定の針を刺す」では、

家族と同居している方が単身者より困難感が有意に

強かった。「血糖測定の器具を管理する」では、家族

と同居している方が単身者より困難感が有意に強か

った(表1)。 
 6）体重測定・記録では、性別、年齢別、家族構
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項目 ｎ 単身 家族と同居 有意差

体重測定

体重を記録する ― 1.64±1.00 ―

n.s：有意差なし、†：ｐ＜0.10、＊：p＜0.05、＊＊：p＜0.01

22

器具を管理する 1.00±0.00 1.82±0.72 ＊

決められた時間に体重を測る 1.00±0.00 1.41±0.72 n.s.59

20

針を刺す 1.00±0.00 2.24±1.03 ＊

注射を打つ 1.00±0.00 1.89±0.86 †

薬と器具を管理する 1.00±0.00 1.75±0.77 n.s.

血糖測定

生活の中に組み入れる 2.67±1.52 2.12±1.02 n.s.

19

19

20

20

生活の中に組み入れる 2.67±1.52 2.50±1.09 n.s.

運動する時間をつくり出す 1.64±1.12 1.55±0.81 n.s.

経口薬服用

服薬時間を守る 1.69±0.94 1.40±0.75 n.s.

飲み忘れないよう気を付ける 1.77±0.83 1.60±0.92 n.s.

インスリン注射

66

95

95

19

規則正しく3食食べる 2.30±1.43 1.74±1.03 n.s.

外食や中食を制限する 1.67±0.98 1.76±0.97 n.s.

よく噛んで食べる 1.80±0.91 2.17±1.15 n.s.70

規則的に運動する 1.27±0.90 1.62±0.82 n.s.

飲酒（喫煙）をやめる 3.40±1.34 2.60±1.36 n.s.

運動療法

85

80

47

66

調理をする 1.46±0.77 1.76±0.95 n.s.

76

72

カロリー計算をして食べる 2.50±1.44 2.45±1.13 n.s.81

（M±S.D）

食事療法

献立を決める 1.92±1.03 2.09±0.97 n.s.77

食料品の買い物をする 1.54±0.87 1.75±0.86 n.s.

成別による有意差は認められなかった。 

表１.家族構成別困難感の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
３. 治療に関連するセルフマネジメント 
困難感を最も感じているのは「治療費用が高い」、

次いで「治療を続ける（定期的に病院や診療所に行

く）」、「合併症の予防に努める」であった。しかし、

どの行為においても困難感を感じていない者の割合

が多かった。 
 

考察 

1.行為別困難感と性、年齢、家族構成との関係 

男性と女性では、食事療法の「飲酒(喫煙)をやめ

る」と運動療法の「規則的に運動する」以外に有意

差は認められなかった。「飲酒(喫煙)をやめる」はそ

の依存性に起因し、「規則的に運動する」は男性と女

性の就業率に違いがあり、労働・生活環境に起因す

ると推測される。 
65 歳未満の成壮年期と 65 歳以上の老年期では、

食事療法の「規則正しく 3 食食べる」、運動療法の

「規則的に運動する」「運動する時間をつくり出す」、

経口血糖降下薬服用の「飲み忘れないよう気をつけ

る」、血糖測定の「生活の中に組み入れる」という多

くの項目において困難感に有意差が認められた。こ

れは、就業により時間確保が十分できないことに起

因すると推測される。家族と同居している方が単身

者よりインスリン注射と血糖測定において、困難感

が強い。これは、非日常的行為である注射や針を刺

す行為を見られたくないという感情に起因する 1) 

と考えられる。  
2．治療に関連するセルフケアマネジメント 
「治療費用が高い」「治療を続ける（定期的に病院

や診療所に行く）」に困難感を感じる患者が多かった

のは、老年期の患者が多数で年金生活者が多いこと

によると考えられる。また、体力や身体可動性の低

下により通院に不便を感じているためと推測される。

しかし、どの行為も困難感を感じていない患者の方

が多い。 
D.E.Orem2）が述べている様に、糖尿病という健

康逸脱や治療の影響のもとで、ライフスタイルを守

り生活する為にセルフマネジメントが必要で、現状

の検討は意義があると考えられる。 
 

参考文献 
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高齢 2 型糖尿病患者における座位行動と身体機能との 

関連性についての検討 

菊山 優己（G160005） 

指導教員：佐藤 祐造 

キーワード：2 型糖尿病，高齢者，座位行動，身体機能，介護予防 

はじめに 
2型糖尿病（T2DM）患者において，足趾・足関節

の可動域制限 1)や筋力低下 2)，骨格筋量の低下 3)，バ

ランス能力の低下 4)など様々な身体機能低下を認め

ることが報告されている．また、高齢T2DM患者の

転倒リスク・骨折リスクも高く 5,6)，サルコペニアや

フレイルを来しやすいことも指摘 7)されている． 
一方で，『座位および臥位におけるエネルギー消費

量が 1.5 メッツ以下のすべての覚醒行動』と定義 8)

される座位行動がT2DM の発症に関わる 9)ことが明

らかとなっている．米国糖尿病学会ガイドライン

2017では，30分毎の座位時間の中断を奨励しており，

T2DM を対象とした座位行動を中断・減少させる介

入研究では，血糖値やインスリンレベルの改善効果
10)が近年報告されている．  
高齢非T2DM者を対象とした研究では，座位行動

は筋力低下 11)や筋肉量の低下 12)，バランス機能の低

下 13)，転倒リスクの増加 14)など様々な身体機能の低

下と関連することが報告されている．しかし，T2DM
患者の身体機能の低下に対する座位行動の影響は明

らかでない． 

目的 
本研究では，高齢 2 型糖尿病患者における座位行

動時間と身体機能との関連性を明らかにし，介護予

防も考慮した運動指導の一助とすることを目的とし

た． 

方法 
対象は，当院に教育入院及び外来通院している60

歳以上の 2 型糖尿病患者のうち同意の得られた者と

し，除外基準は，①日常生活に著しい制限を有する

者，②認知症または認知機能低下により妥当な評価

が行えなかった者，③四肢の浮腫を認める者，④測

定データに欠損があった者とした．調査項目は，1. 患
者背景因子（性別，年齢，BMI，罹病期間，HbA1c，

随時血糖値，インスリン療法の有無，経口血糖降下

薬服用の有無，GLP-1 受容体作動薬使用の有無，糖

尿病神経障害重症度），2．身体機能（握力，膝伸展

筋力体重比，開眼片脚立位保持時間），運動指導関連

指標（身体活動量，座位行動，運動習慣の有無）と

した．調査期間は平成28年3月から平成29年11月
である． 
身体活動量と座位行動の評価には，国際標準化身

体活動質問票短縮日本語版（IPAQ-SV）15)を用いた．

エネルギー消費量（kcal／日）と平日座位時間（時間

／日）を算出し，それぞれの指標とした．なお，過

小防止のため１日のタイムスケジュールを作成後に

評価を実施した． 
運動習慣の有無は，国民健康・栄養調査の定義 16）

を参考に，「労働や家事以外の余暇時間で健康や体力

向上を目的，少なくとも週 2 回以上，1 回につき 30
分以上の運動を 1 年間以上続けている者」を運動習

慣ありとした． 
握力の測定にはデジタル式握力計を使用し、文部

科学省新体力テストの実施要項 17）に準じて実施した．

測定は左右 2 回ずつ行い，それぞれの最大値（kg）
の平均値を採用した． 
膝伸展筋力の測定にはハンドヘルドダイナモメー

ターを使用し、平澤ら 18）の方法に準じて実施した。

測定は左右 2 回ずつ行い，左右それぞれの最大値の

平均値を体重で除し、百分率（％）で表した値を採

用した。 
開眼片脚立位保持時間は、文部科学省新体力テス

トの実施要項 17）に準じて実施した。計測時間の上限

を 60 秒と一部変更し，最低単位は 1 秒とした。計

測回数は左右それぞれ2 回とし，最大値を採用した。 
統計解析方法は，身体機能と各調査項目について，

連続変数には Spearman 順位相関係数を用いて身体

機能との相関を，離散変数にはMann-Whitney U検定

を用いて身体機能の群間差を比較検討した．さらに，
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先行研究より必要と判断した調整因子と，上記 2 つ

の解析にてp＜0.2となった因子を独立変数に設定し，

身体機能を従属変数として重回帰分析を行った．統

計解析ソフトは IBM SPSS Statistics ver.24を使用し，

危険率5%未満を有意差ありと判断した． 

結果 
最終解析対象は62例（男性34例，女性28例，平

均年齢 74.2±6.8 歳）であった．HbA1c は平均 9.5%，

随時血糖値は平均253.5mg/Lと高値を示した．また，

身体活動量は平均110.7kcal/週，座位行動時間は平均

7.7時間/日であった．握力は平均23.6kg，膝伸展筋力

体重比は平均 38.8%，開眼片脚立位保持時間は平均

19.9秒と，身体機能は全体的に低値を示した． 
握力との関連性についてp＜0.2となった因子は，

年齢，BMI，罹病期間，糖尿病性神経障害重症度，

身体活動量，性別，インスリン療法の有無，運動習

慣の有無であった．握力を従属変数とした重回帰分

析を行ったところ，性別（β=0.35）のみが抽出され

た（R2=0.128，p＜0.01） 
 膝伸展筋力体重比と関連性についてp＜0.2とな

った因子は、BMI，罹病期間，随時血糖値，糖尿病

性神経障害重症度，身体活動量，座位行動，性別，

GLP-1 受容体作動薬の有無，運動習慣の有無であっ

た．膝伸展筋力体重比を従属変数とした重回帰分析

を行ったところ、BMI（β=-0.51），座位行動（β=-0.31），
罹病期間（β=-033），随時血糖値（β=-0.22）が抽出

された（R2=0.474，p＜0.01）． 
 開眼片脚立位保持時間と関連性について p＜0.2

となった因子は，年齢，BMI，HbA1c，随時血糖値，

糖尿病性神経障害重症度，身体活動量，座位行動時

間，膝伸展筋力体重比，インスリン療法の有無，運

動習慣の有無であった．開眼片脚立位保持時間を従

属変数とした重回帰分析を行ったところ、膝伸展筋

力体重比（β=0.33）、糖尿病性神経障害重症度（β

=-0.35）、身体活動量（β=0.30）が抽出された

（R2=0.455，p＜0.01） 

考察 
 握力に関して，本研究では座位行動と関連を示さ

ず、関連因子として性別のみが抽出された．先行研

究 2)では，2型糖尿病患者の握力は低下していること

が報告されているが，アウトカムの握力は体重で除

した値を採用している．本研究では体重補正を行っ

ていないために，体格による差を加味できていなか

った可能性がある． 

膝伸展筋力体重比に対して，座位行動は身体活動

量とは独立して影響していた．これについては，座

位行動中は骨格筋活動が乏しい 18)ために，インスリ

ン様成長因子（IGF-1）の分泌が低下することが予想

される．その結果，筋蛋白合成は低下し，骨格筋は

相対的に分解状態となる．そのため，骨格筋の減少

が筋力低下を招いている可能性が考えられる． 
 開眼片脚立位保持時間に関しては，身体活動量と

は関連を認めたものの，座位行動との関連は認めら

れなかった．これに関しての考察は難しく，今後さ

らなる検討が必要である  
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糖尿病患者の QOL 低下をもたらす足部機能障害の検討 

濱島 一樹（G160007） 
指導教員：佐藤 祐造 

キーワード：糖尿病足病変，QOL，フットケア，足部機能障害 
 

はじめに 
 糖尿病足病変は，糖尿病の合併症の一つであ

る．糖尿病足病変は，“神経障害や血流障害を合

併した糖尿病患者の下肢に生ずる感染症，潰瘍，

深部組織の破壊性病変”と定義される．糖尿病

性壊疽は，足部切断の主要な要因であり，1990
年代では，足部切断の要因の70%以上が糖尿病

や末梢動脈疾患であった．また，糖尿病や末梢

動脈疾患が足部切断の要因となる割合は，増加

していると考えられる． 
 さらに糖尿病足病変は，糖尿病患者の QOL
低下をもたらす要因にもなる．糖尿病足病変の

予防は，血糖値の改善をもたらす身体活動量の

維持に重要である．一方，QOLの低下をもたら

す足部の障害は検討されていない．血糖コント

ロールが良好で，足部病変の既往の無い2型糖

尿病患者の足部機能障害を解明することにより，

糖尿病足病変予防の可能性が期待できるものと

思われる．そこで，本研究では，2 型糖尿病患

者の足部関連の QOL 低下をもたらす，足部機

能障害を明らかとすることを目的とした． 
 
方法 
 対象は，外来クリニックに通院する2型糖尿

病患者25名50足（男性5名，女性20名．平

均HbA1c：6.7±0.6%）である．“糖尿病性神経

障害を考える会”の簡易診断により，4 名の患

者が糖尿病性神経障害陽性であった．足部関連

の QOL の調査には，日本整形外科学会・日本

足の外科学会が作成した SAFE-Q を用いた．

SAFE-Q は 34 の質問項目で構成され，5 つの

下位尺度（1：痛み・痛み関連，2：身体機能・

日常生活の状態，3：社会生活機能，4：靴関連，

5：全体的健康感）に分類される．各下位尺度を，

100点満点で点数化した． 
 足部機能は，足趾圧迫力（母趾・第2~5趾），

足関節背屈・底屈筋力，足部内返し・外返し筋

力，足関節背屈可動域，母趾屈曲・伸展可動域，

他動母趾MTP関節伸展可動域を評価した． 
 対象を，SAFE-Qの下位尺度毎の点数で2群

に分け，得点が高い群を“良好群”，低い群を“不

良群”とした．下位尺度毎の良好群と不良群の

足部機能評価の結果を，Mann-WhitneyのU検

定を用いて検討した．有意水準は0.05未満とし

た． 
 
結果 
 “痛み・痛み関連”と“靴関連”における，

両群間の足部機能に有意差はなかった． 
 “身体機能・日常生活の状態”では，母趾圧

迫力，足関節底屈筋力，母趾 IP 関節屈曲可動

域，他動母趾・足趾 MTP 関節伸展可動域にお

いて，不良群が良好群に比べ，有意に低値を示

した． 
 “社会生活機能”では，母趾圧迫力や母趾 IP
関節屈曲可動域，他動母趾・足趾 MTP 関節伸

展可動域において，不良群が良好群に比べて有

意に低値を示した． 
 “全体的健康感”では，母趾 MTP 関節屈曲

可動域や他動母趾・足趾 MTP 関節伸展可動域
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において，不良群が良好群に比べ有意に低値で

あった． 
 
考察 
 本研究の結果から，2型糖尿病患者において，

足部関連の QOL を低下させる足部機能の低下

が明らかとなった．橋本らは，母趾屈曲力がス

ムーズな重心移動に関与し，蹴りだし時の足部

外在屈曲力の効率化を促すと報告している 1)．

また，足関節底屈筋力は，踵離れに関与するこ

とから，母趾圧迫力や足関節底屈筋力の低下は，

前方推進力やバランス機能の低下に影響を与え

る．次に，母趾 IP関節やMTP関節屈曲可動域

について村田は，足趾や足部の柔軟性が高いほ

ど，足趾把持力が強い傾向にあると報告してい

る 2)．そのため，母趾 IP関節やMTP関節の屈

曲可動域制限は，足部内在筋の筋力低下をもた

らすと考えられる．つまり，母趾IP関節やMTP
関節の屈曲可動域制限による足部内在筋の筋力

低下が，歩行時の前方推進力低下やバランス機

能低下に関連する．さらに，他動母趾・足趾MTP
関節伸展可動域制限に関して，足趾伸展の不足

が歩行時の前方推進力の低下に関与すると報告

されている 3)．母趾や足趾の MTP 関節伸展可

動域制限は，踵部や足趾の足底圧の上昇を招く

ことから，足部病変の起因となる．以上のこと

から，足部機能障害が“身体機能・日常生活の

状態”や“社会生活機能”，“全体的健康感”と

いった QOL の低下を及ぼしたものと思われる． 
 また，足部病変は, 社会生活機能や主観的健

康感と転倒恐怖感とに関連がある．転倒経験者

は足趾屈曲力低下や足関節背屈可動域制限を有

していたとの成績 4)もあり，本研究の結果から，

足部機能障害が転倒恐怖感をもたらし，QOLの

低下に影響を与えたことが示唆される．一方，

社会生活を改善させる要素として，“趣味がある”

ことや“友人と話す機会が週に一回以上ある”

ことが挙げられている．糖尿病患者においては，

足部機能低下による転倒恐怖感から，社会生活

を改善させる要素に影響を与え，“社会生活機能”

が低下した可能性がある． 
 主観的健康感の低下要因として，“外出頻度の

減少”や“転倒恐怖感”などが挙げられる．前

述の様に，足部機能低下による転倒恐怖感や社

会生活機能の低下が，“全体的健康感”にも影響

を与えたことが示唆される． 
 本研究の結果から，足部関連の QOL 低下を

もたらす足部機能障害が明らかとなった．糖尿

病患者の足関連の QOL 低下を予防するために

は，足部機能障害に対する早期介入が必要であ

る． 
 
参考文献 
1） 橋本貴幸，林典雄，鵜飼建志・他：足部内

在屈筋力が歩幅に及ぼす影響について，理

学療法学，27，336，2000 
2） 村田伸，忽那龍雄：足把持力に影響を及ぼ

す因子と足把持力の予測，理学療法科学，

18(4)，207-212，2003 
3） Kirsten Götz-Neuman 著，月城慶一，山

本澄子・他訳：観察による歩行分析，医学

書院，東京，2006，p.126 
4） 村田伸，津田彰，稲谷ふみ枝：在宅障害高

齢者の身体機能・認知機能と転倒との関

係：1年間の追跡調査より，行動医学研究，

11(1)，32-40，2010 
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被災地に派遣された養護教諭の支援活動に関する研究 
松田 香織（G160008） 

指導教員：土田 満 
 

キーワード：養護教諭，地震災害，被災地派遣，支援 

はじめに 
思いがけない災害に遭遇し，大きなストレスに晒さ

れたとき，子どもたちは心身の問題が表出しやすくな

る。日常的に子どもを見ることができる養護教諭を災

害時に支援のために被災地の学校へ派遣することは，

適切であり，且つ効果的であると考えられる 1)。2016
年に発生した熊本地震では，児童生徒の心のケア等の

支援のため，養護教諭が派遣された。派遣される養護

教諭の活動については，過去の経験に基づく活動計画

や指針はほとんど見られず，派遣される養護教諭の経

験と力量に委ねられている部分が大きい。実際に熊本

地震後に派遣された養護教諭の多くは，見知らぬ土地

で限られた期間内に求められる役割が担えるのかとい

う不安が大きかったと報告している 2)。 
以上のような背景を踏まえて，自然災害発生後に被

災地に派遣された養護教諭が即応して活動にあたるた

めの基礎資料を得ることを目的とし，3 つの調査を実

施した。 

調査Ⅰ：災害時における養護教諭の支援に関する文献調査  
1. 方法 
医学中央雑誌で，“養護教諭”and“地震”“震災”，“保

健室”and“地震”“震災”をキーワードに検索し，災

害時の養護教諭の支援活動に関する文献40件を対象と

した。発表年，災害の種類，文献の種類を分類し，内

容はカテゴリー化した後に内容の分析を行った。 
2. 結果 
全体の 87.5％は 2011 年以降に発表されていた。災

害の種類では「東日本大震災」が 80％を占めていた。

「原著」の割合は27％と少なかった。 
記載されていた内容は，【養護教諭が行った支援活

動】，【養護教諭の在り方】，【保健室の在り方】，【養護

教諭の支援ニーズ】，【今後について】の 5 カテゴリー

に分類された。 
3. 考察 
地震災害における養護教諭の支援活動に関する研究

は，東日本大震災が契機であることが示唆される。原

著論文が少なく，報告や出版物が多くみられるのは，

研究が報告に偏重していることや記録として残すこと

で風化させない気持ちの表れであると推察される。研

究内容では，被災地の養護教諭の立場での記載が中心

であり，派遣養護教諭からの記載は見当たらない。派

遣元に報告することで終結している可能性がある。 

調査Ⅱ：派遣養護教諭の活動に関するアンケート調査 
1. 方法 
被災地に派遣された養護教諭15名，受け入れた学校

の養護教諭4名に対して2017年6月～10月に無記名式

質問紙調査を実施した。基本属性，養護教諭の職務23
項目，活動前及び活動中，活動後の思い等である。養

護教諭の職務内容は,対応のあるWilcoxonの符号付順

位検定，MannWhitneyのU検討を行った。解析には，

IBM SPSS Ver24 for Windowsを使用した。自由記述の内

容は，意味の類似性を考慮し,質的帰納的に類型化した。 
2. 結果 
職務内容の回答結果を点数化し，3 点以上を「求め

られる(求める)と想定した職務」，「実際に求められた

(求めた)職務」と区分して検討した。 

派遣養護教諭が求められると想定した職務(表1)は，

「救急処置」や「健康診断」など 7 項目，実際に求め

られた職務は，「救急処置」「健康相談」「健康観察」「健

康相談・心のケア」の4項目であった。「感染症・食中

毒の予防と管理」「健康相談・心のケア」は，活動前の

得点が有意に高く，求められると想定していたが実際

は想定より求められなかった。 

活動前に,派遣養護教諭が求められると想定した職

務(表 2)は，「救急処置」や「健康観察」など 7 項目，

受け入れ養護教諭が求めると想定した職務は，「救急処

置」や「健康診断」など 4 項目であった。「健康観察」

「健康相談・心のケア」は，派遣養護教諭の得点が有

意に高く，派遣養護教諭は求められると想定していた

が，想定ほど受け入れ養護教諭は求めていなかった。 
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自由記述では，派遣養護教諭は，活動前は不安を抱

いていたが，周囲のサポートによって派遣への決意や

前向きな気持ちを強めていた。活動中は，自分の無力

感や困難感を抱きながらも受け入れ校や養護教諭の負

担軽減につながるように活動を進めていた。活動後は，

活動を通して得た学びや経験を自校で活かしていた。 
受け入れ養護教諭は，活動前は，派遣養護教諭との

関係づくりや支援活動の不明確さに関する思いが多く

を占めていた。活動中は，想定との相違や受け入れの

困難感を抱き，受け入れ側のニーズを考慮してほしい

という思いを抱いていた。 
3. 考察 
 来室者が多く,受け入れ養護教諭が十分に対応できな

い状況下で救急処置や健康相談，未実施の健康診断を

行っていた。身体的な特徴を捉えやすい養護教諭は，

災害時の健康観察においても中心的な役割を果たすこ

とが期待されており，派遣養護教諭に求められた職務

であったことが推察される。 
『心のケアのため(文科省)』には，災害時の養護教諭

の役割として感染症の予防対策が明示されている。求

められる役割として認識されていたが，学校再開時に

は衛生管理がなされ，感染症・食中毒の予防や管理が

必要なかったことが考えられる。健康相談・心のケア

が想定する程求められなかったのは，普段の様子を知

らない状態での対応に受け入れ側が配慮した可能性が

推察される。派遣養護教諭と受け入れ養護教諭の想定

の相違は，派遣養護教諭が，派遣元や報道での情報か

ら活動を自らの想像で想定したことにより生じたと考

えられる。 
思いの分析では，活動前は，派遣に対する驚き・迷

いを抱きながらも自分に求められた役割を務めようと

決意や覚悟を持って被災地に向かっていた。活動中は，

無力感や困難感を多く抱いており，外部からの支援者

で職務命令により援助に携わっている者の心理状態 3)

と一致していた。活動後は，日常の大切さへの気付き

が自身の養護実践に活かされていた。 

調査Ⅲ：派遣養護教諭を受け入れた養護教諭へのインタビュー調査 
1. 方法 
熊本地震において派遣養護教諭を受け入れた学校の

養護教諭１名に 2017 年 10 月にインタビューを行い，

「派遣養護教諭を受け入れていたときの思い」につい

て語ってもらった。大谷による SCAT 法（Steps for 
Coding and Theorization）を用いて，質的分析を行っ

た。テーマ・構成概念を内容の類似性に基づきカテゴ

リーを抽出し，思いの変化を分析した。 

2. 結果 
受け入れ養護教諭の思いの変化として，「派遣養護教

諭に関すること」「支援活動に関すること」「自分自身

に関すること」の3つのカテゴリーが抽出された。 
3. 考察 
 派遣養護教諭との協働に対して不安を抱いていたが，

共に活動したことで肯定的な印象を持ち，派遣養護教

諭を思いやる好意的な気持ちに変容していた。その背

景には，派遣養護教諭が受け入れ養護教諭の考え方や

保健室経営方針を大切にしながらサポートしていたこ

とや派遣者という自らの立場を考えながら互いに情報

交流したことが有効であったと推察される。 

参考文献 
1) 三村由香里：東日本大震災における養護教諭の役割

-震災の状況下でより明らかになった養護実践の必

要性-，日本健康相談活動学会誌，7(1),21-24,2012 

2) 西連寺江里子：ボランティアの視点から見た災害発

生時の学校救急看護と養護教諭の役割，学校救急看

護研究，10(1),20-25,2017 

3) 前田潤，『災害看護学』，p102，南江堂，2008 
 

表1 派遣養護教諭が想定した職務と実際に求められた職務（抜粋） 

表2 派遣養護教諭と受け入れ養護教諭が想定した職務（抜粋） 
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M±SD

項　　　　　　　目
食物栄養専攻(1)

（n＝80）
生活文化専攻(2)

（n＝61）
子ども生活専攻(3)

（n＝71）
有意差　 多重比較

　食べることに興味がある 4.58±0.71 4.16±0.93 4.21±0.93 ** 1＞2，3

　朝食を毎朝食べている 4.05±1.22 3.67±1.38 3.69±1.36 n.s

　毎日３食きちんと食べている 3.95±1.19 3.52±1.39 3.48±1.38 †

　夕食を自分以外の人と食べることが多い 3.75±1.27 3.34±1.30 3.21±1.41 * 1＞2，3

　好き嫌いはない 3.16±1.42 2.77±1.27 2.79±1.38 n.s

　間食はあまりしない 2.40±1.12 2.33±1.21 2.39±0.99 n.s

　よく自分で料理を作る 3.16±1.24 2.34±1.24 2.10±1.19 ** 1＞2，3

　毎日必ず食べることを心がけている食品・料理がある 2.65±1.26 2.39±1.33 2.15±1.23 * 1＞3

　自分の現在の食生活に満足している 2.95±1.15 2.93±1.30 2.99±1.20 n.s

　加工食品のパッケージに記載されている栄養成分をよく見て参考にする 2.94±1.17 2.52±1.21 1.94±0.98 ** 1、2＞3

　飲食店のメニューに記載されている栄養成分表示をよく見て参考にする 2.81±1.10 2.33±1.18 1.90±0.94 ** 1＞2，3

　食生活総計平均 3.31±0.59 2.94±0.73 2.81±0.62 ** 1＞2，3
n.s.有意差なし、†p＜0.10,　*p＜0.05、**p＜0.01

栄養士養成課程の現状と課題に関する研究 

水野 早苗（G160009） 

指導教員：土田 満 

キーワード：栄養士養成、職業価値観、職業満足度 

はじめに 
現代社会においては生活環境の変化等から食

に関するさまざまな問題が発生し、それに伴って

栄養士・管理栄養士の活躍の場は増えている。 
しかし、栄養士養成校の抱える課題は多く、例

えば、管理栄養士養成施設が増加する一方で栄養

士養成施設は減少している現状、栄養士資格を社

会で生かさない卒業生が多いこと、卒業後 3年以

内の離職率が高いこと等である。それらを踏まえ

て、栄養士養成校は、自校学生の特徴を捉え、そ

れに見合った教育によって学生に付加価値をつけ

ることが重要であると考えられる。短大の 2年と

いう短い期間で、コアカリキュラム以上の内容を

組み込むことは難しいが、効果的な取り組みの模

索が急務である。 
栄養士養成に関して清水ら１）は、学生の調理技

術向上のため、指導を強化して実習に取り組んだ

としている。また木藤ら２）は、卒業生を対象とし

た調査を実施し、栄養士には「学力」「調理作業能

力」、「コミュニケーション力」が必要であると報

告している。このように養成校における取り組み

の報告や卒業生を対象とした報告はあるが、多角

的視点から総合的に検討した報告はみられない。 
 以上の背景を踏まえ、「実践力のある栄養士の養 
成」を目的として、栄養士養成課程の在学生と卒

業生を対象に 3つの調査を実施した。 
方法 
1. 調査対象者 
愛知県内A大学短期大学部に在籍している学生

245 名（食物栄養専攻 113 名、他専攻 132 名）お

よび食物栄養専攻の卒業生 110 名を調査対象者と

した。 
2. 調査方法 
在学生に対しては 2017 年 6 月に無記名自己記

入式アンケート調査を実施し、卒業生に対しては

2017 年 3～8 月に無記名自己記入式アンケート用

紙を郵送し実施した。卒業生における回答の回収

率は 55.0％であった。 
3. 分析方法 

IBM SPSS statistics ver.24 を用いた。 
4. 倫理的配慮 
アンケート結果は個人を特定できないように

処理を行う旨を説明し、同意を得た上で調査を実

施した。 
結果 
調査1 食物栄養専攻学生の特徴 

食物栄養専攻の学生は他専攻と比較して（表 1）
食意識が有意に高かった。食に関する問題意識は

満遍なくあり、なかでも「食の安全性」や「生活

習慣病」に高い関心が認められた。また、健康に

対する意識も全体的に高かった。 
表 1 食意識 

 
 
 
 
 
 

 

 

調査 2. 食物栄養専攻在学生と卒業生における

種々の意識の経年変化 

在学生と卒業生を対象に調査した結果（表 2）、
この専攻での学びにより、健康管理や食に関する

知識・能力が身につく（身についた）などの項目

で高い評価が得られ、この専攻での学びに対する

期待や満足度が認められた。また、「ここで学ぶこ

とが今後の人生に生かされると思うか」という問

いでは、1 年生の値が高く、本学食物栄養専攻で

学ぶことへの強い期待や意欲が窺えた。 
表 2 食物栄養専攻での学びに関する評価 
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M±SD

項　　目 栄養士職　（ｎ＝63） 栄養士以外の職　（n＝44） 有意差　

仕事の内容 2.86±0.58 2.44±0.93 **

人間関係 3.05±0.44 2.96±0.63 n.s.

給与 2.71±0.61 2.79±0.61 n.s.

上司との関係 2.89±0.56 2.84±0.67 n.s.

福利厚生 2.70±0.66 2.84±0.79 n.s.

             n.s.有意差なし、*p＜0.05、**p＜0.01

M±SD

項　　　　　目
１年生(1)
（n＝42）

２年生(2)
（n＝38）

卒業間近(3)
（n＝33）

卒業生(4)
（n＝62）

有意差　 多重比較

　栄養士はやりがいのある職業だと思う 4.33±0.75 3.95±0.90 4.12±0.82 4.24±0.80 n.s.

　栄養士という仕事は自分に向いていると思う 3.38±0.76 2.95±1.11 3.18±1.07 3.61±0.84 ** 2＞4

　栄養士免許を将来ずっと生かしたいと思う 4.48±0.59 3.76±1.03 3.88±1.11 4.15±0.81 ** 1＞2

　栄養士の知識を生かして自分や家族の健康も守りたいと思う 4.38±0.66 4.11±1.06 4.00±1.03 4.13±0.91 n.s.

　栄養士として人の役に立ちたいと思う 4.12±0.74 3.76±1.08 3.76±1.01 4.02±0.84 n.s.

　栄養士職としての将来の目標を持っている 3.71±1.00 3.32±1.25 3.48±1.20 3.73±1.01 n.s.

　いつか管理栄養士資格を取得したいと思う 3.31±1.42 2.89±1.29 3.12±1.45 4.10±1.01 ** 1，2，3＜4

　自分は栄養士として就職したい（する） 4.17±0.94 3.37±1.40 3.30±1.43 ー *
　　卒業生：栄養士職従事者     　　　　　　    n.s.有意差なし、*p＜0.05、**p＜0.01

M±SD

項　　　目
1年生(1)
（n＝42）

2年生(2)
（n＝38）

卒業間近(3)
（n＝33）

卒業生(4)
（n＝110）

有意差　 多重比較

　ここで学んだことで、調理技術に自信
がつ く（ついた）と思う

4.05±0.88 3.82±0.96 3.79±1.02 3.62±0.95 * 1,2＞4

　ここで学んだことで、栄養成分の役割
や重要性を理解できる（できた）と思う

4.21±0.68 3.66±0.99 3.91±0.98 3.82±0.87 *

　ここで学んだことで、自分や家族の健
康管理に自信がつく（ついた）と思う

4.10±0.76 3.55±0.86 3.76±1.06 3.48±0.92 ** 1＞2，4

　ここで学んだことで、食中毒や食品衛
生の知識が身につく（ついた）と思う

4.10±0.79 3.53±0.89 3.97±0.98 3.92±0.92 ** 1＞2

　ここで学んだことで、コミュニケーション
能力が身につく（ついた）と思う

3.69±0.95 3.29±1.09 3.73±1.12 3.73±0.92 n.s

　ここで学んだことは、今後の人生に生
かされると思う

4.36±0.76 4.03±0.97 3.48±0.94 4.12±0.89 n.s

　　　　 n.s.有意差なし、†p＜0.10,　*p＜0.05、**p＜0.01

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
栄養士として勤務する上で一番必要だと思わ

れるものとして、卒業生では「栄養や食品の知識」

の他に「コミュニケーション能力」と「調理の技

術」を挙げた者が多かった。 
栄養士職への意識に関しては全体的に高い値

を示し（表 3）、特に栄養士を「やりがいのある仕

事」と認識していることが認められた。またいず

れの項目においても、1 年生より 2 年生の方が低

値を示した。 
表 3 栄養士職に対する意識 

 
 
 
 
 
 
 
調査3. 食物栄養専攻卒業生の現状 

卒業生の職業満足度（表 4）は全体的に高い結

果であったが、栄養士職と他職種について職業満

足度との関連を見ると、栄養士職の卒業生は、仕

事のやりがいがある、誇りが感じられるなどの「仕

事の内容」について満足度が高いことが認められ

た。 
同様に職業価値観との関連では栄養士職の卒

業生は「社会からの評価」「仕事のやりがい」「将

来の安定」などに職業価値を求めていることが認

められた。 
 

表 4 栄養士従事者の職業満足度 
 
 
 
 
 

卒業生110名中、転職の経験者は23名（約20％）

であった。そのうち栄養士職から転職した卒業生

は 14 名で、転職理由として 6 名が「休日が少な

い」と回答した。 
栄養士職に従事する卒業生 10 名に、職場で苦

心している人間関係について聞き取り調査を実施

した結果、ベテラン調理員やパート従業員に対す

る言葉遣いや話し方、話の聞き方など、厨房の、

特に年長者に対するものであった。また、解決の

ために自分自身の調理技術を磨き自信をつけると

ともに、積極的な声かけや働きかけが重要である

と示唆した。 
考察 

3 つの調査結果から、栄養士養成校が取り組む

べき内容について考察をした。 
1. 教育内容の見直しから改善を試みること 
1）カリキュラムや学習内容を精査し、基礎学力

や調理技術の強化をはかる。 
2）学生が目標や志向性を持ち続けるような取り

組みが必要である。例えば、学力不足の学生に

対して学習支援を行う等により、資格辞退を防

いで資格取得の目標を持たせる。 
2. 新たに取り入れるべき教育内容・指導 
1）栄養士職の社会的役割や仕事の魅力を伝える。 
また、栄養士職の職務内容を正しく理解した上

で就職活動に取り組むように指導する。 
2）コミュニケーション力向上のために、校外実

習を活用する。また、ボランティアやアルバイ

ト等の学外での活動や学内行事への参加を促

す。学生の活動の場が広がることにより、人間

関係を構築する力が身につくことを目指す。 
3）学生時代に、学修したことを生活の中で実践

することの重要性を認識させる。実生活で実践

することで内容をより理解し、経験と自信が積

み重ねられ、社会での実践力の向上につながる。 
4）卒業生の相談窓口や、管理栄養士国家試験を

受験する卒業生のための学習の場を提供でき

るシステムづくりをし、卒業生に対して周知す

る。 
参考文献 
 1）清水千幸他：栄養士養成課程短大生の授業にお

ける教育効果、佐賀女子短期大学、48.65-75（2014）  
2）木藤宏子他：栄養士養成施設における卒後教育

について、北海道文教大学研究紀要、28,55（2004） 
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修論抄録 

学業成績に影響を及ぼす関連要因の検討 

山北 和幸（G160010） 

指導教員：土田 満先生 

キーワード：学業成績、生活習慣、身体症状、行動、サポート、性格特性 

はじめに 
近年、学生の学力低下が問題となっている。背景

には、「ゆとり教育」、「AO 入試」、「全入時代」、携

帯、インターネット等の利用時間の増加等がある。

大学入学生の問題点として、学習習慣がなく、学ぶ

目的が明確でない学生の割合が3割から半分以上い

るとの報告もあり、その時代に応じて対応せざるを

得ない状況にあり、学生の質を保つために入学前講

座等の取り組みが実施されている。 
学業に影響を及ぼす要因として、生活習慣、環境、

行動、性格等が報告されている。若杉ら1）はアルバ

イトが学業に影響するが社会性も向上するため、両

立させる指導も必要性があると報告している。一方、

外山ら2）は学業達成につながる意欲感情を高めるた

めには注意を自己に焦点化し、達成できるという統

制感が重要だと報告している。この様に学業といく

つかの要因との関連を検討した報告は見られるが、

多くの関連要因との相互の関係性を加味して検討し

た報告はほとんど見られないのが現状である。 

以上のことを踏まえ、本研究では、成績が不良で

ある学生における教育の質の向上を目的とし、学業

に影響を与える関連要因とそれらの相互の関連性を

検討した。教員が学生の背景を考慮に入れて効率よ

く指導する手掛かりとしたい。 

方法 

1. 対象者 

愛知県のA専門学校の理学療法学科、及び看護学

科の学生で調査に協力を得られた131名とした。 

2. 調査期間及び方法 

2017年7月～8月に、無記名自己記入式アンケート

調査を実施した。 

3. アンケートの内容 

属性、成績、生活習慣、身体症状、学業場面での行

動、友人・家族や教員のサポート、性格特性から構

成した。 

4．分析方法 

IBM SPSS statistics Ver.24 とIBM SPSS AMOS  

Ver.24を用いた。 

結果 

記入漏れ等がなかった115名を分析対象者とした。 

1．GPAと種々の要因との関連 

対象者のGPAを「下位群」「中位群」「上位群」

の3分位に分けた。 

1）生活習慣との関連 

（1）睡眠習慣 

平日とアルバイトがある日の起床時間は、GPA 上

位群が下位群と比較して早く起きる割合が有意に高

かった。平日、休日、アルバイトのある日の就寝時

間は、GPA上位群で早く寝る割合が有意に高かった。 

（2）アルバイトの習慣 

GPA 上位群が下位群と比較して、アルバイトを行

っていない割合や試験1週前の平日にはアルバイト

を行わない割合が有意に高かった。また週における 

アルバイトの時間が、GPA 上位群は少ない割合が有

意に高かった。 

（3）趣味・娯楽の習慣 

平日の SNS・メールやインターネットの利用時間

は、GPA上位群が下位群と比較して、GPA上位群が長

時間利用する割合が有意に低かった。 

（4）学習の習慣 

学習時間は、GPA 上位群が普段から学習している

割合が有意に高かった。また、授業で理解できなか

った時の対応において講師に聞く、1 人で解決をし

たり、そのままにしておく割合も、GPA 上位群で有

意に高かった。一方、GPA 下位群では、同級生・上

級生に聞くか、そのままにしておく割合が高く、自

己学習時の音楽聴講の割合も有意に高かった。 

2）身体症状との関連 

GPA 上位群は講義中に居眠りをしないで講師の話

を聞く割合が有意に高かった。 

自覚疲労においてGPA3群間を比較した結果、「や

る気が乏しい」は、GPA 下位群が上位群より有意に

高く、逆に「目が痛い」は、GPA 上位群が下位群よ

り有意に高かった。 
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3）学業場面での行動との関連 

「授業中」の場面をGPA3群間で比較した結果、GPA

上位群が下位群より学習を優先する行動の得点が有

意に高かった。「授業内容が理解できないとき」の場

面は、GPA 上位群が下位群、中位群より学習を優先

する行動の得点が有意に高かった。すべての項目の

総点もGPA上位群が下位群より有意に高かった。 

4）友人・家族や教員のサポートとの関連 

因子分析して抽出された教員のサポートにおける

「情報・道具的」は、GPA 上位群が下位群と比較し

て有意傾向が認められ、GPA 上位群が教員のサポー

トがあると感じている割合が高い傾向があった。 

6）エゴグラムとの関連 

GPA上位群は下位群に比べ、ACの得点が有意に高

かった。各カテゴリー別の得点は、GPA 下位群と中

位群は、同様なパターンを示し、GPA上位群に比べ、

Aの得点が低いパターンを示した。 

7）GPAと関連要因の相互関係 

共分散構造分析の結果（図1）、生活習慣はGPAと

自覚的疲労に負の影響を与え、さらに自覚的疲労を

介して睡眠状況に影響を与えていた。 

性格は学業場面の行動と友人と家族のサポートに

影響を与えていた。友人と家族のサポートは教員の

サポートを介してGPAに影響を与えていた。また理

解できなかったときの対応、居眠りの頻度を介して

GPAと学業場面での行動に影響を与えていた。 

考察 

睡眠の規則性が高い者ほど成績は良好で、逆に成

績とは関連がなく学生の意欲が重要との報告がある。

本研究では規則的な生活リズムと就寝時刻と睡眠時

間の重要性が示唆されている。アルバイトや趣味・

娯楽が生活リズムに影響する報告は多く、本研究で

もGPA下位群ほど試験前のアルバイトによる短い睡

眠や勉強時間が成績に影響したことが推察される。 

睡眠や勉強時間の減少は身体症状、学習習慣に影

響することが報告されており本研究も同様であった。

また学習時の音楽聴講が成績に影響し、課題が多い

と作業能率が低下する先行研究と同様な結果も得ら

れた。GPA 上位群は理解できないことを講師に聞く

行動や1人で課題を解決する行動も明らかにされた。 

学習習慣の定着には課題の優先順位を決定できる

自己認知能力が必要と報告されており、本研究でも

GPA上位群は先行研究と同様であった。 

自己認知は、ソーシャルサポートが影響すること

が報告されており、本研究でも周囲のサポートが自

己効力感や欲求、衝動の自制行動能力に繋がること

が認められた。ただ周囲のサポートの受け入れ方は、

性格が関係し、GPA上位群はACの得点が高いことよ

り、合理的、従順なため成績が良いことが推察され

る。教員は学生の性格も含めた背景を把握し、興味

を持たせる指導が重要であることが示唆された。 

参考文献 

1）若杉早苗，他：聖隷クリストファー大学看護学部

紀要 No24，33-45，2016 

2）外山美樹：パーソナリティー研究 第17巻（2），

168-181，2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1. GPAと関連要因の相互関係 
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修論抄録 

食物アレルギー児を持つ母親の QOL,育児ストレスと 

児の栄養素摂取量に関する検討 

山田 直子（G160011） 

指導教員：土田 満 

キーワード：食物アレルギー、母親、QOL、育児ストレス、栄養素摂取量 

はじめに 

わが国の乳幼児期における食物アレルギー(FA)の

発症割合は高く、乳児期は 5～10％1)、保育園児は

4.9％と報告されている。FA の有症率は乳児期が最

も高く加齢とともに低くなるが、治療方法は対症療

法に留まっており、FA児の生活や除去食管理等を受

け持つ母親における負担が極めて大きいことが報告

されている。母親の QOL、育児ストレス、また、児

の栄養素摂取に関する報告は限られている。 

FA児のアレルギー症状や成長不安、社会的サポー

ト、経済的負担等から、母親のQOLの低下が問題視

されている。一方で、QOL の低下が認められないと

いう報告2)もあり、一定の見解が得られていない。 

育児ストレスについて、立松らは4品目以上の除

去食が育児ストレスを高めるが、対処行動により育

児ストレスを軽減させていたと報告し、家族の役割

調整や相談援助の必要性を示唆している。 

FA 児の栄養評価は、池田ら 3)が FA 児ではエネル

ギー、カルシウム、鉄の摂取量が低値であったと報

告し、除去食療法により成長が脅かされることから、

栄養士による食支援の重要性を指摘している。 

以上の背景を踏まえ、本研究では、FA児を持つ母

親へのサポート体制を明らかにすることを目的とし、

3つの調査を行った。 
方法 

1.対象および調査期間 

A県B市内の4保育園に通園する児童の母親102

名、児童81名を対象とし、2017年3～4月に自記式

アンケート調査を実施した。 

2.調査内容 

基本属性、QOL(WHOQOL26)、育児ストレス、食生活

での負担、FA児を持つ親のQOL(FAQL-PB)、児の栄養

素摂取量(食物摂取頻度法)等から構成した。 

結果 

調査１：FA児を持つ母親のQOL、育児ストレス、食

生活負担に関する検討 

1.FA児の有無別 

FA群18名と非FA群84名を対象とした。 

1) QOL 

全年齢(表1)では｢主観的な健康状態｣で、FA群が

非FA群より有意に高く、｢精神性・宗教・信念｣、｢思

考、学習、記憶、集中｣はFA群が非FA群より低い傾

向があった。3歳未満では、｢社会的関係｣で、FA群

が非FA群より有意に低かった。 

2) 育児ストレス 

全年齢では、いずれの因子においても有意差は認

められなかった。3歳未満では、｢育児生活のストレ

ス｣でFA群が非FA群より低い傾向があり、「育児の

ために自分は我慢している｣で有意に低かった。 

3) 食生活負担 

全年齢では、FA群が食品の原材料表示を気にし、

友人宅に遊びに行く傾向が認められた。献立の困難

さの理由は、FA群では食物アレルギーが多かった。 

2.アレルギー複合児の有無別 

FA群11名,FA+A群7名,A群9名を対象とした。 

1) QOL 

全年齢では、｢日常生活動作｣、｢思考・学習・記憶・

集中｣はFA+A群が有意に低く、｢金銭関係」、｢新しい

情報・技術の獲得と機会｣は有意に高かった。 

2) 育児ストレス 

全年齢、3歳以上では、｢育児自責感｣でFA+A群が

FA群、A群より高い傾向にあった。 

3) 食生活負担負担 

全年齢、3歳以上では、いずれの質問項目も有意

差が認められなかった。FA+A群は献立の困難さの理

由として、FAの回答割合がFA群よりも多かった。 

表1 FA群と非FA群におけるQOL 
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mean±SD

エネルギー(kcal) 1,150 ± 257 1,228 ± 196 ｎ.ｓ.

たんぱく質(g) 32.1 ± 3.3 35.1 ± 3.2 **

脂質(g) 33.2 ± 4.3 34.3 ± 4.0 ｎ.ｓ.

炭水化物(g) 140.1 ± 9.7 134.6 ± 9.4 *

カルシウム(mg) 275 ± 120 350 ± 82 **

鉄(g) 3.5 ± 0.8 3.7 ± 0.6 ｎ.ｓ.

レチノール当量(μgRE) 202 ± 70 247 ± 41 *

ビタミンD(μｇ) 2.3 ± 0.8 2.8 ± 0.7 ｎ.ｓ.

ビタミンB1(mg) 0.45 ± 0.10 0.51 ± 0.08 *

ビタミンB2(mg) 0.51 ± 0.18 0.68 ± 0.13 **

ビタミンC(mg) 34 ± 9 38 ± 10 ｎ.ｓ.

食物繊維総量(g) 6.6 ± 1.5 6.6 ± 1.1 ｎ.ｓ.

食塩相当量(g) 5.0 ± 1.2 5.3 ± 1.2 ｎ.ｓ.

n.s.:not significant,†ｐ<0.1,*ｐ<0.05,**ｐ＜0.01

(n=65)

FA群 非FA群
有意差

(n=16)

mean±SD

QOL全体 計 3.19 ± 0.77 3.04 ± 0.71 ｎ.ｓ.

　主観的な健康状態 3.44 ± 0.78 3.06 ± 0.65 *
　主観的なQOL 2.94 ± 0.87 3.02 ± 0.98 ｎ.ｓ.

Ⅰ身体的領域 計 3.37 ± 0.57 3.38 ± 0.61 ｎ.ｓ.

　痛みと不快 3.61 ± 0.85 3.75 ± 1.09 ｎ.ｓ.
　医薬品と医療への依存 3.78 ± 1.22 3.88 ± 1.12 ｎ.ｓ.
　活力と疲労 3.33 ± 0.59 3.25 ± 0.80 ｎ.ｓ.
　移動能力 3.28 ± 1.13 3.35 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　睡眠と休養 3.22 ± 1.00 3.06 ± 0.90 ｎ.ｓ.
　日常活動動作 2.94 ± 0.87 3.18 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　仕事の能力 3.39 ± 0.61 3.21 ± 0.91 ｎ.ｓ.

Ⅱ心理的領域 計 3.28 ± 0.53 3.36 ± 0.66 ｎ.ｓ.
　肯定的感情 3.33 ± 0.69 3.35 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　精神性・宗教・信念 3.17 ± 0.71 3.52 ± 0.94 †
　思考・学習・記憶・集中 3.00 ± 0.91 3.35 ± 0.83 †
　ボディイメージ 3.28 ± 0.57 3.11 ± 0.85 ｎ.ｓ.
　自己評価 3.17 ± 0.92 3.07 ± 0.92 ｎ.ｓ.
　否定的感情 3.72 ± 0.89 3.75 ± 1.04 ｎ.ｓ.

Ⅲ社会的関係 計 3.46 ± 0.49 3.40 ± 0.65 ｎ.ｓ.
　人間関係 3.56 ± 0.51 3.43 ± 0.94 ｎ.ｓ.
　性的活動 3.06 ± 0.73 3.04 ± 0.68 ｎ.ｓ.
　社会的支え 3.78 ± 0.73 3.75 ± 0.80 ｎ.ｓ.

Ⅳ環境 計 3.28 ± 0.38 3.30 ± 0.55 ｎ.ｓ.
　自由・安全と治安 3.33 ± 0.59 3.51 ± 0.65 ｎ.ｓ.
　生活圏の環境 3.17 ± 0.79 3.12 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　金銭関係 3.00 ± 0.69 3.08 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　新しい情報・技術の獲得と機会 3.33 ± 0.59 3.18 ± 0.78 ｎ.ｓ.
　余暇活動への参加と機会 2.78 ± 1.00 2.95 ± 0.83 ｎ.ｓ.
　居住環境 3.67 ± 0.84 3.51 ± 0.96 ｎ.ｓ.
　健康と社会的ケア：利用しやすさと質 3.50 ± 0.71 3.48 ± 0.74 ｎ.ｓ.
　交通手段 3.50 ± 0.86 3.60 ± 0.92 ｎ.ｓ.

n.s.:not significant,†ｐ<0.1,*ｐ<0.05

(n=84)
領域 下位項目

FA群 非FA群
有意差

(n=18)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
調査２：FA児を持つ母親のQOLに関する検討 

FA児の母親11名,FA+A児の母親7名を対象とした。 

1) FA群とFA+A群のQOL(FAQL-PB) 

全年齢、3歳以上では、QOLに関するすべての質問

項目および総点に有意差は認められなかった。 

2) アレルゲン個数別のQOL(FAQL-PB) 

全年齢では、｢外食における制限｣はアレルゲン4

個以上を持つ児の母親が1個や2,3個持つ児の母親

より有意に高かった。3歳以上では、｢児の成長不安｣、

｢児の栄養不安｣等に有意差が認められた。 

調査３：FA児の栄養素摂取量に関する検討 

1. FA児の有無別 

FA群16名と非FA群65名を対象とした。 

1) 栄養素摂取量 

摂取エネルギー(表2)に有意差はなかった。全年

齢では、FA群でたんぱく質、炭水化物、カルシウム、

レチノール当量、ビタミンB1、B2が有意に低く、3

歳未満では、それらにビタミンD、Cが加わっていた。

3歳以上では、3栄養素に有意差が認められた。 
表2 エネルギー、栄養素摂取量 (1,000kcalあたり) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) 食品群別摂取量 

全年齢では、FA群で麺類、その他の野菜類、魚介

類、卵類、牛乳の摂取量が有意に少なかった。3歳

未満では、肉類、乳製品、砂糖類が加わっていた。3

歳以上になると卵類、牛乳のみと少なくなった。 

2.アレルギー複合児の有無別 

FA群10名,FA+A群6名,A群7名を対象とした。 

1) 栄養素摂取量 

全年齢では、FA群、FA＋A群でエネルギー、レチ

ノール当量、ビタミンB1、B2が有意に低く、逆に炭

水化物は高かった。 

2) 食品群別摂取量 

全年齢では、3群間で穀類、その他の野菜類、肉

類、卵類に、3歳以上では、肉類、卵類に有意差が

認められた。 

考察 

調査1から、 FA児の母親は、健康状態は良いが、

生活に意義を感じず、物事に集中できない心理状況

や食品の原材料表示への意識がQOLを低めている。3

歳未満で社会的な人間関係に満足していないのは、

周囲に目を向ける心の余裕がないことが考えられる。

3 歳以上では、友人宅に遊びに行く等、積極的に外

出することでストレスが解消され、QOL が高まって

いることが考えられる。一方、FA+A児の母親は、育

児に対し自分を責め、献立の困難さから身体的、心

理的なQOLは低いが、常勤者が多いこと等より、環

境的なQOLは高いことが推察される。 

調査2から、FA児を持つ母親はアレルゲン個数が

増加するほど、外食における制限や児の成長や栄養

不安、また児の将来に対する不安感がQOLを低下さ

せる要因となっていることが推察される。 

調査3から、FA児の栄養状態は、特に3歳未満児

で除去食療法により種々の栄養素摂取量が低下して

いる。3 歳以上では有意差がある栄養素が少なくな

ることが明らかにされた。母親の除去食に対する馴

れ等が関係していることが推察される。 

以上のことから、3 歳未満では除去食により栄養

素欠乏に直面する児の母親を支援する栄養指導体制、

3歳以上ではFAに対応する社会環境整備の必要性が

示唆される。 
参考文献 
1) Ebisawa.et al:J Allergy Clin Immunol.121, 

S237.2008. 

2) 秋鹿都子,他:日小ア誌. 29(2), 169-179.2015 

3) 池田有紀子,他:日小ア誌. 20(1), 119-126.2006 
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大学生男女におけるボディイメージと関連要因についての研究 

横山 洋子（G160012） 

指導教員：土田 満 

キーワード：ボディイメージ，痩身願望、自尊感情、食行動 

はじめに 
若年女性のやせは、月経不順や無月経、骨密度の

低下、低出生体重児等のリスクファクターとなるこ

とが指摘されている。しかしながら、健康に関する

危機感が希薄な若年期では、魅力的な容姿や自己満

足等のために、細身の体型を獲得する努力を行って

いるのが現状であり、やせの増加が深刻な問題とな

っている。 
若年女性におけるやせの増加傾向には、痩身願望

が影響している。痩身願望が高くなる原因としては、

マスメディア、ダイエット産業などの影響により、

やせていることが良いとする社会的風潮が考えられ

る 1）。 
痩身願望に関する先行研究では、痩身願望にはボ

ディイメージが影響を及ぼし、ボディイメージには

自尊感情や食行動が関連しているという報告がある。

これらの報告は、栄養の分野ではボディイメージと

食生活や栄養摂取状況等、教育・社会心理学の分野

では痩身願望や自尊感情等に関するものが多いが、

これらの要因間の相互関係を検討した報告はほとん

どみられない。また、男子における痩身願望、自尊

感情についての報告も少なく、食行動における報告

はさらに少ない。 
以上の背景を踏まえ、大学生男女におけるボディ

イメージとその関連要因、要因間の相互関係につい

て検討し、現在および将来の良好な健康状態を目指

した健康・栄養教育の基礎資料とすることを目的と

した。 
方法 
1．調査対象者 
愛知県内のA大学および短期大学部に在籍してい

る男女大学生 508 名を対象とした。 
2．調査方法 
調査期間は、健康診断終了後の 2017 年 4 月 13 日

～19 日で、無記名自己記入式アンケート調査を実施

した。 
3．分析方法 

IBM SPSS statistics ver. 24、AMOS ver. 24 を用いた。    
結果 
検討1 体型意識と種々の要因との関連 
1．BMI 区分と種々の要因との関連 
やせている者は、男女とも自分の体型に良いイメ

ージを持ち、体型の不満や不安が少なく、痩身願望

が低かった。食行動は、下位尺度因子との関連から

男女とも肥っている者ほど食べ物に支配されていた。

一方、やせている者は食べることに関して、他人か

らの圧力を感じていた。 
2．体型認識のズレと種々の要因との関連 
シルエットチャート（図 1）より、体型認識のズ

レを判定した結果、体型を正しく認識している者は、

男女とも 60％を超えていた。一方、自分の体型を肥

っている方へ誤認識している者は、女子では 30％を

超えており、男子はその半分程度であった。 
やせ体型群女子では、自分の体型を正しく認識し

ている者は、体型に良いイメージを持っていた。肥

り認識の者は、正しい認識の者と比較して痩身願望

が高かったが、自尊心や性格特性、食行動や健康観

に有意差は認められなかった。 
標準体型群で肥り認識している者は、男女とも正

しい認識の者と比較して体型に関する不満や不安が

高く、痩身願望が非常に高かった。さらに、自尊感

情が低く、食事支配感は高かった。 
 
 
 
 
 
 

 
 

図1. シルエットチャート(Thompson&Gray） 

 
3．理想体型との差と種々の要因との関連 
シルエットチャートから選択した理想体型は、女
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子は「やせ体型群」、男子は「標準体型群」を示した。

また、現在の体型よりやせたい者は、女子では約85％、

男子では 36％であった。 
男女とも、自分の認識している体型と理想とする

体型との差が大きくなるほど、体型に否定的なイメ

ージを持ち、不満や不安が高く、痩身願望が高かっ

た。女子では、理想体型との差が一番大きい群は、

他の群より自尊感情が低く、摂食制限や食事支配感

が高かった。 
検討2 BIQ尺度と種々の要因との関連 
男女とも、ボディイメージが低い者ほど痩身願望、

身体不満足度、メリット感・デメリット感、不安感

が高かった。さらに女子では、自尊心が低く、性格

特性の情緒不安定性が高く、誠実性や社交性は低か

ったが、男子は自尊感情や性格に有意差は認められ

なかった。食行動は、下位尺度因子との関連から、

男女ともボディイメージが低い者ほど食べ物に支配

されていた。また、女子では、ボディイメージの高

い者が、健康情報を理解し、活用していた。 
検討 3 ボディイメージに影響を与える要因間の関

連 
 男女ともBMIが理想体型との差あるいは身体不満

足度を介してボディイメージに影響を与え、ボディ

イメージが痩身願望に直接影響を与えていた。さら

に、女子では（図 2）、メリット・デメリット感が直

接的に痩身願望に影響を与えるとともに性格特性や

自尊感情、身体不満足度を介してボディイメージに

も影響を与えていた。 
一方、男子では（図 3）、女子とは異なり痩身願望

がメリット感・デメリット感に影響を与えていたが、

性格への影響は認められなかった。また、男女とも

痩身願望は食行動に影響を与えるが、その食行動に

はヘルス・リテラシーが関連していることが認めら

れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考察 
 女子において、肥り認識の者の割合が高かったこ

とは、女子は自己の体型を過大評価すると報告して

いる多くの先行研究と一致していた。特に、標準体

型で肥り認識している者は、身体に関する不満感、

デメリット感、不安感が高く、痩身願望が非常に高

かった。また、自尊感情や誠実性が低く、食事支配

感は高かった。 
女子がやせ体型を理想とするのは、メディアや他

者の視線の影響を大きく受けていることが推察され

る。そして、理想体型との差がボディイメージの歪

みを大きくしている可能性が推察される。以上のこ

とから、標準体型で肥り認識の者は、今後の食生活

において最も注意が必要であり、自分の体型を正確

に認識させることの重要性が示唆される。一方、男

子も女子とほぼ同様な結果であったが、自分の体型

をデメリットとしてとらえていなかった。これは、

男子の理想体型が標準体型であることとの関係が推

察される。 
 ボディイメージに影響を及ぼす関連要因のパス解

析から、女子においては、痩身のメリット感や現体

型のデメリット感を判断し、それが痩身願望を高め

るとともに性格や自尊感情にも影響を及ぼすことが

示唆された。馬場ら 2）も痩身願望は痩身のメリット

感によって直接規定されていると報告している。ま

た、男女ともヘルス・リテラシーが食行動に影響を

与えていることから、適切な健康・栄養教育を行う

ことにより、自分の体型を正確に認識させるととも

に、食行動を健全なものに導くことができる可能性

が示唆される。 
参考文献 
1）森千鶴・小原美津希：思春期女子のボディイメージと

摂食障害との関連，Yamanashi Nursing Journal，12，1，49-54，
2003 

2）馬場安希・菅原健介：女子青年における痩身願望につ

いての研究，教育心理学研究，48，267-274，2000 

図2. 女子におけるボディイメージと種々の要因との関連 図3. 男子におけるボディイメージと種々の要因との関連 
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著書 

著者 題目 組織 発表年月 

アドバイザー:佐

藤祐造 

肥満症診療ガイドライン 2016(編集:日本肥満学会) ライフサイエン

ス (pp.1-132) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 文藝春秋クリニック アンチエイジング決定版!元気で

長生きはこんな人 : 五十歳から始めても寿命が 2 年延

びる!本当に健康にいいウォーキング 

文藝春秋社(pp.5

8-63) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 日本体力医学会健康科学アドバイザー(称号)認定試験

過去問集 最近6カ年 300題 過去問/正解/解説 20

16 年版 

日本体力医学会

(pp.29-31) 

2016 年 9 月 

佐藤祐造(編集) テキスト健康科学改訂第 2 版 (監修:竹内康浩、田中豊

穂、編集:佐藤祐造、柴田英治)  

南江堂(pp.1-26

5) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 テキスト健康科学改訂第 2 版 (監修:竹内康浩、田中豊

穂、編集:佐藤祐造、柴田英治):改訂第 2 版の序 

南江堂(ページな

し) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 テキスト健康科学改訂第 2 版 (監修:竹内康浩、田中豊

穂、編集:佐藤祐造、柴田英治):運動と健康-運動の効果

  

南江堂(pp.95-10

7) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 テキスト健康科学改訂第 2 版 (監修:竹内康浩、田中豊

穂、編集:佐藤祐造、柴田英治):法と健康 

南江堂(pp.172-1

84) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 病気と健康の新知識 Dr 週刊新潮 2007:「榎木孝明」が

特集 餓死しない「不食」の医学的検証 

新潮社(pp.144-1

47) 

2017 年 1 月 

佐藤祐造 病気と健康の新知識 Dr 週刊新潮 2007:糖質制限ダイエ

ットに成功して急逝した特集「桐山秀樹さん」の教訓 

新潮社(pp.148-1

51) 

2017 年 1 月 

佐藤祐造 プラクティス・セレクション 糖尿病医療を志す 先達

から若き人へ贈る言葉 129:なぜ糖尿病専門の道を志し

たのか 糖尿病の臨床と研究の魅力 

医歯薬出版社(p

p.26-27) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 内科学第 11 版(矢崎義雄総編集者):リハビリテーショ

ンと運動療法 

朝倉書店(pp.183

-186) 

2017 年 3 月 

佐藤祐造 水分を上手にとるには、酢をまぜた〔酢水〕にするとよ

い。疲労の回復も早く、血糖値の急激な上昇も抑えられ

る。 

主婦の友社. (p

p.112 -115) 

2018 年 1 月 

工藤英美 コラム３ 子どもの貧困と保育所の役割、p.61、コラム

４ 地域の人々とともに子どもの育ちを支える、p.161.

（乳児保育研究会（編著）.改訂 5 版資料でわかる乳児

の保育新時代.） 

ひとなる書房 2018 年 3 月 

 

 

総説 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 運動療法の必修キーワード 39〜46(メディカルチェッ

ク、身体活動量、運動強度、有酸素運動、レジスタンス

運動、GLUT4、グリコーゲン、キャリーオーバー効果) 

糖尿病ケア.13 巻

4 号(pp.327-331) 

2016 年 4 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造、酒井映

子 

特集 包括的な糖尿病対策 エビデンスに基づく運動

療法 

公衆衛生. 80巻 1

0 号(pp.749-754) 

2016 年 10 月

佐藤祐造 特集 糖尿病の一次予防から三次予防における運動の

役割 教育講演 糖尿病の運動療法:理論と指導方法 

健康づくり.464

号(pp.2-3) 

2016 年 12 月

佐藤祐造 糖尿病患者の病態生理と治療 ⑩糖尿病運動療法 Nutrition Care 

2016 年冬季増刊

「疾患・指導・食

事のすべてがわ

かる管理栄養士

のとらのまき 

糖尿病患者の病

態・栄養指導・治

療食」(本田佳子

編). (pp.39-41) 

2016 年 12 月

濱島一樹・佐藤祐

造 

図解でかわる!理論編 3.運動で痩せる理由 糖尿病ケア.13 巻

12 号(pp.1080-10

83) 

2016 年 12 月

濱島一樹・佐藤祐

造 

図解でかわる!理論編 4.運動がサルコペニアやフレイ

ルの予防・改善によい理由 

糖尿病ケア.13 巻

12 号(pp.1084-10

87) 

2016 年 12 月

佐藤祐造 ヘルスケア・マネジメント最前線:日通システム Vol.13

 新市場戦略 日常・健康・働き方のデータを連携 個人

と企業のヘルスケアに貢献する 

日経ビジネス.18

72 号(p.52) 

2016 年 12 月

佐藤祐造 特別講演 糖尿病患者における運動療法の効用と実際 東京糖尿病治療

セミナー TCS NE

WS.68 号(pp.1.2) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 FRONT ESSAY 私の原点 臨床面でも研究面でも「人」

が不可欠 

糖尿病ケア.14 巻

5 号(p.401) 

2017 年 4 月 

佐藤祐造 連載 糖尿病の運動療法 第 13 回糖尿病運動療法の現

状と将来展望 

月刊糖尿病.9巻 9

号(pp.83-93) 

2017 年 9 月 

土田満 最新ベジタリアン栄養学ー大豆は良好なタンパク源ー Vegetarian Rese

arch Vol.17 (p

p. 1-7) 

2017 年 3 月 

 

 

原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

Kobayashi R,  Sa

ito D, Nagasaki 

M, Uno T and Sat

o Y 

Combination of bofutsushosan (Kampo medicine) and

 voluntary exercise improves insulin sensitivity 

in Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rats. 

Traditional & K

ampo Medicine. 

3 巻 1 号 (pp.20-

27) 

2016 年 4 月
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著者 題目 組織 発表年月 

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・

佐藤祐造 

原著 2型糖尿病患者における腹部内臓脂肪面積と生活

習慣との関連:質問紙調査成績 

日本体質医学会

雑誌.78 巻 2 号(p

p.108-117) 

2016 年 6 月

酒井映子・末田香

里・森岡亜有・北

川千加良・佐藤祐

造 

主観的食事量を行動目標とした栄養教育方法に関する

検討 

愛知学院大学論

叢 心身科学部

紀要.12 号(pp.63

-73) 

2016年 12月

Sakane N, Sato 

J, Tsushita K, T

sujii S, Kotani 

K, Tominaga M, K

awazu S, Sato Y,

 Usui T, Kamae 

I, Yoshida T, Ki

yohara Y, Sato 

S, Tsuzaki K, Ni

rengi S, Takahas

hi K and Kuzuya 

H 

Determinants of glycated hemoglobin in subjects w

ith impaired glucose tolerance: subanalysis of th

e Japan Diabetes Prevention Program. 

Journal of Clin

ical Medicine R

esearch. 9巻4号

(pp.360-365)  

2017 年 4 月

米本優希子、眞野

惠子、土田満 

看護師のコミュニケーションスキルとその関連要因の

検討～因子別の質問項目の得点平均値 

日本看護学会論

文集看護管理 vo

l.46 

(pp.32-35) 

2016 年 

渡辺美恵、土田満、

山田小夜子 

養護教諭の自己効力感の特徴と養護実践における研究

活動 

瀬木学園紀要 vo

l.10, (pp.74-8

2) 

2016年 12月

渡辺美恵、土田満、

山田小夜子、後藤

和史 

養護教諭の研究活動が職務への自己効力感に与える影

響 

瀬木学園紀要 vo

l.10, (pp.83-8

9) 

2016年 12月

矢野由紀子、土田

満 

女子学生の月経の経験からみた養護教諭が行う健康相

談の必要性 

瀬木学園紀要 vo

l.11, (pp.2-8) 

2017年 12月

森際眞知子 第 18 王朝の正統性戦略 古代エジプト研

究１ 

2016年 12月

岸川純子・安念保

昌 

口腔衛生意識・行動の親子相関と歯科保健学習の効果 瀬木学園紀要, 1

1, 9-24. 

2017年 12月

石田敦子、村松常

司、廣 美里、廣

紀江、田中清子、

出川久枝 

いじめを受けた経験が小学生の心理社会的要因に与え

る影響について 

東海学校保健研

究 41 

2017 年 9 月

石田敦子、村松常

司、田中清子、出

川久枝 

子どもたちのレジリエンスと養護教諭 東海学園大学教

育研究紀要 第 3

号スポーツ健康

科学部 

2017 年 9 月
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著者 題目 組織 発表年月 

中林恭子、後藤和

史 

「学生が捉える教育相談の役割―生徒指導，健康相談

活動，カウンセリングと比較して―」 

瀬木学園紀要第 1

2 号 

2018 年 3 月

工藤英美、加藤義

信 

写真の表象性理解の発達―映写メカニズムに接する機

会が与えられた場合の効果―，人間発達学研究、第１号、

pp.13-18 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2010 年 3 月

工藤英美 「反転多義図形認知の発達」に関する最近の研究動向、

人間発達学研究、第３号、pp.9-19 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2012 年 3 月

工藤英美、山本理

絵、望月彰 

父親と母親の育児の共同化の実態と課題―全国調査（保

育・子育て 3 万人調査）の経年比較より―、人間発達学

研究、第 4号、pp.9-24. 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2013 年 3 月

望月彰、山本理絵、

工藤英美 

子育て中の父親・母親が保育園・幼稚園に望んでいるこ

と―全国調査の経年比較より―、人間発達学研究、第 4

号、pp.47-64． 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2013 年 3 月

工藤英美 幼児の多義図形認知の発達：「図形の連続的変化」によ

る認知の促進効果の検討、人間発達学研究、第 6 号、p

p.41-49． 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2015 年 3 月

山本理絵、工藤英

美、神田直子 

発達障害をもつ子どもの乳幼児期から思春期までの縦

断的変化 : 母親の子育て困難・不安・支援ニーズを中

心に、人間発達学研究、第 6号, pp.99-110． 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2015 年 3 月

工藤英美 幼児はなぜ1つの現実に2つの表象があり得るという理

解が困難か―多義図形認知の発達研究―、人間発達学研

究、第７号、pp.79-87． 

愛知県立大学大

学院人間発達学

研究科 

2016 年 3 月

工藤英美 幼児における多義図形認知の発達：図形の解体と再構成

の経験が自発的反転に与える効果、発達心理学研究、2

8（2）、pp.74−83． 

日本発達心理学

会 

2017 年 6 月

工藤英美 貧困が子どもの発達に及ぼす影響に関する一考察 ―子

どもの人間関係に着目して―、瀬木学園紀要、第 11 号、

pp.37-46． 

瀬木学園 2017年 12月

金仙玉 これからの障害児保育に求められる「合理的配慮」の在

り方を模索する 

瀬木学園紀要第 1

1 号 

pp.25-36 

2017年 12月

金仙玉 韓国障害児保育実践マニュアルにみる最新動向    愛知県立大学、教

育福祉学部論集

第 66 号 pp.19-29 

2018 年 3 月

金仙玉 改正児童福祉法における社会的養護の今後の課題 

―児童福祉と子育て家庭支援の観点から― 

瀬木学園紀要第 1

2 号 

2018 年 3 月
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研究報告 

著者 題目 組織 発表年月 

渡辺美恵・山田小

夜子・田村千恵

子・矢野由紀子・

伊藤みどり・吉田

啓子・長屋香奈

恵・眞清玲香 

養護教諭が経験した心の健康問題のヒヤリハット事例

の検討―養護診断及び対応ポイントに関する一考察― 

瀬木学園紀要第 1

2 号 

2018 年 3 月 

 

 

資料 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 体調いかがですか 糖尿病の予防・治療を身体運動で

行いましょう 

アミークス(AMICU

S). 80 巻(p.6) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 平成 28年度躍進する大学の学長メッセージ 愛知みず

ほ大学 多様な分野で生かすことができる心身の健康

に関する知識と技術を習得 

中日新聞.4月 2日

付(p.16) 

2016 年 4 月 

監修 : 佐藤祐造 健康の処方箋 血糖値 糖化を抑えて、老化を巻き返

す! 

ひとつぶ日和.5月

号(pp.10-13) 

2016 年 5 月 

佐藤祐造 会長挨拶「菜の花」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.4月

6日号(p.1) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 会長挨拶「梅は健康食品」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.4月

13 日号(p.1) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 会長挨拶「朝食の意義」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.4月

20 日号(p.1) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 会長挨拶「ファストフードとスローフード」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.4月

27 日号(p.1) 

2016 年 4 月 

佐藤祐造 会長挨拶「エコノミークラス症候群」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.5月

11 日号(p.1) 

2016 年 5 月 

佐藤祐造 第 3分科会 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.5月

11 日号(p.3) 

2016 年 5 月 

佐藤祐造 会長挨拶「野菜を食べてがんを予防しましょう」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.5月

25 日号(p.1) 

2016 年 5 月 

佐藤祐造 会長挨拶「サプリメント」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.6月

1日号(p.1) 

2016 年 6 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 糖尿病の運動療法、指導状況には食事療法との「較差」

−“指導者の不在”が重要な阻害因子 

ヘルスデージャパ

ン.5 月 30 日配信

(http://healthda

yjapan.com/2016/

05/30/122761) 

2016 年 5 月 

監修 : 佐藤祐造 健康の処方箋 血糖値 血糖値に優しい夏の過ごし方 ひとつぶ日和.7月

号(pp.10-13) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 糖質制限ダイエット INFORMO. 87巻(p.

18) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 会長挨拶「梅雨時の健康」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.6月

15 日号(p.1) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 人事トピックス「愛知みずほ大学 学長 佐藤祐造」 名大医学部学友時

報.第 797 号(p.4) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 体調いかがですか 糖尿病の予防・治療に役立つ正し

い食事の摂り方 

アミークス(AMICU

S).81 巻(p.6) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 会長挨拶「小麦色の肌は健康の象徴か」 一宮中央ロータリ

ークラブ週報.6月

29 日号(p.1) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 健康スポーツ医学 運動療法の理論と指導方法を実証

的に研究し、生活習慣病などの予防に役立てる。高齢

者の健康増進にも運動療法は有用 

AERAムック キャ

リアを切り拓く 

大学院・通信制大

学 2017(p.135) 

2016 年 7 月 

監修 : 佐藤祐造 健康特集 本当は怖い!中性脂肪 基礎知識編 ひとつぶ日和. 9

月号(pp.4-5) 

2016 年 9 月 

佐藤祐造 体調いかがですか 喫煙は糖尿病の発症リスクを高め

る 

アミークス(AMICU

S). 82 巻(p.6) 

2016 年 10 月

佐藤祐造 学長挨拶 MIZUHO LETTER 20

16. 17 巻(p.1) 

2016 年 10 月

監修 : 佐藤祐造 健康特集 本当は怖い! 中性脂肪 応用対策編 ひとつぶ日和. 11

月号(pp.4-5) 

2016 年 11 月

佐藤祐造 「先輩からのメッセージ」刊行によせて 先輩からのメッセ

ージ(一般企業・公

務員編)−2016働く

と学びをつなげる

−(頁なし) 

2016 年 10 月

佐藤祐造 くらしの泉 Health 安静は万病のもと INFORMO. 88巻(p.

18) 

2016 年 12 月

佐藤祐造 体調はいかがですか アルコールと生活習慣病 アミークス.83 巻

(p.6) 

2017 年 1 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 あいち健康経営会議発足 名古屋で第 1 回シンポ 日本経済新聞.2/1

4 付(p.39) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 「愛子さま」の拒食症が打ち砕く 特集 陛下「生前

退位」構想 

週刊新潮.3 月 16

日号(pp.150-15の

うちpp.151-152)) 

2017 年 3 月 

佐藤祐造 体調いかがですか 疲れを感じたら休養を アミークス(AMICU

S). 84 巻(p.6) 

2017 年 4 月 

佐藤祐造 くらしの泉 Health 暑い季節の過ごし方 INFORMO. 89巻(p.

18) 

2017 年 6 月 

佐藤祐造 体調いかがですか 熱中症を防ごう アミークス(AMICU

S).85 巻(p.6) 

2017 年 7 月 

監修:佐藤祐造 健康の処方箋 意外と知らない?血糖値と血圧の深い関

係 

ひとつぶ日和.8月

号(pp.2-3) 

2017 年 8 月 

佐藤祐造 糖尿病で「バイアグラ」は本当に危ないのか? 週刊新潮.7 月 20

日号(p.28) 

2017 年 7 月 

監修:佐藤祐造 健康の処方箋 あなたは大丈夫?肥満とやせメタボ ひとつぶ日和.10

月号(pp.2-3) 

2017 年 10 月

佐藤祐造 体調はいかがですか 高血圧と生活習慣 アミークス(AMICU

S).86 巻(p.6) 

2017 年 10 月

監修:佐藤祐造 健康の処方箋 日本のくらしに合った血圧・血糖値管

理のコツ 

ひとつぶ日和.12

月号(pp.2-3) 

2017 年 12 月

佐藤祐造 ワイド特集「怖い話」展 「宮沢りえ」の悪夢が甦る

「桐谷美玲」激ヤセの理由 

週刊新潮.12 月 7

日号(pp.41-42) 

2017 年 12 月

佐藤祐造 Health 健康法について考える INFORMO.90巻(p.1

8) 

2017 年 12 月

佐藤祐造 表紙: 学長挨拶文 MIZUHO LETTER.18

巻(p.1) 

2017 年 11 月

佐藤祐造 体調はいかがですか 冬に起こりやすい脳卒中 アミークス(AMIC

S).87 巻(p.6) 

2018 年 1 月 

監修:佐藤祐造 健康の処方箋 健康寿命を延ばそう ひとつぶ日和.2月

号(pp.2-3) 

2018 年 2 月 

佐藤祐造 巻頭言 平成 29 年度(201

7)教育実習・養護

実習報告書(頁な

し) 

2018 年 2 月 

田中清子、渡辺千

津子、石田敦子 

養護教諭養成課程における保健科教育法授業の工夫 瀬木学園紀要第12

号 

2018 年 3 月 

田中清子、矢野由

紀子、石田敦子、

山口ゆかり 

薬剤師と連携した保健科教育の授業 瀬木学園紀要第12

号- 

2018 年 3 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

永井靖人 日本の子どもは外で自由に遊べなくなってしまうのか

（1）～単純集計結果にもとづいて～ 

小田原短期大学研

究紀要47, 298-30

2. 

2017 年 3 月 

伊藤みどり・渡辺

美恵・矢野由紀子 

養護教諭養成における短期大学の看護系科目に対する

学習内容の検討―本学学生のアンケート調査より― 

瀬木学園紀要第12

号 

2018 年 3 月 

矢野由紀子・土田

満・増冨睦美・渡

辺美恵・伊藤みど

り 

養護教諭が使用する月経痛アセスメントシートの作成 瀬木学園紀要第12

号 

2018 年 3 月 

 

 

ノート 

著者 題目 組織 発表年月 

工藤英美 「人間関係」領域における保育構想力の育成に関する一

考察―幼稚園実習の振り返りと指導計画作成の授業を

通して―、生涯発達研究、第９号、pp109-113． 

生涯発達研究所 2017 年 1 月 

工藤英美、金 仙玉 保育者のインクルーシブ保育に対する認識 

―保育者の意識調査の傾向より―、生涯発達研究、第 1

0 号（印刷中） 

生涯発達研究所 2018 年 3 月 

工藤英美 保育内容「人間関係」指導法に関する一考察 

―子どもの姿を想像することと受講生の理解度との関

連―、瀬木学園紀要、第 12 号 

瀬木学園 2018 年 3 月 

金、仙玉 「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」の改訂と今後

の特別支援教育と障害児保育の課題ついての 試論的

検討―障害者権利条約を手掛かりにして― 

瀬木学園紀要第 1

2 号 

2019 年 3 月 

金、仙玉 児童福祉法改正における社会的養護の現状と課題 ―児

童福祉と家庭支援の観点から― 

大阪経済法科大

学アジア研究所、

東アジア研究第 6

8 号 pp. 43-55  

2019 年 3 月 

工藤英美、金仙玉 保育者のインクルーシブ保育に対する認識 

―保育者の意識調査の傾向より― 

愛知県立大学生

涯発達研究所、生

涯発達研究第 10

号 

2019 年 3 月 

 

 

学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造、田村好

史 

シンポジウム「運動療法の現在と未来」(座長) 第 59 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(京都) 

2016 年 5 月 

    

177



 9

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 シンポジウム「運動療法の現在と未来」糖尿病運動療法

の現状と展望 (学会発表) 

第 59 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(京都) 

2016 年 5 月 

岡田節朗、高橋良

太、池尻真希子、

古川理志、高橋博

幸、浅川友美、青

栁弥生、新井雄亮、

佐藤祐造 

中高年糖尿病患者の筋力トレーニングに対する意識と

実施状況の調査 (学会発表) 

第 59 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(京都) 

2016 年 5 月 

矢口敏章、工藤慎

太郎・船橋益夫、

濱島一樹、加藤桂

介、佐藤祐造 

理学療法士が糖尿病性足部病変に関わる意義-SAFE-Q

を用いた検討- (学会発表) 

第 59 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(京都) 

2016 年 5 月 

佐藤祐造 特別講演「21 世紀の漢方医学:漢方医学における「創薬」

を目指す」(学会発表) 

第 67 回日本東洋

医学会学術総会

(高松) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 特別講演「生活習慣病の予防・栄養と運動からのアプロ

ーチ」(学会発表) 

第 13 回日本未病

システム学会栄

養部会研究大会

(名古屋) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 (顧問) 第 13 回日本未病

システム学会栄

養部会研究大会

(名古屋) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 肥満メタボ 2 (座長) 第 57 回日本人間

ドック学会学術

大会(松本) 

2016 年 7 月 

荒井利夫、佐藤祐

造、長谷部武久 

化学療法中の乳癌患者における生活の質調査:乳癌検診

受診者との比較検討 (学会発表) 

第 57 回日本人間

ドック学会学術

大会(松本) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 教育講演「体質改善を意識した高強度長時間リハビリテ

ーション」(座長) 

第 66 回日本体質

医学会総会(和歌

山) 

2016 年 9 月 

Nakamori T, Tsus

hima M, Oguri K,

 Koyabu S, Mori 

K and Sato Y 

Relationship between the lifestyle-related diseas

es and eating behavior (学会発表) 

17th Internation

al Congress of 

Dietetics (Gran

ada, Spain) 

2016 年 9 月 

Mori K and Sato 

Y 

The effect of “Food and Nutrition Education (Sho

kuiku)” in Japan –from the dietary situation and 

awareness in university (学会発表) 

17th Internation

al Congress of 

Dietetics (Gran

ada, Spain) 

2016 年 9 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

菊山優己、高木聖、

中村優希、今村隼、

瀧野晧哉、亀谷幸

則、森康一、今村

康宏、佐藤祐造 

2 型糖尿病患者における歩行自己効力感と身体活動量

ならびに膝伸展筋力との関連性(学会発表) 

第 32 回東海北陸

理学療法学術大

会(岐阜) 

2016 年 10 月

佐藤祐造 教育講演「糖尿病の運動療法:理論と指導方法」(学会発

表) 

第 75 回日本公衆

衛生学会総会(大

阪) 

2016 年 10 月

佐藤祐造 健康管理・疾病予防①(座長) 一般社団法人日

本学校保健学会

第 63 回学術大会

(つくば) 

2016 年 11 月

佐藤祐造 特別講演「進化していく生活習慣病対策と健診・保健指

導機関の役割〜第 3期の特定健診・保健指導、宿泊型保

健指導、データヘルス計画〜(座長) 

日本総合健診医

学会第 45 回大会

(千葉) 

2017 年 1 月 

佐藤祐造 専門医更新のための指定講演「糖尿病診療ガイドライン

に基づく糖尿病の運動療法」(座長) 

第 51 回糖尿病学

の進歩(京都) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造、細井雅

之 

シンポジウム「進歩する運動療法;ヤングからサルコペ

ニアまで」(座長) 

第 51 回糖尿病学

の進歩(京都) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 シンポジウム「進歩する運動療法;ヤングからサルコペ

ニアまで」オープニングリマークス:糖尿病運動療法の

現状と課題(学会発表) 

第 51 回糖尿病学

の進歩(京都) 

2017 年 2 月 

佐藤祐造 (顧問) 第 21 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2017 年 3 月 

菊山優己、高木聖、

佐藤祐造 

高齢 2 型糖尿病患者における座位行動時間と運動機能

ならびに体成分との関連性(学会発表) 

第 21 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2017 年 3 月 

濱島一樹、工藤慎

太郎、佐藤祐造 

糖尿病患者の QOL 低下をもたらす足部機能障害の検討 第 21 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2017 年 3 月 

佐藤祐造 教育講演「運動療法の理論と実践」(座長) 第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 

飯田裕二、田中和

彦、水谷元樹、寺

本智彦、田中伸享、

石原弘貴、森昭裕、

伏見宣俊、押田芳

治、佐藤祐造 

医療スタッフ優秀演題賞 審査口演「狭心症における糖

尿病合併が嫌気性代謝閾値および最高酸素摂取量と酸

素運搬能に及ぼす影響」(学会発表) 

第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

濱島一樹、工藤慎

太郎、船橋益夫、

加藤桂介、矢口敏

章、佐藤祐造 

足部病変低リスク患者における、足部由来の QOL 状態に

ついての考察(学会発表) 

第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 

岡田節朗、池尻真

希子、高橋良太、

古川理志、高橋博

幸、宮野弥生、浅

川友美、新井雄亮、

佐藤祐造 

イプラグリフロジンと筋力トレーニングを同時開始し

た糖尿病患者 3例の 4ヶ月後の体組成変化(学会発表) 

第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 

高橋良太、高橋博

幸、古川理志、池

尻真希子、岡田節

朗、佐藤祐造 

2 型糖尿病患者の運動に対する疲労度に着目した検討

成績〜運動継続者へのアンケート調査より〜(学会発

表) 

第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 

古川理志、高橋良

太、高橋博幸、池

尻真希子、岡田節

朗、佐藤祐造 

2 型糖尿病患者を含む有疾患者の運動施設における退

会要因の検討(学会発表) 

第 60 回日本糖尿

病学会年次学術

集会(名古屋) 

2017 年 5 月 

佐藤祐造 特別講演「漢方医家からみた医の倫理」(座長) 第 68 回日本東洋

医学会学術総会

(名古屋) 

2017 年 6 月 

佐藤祐造 教育講演「糖尿病の運動療法:体質改善を目指して」(学

会発表) 

第 67 回日本体質

医学会総会 (松

山) 

2017 年 9 月 

渡邉智之、下村淳

子、久保仁美、佐

藤祐造 

児童・生徒の負傷の発生要因に関する研究−コホート的

分析−(学会発表) 

一般社団法人日

本学校保健学会

第 64 回学術大会

(仙台) 

2017 年 11 月

下村淳子、久保仁

美、渡邉智之、佐

藤祐造 

中学生の運動中に生じた負傷の発生要因に関する研究−

準備運動中の負傷に焦点をあてて−(学会発表) 

一般社団法人日

本学校保健学会

第 64 回学術大会

(仙台) 

2017 年 11 月

荒川直江、田村孝

志、杉山佐織、瀬

川紗代、中島淳子、

武田純、堀川幸男、

塩谷真由美、佐藤

祐造、土田満、福

井富穂 

糖尿病患者に対する行動変容に基づく栄養食事指導の

実施とその効果について−第 1報−(学会発表) 

第 21 回日本病態

栄養学会年次学

術集会(京都) 

2018 年 1 月 

菊山優己・高木

聖・森康一・佐藤

祐造 

高齢 2 型糖尿病患者の muscle quality に座位行動は影

響するか(学会発表) 

第 22 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2018 年 3 月 
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著者 題目 組織 発表年月 

三浦卓・下村淳

子・宮下大典・佐

藤祐造 

高等学校における短距離走と持久走・長距離走中に生じ

た負傷の発生状況−負傷部位の違いに着目して−(学会発

表) 

第 22 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2018 年 3 月 

佐藤祐造 (顧問) 第 22 回日本体力

医学会東海地方

会学術集会(名古

屋) 

2018 年 3 月 

宮澤洋子、山田直

子、土田満、林 恭

子 

米の研ぎ回数による研ぎ汁の汚濁負荷量と食味調査の

検討 

日本家政学会第 6

8 回大会（名古屋） 

2016 年 5 月 

山原廣子、土田満 介護予防通所介護施設における運動器機能向上プログ

ラムの効果の検証―二次予防事業の対象者の運動機能

評価からー 

日本ケアマネジ

メント学会第 15

回研究大会（北九

州）Kita  

2016 年 6 月 

仲本桂子、渡邉早

苗、工藤秀機、ノ

パラタナウォン 

サム、蒲原聖可、

ラダック ティム、

土田満、宮﨑恭一、

サーシャン ディ

リープ、田中 明 

日本人用ベジタリアンフードガイドを用いた栄養教育

介入の効果 

第 22 回国際個別

化医療学会学術

集会（東京） 

2016 年 10 月

塚本真弓、渡邊裕、

土田満、山口ひさ

子 

二次予防事業における複合プログラムの効果検証  第 75 回日本公衆

衛生学会総会（大

阪） 

2016 年 10 月

宮澤洋子、山田直

子、土田満、成瀬

まゆみ 

無洗米及び米の研ぎ汁の汚濁負荷量と食味調査の検討 第 64 回日本栄養

改善学会（徳島） 

2017 年 9 月 

米本優希子、眞野

恵子、土田満 、後

藤和史 

看護師のコミュニケーションスキルとその関連要因の

検討―関連要因と相互関係について― 

第 48 回日本看

護学会看護管理

学術集会（札幌） 

2017 年 10 月

松田香織、渡辺美

恵、土田満、山田

小夜子、田村千恵

子 

被災地に派遣された養護教諭の支援活動に関する研究 日本学校健康相

談学会第 14 回学

術集会（東京都三

鷹市） 

2018 年 3 月 

髙田理衣、安念保

昌 

親になるための共感性におよぼす養育環境の影響 

：女子学生の要因について 

日本教育心理学

会第 59 回総会・

名古屋大学 

2017 年 10 月

安念保昌、髙田理

衣 

親になるための共感性におよぼす性と愛着要因の影響:

 養育環境とのかかわりにおいて 

日本教育心理学

会第 59 回総会・

名古屋大学 

2017 年 10 月

高橋健太、高橋陽

香、安念保昌 

ブラジリアン柔術を通した日本・伯の交流 日本教育心理学

会第 59 回総会・

名古屋大学 

2017 年 10 月
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著者 題目 組織 発表年月 

安念保昌 PD ゲームにおける性差と共起ネットワークの構造的変

化 

日本心理学会第 8

1 回大会・久留米

大学 

2017 年 9 月 

髙田理衣、安念保

昌 

親になるための共感性におよぼす養育環境の影響 

―性と高・大生の要因について― 

日本心理学会第 8

1 回大会・久留米

大学 

2017 年 9 月 

安念保昌、高橋徹 社会的ジレンマと囚人のジレンマ指標の相関 

―愛着における見捨てられ不安と親密性回避要因の影

響― 

日本社会心理学

会第 58 回大会・

広島大学 

2017 年 10 月

安念保昌、高橋徹 公共財と PD ゲームにおける選択推移構造の愛着型に

よる比較 

日本人間行動進

化学会第 10 回大

会・名古屋工業大

学 

2017 年 12 月

石田敦子、村松常

司、廣美里、廣紀

江、田中清子出川

久枝 

小学生のレジリエンスに影響を与える要因の研究 東海学校保健学

会 

2017 年 9 月 

永井靖人、山田敏

子 

アクティブラーニング型授業は意義ある学習経験をも

たらしたか ―自由記述の探索的分析から― 

日本教育心理学

会第 58 回総会発

表論文集, 358. 

2016 年 10 月

永井靖人 日本の子どもは外で自由に遊べなくなってしまうのか

 ―安全管理意識の確認的因子分析による検討― 

日本教育心理学

会第 59 回総会発

表論文集, 343.  

2017 年 10 月

石原貴代、鈴木薫、

永井靖人 

養護教諭の自然災害への備えの実際 ―クライシスマ

ネジメントを進めるために― 

日本学校保健学

会第 64 回学術

大会  一般発表

(口演)  

2017 年 11 月

別府哲、工藤英美、

加藤義信 

自閉スペクトラム症幼児における多義図形理解、日本発

達心理学会第 27 回大会発表論文集、p.557． 

日本発達心理学

会 

2016 年 5 月 

工藤英美、別府哲、

加藤義信 

Difficulty reversing ambiguous figures in young a

utistic children:A comparative study with young t

ypically developing children. The 31st Internatio

nal Congress of Psychology, 24-29,2016,Yokohama,J

apan, International Journal of Psychology,51, Sup

plement S1, p.416． 

International C

ongress of Psyc

hology 

2016 年 7 月 

渡辺美恵、山田小

夜子、田村千恵子 

養護教諭の行う健康相談におけるヒヤリハット事例の

検討―養護診断による対応ポイントに関する一考察― 

日本養護教諭教

育学会第 24 回学

術集会 

2016 年 10 月

眞清玲香、渡辺美

恵、山田小夜子 

校内救急体制の充実に向けた一考察―救急搬送事例に

おいて教職員のとった行動の分析から― 

日本学校救急看

護学会第 11 回学

術集会 

2016 年 12 月
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著者 題目 組織 発表年月 

松田香織、渡辺美

恵、山田小夜子、

土田満、田村千恵

子 

被災地に派遣された養護教諭の支援活動に関する研究

（中間報告） 

日本学校健康相

談学会第 14 回学

術集会 

2018 年 3 月 

荒川直江 糖尿病患者に対する行動変容技法に基づく栄養 

食事指導の実施とその効果に関する研究 

-第 1報- 

第 21 回日本病態 

栄養学会年次学

術集会（京都） 

2018 年 1 月 

 

 

講演会 

著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 糖尿病予防のための運動(講演会) 平成 28 年度あい

ち健康プラザ 

健康科学館 健

康公開講座 (大

府) 

2016 年 6 月 

佐藤祐造 糖尿病の運動療法:理論と指導方法(講演会) 山梨県理学療法

士会研修会 (山

梨) 

2016 年 7 月 

佐藤祐造 生活習慣病の予防:食生活、運動からのアプローチ(講演

会) 

愛知みずほ大学

瑞穂高等学校 PTA

学級委員会(名古

屋) 

2016 年 9 月 

佐藤祐造 特別講演「糖尿病患者における運動療法の効用と実際」

(講演会) 

第 69 回東京糖尿

病治療セミナー

(武蔵野) 

2016 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 28 年度健康

運動指導士養成

講習会 後期 

愛知会場 (名古

屋) 

2016 年 12 月

佐藤祐造 生活習慣病(NCD)がん(悪性新生物)(講演会) 平成 28 年度健康

運動指導士養成

講習会 後期 

愛知会場 (名古

屋) 

2016 年 12 月

稲坂博、岡本陽、

山田忠樹、佐藤祐

造、小島邦義、纐

纈雅明、吉田貴 

第一分科会〔からだ・こころ(1)〕学校健診・学校教育・

生活習慣病ほか「愛知県医師会の学校管理下における児

童・生徒の死亡に到る有害事象への取り込み」 

第 47 回全国学校

保健・学校医大会

(札幌) 

2016 年 10 月
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著者 題目 組織 発表年月 

佐藤祐造 メタボリックシンドロームの予防 生活習慣とメタボ

リックシンドローム 

愛知学長懇話会&

なごや環境大学

共育講座(平成 28

年度・後期) 持

続可能な地域社

会 II  Global Su

stainability an

d Social Develo

pment(名古屋) 

2017 年 1 月 

佐藤祐造 メタボリックシンドロームの予防 メタボリックシン

ドロームの予防と運動 

愛知学長懇話会&

なごや環境大学

共育講座(平成 28

年度・後期) 持

続可能な地域社

会 II  Global Su

stainability an

d Social Develo

pment(名古屋) 

2017 年 1 月 

長嶋正實、佐藤祐

造 

シンポジウム「運動器検診の問題点」(座長) 平成 28 年度学校

保健シンポジウ

ム (愛知県医師

会)(名古屋) 

2017 年 3 月 

佐藤祐造 漢方医学入門(講義) 平成 29 年度名古

屋大学医学部薬

理学講義 (名古

屋) 

2017 年 6 月 

佐藤祐造 第 1回健康寿命を延ばそう(講演会) 平成 29 年度なご

や健康カレッジ

(名古屋) 

2017 年 10 月

佐藤祐造 第 3 回糖尿病合併症の予防〜食事と運動面からのアプ

ローチ〜(講演会) 

平成 29 年度なご

や健康カレッジ

(名古屋) 

2017 年 10 月

佐藤祐造 私の糖尿病の治療方針 世界糖尿病デー

「ビデオレクチ

ャー」(田辺三菱

製薬(株)) 

2017 年 11 月

佐藤祐造 冬の健康管理:脳卒中、高血圧を中心として 河 村 電 器 産 業

(株)安全衛生委

員会(長久手) 

2017 年 12 月

佐藤祐造 糖尿病の予防 (株)コアズ講演

会(名古屋) 

2018 年 2 月 

佐藤祐造 インフルエンザ:予防と治療方法 河 村 電 器 産 業

(株)安全衛生委

員会(長久手) 

2018 年 2 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 

平成 29 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(大阪) 

2018 年 3 月 

佐藤祐造 特別講演 糖尿病運動療法における最新の知見:理論と

指導方法 

第 65 回愛知県糖

尿病療養指導研

究会学術講演会

(名古屋) 

2018 年 3 月 

土田満 健康へ栄養学からの誘い～アンチエイジングから長寿

へ～ 

名古屋市教育委

員会共催 シリー

ズ講座 （名古

屋） 

2016 年 12 月

土田満 健康へ栄養学からの誘い～差し迫った食糧事情、大豆が

鍵に～ 

名古屋市教育委

員会共催 シリー

ズ講座 （名古

屋） 

2016 年 12 月

土田満 若者の食の乱れは深刻 名古屋市立西陵

高校（名古屋） 

2016 年 12 月

土田満 アンチエイジングへの誘い 愛知県栄養士会

主催「栄養の日」

講演会（刈谷） 

2017 年 7 月 

土田満 アンチエイジングから長寿へ なごや健康カレ

ッジ第 4回（名古

屋）Nagoya  

2017 年 10 月

土田満 笑顔あふれる元気な地域～生活習慣病を予防してアン

チエイジング 

中村区女性会（名

古屋） 

2017 年 11 月

土田満 人生を謳歌する長寿と食 昭和区女性会（名

古屋） 

2017 年 11 月

土田満 健康長寿あいちの推進― 健康でいきいきと暮らせる地

域づくり 

大村知事と語る

会 

2017 年 11 月

土田満 若者の食の乱れは深刻 西陵高校（名古

屋） 

2017 年 12 月

土田満 健康へ栄養学からの誘い～大豆で環境・食糧・健康問題

を soylution～ 

名古屋市教育委

員会共催 シリー

ズ講座 （名古

屋） 

2017 年 12 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～健康へ 

名古屋市教育委

員会共催 シリー

ズ講座 （名古

屋） 

2017 年 12 月

185



 17

著者 題目 組織 発表年月 

土田満 若者の食の乱れは深刻―生活習慣病を 予防する食事で

いきいきと 

三菱電機ビルテ

クノサービ  ス

（名古屋） 

2017 年 1 月 

土田満 アンチエイジングから長寿へ 名古屋市高年大

学鯱城学園（名古

屋） 

2017 年 2 月 

安念保昌 進化的パーソナリティ論：パーソナリティの成り立ちに

進化ゲーム的道筋を考える 

S 研(社会心理学

研究会)・筑波大

学 

2018.3.10 

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 

2017 年 6 月 

中林恭子 よりよい人間関係を築くために 熱田区女性会 

研究協議大会  

2017 年 10 月

中林恭子 よりよい人間関係を築くために 千種区女性会 

研究協議大会  

2017 年 11 月

中林恭子 臨床心理学から見た子どもの発達 西陵高等学校 2017 年 11 月

中林恭子 名古屋市高等学校研修会（家庭講座） 名古屋市教育セ

ンター 

2017 年 11 月

渡辺美恵 学校保健を推進するための効果的なマネジメント 岐阜県教育委員

会 

平 成 ２ ９ 年 度

小・中学校保健安

全講習会 

2017 年 7 月 

荒川 直江 羽島市民病院 

糖尿病友の会「美濃菊会」 総会 

「楽しく続けられる食事療法を目指して」 

日本糖尿病協会 

岐阜県支部 

（羽島市） 

2017 年 7 月 

荒川 直江 岐阜大学医学部附属病院 

糖尿病友の会「つかさ会」 秋の講演会 

「楽しく続けられる食事療法のコツ」 

日本糖尿病協会 

岐阜県支部 

（岐阜市） 

2017 年 10 月

荒川 直江 日本糖尿病療養指導士認定機構主催  

第 15 回認定更新者用講習会（平成 29 年度）  

ケーススタディ 

「慢性合併症、高齢者糖尿病とそのケア」 

日本糖尿病療養

指導士認定機構

（名古屋市） 

2017 年 12 月

荒川 直江 名古屋ガーデンクラブ 

2018 年 2 月例会 

「生活習慣病にならないための食事のコツ」 

クラブ 

（名古屋市） 

2018 年 2 月 
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その他 

著者 題目 組織 発表年月 

土田満 今日は、ベジ気分！ フードジャーナ

ル 

vol.36(8) 

(pp.32-33) 

2016 年 8 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 2

015”【見直し版 2018-2020】(障害者専門分科会会長)

豊田市社会福祉

審議会 

2018 年 3 月 

西原香保里 第５期豊田市障がい福祉計画<2018 年度～2020 年度>

(障害者専門分科会会長) 

豊田市社会福祉

審議会 

2018 年 3 月 

西原香保里 豊田市高年大学共通講座 豊田市ヤングオ

ールドサポート

センター 

2018 年 2 月 

西原香保里 豊田市高年大学地域交流学科講座 豊田市ヤングオ

ールドサポート

センター 

2018 年 2 月 

西原香保里 豊田市高年大学地域交流学科講座 豊田市ヤングオ

ールドサポート

センター 

2018 年 2 月 

西原香保里 豊田市地域子どもの居場所づくり事業スタッフ 豊田市次世代育

成課 

2018 年 7 月 

舘 英津子 臨床実習を履修した養護教諭学生の学び―養護教諭と

しての学びに焦点をあてて― 

第１回愛知みず

ほ大学教員研究

発表会 

2018 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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瀬木学園紀要原稿作成要領 

 

本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につい

て定めてある。 

 

（Ｉ）紀要論文 

［１］基本的な書式 

１−１．ページ設定 

１）用紙サイズ  Ａ４縦 

２）段組 

    １．標題部（論題，著者名，著者の所属）    １段組 

    ２．抄録部およびキーワード部         １段組 

     （日本語論文の欧文抄録・外国語論文および日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録） 

    ３．論文部（論文本文，参考文献リスト）    ２段組 

     

３）行数 ４８行 

４）余白 

 ・天地   天から ３５ｍｍ 

       地から ３０ｍｍ 

 ・左右   左から ２５ｍｍ 

       右から ２５ｍｍ 

 ・２段組の場合の段間 ７ｍｍ 

５）仮ページ 

 （１論文内でのページ付け） 

 ・天の余白部分右肩に、 

ページ数／総ページ数 

の書式で記載する。 

 ・鉛筆書きが望ましい。 

６）各ページのヘッダー部（論文 

１ページ目＝紀要名／その他の 

奇数ページ＝論題／偶数ページ 

＝著者名）は通しページととも 

に、業者に印刷を委託する。 
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１−２．原稿の印刷 

 ・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。 

 

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項 

１）標題部 

      １．論題 文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

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

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

            ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

きさとする。 

             （以下の空白行も全て同様） 

             ・中央揃え（センタリング） 

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

              ュ（−）を付す。 

            ３．著者名 

                      文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

ら記述する。 

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

表著者の判断にゆだねる。 

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

する。 

以下著者の増加には同じ方法で対応する。 

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

中黒点を付さない。 

             ・中央揃え（センタリング） 

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

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

所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に 

＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増や

す。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の項も

併せて参照すること。 
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            ４．著者の所属 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

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

所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記 

述する。 

その他・所属名は正式名称を記載する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。 

・学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。 

            ５．受付日・受理日 

             ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部 

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

  空白行を置いてから記述する。 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・１行４８文字 

３）論文部 

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

付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

前行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め  

      ３．本文 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 
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           配置 （注意：特段の理由が無ければ次の２段組を原則とす。） 

＜１段組の場合＞ 

             ・１行４８文字、４８行 

            ＜２段組の場合＞ 

             ・１行２４文字、４８行 

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

場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・可能であれば禁則処理をすること。 

      ４．使用記号および参考文献 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント 

              表記・各分野の慣行に従う。 

           配置・一段組または二段組 

４）欧文抄録部 ［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］ 

１．論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

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

      ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント 

           配置・論題の次の行に副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え 

      ３．著者名 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

記述する。英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それ

を超える場合は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・著者の順序は、標題部にあわせる。 
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             ・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す

る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。 

          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先

頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

               （例；Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属 

の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増

えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者

の所属の項も参照すること。 

      ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

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

所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述

する。 

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

             ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

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

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．抄録 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

             ・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。 

      ６．キーワード（総説・原著論文では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

             ・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。 
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           表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語は太字で、 

コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キーワ

ードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペー

ス)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。 

記載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行

わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

なぐことを原則とする。 

 

１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項  

 ［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。］  

１）標題部 

１．論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

   Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

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

      ２．副題（サブタイトル） 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

        Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え 

             ・論題の次の行に、副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

      ３．著者名 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Roman 

               のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

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

ら記述する。 

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

場合は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

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

る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 
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          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先

頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

              （例：Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の

著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増え

れば、 

＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の

項も参照すること。 

             ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック（斜体） 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

     所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

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

              する。 

             ・所属名は正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

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

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．受付日・受理日 

・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部 

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

白行を置いてから記述する。 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

           Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字（ボールド） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。 

３）キーワード（原著・総説では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

             ・抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述する。 

抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記

述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出
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し語は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記

述する。 

              キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角

スペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。

記載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行

わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

           なぐことを原則とする。 

４）論文部 

 論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場合

は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

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

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

             ・左詰め 

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

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

      ３．本文 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 

              Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

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

        場合は項目番号）の次の行から始める。 

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

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

              なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。 
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      ４．使用記号及び参考文献 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 

                    Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                         表記・各分野の慣行に従う。 

                         配置・１段組または２段組 

 

［２］図および写真の掲載 

２−１．図および写真の作成 

・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出があ

れば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当す

る部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、次

の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。 

 なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。 

・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。 

・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。 

・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす

る。 

・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者の

負担とする。 

 

２−２．図および写真の番号、説明など 

・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用い

た続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。 

・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の例

を標準とする。 

 

 （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 １ 瀬木学園の現状 

          Fig. 1 紀要における図の書き方  

         Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread 
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［３］表について 

 ・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照) 

 ・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。 

 ・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。 

 

 （例）   Table ２ Composition of the bread samples 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                                            Control         Vegetable added 

      ———————————————————————————————— 

      Vegetable sample(g)                   -                 50 

            Water(ml)                          180               140 

            Wheat flour(g)                      280               280 

            Dry yeast(g)                          3                 3 

            Sugar(g)                            16.6              16.6 

            - - - - - -                           - - -               - - - 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ

全面的に倣い、作成されたものである。 

 

参考：所属の英語表記 

日本語表記（8pt） 英語表記（9pt / イタリック） 

愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科 Division of Mind and Body Health Sscience, Department of 

Human Sciences, Aichi Mizuho College 

愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科 Division of Human Environmental Informatics, Department 

of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

愛知みずほ大学大学院人間科学研究科心身健康科学専攻 Concentration in Mind and Body Health 

Sciences, The Graduate Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College  
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