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1. はじめに

 インターネットは、1991 年に商用目的に対して

開放された。これによりインターネットに接続さ

れて利用されるコンピュータは爆発的に普及し、

個人の生活はもとより企業の活動においてもコン

ピュータ／インターネットのない世界はもはや考

えられないものとなっている。そしてインターネ

ット利用者の増加に伴い、そのセキュリティが非

常に重要なテーマとなってきた。これへの備えと

して企業レベルでは、コンピュータセキュリティ

に専門的に対応する組織として CSIRT を実装す

るという対応が増加している。しかしながら、

CSIRT のチーム構築やその運営において課題も

多く（近藤ら, 2013a・2013b；寺本・中西, 2014 

 

 

 

 

 

など）、またセキュリティを担う人材の不足も指摘 

されている(1)。本稿では、量的調査によって日本

国内企業の CSIRT の平均的な状態を把握しなが

ら、先行研究において析出されたチーム構築後の

運営における課題について整理するとともに、課

題に対するチームの現状を把握し、その解決向け

たインプリケーションを提示する。 

２. CSIRT とは

CSIRT とは、Computer Security Incident 

Response Team の頭文字を取った略称であり、組

織内で発生したコンピュータセキュリティに関連

するインシデントハンドリングサービスを行うチ

ームを言う。彼らの機能の中心は、インシデント

分析とその他のサービスに大別され、後者は、イ

ンシデントの対応解決、対応支援、対応の連絡調

整のうち 1つ以上を行うものとされている。彼ら

の業務はしばしば消防署に例えられることがある。
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2017 年 12 月 7 日受理 

Current status and issues of CSIRT in Japanese companies:  

based on surveys of the situation of early accession team to NCA 

*1 Daisuke SUGIHARA

開智国際大学 リベラルアーツ学部（非常勤講師） 

日本における企業内 CSIRT の現状と課題 

－NCA への早期加盟チームの実態から－ 

杉原 大輔＊1 

インターネットを活用しながら企業活動を行っている多くの現代企業にとって、そのセキュリ

ティの重要性は増すばかりである。これへの対処として CSIRT(Computer Security Incident 

Response Team）を実装する企業が増えている。しかしながら新たに設立される組織体であるた

め、チームの構築だけではなく、構築後の運営において課題も多く指摘されている。今後も CSIRT

を設立する企業の増加が見込まれるが、本稿ではこういった新規のチームの参考となるべく、先

行研究において析出されたチーム構築後の運営における課題について整理するとともに、量的調

査によって日本国内企業の CSIRT の実態を把握しながら、課題に対するチームの現状を分析し、

その解決向けたインプリケーションを提示する。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

CSIRT、インターネット、情報セキュリティ、セキュリティ人材、人的資源管理 
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これは、インシデントの発生時には事故対応に当

たり、事故の発生していない平時には、予防体制

の構築や組織内に対するセキュリティ教育や啓蒙

活動に従事することが多いことによる（中西

ら,2012）。 

CSIRT の発祥は、商用インターネット黎明期の

1988 年に「モリスワーム」と呼ばれる自己増殖性

のワームによる大規模被害が発生したことによる。

このとき、カーネギーメロン大学（CMU：

Carnegie Mellon University）内に、国防高等研

究計画局（DARPA）の主導で対策チームを設置し

たのが最初とされる。先に述べた彼らの機能であ

る対応の連絡調整のうち、対外的な調整をスムー

ズにすることを目的として、ワールドワイドでの

連携を取るための連合体である FIRST（Forum of 

Incident Response and Security Teams）が存在。 

60 カ国、約 300 チームが加盟している(2)。  

２．１．日本シーサート協議会と CSIRT 設立経緯 

日本国内における連合体である日本シーサート

協議会(NCA : Nippon Csirt Association)に加盟

するチームは、2017 年 8 月 1 日現在では 243 チ

ームである(3)。2007 年に 6 チームにより発足した

この NCA も上述の FIRST と同じく、日本国内に

おけるチーム同士の連携を促進することを目的と

して設立された。加盟するチームのほとんどは、

民間の営利企業内に設置された組織内 CSIRT で

ある。それぞれのチームの設立の経緯は、その契

機について大きくわけると 2 つのタイプがある。 

一つ目は、自社で USB メモリの紛失によるデ

ータ漏洩や、HP の改竄といったトラブルを実際

に経験したことによりその必要性を認識し、設立

に至るものである（近藤ら, 2013a・2013b）。二

つ目としては、法的・環境的な要請により設立さ

れるチームである。たとえば、2009 年に政府の調

達契約において CSIRT の設置が必須とされたの

であるが、これが CSIRT という言葉／存在／機

能を認知するきっかけとなった企業があることは

間違いない。これとは別に、金融・保険業界とい

った膨大な量の個人信用情報の管理や、ネットバ

ンキングのようなインターネットを介することで

顧客サービスを実現するという特徴を持つこれら

の業界では監督官庁として金融庁が主導しており、

金融機関同士で連携を取ることが義務付けられて

いる（金融 ISAC(4)）。 

２．２．CSIRT の課題 

このようにさまざまな経路によってチームは実

装されるが、現実には近藤ら(2013a・2013b)、寺

本・中西(2014)が明らかにしたようなその設立ま

での困難さとともに、設置後の日常的運営と組織

体としてのチームの維持についても困難がある。

たとえば、トラブルを契機に実装されたのであれ

ば、トラブル解決のプロセスとその後の組織学習

によって、当該企業にその必要性が感じられなく

なることや、平時におけるトラブルの予防的活動

はその効果を測定することが困難であるため、企

業の上層部の理解が得られないという点にある。

さらに、CSIRT はコストセンターとしてしか認識

されず、予算の獲得について力がなく、主管が不

明瞭（ただし、自社製品もその活動対象とするよ

うなチームでは、2 つのセクションにまたがり、

両セクションから予算を獲得するという現実もあ

る）となることもある。また、金融など業種によ

っては金融庁主導のストーリーがあり、トップダ

ウン式で CSIRT を設立するものの、チーム

CSIRT に必要な組織的機能について必ずしもト

ップが正確に理解しているわけでもない。一方、

これとは逆に、チームさえ設立すればインターネ

ットに絡む問題がすべからく解決されるという誤

解もまた存在している。 

DARPA の主導によって CSIRT が設置された

黎明期の関与者たちですら、以下の課題を挙げて

いた(West-Brown et al., 2003, p.25)。 

1. ネットワークの拡大に伴うインシデン

トの増加とそれらへの対処の必要性の

高まり、対処としての CSIRT の設置と

運用における課題 
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2. 新しいチームを作ろうとするたびに、

その存在の必要性を正当化(justify)す

る必要があり、対応しようとしている

問題に関する支持と理解を得る困難に

直面するという課題 

3. CSIRT を効果的に構築、運用し、その

認知度を高める方法を示した文章情報

の必要性があるという課題 

これらを要約すれば、①組織内において（公式

であれ非公式であれ）人を集めチームとなるよう

立ち上げること、②セキュリティ専門チームの必

要性を上層部に理解してもらうこと、③チームの

存在と活動内容を組織全体に理解してもらうこと、

といえる。 

そして、これらの課題克服のために CMU と

SEI（Software Engineering Institute）によって、

①サービス内容の定義と、サービスの特徴と範囲

を定義して文書化するのに役立つ②設立とその運

用において、「その存在の必要性を正当化（justify）

する」「支持と理解を得る」ために明確しておくべ

きものとして、1)ミッションステートメント（大

局的な目標、目的、優先順位）2)サービス対象者

の種類および対象者との関係 3)組織内における位

置付け（権限）4)他者（国内外の CSIRT）との関

係の 4 項目が挙げられた。そして、これらについ

て解説する Handbook for CSIRTs ©が、CERT® 

（Computer Emergency Readiness Team）

CSIRT Development Teamにより 1998年に初版

が、2003 年に第 2 版が出稿されている。 

日本では JPCERT/CC （ Japan Computer 

Emergency Response Team / Coordination 

Center）が日本語に訳出し公表しており、「CMU

モデル（近藤ら, 2013a）」と呼ばれている。この

CMU モデルでは、情報担当役員（CIO）が任命

されており、指示命令系統が比較的明確な諸外国

型の組織設計における実装を前提としているため、

CSIRT が非常時のネットワーク切断や提供する

サービスの中止などを決定する権限を持つことが

標準的な考えとなっている。ところが、日本国内

の企業 CSIRT の現実は、近藤ら（2013a）の先行

研究によれば、仮想組織として実装され、CMU

モデルのような権限を持たずアドバイザリーに特

化するチームが多い。仮想組織となる理由は、

CSIRT とその例外の現業に関するセキュリティ

管理（場合によってはエンタープライズ全体や製

品の品質保証）との兼ね合いの問題にあり、①会

社ごとのリスクの優先順位の違い、②守るべき情

報資産の違い、③対応すべきインシデントの違い、

④そもそも論としてセキュリティの定義の違い、

に由来するものと整理することができる。これに

より CIO の直下に一元的に管理されるチームで

はなく、管理系・事務系・現業を主管する部門と

いった数多くの部署を横断する仮想組織となり、

意思決定の権限を持たない（持てない）アドバイ

ザリーに特化することになる。 

このことにより、以下の課題が発生する（近藤

ら,2013a・2013b ; 寺本・中西,2014）。①担当す

る者が兼任という形でチームの業務を担うことに

なる。②いずれも境界線があいまいであり、組織

の理論として担当業務の押し付け合いや権限の引

っ張り合いが起きる。③機能はあるが実態（明確

な部署ではない）がない為、予算の付与に工夫が

必要になる。④最終的な意思決定権者までにいく

つかの階層を経ることになり対応へのスピード不

足にもつながる。さらには、JPCERT/CC が訳出

したこのハンドブックも規範的なものであり、自

ら列挙する課題に対して具体的な解決策や How 

to を提供するものではない。したがって、現実の

局面においては様々な課題がいつまでも課題とし

て残り、困難を抱えたまま運営を続けることにな

る。 

一方、国のレベルにおいては、ナショナル CERT

として、政府系の各行政機関内の CSIRT を統括

する内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）

が 2005 年に設置されている（設立時の名称は、

内閣官房情報セキュリティセンター）。2012 年 2

月に開催された CSIRT ワークショップでは、政

府の調達契約に CSIRT の設置を盛り込んだこと
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について次のように説明しながらその要件を述べ

ている(5)。 

いわゆるサイバー攻撃の対象が、衆参両院を

はじめとする政府機関や防衛関連企業に集中

するようになったことから、「国防方針」とし

て調達契約に CSIRT の設置を盛り込んだ。こ

こで求められる要件は、 

①組織内窓口の一元化と表示 

②システム稼働・停止の権限の保持と 24 時

間対応 

③外向け PoC (Point of Contact) 設定 

④システムの理解とシステム部門との連携 

⑤NISC（内閣官房情報セキュリティセンタ

ー）への報告 

の 5 つである。 

⑤については、政府調達に関連するため求められ

る要件であるため、これを除いた 4 項目が CSIRT

に現実的に求められる一般的な要件と言えるだろ

う。 

 

２．３. 課題の整理 

ここまで見てきたように、CSIRT は設立におい

ても多くの課題がある。それを乗り越えて公式な

組織としてスタートしても、その運営・維持にも

非常に課題が多い。そしてこの後者の課題は、 

①組織の構造・権限の設定・予算の獲得 

②人材の確保・育成・能力の維持 

③情報収集／窓口と PoC（Point of Contact）

の設定 

④文書への記載 

というように整理できる。 

これらの課題への対応および NISC が CSIRT

求めた 5 要件について、日本国内の CSIRT の現

状はどうなっているだろうか。国内における

CSIRT に関連する先行研究は、先に挙げたように

チーム設立のプロセスに関するものやインシデン

ト対応の具体例など個別の事例（たとえば、中西

ら, 2012；Takagi & Hoshi, 2012）が中心であり、

チームの一般的なイメージが明らかではないとい

える。よって、本稿ではまず NISC が提示した 5

要件について、NCA が公表している加盟チーム紹

介とチームの所属する企業の公式ホームページ

（HP）など誰もが入手できる情報から NCA に加

盟するチームの状況について確認していきたい。 

 

３． 調査１ 

３．１．調査 1-1： NCA の HP 内にある加盟チー

ム紹介ページからの整理 

 おおまかなチーム像を把握すべく、2015 年 9

月 1 から同月 15 日にかけて、インターネット上

に公表されているデータ収集を実施。2015 年 8

月 11 日において NCA に所属し、チーム紹介ペー

ジ（http://www.nca.gr.jp/member/index.html）

に記載される 87 チームを対象とした。まず、NCA

のチーム紹介ページから①設立年月日②チームの

アドレス表示③企業 HP の表示④紹介文でのチー

ム構造の要約、の 4 項目を確認した。続いて、所

属企業の HP や会社案内・IR 資料などから、⑤企

業 HP 上での検索窓の有無⑥組織図の公表⑦組織

図上のチームの表示の有無⑧企業 HP 上に設置さ

れる検索窓からチーム名の検索結果⑨企業 HP か

らチームへのダイレクトな連絡可能性⑩その他特

徴となる点の 6 項目の合計 10 項目について調査

した。 

 

３．２．結果 1-1 

①設立年月日 

表示されている設立年月日をもとに作成したもの

がグラフ 1 である。チーム設立からの経過年数は、

3 年未満が 87 社中 48 チームと多く、チーム全体

として若いことがわかる。  

②チームのアドレスの表示 

外部からの通報のルートとして、NCA の HP

内にチームに直通コンタクトの取れるメールアド

レスを表示しているチームは 82 チームであり、5

チームは表記がなかった。 
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グラフ 1：設立チーム数の推移 

 

筆者作成 

③所属企業の URL 表示 

別の通報ルートとして考えられる、チームの所

属する企業のURLを表示するチームは 50チーム、

表記なしが 32 チームであった。50 のうち、チー

ムの公式ページを公表するチームは 3 チームであ

った。さらに、この URL をたどると担当者の携

帯番号が表示されているのが 1 チーム。通報窓口

であることを明記し、専用のフォームが用意され

ていたのが 1 チームであった。 

④チーム構成の紹介 

チームの構成として、IT・情報部門内で完結し

て設立されているチームは 13 チーム、部門横断

型を明記するチームは 30 チームであった(6)。後者

うち、中心となる部門については、「情報」または

「システム」ならびに「セキュリティ」と冠する

部門が当然ながらほとんどであるが、総務・広報・

法務といった技術系ではない部門が中心になるチ

ームも 3 チームあった。さらに、持ち株会社の形

態を採る企業群で、中核となる事業会社の情報管

理系の部門と、情報システムに特化した関連企業

と協働するチーム、もしくはグループ企業内で連

携を謳う仮想的組織として構成するチームは 13

チームであった。なにも表記のないチームは 21

チームであった。 

 

３. ３. 調査 1-2：企業 HP からの整理 

次に、NCA のチーム紹介のページを離れ、個別

の企業の公式 HP などからチームの存在が確認で

きるかどうかを調べるべく、⑤企業 HP 上での検

索窓の有無⑥組織図の公表⑦組織図上のチームの

表示の有無⑧企業 HP 上に設置される検索窓から

のチーム名による検索⑨企業 HP からチームへの

ダイレクトな連絡可能性⑩その他特徴となる点に

ついて調査した。 

 

３．４．結果 1-2 

⑤企業 HP 上での検索窓 

すべてのチーム所属企業に公式 HP が開設され

ていたが、ページ内検索ができる検索窓が設置さ

れていたのは 60 社／87 社であった。 

⑥組織図の公表および⑦組織図上のチームの表示 

 次に、この検索窓からの検索によって組織図が

得られるかについて確認した。組織図が提供され

ていたのは 51 社／60 社であった。このうちチー

ムが組織図に記載されていたのは 1 社のみであっ

た。 

⑧チーム名による検索 

HP に配置される検索窓から、NCA に届けられ

ているチームの正式名称または略称によって検索

した場合、ヒットしたのは 26 チーム／60 チーム

であった。 

 

３. ５. 結果 1 に基づく考察とインプリケーショ   

ン 

調査 1-1 および 1-2 の結果から、チームの現状

と NISCの求める 5要件との関係について考察を

していきたい。 

まず、チーム設立から 3 年以内というチームが

多数を占めている。日本においてコンピュータセ

キュリティ分野に注目が集まり始めたことの表れ

として、直近 3 年における加盟チーム数の伸びも

著しい。CSIRT という名称の認知度は一般市井に

おいてまだ高くないが、セキュリティ対策として

の CSIRT の実装は草創期からアーリーマジョリ

ティの段階へと移行していることが読み取れる。
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ただし、一部の企業ではSOC（Security Operation 

Center）のような組織が前身として存在し、その

発展形としてチームとなった例もあるため、この

設立年数とチームとして求められる能力の保持や

インシデント対応の経験値とは必ずしもイコール

ではないことには注意が必要であろう。 

チームの構成は、先行研究の例のように、組織

内の部門横断によって構成されるチームが最も多

く、情報系を専門とするグループ企業との連携と

いうチームも散見されている。横断的仮想チーム

としての実装が多く、セキュリティ室やセキュリ

ティ推進委員会として IT 部門や情報部門の直下

に実装されるチームは 13 チームにとどまってい

た。また、CMU モデルのような経営層直下に置

かれていたのは 1 チームのみである。企業内の情

報に関するセキュリティを担うというチームの目

的から、ほとんどのチームが、「情報」または「シ

ステム」ならびに「セキュリティ」と冠する部門

を中心に据えていることは、NISC の求める 4 番

目の要件「システムの理解とシステム部門との連

携」を当然に満たすものであろう。 

ほぼ全てのチームで、チームのアドレスの表記

がされていたことで 3 番目の要件である「外向け

PoC 設定」という要件については満たされている

ともとれる。ただし、NCA の HP を経由すること

が「ほぼ全て」の条件となる。NCA の HP を経由

することによってそれが可能であるのは当然であ

るが、NCA に関する認知がないときは個別の企業

ごとにこれを調べる可能性も出てくる。しかしな

がら、NCA どころか「CSIRT」という単語を認

知していても、企業 HP の検索結果から実質的に

チームにアクセスの可能性を提供するのはわずか

3 社(7)であり、その他はチームの設置に関するプ

レスリリースもしくは、企業として提供するセキ

ュリティサービスとしてのチームの案内であった。

この結果を鑑みるに、チームへのコンタクトはか

なり難しいと言わざるを得ない。 

なぜこのコンタクトの可能性がないことが問題

になるのか。また、アクセスできる必要がそもそ

もあるのかという疑問もある。これについては、

あるセキュリティ・ベンダの調査によると、情報

漏洩やページの改竄などのインシデントの発生は、

外部からの通報によってこれらを認識するケース

が 80%にも上るという(8)。この現実を考えると、

外部からチームへ簡便にアクセスできる方法を整

備する必要があるからだ。もちろん、情報提供を

一般市井に求める必要があるかどうかは、先に述

べたように守るべき情報資産の定義に依るところ

が大きい。会社支給の情報端末の紛失等も対応の

範疇としているチームもあり、対内的な情報収集

も目的としていることから、外部に対してチーム

を強く周知する必要については、一概には言うこ

とはできない。また、すべての企業が政府調達に

関与するわけではないので必ずしも要件を満たす

必要を一様に扱うことはできないが、外部からの

通報の重要性を考えれば、チームへのアクセスの

容易さは政府調達に関与していない企業のチーム

でも求められるはずである。情報漏洩や Web ペー

ジ改竄などの疑いを持った善意の第三者が一般的

なネットユーザであれば、JPCERT/CC や NCA

といった組織を認知していて、これら組織を経由

して通報することは考えにくく、直接その企業に

コンタクトを取ることを最初に思いつくであろう。

そうなると最初に行う行為は企業 HP へアクセス

し、通報の窓口や手段を探すことになろう。しか

しながら、上述のように誰に、何を、どのように

伝えれば良いのかがわかりにくく、現行の仕組み

では善意の第三者が存在したとしても、情報の伝

達を拒むような造りであり、不親切である。 

たとえば、CSIRT という単語の認知を向上する

ことはもとより、インシデント発生の疑いを持っ

た一般ユーザがコンタクトを取りやすくするため

に、こういった事象を扱うチームへコンタクトの

ためのバナーの設置が良いのではないだろうか。

そして、設置するバナーも単独の企業が個別に作

成するのではなく、企業横断的に共通したアイコ

ンを整備することで一般ユーザが目にする機会が

増え、興味関心を呼び、これによって認知も向上
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することが期待できる。なによりも、どの企業の

HP でも同じアイコンを目にするということが重

要であり、この企業横断という点において NCA

がこれを主導することは、NCA にとっても各企業

にとっても価値あることだと考える。 

４．調査 2 

４．１．調査 2：質問紙による量的調査 

 調査 1 によって、チームの概要と NISC の求め

る要件のうち③外向け PoC 設定④システムの理

解とシステム部門との連携の 2 つについておおよ

その実態が把握できた。しかしながら、チームの

一般的な像を把握するに至ってはおらず、「組織内

窓口の一元化と表示」「システム稼働・停止の権限

の保持と 24 時間対応」の 2 つの要件についても

現状は把握できていないため追加の量的調査を実

施した。 

今回はこれらに関係する項目として 

(1)メンバー個人のプロフィール 

企業内 CSIRT のメンバーとしてこれに従事す

る個々人の実態についての項目を設定した。 

(2)チームサイズ 

チームの組織的な項目としてチームのサイズの

実態についての項目を設定した。 

(3)人事：異動 

さらに、冒頭で述べたように、企業にとってイ

ンターネットをベースとした活動が必須のものと

なり、それに伴って各ステークホルダーに対して

もセキュリティの確保は当然のものとなった。し

かしながらその責務を担う技術者の不足が指摘さ

れ、その数は 8 万人とも新聞報道されて注目が集

まった(9)。そして、CSIRT の活動も例にもれず人

員不足はその阻害要因の一つでもあり、その確保

に各チームも頭を悩ませているが、その原因は、

チームの構成の特殊性と一般的な人事異動（ロー

テーション）による知識の分散の 2 つであると考

えられる。その理由は、一般的に IT 業務に従事

する技術者であれば誰でもチームのメンバーとし

て機能できるわけではない。なぜなら IT 技術と

ひとくくりにされることが多いが、その範囲や専

門性はそれこそ多岐にわたり、その中でもセキュ

リティという比較的ニッチな知識・技能を備えた

人物が求められるからだ。さらに知識・技術の特

殊さに加えて、セキュリティという企業の持つ機

密に密接した活動であるため、個人の責任感や使

命感の程度といった性格的な要素や、キャリアに

おける興味関心も要件となり、元から少ない人材

はさらに絞られることになる。そして日本企業に

はなじみの深い人事異動がこれに拍車をかけるの

ではないかと考えられたからである。これについ

て確認するため、異動についての項目を設定した。 

(4)人事：評価報酬と KPI 

この人事の問題では、技術者の不足が強調され

るがゆえに、技術能力の育成に注目が集まりがち

であるが、それらの人材をどう維持していくのか

という管理的側面への注目は薄い。そこで、査定・

考課とそれに対する報酬についての現状を確認し

たい。セキュリティを担っている個人のモチベー

ションの維持においてもこれらは重要な意味を持

つと考えるが、セキュリティ業務に従事する人々

の査定・考課は、一般的な評価・報酬のシステム

にはなじまないと考えられることもその理由であ

る。それは、評価とそれに基づく報酬の決定とい

う一連の流れにおいて、起点となる評価の対象と

なる業務の内容が、セキュリティもしくはインシ

デントレスポンスという職務記述書に基づかない

仮想的・横断的な「役割」を「兼任」で負ってい

るという曖昧なものであること、そして曖昧な職

務内容から引き出される曖昧な責任においての評

価制度が減点方式に根差している（川端, 1997）

ことの多い日本企業においては、KPI（Key 

Performance Indicator）の設定が難しいと思われ

るからだ。 

そして、この難しさの源泉は、「動的非事象

（Reason,2008）」にかかわる人たちの査定・考課

という特殊なものであることによる。情報システ

ムの構造は、それに従事する人々にとってもその

全容を把握するのは難しいほど非常に複雑である。
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にもかかわらず、一般的な重要インフラと同様に、

いつでも利用可能であることが誰しもにとって

「当たり前」であり、ひとたびのトラブルだけが

耳目を集めるという特徴を持っている。こういっ

た重要インフラなどを研究の対象とする高信頼性

組織（HROs）に関する議論の中で、『組織の持つ

信頼性とは、「ダイナミックな無風状態：Dynamic 

Non-event」である(Weick,1987,p.118)』と述べら

れているものでもある。すなわち、インシデント

が長期的に発生しないという結果としての無風状

態は、それにかかわる人々による継続的な対処や

調整といった動的な働きかけによるものというこ

とを意味する。これを受けて Reason（2008）が、

『安全管理の矛盾の根源は、事故は目立つ一方で、

「正常状態」は目立たないというころにある。（邦

訳書 p.292）』と指摘するように、その「当たり前」

の稼働状態、すなわちシステムが正常な稼働状態

にあるのは、チームに関与する人々による継続的

な諸活動の結果である。しかし、この結果として

何事もない、すなわち無風状態：Non-Event であ

ればあるほど、その活動には注目が集まらないと

いう構造になる。 

さらに KPI の設定を難しくするのは、セキュリ

ティがテーマであることである。インシデントの

発生がたとえ 1 件だけであったとしても、その 1

件が重大かつ致命的である可能性もある。したが

って、「インシデント発生が何件以下ならよい」と

いう基準は設定しにくい。そもそも完全な防御は

あり得ない。さらに、常に攻撃する側が新規の手

法により攻撃を仕掛けるため、防御する側は後手

に回らざるを得ないことから、攻撃型のインシデ

ントに対するセキュリティ・ポリシーの主眼が、

「攻撃に対する完璧な防御」から「いち早い検知

と排除」へと遷移していることにある。これは、

目指すところが完璧な防御態勢の構築であり、侵

入されることやシステムの稼働停止が減点の対象

となるような日本型の評価方式から、より素早い

検知からのより素早い対処、そして復旧（短い停

止時間）というポジティブな評価方式への転換が

必要であることを意味する。このような状況のな

かで、企業はこの問題にどのように対処している

のかを確認するため、評価と報酬とその KPI につ

いての質問項目を設定した。  

(5)チームのパフォーマンス 

そして最後に、チームの業務の実態について把

握するため、チームのパフォーマンスについての

主観的な評価項目を設定した。 

 

４．２. 調査の概要 

概要は次のとおりである。2015 年 10 月 14 日

に開催されたセキュリティに関連したイベントに

おいて、NCA 課題検討 WG による今後の本格的

調査に向けたプレテストという位置づけで、参加

者に質問紙を配布した。配布数 65 部に対し、回

収 41 部であった（回収率 63%）。このうち

JPCERT/CC と明らかにセキュリティ・ベンダに

よる回答とわかる 1 件の計 2 件を除き 39 部を有

効回答とした。質問紙は、(1)回答者のプロフィー

ルに関する設問、(2)チームの組織構造に関する設

問、(3)チームの権限に関する設問、(4)人事に関す

る設問、(5)チームのパフォーマンスに関する設問

の計 48 問（それぞれに自由記述の設問を含む）

で構成されている。 

 

４．３. 結果 2 

(1)回答者のプロフィール 

チームの職務については、兼任が 29、専任が

10 という結果であった。また CSIRT としてのセ

キュリティ業務の経験年数はグラフ 2 のとおりで

あり、大多数が 2 年未満である。個人の主観的評

価ではあるが、やりがいと繁忙感についての質問

では、業務のやりがいについては「ある」が 24

名、「どちらかといえばある」が 10 名、「どちら

かといえばない」が 2 名、「なし」が 1 名であっ

た。専任／兼任の属性別で見てみると、やりがい

については、専任は 10 名のうち 9 名とほぼすべ

ての者が、兼任は 15 名と過半数の者があると回

答しており業務の使命感は高いことが想像される。 
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グラフ 2：CSIRT 業務経験年数 

  

グラフ 3：やりがい／繁忙感・負担感 
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 業務の繁忙感・負担感については、「ある」が

19 名、「どちらかといえばある」が 17 名と大半が 

繁忙感を感じており、「どちらかといえばない」2

名、「ない」1 名であった。専任では半数の 5 名、

兼任は 14 名とほぼ半数が「ある」と回答してお

り、達成感とともに負担感も高いという実態であ

った（グラフ 3）。 

 

 (2)チームの組織構造 

まず、チームのメンバー構成については、専任

のみが 3 チーム、専任職と兼任職の混在が 9 チー

ム、兼任のみが 27 チームであった。チームの構

造については、部門内完結が 9 チーム、社内横断

が 19 チーム、情報子会社などを含めた企業間横

断が 10 チームであり、仮想的・横断的な特徴を

持つ組織が多いことが明確となった。また、社内

横断である場合の参与部門については、情報系部

門が 16 チーム、品質（品質保証系）部門が 4 チ

ーム、法務が 5 チーム、広報が 6 チーム（複数回

答あり）と、情報系部門が中心であるが、品質保

証／広報といった対外的部門／法務といった管理

部門が参与していることがわかった。これについ

ては調査 1 の結果と同様の回答であるが、8 部門

に渡っているチームも複数存在し、比較的広い範

囲で連携していることが明らかとなった。 

そして、チームのメンバー数については、平時

においては 4～6 名が 13 チームと最多であり、次

いで 3名以下 9チーム、7~10名が 8チーム、11~15

名が 5チーム、16名以上が3チームとなっている。

平均は 9.9 名、最少が 1 名、最大が 70 名であり、

最頻は 6 名（6 チーム）という結果であった(10)。 

グラフ 4：チームのメンバー構成とチーム構造 
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兼任のみ
27

専任＋兼任
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 これに対して、インシデント発生時の関連部門

からの応援を含めた体制については、7~10 名が

12 チームと最多であり、次いで 16 名以上が 11

チーム、11~15 名が 7 チーム、4~6 名が 3 チーム、

3 名以下が最少の 2 チームであった。平均は 18.2

名、最少が 3 名、最大が 70 名であり、最頻は 10

名（10 チーム）であった(11)。 

 平時とインシデント時を比較すると、個別チー

ムの増加率は平均して 2.8 倍、最少は 1.0 倍（増

員なし）、最大は 10 倍であった。最頻については

1.0 倍（9 チーム）であり、規定されるメンバーの

みで活動するチームも多いということがわかる。

これに関連して、インシデント発生時にはチーム

のメンバーとして規定されていない非公式の協力

者の有無についての設問では、「協力者あり」が

15 チーム、「なし」が 20 チームであった（n/a＝4）。 

0
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 チームの社内における露出に関する項目として

まず、諸規程の整備状況について質問した。その

結果、チーム名が規定類に正式に記載されている

のが 21 チーム、「記載なし」が 18 チームであっ

た（グラフ 5）。 

 次に、チームへの内部通報を目的としたリンク

やバナーが組織内のイントラページに表示されて

いるかについては、「表示あり」が 21 チーム、「な

し」が 18 チームであった。「表示あり」のうちリ

ンクとバナーの「どちらもあり」は、14 チームで

あった。規定類への記載とリンクやバナーの表示

には関連性は特にみられなかった。 

 そして、チームが複数部署の横断によって構成

されていることから発生する問題である「チーム

の活動予算」については、「主管部署からの付与」

が 21 チーム、「チームに直接付与」が 5 チーム、

「横断部署で折半」が 3 チームであった、一方、

「予算管理なし」が 7 チーム、「その他」との回答

が 2 チームであった。 

 

(3)チームの権限 

NISC の求める CSIRT の要件のうち、「②シス

テム稼働・停止の権限の保持」については、「権限

なし」が 28 チームと大半で、「権限あり」が 9 チ 

ームにとどまった（n/a=2）。この「権限なし」と

回答した 28 チームでは、「最終決定者までの組織 

 

 

グラフ 5：チームの社内での露出と運営予算 
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グラフ 6：意思決定の有無と、ない場合の段階数 
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なし
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9

n=37 n/a 2権限の有無
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1段
10

2段
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11

n=28意思決定までの段階数

 

的な段階」は、3 段階が 11 チームと最多であり、

次いで 1 段階が 10 チーム、2 段階が 7 チームであ

った（グラフ 6）。また、最終判断者についての設

問では、「社長／社長室」が 8 チーム、「役員／管

掌役員」が 9 チームであった。この「役員／管掌

役員」のうち CISO／CSO といった専門役員を回

答したチームは 5 チームであった。 

 

(4)人事 

 人事に関する項目として、まず定期異動（ジョ

ブローテーション）の有無については、「あり」が

21 チーム、「なし」が 18 チームとおよそ半々であ

った。「あり」と回答した 21 チームの所属企業で

の異動サイクルについては 3 年が 13 チームと最

多で、次いで 5 年が 6 チーム、2 年・4 年がそれ

ぞれ 1 チームずつであった。異動先については、

「CSIRT の活動に関連する部署」が 29 チーム、

「関連なし」が 10 チームであった。 

 一方で、「無関連な部署へ異動した人材がチーム

の活動に協力することがあるか」という問いにつ

いては、18 チームが「あり」と回答し、「なし」

は 9 チームであった。また、「協力が必要なインシ

デントが未経験」との回答が 2 チームあった（グ

ラフ 7）。 

さらに、受動的な異動ではなく能動的な異動と

して、「CSIRT を異動先として希望することがで

きるか」について、「希望できる」は 21 チーム、

「希望できない」が 18 チームとおよそ半々であ

った。 

筆者作成 
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グラフ 7：定期異動について 
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グラフ 8：異動先としての認知度 

グラフ 9：人材の充足度と獲得について 

 査定・考課についての設問では、「チームの業務

が査定の対象となっている」が 28 チーム、「対象

外」が 11 チームであり、多くのチームで査定の対

象となっている。「対象である」と回答した 28 チ

ーム中 22 チームにおいて「量的な尺度はない」

と回答し、「量的尺度あり」は 5 チームのみであっ

た（n/a=1）（グラフ 10）。 

評価の KPI を尋ねる自由記述の項目では、イン

シデントのハンドリング件数や、これに付随する

事業インパクトと復旧時間の数値的評価、セミナ

ー開催件数もしくはプロアクティブ活動件数とい

うものであった。また、社外に向けたインシデン

ト対応サービスの売り上げという回答もあった。

これらは、チームが経験を積み、活動が標準化さ

れていることや、チームがコストセンターからの

脱却という次の段階にあることが推察される。 

 また、「量的な尺度がない」と回答した 22 チー

ムにおける評価の内容について尋ねる自由回答の

項目では、体制構築や環境整備の進捗、社内での

教育研修の内容、テスト環境下でのハンドリング

への貢献度が挙げられた。 

 評価に対する報酬についての設問として、「チー

ムの業務に対して名目を問わずして手当などがあ

るか」については、回答のあった 26 チームすべ

て（うち 20 チームが兼任）で「手当なし」であ

った。 

グラフ 10：査定の対象であるか及び量的尺度の

有無 

(5)チームのパフォーマンス 

 最後の設問として、チームに対する評価とチー

ムのパフォーマンスについて 4 件法で尋ねた。「チ

ームに対する上層部からの評価」については、「良

好」・「どちらかといえば良好」という肯定的な回

答が 22チーム、「どちらかといえば問題あり」・「問

題あり」という否定的な回答が 17チームであり、

肯定的なチームが過半数であった。これに対して

社内全般からの評価については、肯定的な回答が

15 チーム、否定的な回答が 23 チームであり否定

派が過半数となった。これに連動するかのように、

筆者作成 

筆者作成 

筆者作成 
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「チームの業務の認知度」は、肯定的な回答 11

チーム、否定的な回答 28 チームとなり、「チーム

そのものの認知度」についても、肯定的な回答 14

チーム、否定的な回答 25 チームと否定的な回答

傾向にあった（グラフ 11）。 

チームのパフォーマンスに関する回答では、「業務

効率」については、肯定的な回答が 23 チーム、

否定的な回答が 13 チーム（n/a=2）。「業務品質」

については肯定的な回答が 23 チーム、否定的な

回答が 15 チームであった。チームの関心の中心

である「インシデント発生率」については、肯定

的な回答が 25 チーム、否定的な回答が 11 チーム

と、肯定的評価が過半数を大きく超えた。しかし

ながら、「業務スピード」については、肯定的な回

答 17 チーム、否定的な回答 21 チームであった。

また、「サービス受益者の満足度」については、肯

定的な回答が 14 チーム、否定的な回答が 24 チー

ムというように否定的な評価が上回る結果であっ

た（グラフ 12）。 

 

グラフ 11：チームの認知と業務の評価（主観的） 

 

グラフ 12：チームのパフォーマンス（主観的） 

 

 

 

５．全体的な考察とインプリケーション 

５．１．NISC の求める要件と調査結果から見る 

チームの現状 

 これまでの調査 1 と調査 2 の結果から、NISC

が CSIRT にもとめる 5 つの要件のうち 4 つの項

目について検討する。 

NISC による要件の 1 番目である「組織内窓口

の一元化と表示」に関連する項目である「社内に

おける規程類にチームの名称が記載されている

か」、「社内イントラにリンク・バナーの設置はあ

るか」については、ほぼ半々であった。調査 2 か

ら普段の職場環境においてもチームの露出は多く

ないことが推察され、さらに、調査 1 から日ごろ

目にすることもそう多くないであろう組織図上の

表記では 2 割にとどまっていることからも、この

要件については半数程度の企業しか満たしていな

いということがわかる。ただし、チームのサービ

ス内容があくまでインシデントの検知を中心とし

ており、PC の紛失や不調というような社内イン

フラの保全はサービス対象とならないチームもあ

る。この場合は社内からの通報や問い合わせに対

応する必要もないので必ずしも必須の要件ではな

い。しかし、PC の不具合についてはインシデン

トのタネである可能性もあり、留意は必要であろ

う。 

続いて、NISC による要件の 2 番目である「シ

ステム稼働・停止の権限の保持と 24 時間対応」

に関連する項目について検討する。調査 2 から、

サービス提供停止の権限の有無ついては、権限あ

りが 37チーム中 9チームと全体の 1／4にとどま

り、権限を持たないチームが大半であった。また、

最終判断者までの段階も 3 段階との回答が最多で

あった。インターネットをベースに営業活動を行

っている多くの現代企業にとって、サービスの停

止は非常に大きな経営判断であり、兼任者による

仮想的なチームではその責任を負うことは難しい

であろう。しかし、インターネット上のインシデ

ントはその影響が広がるのが早いため、最終的な

意思決定に多段階を経ることは時間がかかりケー

筆者作成 

筆者作成 
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スによっては損害が大きくなることが危惧される。

実際にチームのパフォーマンスについての項目の

中で、「業務のスピード感」で否定的な回答が多か

ったことは、こういったことにも関連があると推

察される。 

要件の 3 番目である「外向け PoC の設定」につ

いては、本稿第 3 章での調査 1 では、CSIRT を認

知していても企業 HP からのチームへの直接のコ

ンタクトはほぼすべての企業で不可能であり、

NCA の HP を経由することが必須であった。しか

し、これも NCA についての認知がないと成立し

ないため、かなり難しいという結果であった。 

要件の 4 番目である「システムの理解とシステ

ム部門との連携」については、同じく調査 1 にて、

ほぼすべてのチームが「情報」または「システム」

ならびに「セキュリティ」と冠する部門を中心に

据えていたことからも十分満たすと考えられると

いう結果であった。したがって、調査 1 による結

果と調査 2の結果および考察を合わせると、NISC

の求める要件の充足は下表のとおりに評価できる

（表 1）。 

 

表 1：NISC が CSIRT に求める要件の充足度 

要件 充足度 

①組織内窓口の一元化と表示 △ 

②システムの稼働・停止の権限の保持と 24時間対応 △ 

③外向け PoC 設定 × 

④システムの理解とシステム部門との連携 〇 

筆者作成 

 

５．２. チームのメンバー構成と構造 

調査 2 から、チームのメンバーは、他の業務を

本来業務とする兼任者であることが多く、チーム

の年数と業務経験年数が同じとなるよう新規参入

者がほとんどであった。こうした状況のチームに、

近藤ら（2013b）の先行研究にあるように、業界

におけるレジェンドでありチーム設立の原動力と

なった業務経験の長い若干名によって構成されて

いるという CSIRT の構造がわかる。しかしなが

ら、同じく調査 2 を見ると、経験の長さを問わず

して多くの者がやりがいを感じている。これは、

チームのみならず所属企業全体が情報セキュリテ

ィに関して、CSIRT の立ち上げから安定的な運営

を目指すための基盤づくりといった初期の段階に

あり、新規性の高い業務に取り組んでいることか

ら生まれていると推察される。 

 さらに、多くのチームが兼任のメンバーのみに

よって構成されていることは、その構造が企業横

断／社内横断であることがその主な理由であろう。

したがって、チームのメンバーは、各部署におけ

る本来業務にセキュリティ業務がアドオンされて

いるという形になり、これが調査 2 で見た負担感

にもつながっていると推察できる。 

 メンバー数については、平時においては 4～6

名、3 名以下、10 名以下という回答順でその多く

を占めていた。企業規模とサービスの対象者数が

異なるため一般化することは難しいが、比較的小

さなチーム運営の実態がわかる。ただし、インシ

デント発生時には平均では 2.8 倍の員数が動員さ

れ、チームメンバーとして規定されていない非公

式の協力を得ることも多くあることも特徴的であ

る。一方で、インシデント発生時にも増員しない

（されない）という回答が最頻であったことから

も、専門的な業務であることが伺われる。 

 チームの予算については、主管部署からの付与

で運営されているチームが半分を占めた。また、

直接予算配分されているのは 5 チームであったが、

これらは専任職のみまたは専任職と兼任職によっ

て構成されるチームであり、兼任職のみのチーム

にはみられなかった。そして、現代企業において

「予算管理なし」という回答が 2 割に及ぶ。この

回答のすべては、兼任メンバーのみで構成される

チームからのものであり、その業務がボランティ

アによって行われていることを意味すると考えら

れる。 

 

５．３. 人事異動 

次いで、調査 2 で見たチーム設立後の運営に関
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連する人事に関する項目については、半数の企業

において 3 年程度のサイクルの定期異動があるこ

とがわかる。大きな企業であれば定期的なローテ

ーションは通常のことであり、チームの業務が兼

任であるがゆえに、本来業務の都合や本人のキャ

リアパスといった観点に重きが置かれることで無

関連の部署への異動、もしくは無関連の部署から

の異動も当然のことであろう。しかし、これに伴

ってCSIRTの経験者が他部門へ流出してしまい、

蓄積した知識技能が分散してしまう可能性もある

ということだ。実際に調査 2 の結果では、セキュ

リティとは無関連の部署への異動の可能性も高い

ことがわかる。専門性の高さから育成に時間のか

かる CSIRT にとっては悩ましい問題ではないだ

ろうか。一方で、大きな組織体であるほど業務管

掌は厳密になり異動後に協力を求めることが難し

いとも思われるが、無関連部署へ異動した後でも

インシデント発生時には協力を得ることができる

との回答も半数あり、これは仮想的組織の利点と

考えられる。 

定期ローテーションについては上記のような問

題も含まれるが、利点として考えられるのが広報

的機能である。パフォーマンスに関する項目では、

「社内の評価」「業務の認知度」「チームの認知度」

といった組織内での評価について否定的な回答が

多かった。しかし、ローテーションが進み、セキ

ュリティ業務の経験者が各部門へ広がり、業務内

容が伝播することで評価も高まり、ひいてはセキ

ュリティ意識も組織内で高まっていくことが期待

できる。また、異動先として CSIRT を希望する

ことができる企業が過半数ではあるが、異動先と

しての知名度や人気については否定的であった。

これらについても、チーム設立からの歴史が浅く、

そもそも選択の対象として認知されていないこと

によるのではないかと考えられる。 

 

５．４．査定・考課・報酬 

チームのメンバーが企業の中で業務に従事する

以上、避けられないのが報酬の問題であり、現在

のチームメンバーのモチベーションの維持や前節

における異動先としての評価において重要な意味

を持つと考えられるのが、査定・考課である。 

調査 2 によると、CSIRT の業務がその査定・考

課の対象となるかについては、大半が査定・考課

の対象となるという回答であった。しかし、その

うちで量的尺度があるという回答は 5 チームしか

なく、多くは定性的な評価であった。これは、質

問項目の設定時に検討したように、生活インフラ

やセキュリティに関連した業務の特徴となる「動

的非事象（Reason, 2008）」に係る業務の評価の

難しさという懸念の通り、KPI の設定は難しいこ

とを表しているのであろう。少数ではあるが量的

尺度として設定されていた KPI は、「インシデン

トのハンドリング件数」や「これに付随する事業

インパクトと復旧時間の数値的評価」という事後

的なもの、「セミナー開催件数」もしくは「プロア

クティブ活動件数」という平時における社内向け

のものに大別できる。「インシデントのハンドリン

グ件数」については、レスポンスが必要であった

ことは予防がうまくいっていなかったことを意味

しかねず、またレスポンスがなかったことは予防

がうまくいっていることの表れと取ることもでき

るため、KPI として用いることはやはり悩ましい

であろう。 

多くを占める定性的な評価での項目設定も、体

制構築や環境整備の進捗、社内での教育研修の内

容といったいずれも平時における活動の評価内容

であったが、これらはチームがまだ設立初期の段

階にあることの表れと考えられる。「テスト環境下

でのシナリオ訓練におけるハンドリングへの貢献

度」といった訓練ベースの回答は、今後のチーム

にとって参考になるのではないだろうか。 

このように、実際の活動内容を垣間見ることも

できる評価項目ではあるが、査定考課全般につい

ての自由記述欄でも「動的非事象（Reason, 2008）」

に関する業務の特徴そのものといえるような「業

務内容が見えにくいので評価されにくい」や「内

容が難しく理解されない」「予防活動の評価は難し
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い」「横断的活動の為、他部門の支援は評価の対象

から外れる恐れ」といったように先駆的で特殊と

いう業務内容と、仮想的で横断的といった組織的

特徴からの評価のしづらさを訴えるコメントが散

見され、課題を抱えているといえる。同様の傾向

は被考課者にも見られ、「CSIRT だからといって、

特殊な査定・考課にはならないのでは」「別に…。」

「会社の組織として明示されているわけではない

ので妥当だと思う」といった、独特の諦めがみら

れる。 

しかしながら、これらの問題に対して、「なにが

しかモチベーション向上のための施策は必要」、

「部単位や上司の評価で加点することは可能と考

える」というように、懸念が存在することを理解

したうえでの前向きなコメントや、「組織として継

続するためには、横軸評価を行う仕組みが必要」

「CSIRT で必要とされる人物像が明確になって

いることや、有事・平時の役割が明確になってい

ると査定・効果がしやすいと思う」といったコメ

ントは対策を打つうえで有用なコメントであると

考える。 

完璧な予防を目指すことから、早期の検知と復

旧へとその活動目的が変化するなかで、「事業イン

パクトと復旧時間」という KPI の設定があったこ

と、自由記述の中で「部単位や上司の評価で加点

することは可能」という回答があったことは、詳

細な算出方式などについて回答を得ているわけで

はないので、直接的な参考にはならないが、今後

のチームにおける査定・考課の一つの方向性とし

て貴重な回答であると考える。 

調査 2 によると、手当については、その額の多

寡にかかわらずモチベーションの問題からも重要

であると考えるが、すべてが「なし」との回答で

あった。これについての自由回答欄では、仮想組

織であることや、あくまでボランティアであるこ

とを理由に手当のないことに納得している記載が

ある。一方で、「社内向けの CSIRT 活動を評価す

る尺度もモチベーションもないのでメンバーに対

応させるのは心苦しい」といった管理者側のコメ

ントや、「通常業務の一環と捉えているが、不満に

思う側がない訳でもない（原文ママ）」といった報

酬面でのバックアップがないことを懸念するコメ

ントも存在した。無報酬であることについては、

仮想的・横断的という組織的問題から起きている

ことで諦めともとれる自由記述が多かったが、異

動先としての評価や魅力といった点で一定の意味

があると考えられる。モチベーションの観点では、

「社内では理解されないが、社会からの評価は高

い」という非金銭報酬的な刺激を示唆する自由回

答もあった。こういった外的な評価をどのように

メンバーに伝達するのかも一つのポイントになる

と考える。 

情報セキュリティとそれを担う人材は、企業に

とって非常に重要なファクターであるにもかかわ

らず、その不備と不足が叫ばれている。その重要

さがより認知され、これに対応する CIO や CISO

といった専門役員の存在とその重要性も認知され、

実際に任命する企業が増えていけば、こういった

人々の処遇にも注目が集まり、またキャリアパス

の高位に置かれるようになることが期待できる。

セキュリティ人材の不足がこういった面からも解

消されることを期待したい。 

また、セキュリティ人材の確保に向けて、新た

な国家資格が新設されたが、受験・登録・更新と

かかる費用も少なくない(12)。実際の業務にこの資

格が必須であるかどうかは、また別の問題である

が、個人が時間／金銭コストをかけても回収につ

いては期待できそうもないことは魅力に欠けるた

め、こういった面からも検討してもよいのではな

いだろうか。 

 

６. 今後の課題 

 

 本稿では、量的調査によって日本国内企業の

CSIRT の一般的な状態を把握する目的に、CSIRT

に求められる要件をどの程度満たしているかとい

う観点を加えて 2 つの調査をおこなった。その調

査分析の過程でチームの一般的な像や、これに従
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事する人々の像を把握しながら、我が国の企業

CSIRT の一般的な状態を把握することができた。

しかし、サンプル数が少ないため、さらなる調査

が必要である。また、不足が指摘されるセキュリ

ティ人材であるが、査定・考課・報酬・異動とい

ったこれまで注目の薄かった人的資源管理的側面

に注目し、現状を把握し、新規に立ち上げる

CSIRT の一助となることができたと考える。国内

企業のCSIRTのNCAへの加入数は増加の一途で

ある。当然その多くは新規のチームということに

なる。新規のチームは、セキュリティの基盤づく

りに取り組む一方で、こういった人的資源管理的

側面も検討していかねばならない。運営における

人的資源管理の充実と、ひいてはセキュリティ人

材不足の解消に資することができるよう、質問項

目の改善を図りより多くの回答を引き出し蓄積す

べく、追加の調査を行っていきたい。また、今回

の調査の対象は 2015 年当時のチームであるため

国内企業 CSIRT の揺籃期のものである、現在で

は経験を蓄積し成長期へ移行していることが期待

される。こういったチームを対象に成熟モデルと

して、来るべき AI 時代における CSIRT の将来像

といった視点をもふまえての追跡調査も行ってい

きたい。 
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注 

(1)経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 

情報経済小委員会 IT 人材ワーキンググループ 配布

資料など 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/j

ohokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_03_00.pdf 

(2) http://www.first.org/ 

(3) http://www.nca.gr.jp ただし、JPCERT/CC は除く 

(4) 調査時点の 2015 年 11 月 1 日現在で 130 社が加盟

している。 

(5) 2012 年 2 月 29 日 CSIRT ワークショップ 2012

於：秋葉原 UDX 内閣官房情報セキュリティセンタ

ー配布資料「官民連携の強化に関する政府の取り組み

と CSIRT 等との連携について」より 

(6) このうち、12 チームについては、〇〇部を中心と

した／を母体とするという表記であったためここに

含める。 

(7) うち 1 社は、当該企業の製品の脆弱性通報の窓口と

して機能している 
(8)  2014 年度 データ漏洩/侵害調査報告書 pp.53-55 

http://www.verizonenterprise.com/resources/report

s/rp_Verizon-DBIR-2014_ja_xg.pdf   

(9) 徳島新聞平成 27 年 7 月 5日社説 

(10) サービス対象者とチームメンバー数の相関(n=31)

は、ピアゾン係数 0.88 であり、近似曲線は切片を 6.3

人とした y=0.00012 (R2=0.77)であった。サービス対

象者数について本文中で取り扱わない為、脚注とした。 

(11) サービス対象者とチームメンバー数の相関(n=29)

は、相関はピアゾン係数 0.75 であり、近似曲線は切

片を 11.6 人とした y=0.00011 (R2=0.57)であった。イ

ンシデント時の方が傾きが小さくなる理由について

は、切片が約 2倍となることに加え、サービス対象者

数の上位 2チームが突出した数字であること、この 2

チームは平常時とインシデント時のメンバー数が変

わらない（増員しない）ことによると考える。 

(12) 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施して

いる「情報処理技術者試験」における「情報セキュリ

ティスペシャリスト試験」とは別の国家資格制度とし

て「情報処理安全確保支援士」が 2016 年 10 月より

新設された。受験費用、合格後の登録免許税および登

録手数料のほか、資格更新にはオンライン上および集

合研修の受講が求められる。その費用は 3年間で

140,000 円とされる。

https://www.ipa.go.jp/siensi/koshu.html#section16 
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current situations of the teams on the issues while grasping the average situations of 

CSIRTs in Japanese companies based on quantitative research, then present the 

implications for the solutions. 
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１. はじめに

日本において 1994年では 176,047件発生して

いた労災事故が、2013年には 118,157件とおよ

そ 20年で 30%減少している。この減少の背景に

は、①生産に関する技術の進展により作業の現場

から人そのものが遠ざけられたことで危険への接

近の機会が減少したこと、②社会全体のコンプラ

イアンス意識の高まりから不安全な労働環境の改

善が進み危険因子が減少していること、そして、

③事故そのものの研究分析が進展し、その知見が

現場に取り入れられることで危険を回避すること

ができるようになったことが挙げられる。①②の

環境の改善が進んだ現状において、労災事故の発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生のさらなる抑止には、③の「危険の回避」が最 

も重要であると考える。③の研究分析は、現場に 

おける事故の原因を人間にあるものとみなし、人

間の認知を要因として心理学や人間工学の知見を

活用しようとするヒューマンエラー研究（Reason, 

J., 1990; 大山正・丸山康則,2001など）や、その

発展形として、ヒューマンエラーそのものは結果

であり作業者を囲む作業環境などにその主因があ

るとし、その要因をシステム工学や安全工学の知

見から検討するヒューマンファクター研究（河野, 

2014; Hollnagel, E. et al., 2010など）、さらには

組織内部の権威勾配や集団的な認知といった組織

文化や組織風土などをも事故の要因と捉え、社会

心理学や経営学における組織論の知見を取り入れ

ることで、事故を起こさない組織構築について検

討する高信頼性組織研究など（Reason,J.,1990 ; 

Weick,K.E. and Sutcliffe, K.M.,2001,2007,2014

など）様々なアプローチにより研究が展開されて

いる。このように様々なレイヤーにおいて事故発

開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 原著論文 

2017 年 12月 7日受理 

Difference in employment status, regular or non-regular as 

factors that threaten industrial safety: Exploratory study 

from cases of Japan and the US  

*1 Daisuke SUGIHARA 
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オペレーションプロセスや産業用機械といったハードウェア面と、現場における KY活動やリス

クアセスメントの実施といったソフトウェア面に、ヒューマンファクター研究などの産業安全に

関する研究からの知見を取り入れるといった、ハード・ソフト両面の改善によって労働災害は減

少してはいるものの、一定数が発生し続けており、これらの災害が非正規従業員に多いことは憂

慮されるべき事態である。 

本稿では、アメリカ国内の石油精製プラントにおいて連続して発生した非正規従業員の労働災

害に端を発した先行研究を踏まえながら、日本国内の製造企業で発生した労働災害の実事例を通
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生に至るプロセスを進行させない／事故を防止す

るための研究が進展し、学際的な知見が作業／作

業環境の改善に活かされ、リスクアセスメントや

KY（危険予知）活動／訓練として労働の現場に取

り入れられることが労災事故減少の大きな力とな

っていることは間違いない。 

労働災害に関する先行研究は、事故事例の原因

分析を通じてヒューマンエラーなどの作業安全や

ヒューマンファクターなどの環境安全を論ずるも

の（中條,1993; 福尾・金井,2015 など）を中心と

して、近年増加しているメンタルヘルスに関する

もの、労災に関連した判例と法律の逐条解説とい

うようにトピックが大別できる。また、非正規労

働に関する先行研究では、経済的な格差に着目し

たもの、女性の再社会進出や今後の労働力不足を

踏まえて非正規労働力の基幹化・戦力化に着目し

たもの（安,2004; 江夏,2011 など）が多い。労働

災害とその被災者のプロファイルとして雇用形態

に着目したものとしては、メンタルヘルスをテー

マとしたもの（高橋ら,2014）などがあるが少数で

あり、作業現場において発生する事故等に伴う労

働災害と被災者のプロファイルの関係性について

は着目されていないといえる。そこで本稿では、

この労働災害と被災者のプロファイルとの関係を

検討する。とりわけ作業者が労務に服する者であ

る以上、雇用契約が前提であるため、その雇用形

態に着目する。 

労働者の安全衛生の確保については、労働者の

権利に対する意識や、安全衛生に対する意識の向

上があり、それに合わせて学際的な知見を取り入

れるなど対策に多大な努力とコストが払われてい

る。しかしながら、その努力を無にするような事

故も発生しており、それが非正規労働者に多く発

生している。この要因は何かについて実事例を通

じて探索的に検討を行い、これを減らすためには

何が必要であるか、何ができるかについてのイン

プリケーションを提示する。 

 

２. 労働者の状況 

２．１． 雇用の実際 

厚生労働省による非正規労働者に関する統計

発表では、平成元（1989）年の 817万人から平成

16（2004）年までの 15年間で 1,564万人と倍増

し、その 10年後である平成 26（2014）年度にお

いては 1,926万人となり、平成 28（2016）年度

では 2,023万人と 2,000万人を突破した。この統

計発表における冒頭部分の要旨には、「近年、非

正規雇用労働者に占める 65歳以上の割合が高ま

っています(1)」とある。確かに 15歳から 10歳刻

みで構成される年齢層のうち 65歳以上の層では

76万人の非正規労働者の増加があり、増加数では

最多の層となっている。これについては、団塊の

世代の大量退職とセカンドライフもしくはサード

ライフとして持てる技能を発揮すべく非正規労働

者として労働市場に再参入していることが理由と

みるべきであり、一般的な増加傾向とは理由は異

なるであろう。問題は次の点にある。労働力の中

核となる 35歳から 64歳までの 10歳刻みの中高

年の各層を見ると、5年ごとにそれぞれ 50万人増

加しており（すなわち全体で 5年ごとに 150万人

増加している）、働き盛りでありライフステージ

的にも安定的な雇用が必要となると思われる層に

おいて非正規労働者が増加していることである。

そして、厚生労働省の報告書によれば、家計補助

を目的としたいわゆる主婦パートと学生アルバイ

トを除いた 55歳以下の非正規労働者は、その

34.7%が不本意ながら非正規労働についていると

される(2)。さらに、この非正規労働者の働き方に

ついては、平成 22年版労働経済白書（2010）に

よれば正規従業員の平均勤続は年齢の上昇とほぼ

同じ上昇率で勤続年数が伸びるのに対し、非正規

従業員では 50歳までで平均勤続が 5年を超える

ことはなく(3)、短期の雇用を繰り返していること

が伺える。 

一方で、足元の雇用状況を確認すると、平成 29

（2017）年 7月に発表された平成 29年 6月現在

での一般職業紹介状況によれば、全体としての有

効求人倍率は 1.51倍となった。パートを除く常用
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雇用の求人倍率でも 1.01倍に届き、平成 16（2004）

年 11 月の統計開始以来、初の 1 倍超を見出しに

うたっている。平成 20（2008）年に起きたリー

マン・ショック以来の雇用量の落ち込みから大き

く改善し、表面上の雇用の需給は回復しているか

のように見える。しかしながら、この常用雇用と

はフルタイムであることを意味し、派遣や期間雇

用といった契約の形態による峻別をしていない数

字である。つまり、派遣や期間雇用といったいわ

ゆる非正規雇用によって労働力の需要を満たそう

とする流れが転換したことを意味してはいない。 

この非正規労働者の増加は、企業による労働者

の使い捨てと指弾されることも多くある。しかし、

企業も営利活動者として市場プレイヤーの一員で

あり、もはやグローバル化という言葉すら古めか

しいものとなった世界において、需給の変化への

柔軟な対応は必要不可欠であることはまちがいな

い。このように企業が労働力の需要の変化への対

応として非正規雇用を増加させた結果、その反動

とも言える非正規雇用者の労働災害について気が

かりなデータがある。 

 

２．２．労災事故の実際 

２．２．１．厚生労働省データ 

まず、労働災害の実態について確認する。労働

安全衛生法では、休業 4日以上となった労働災害

については、労働基準監督署への死傷病報告書の

提出義務が事業主に課されている。この提出され

た死傷病報告書に基づいて、厚生労働省が公表し

ている統計情報に「被災労働者の経験年数」によ

る分類が示されている。これによれば、休業 4日

以上の労災事故、すなわち重大災害を 5業種の横

断でみると、経験 1 年以内での被災は 21.9%、2

年以内では 31.4%、5年以内に 48%（いずれも累

積）となっている。これを製造業のみを取り出し

てくると、経験 1 年以内での被災は 27.2%、2 年

以内では 38.4%、5 年以内に 56.3%（いずれも累

積）となり、5 年以内で半数を超えるという結果

となっている（Table1）。この統計発表では、2年

超については、2 年を超え 5 年以下と 3 年間のト

ータルとなっている。したがって 2年超 3年以下

などの個別の年についての分類整理は行われてお

らず情報は提供されていない(4)。参考として 2 年

を超え 5年以下のグループを 3 で除したものを 2

年超 3 年以下と仮定して 2 年以下と合算すると、

5業種全体で37.0%、製造業のみで44.4%となり、

製造業で発生する労働災害のおよそ半数は、経験

3 年未満となっていることがわかる。この統計の

ベースとなる死傷病報告における経験期間は、災

害の発生した業務の経験年数であるため、配置転

換などで新たな職種としてその業務に就いた場合

もその時点からカウントされる。したがって、か

ならずしも新たに入社した者が被災したというこ

とは意味しない。しかし、当然に経験の浅いほう

が発生の可能性が高いことは明確といえる。 

次いで、雇用形態の面から労災発生を確認する

と、平成 21年（2009年）の中央労働災害防止協

会による調査(5)における労働災害の発生率（年千

人率）は、正規労働者 1.3 に対して、非正規労働

者ではパートタイム3.2、期間契約・契約社員2.2、

臨時的雇用者 5.5 といずれも大きく上回っている。 

Table 1：重大労災の経験年数別／業界別一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、増加をたどる派遣労働に注目すると、平 

 

合計 

1年 

以下計 

2年 

以下計 

5年 

以下計 

3年以下

計(参考） 

5業種計 61,337 13,413 19,273 29,456 22,667 

  100.0% 21.9% 31.4% 48.0% 37.0% 

製造業 28,644 7,780 11,000 16,128 12,709 

H22 100.0% 27.2% 38.4% 56.3% 44.4% 

運輸業 13,338 3252 4743 7,134 5,540 

H21 100.0% 24.4% 35.6% 53.5% 41.5% 

港湾荷役業 310 49 75 129 93 

H21 100.0% 15.8% 24.2% 41.6% 30.0% 

林業 2,318 569 750 1,070 857 

H21 100.0% 24.5% 32.4% 46.2% 37.0% 

建設業 16,727 1763 2705 4,995 3,468 

H23 100.0% 10.5% 16.2% 29.9% 20.7% 

厚生労働省 職場の安全サイトから筆者作成 
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/bnsk00.html 
※ただし、業界別の統計は 3年ごとに行っているため、すべ
てのデータが同一年のものではない。 
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成 25（2013）年における労働災害の発生率（年 

千人率）は、全労働者の 2.8 に対し、派遣労働者

4.8とおよそ 1.7倍となっている。なお、事故発生

時の経験年数については、1 年未満が全労働者で

は先述の約 22%に対して派遣労働者では 70％に 

 もおよんでいる(6)。 

このように、雇用期間が短く、したがって業務

経験が浅い非正規労働者は、労災事故の被災者と

なりやすいことがわかる。しかし、業務経験とい

う要因だけでは、非正規労働者が被災することが

多いことの説明にはならないであろう。何か他の

要因があると考えられる。こういったデータの傾

向に合致する労働災害の例として、国外における

研究事例と国内における実事例の２つ事例をベー

スに、この要因を検討していく。 

 

３．非正規労働者の労働災害被災メカニズム

に関する先行研究 

 

社会政策の提言を主目的としたアメリカでの研

究がある。期間雇用の増加は今後も続くと見込ま

れるため、フルタイムの常用の労働者とコンティ

ンジェントワーカーというプロファイルに着目し、

この 2種が混在する雇用環境に関するデータが不

足していたことからこれを埋めようと、石油化学

プラントにおける労災事故と、請負企業および契

約社員の実態についての量的調査をおこなったと

いうものである。本章では、この研究で取り上げ

た事故事例を概観する。 

カリフォルニア州に立地する石油化学プラント

において、非正規雇用の労働者が死亡するという

痛ましい事故が 1年以内に 2件立て続けに発生し

た。この 2件の事故を起点としてKochanら（1994）

は、この石油化学プラントの周辺に立地する類似

事業所を含めて、プラントの運営における請負事

業者の活用と、それらの請負事業者に雇用される

労働者の実態について大規模な調査を行っている。

量的調査では、ほぼすべてのプラントで請負の小

規模事業者を活用しているが、請負企業の期間雇

用者に対し提供される教育訓練は、プラント事業

者の直接雇用者と比較すると内容・回数ともに半

分以下であり、まったくなかったと回答する期間

雇用者も散見された。作業前訓練や Off-JTについ

ては、期間雇用者の 48%が仕事に先立って何の教

育を受けていないと報告し、プラントに入構する

際における導入教育も、54%が何も受けていない

と回答している。そして、継続的もしくは全体的

な安全教育についても、いずれの作業エリアにお

いても期間雇用者は、直接雇用者と比較すると受

けている教育訓練が少ないことをプラント事業者

は報告している。さらに定期的な安全教育を受け

ていない期間雇用者の割合は、直接雇用者の 2倍

以上であり、前年 1年間において安全ミーティン

グには参加したことがないと回答した期間雇用者

の割合は直接雇用者の 2倍以上となっていた。こ

ういった量的調査とケーススタディを通した彼ら

の考察から、これらの事故の発生に至る因果の連

鎖について次のようにまとめることができる。 

１．石油化学プラントは設備が大規模であり、

その規模の大きさに比例した設備投資額を

効率的に回収するために、設備を停止させて

行うような大規模な修繕については、コスト

低減につながる請負事業者を大量に投入し、

短期間で修繕を完了させることにかなりの

インセンティブがプラント事業者側に働く。 

２．それぞれの請負事業者は規模が小さいため

そのほとんどが無組合の企業となり、それら

の請負事業者に雇用される期間雇用者は自

動的に非組合員であるという、プラント事業

者側にさらに有利なものとなる。 

３．プラント事業者と請負事業者間の請負契約

そのものは長期にわたる安定的なものだが、

請負事業者に雇用される労働者は短期契約

が基本であり入れ替わりが激しい。 

４．間接雇用者に関する法的施策の問題で、プ

ラント事業者が請負事業者の従業員に対し

て直接の教育訓練、管理監督を行うことをで

きるだけ避けようとする。 
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５．結果としてこれが、プラント事業者の直接

雇用者と請負企業の期間雇用者に対する一

般的監督についての管理者の責任体系の分

断を生み出し、設備に特有の安全知識に関す

る教育訓練がなされず、こういった設備にお

ける事故のリスク増加を加速させる。 

６．プラント事業者の直接雇用者たちも、自ら

の仕事が請負事業者にとって代わられるか

もしれないという雇用不安から、同じ現場で

働いている請負事業者の期間雇用者との間

は対立的なものとなり、コミュニケーション

不足に陥っていたことも安全を棄損する理

由の一つとなっていた。 

以上の流れをまとめたものが Figure1 である。 

Kochan ら（1994）はこの研究において、別の

アメリカ国内の最大級のプラントにおける最終的

な問題の解決の例として、生産性の向上とそれを

支える労働環境の整備という事業者側からの求め

に、プラント事業者に直接雇用される従業員たち

の加入する伝統的に敵対的で論争的であった組合

側が、積極的に歩み寄ったことで労働コスト削減

を実現し、正規雇用者のみで運用することが可能

となった事例を報告している。しかしながら、組

合側の歩み寄りの理由は、自らの仕事が請負事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者にとって代わられるかもしれないという正規雇

用者の雇用不安であり、非正規労働者が正規雇用

に転換されたというものではない。 

この事例における重大労災の発生の要因は、コ

ストカット目的による非正規従業員の増加という

前提において、①正規従業員側に自らの雇用に対

する不安が生じたこと、②管理責任回避の目的に

よる非正規従業員の教育不足、③労働組合の関与

の低さ（または無関与）があったといえる。 

ところが、この研究事例にみられるような傾向

は見られず、正規・非正規といった契約形態の違

いにとらわれることなく導入研修・現場安全につ

いての教育を実施している企業においても重大事

故が発生してしまった日本国内事業所の例がある。

次にこの事故の事例を概観する。 

 

４．日本国内の事例研究 

４．１．A 社 B 事業所での労災事例 

本章では、日本国内における事例として中部・

東海地方の工業団地内に立地するA社B事業所を

取り上げる。同事業所は、従業員数 600名超とい

う多くの従業員を抱え、主要製品別に G事業部・

H 事業部・I 事業部と 3 つの事業部で構成されて

いる。各事業部の特徴とこの事業所における労働

災害の実態、そして不幸にも発生してしまった重

大事故の概要は次の通りである。 

 

４．１．１．各事業部における労災の原因となり

うる潜在的な特徴 

G 事業部：重量物・高電圧・破損品が鋭利

であること 

H事業部：重量物・高電圧 

I事業部：化学物質の取り扱い 

 

４．１．２．労災発生件数 

平成 20（2008）年:11件 

平成 21（2009）年:9件 

平成 22（2010）年:8件 

平成 23（2011）年:6件 

平成 24（2012）年:10件 

 Figure 1：Kochanら（1994）における労働災害発生の      

プロセス 

大規模石油プラントであり、設備投資が大きい

短期間で終わらせるべく下請業者を大量に投入する

下請業者との契約は比較的長期
しかし従業員は、ほぼ期間雇用

下請業者は規模が小さく無組合
自動的に期間雇用者も非組合員

プラント事業者の従業員と下請企
業の従業員の管理責任が分断

設備に特有の安全知識に関する
教育訓練が行われない

プラント事業者の正規従業員にも
置き換えという雇用不安の発生

プラント内で従業員間のコミュニ
ケーション不全の発生

安全に関する知識技能の
伝達不能

業界／設備の未経験労働者の
増加

間
接
雇
用
に
関
す
る

ド
ク
ト
リ
ン

労働災害の発生

あらゆる面で低技能・低知識な労働者のまま作業

設備の停止を伴う大規模修繕は、早く短く終わらせたい

指示命令系統
の不明確

伝統的に対立的な組合

 

                     筆者作成 
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平成 25（2013）年:8件 

 

４．１．３．被災内容 

挟まれ巻き込まれ：46% 

飛来・落下：19% 

切れ・こすれ：18% 

動作の反動・無理な動作 13% 

感電：4% 

 

４．１．４．被災者の経験年数 

発生件数の 46%が雇い入れから 6 か月以内、

55%が 1年以内、85%が 3年以内であり、多くは

2 年 6 か月までに発生している。これは先の厚生

労働省の統計とまったく整合的である。すなわち

雇用年数と被災する年数の間に強い相関がみられ

る。さらに、いわゆる「赤チン災害（現場で絆創

膏を貼って済ませるような軽微なもので、労働災

害として管理監督者側に申告されないもの）」は安

全衛生委員に労働災害の発生報告として上がって

くる件数と同数くらいあるのではないかと推測で

きる。この申告されない軽微なものも、ハインリ

ッヒの法則やバードの法則(7)を考えれば看過でき

ない発生件数ともいえる。 

 

４．１．５．事例となる事故の概要 

G 事業部の中核となる製品の製造プロセスの中

盤において、電圧をかけることで製品を乾燥（脱

水）させる工程がある。具体的手順は、まず準備

室と呼ばれる前工程用の作業スペースにおいて、

床面に設置されたコンベアに製品を並べ、製品の

両端に電極を装着し、コンベアを動かし製品を電

圧室へと送る。電圧をかける時間は製品の大小に

より変動するが、比較的長時間である。製品の乾

燥が終了するとタイマーが鳴り、電圧室からコン

ベアを後室へと送り出し、後室にて製品を回収、

次工程へと送るというものであるが、この工程に

おいて重大事故が発生してしまった。 

平成 2X 年、非正規労働者（期間雇用）であっ

た Yがこの乾燥工程を担当していた。このとき準

備室のコンベアの端に並べた製品が、コンベア上

の製品を通すために床面から 50cm ほど空けてあ

る隙間から電圧室側に転がってしまった。Y は製

品を回収しようと、準備室と電圧室を隔てる高さ

1m ほどの壁を乗り越え電圧室に侵入。転がって

しまった製品が通電中の別の製品に接触していた

ため、この製品を回収しようと手にかけたところ

感電し、死亡したというものである。 

小さなミスが、重大事故へと至るプロセスの起

点となった。会社側も作業員がこの壁を乗り越え

て電圧室に侵入することは想定もしていなかった。 

 

４．２．A 社 B 事業所における安全への取り組み 

不幸にして、重大事故が発生してしまった A社

B 事業所であるが、こういった災害を防ぐために

行っていた取り組みなどについて、前章でのアメ

リカでの事例に見られた 3つの要因のうち②非正

規従業員の教育不足③労働組合の関与の低さ（ま

たは無関与）の観点から確認しておく。 

 

４．２．１．A 社 B 事業所での教育とその他の制    

度 

A社 B事業所では、非正規を含めすべての入構

者に対して導入研修が実施されている。そしてこ

の導入研修においては、重量物を扱っているとい

う危険性から「身体の安全が最優先であり、作業

ミスからの破損による損失は問わない。」という意

味において、この研修の最後に「不良はあきらめ

て『逃げろ』」と伝えている。その他の教育につい

ても、正規／非正規の別を問わず同様に行ってい

る。 

安全に関するその他の活動については、製造業

においてよく見られる「安全提案」が実施されて

いる。この安全提案は、正規／非正規の別を問わ

ず全員参加の全社行事と位置付けられており、安

全を意識してもらうことを目的とした制度である。

文字通り全従業員から提案が寄せられる活発な活

動となっている。グループ単位の応募も可能であ

り、大きな設備投資案件も受け付ける。この安全
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提案の運用は、「提案書」という紙ベースによるも

ので、マネージャーに対して提出される。提出さ

れた時点で 1件に対しミニマムで 300円という報

奨金が授与される。これらの提案が経営者層も参

加する合議体において吟味され、優れた提案につ

いては表彰が行われる。さらに提案した従業員も

しくは従業員グループに対して最高で 100万円の

特別褒章が授与された例も存在する。さらにこの

提案制度は、報奨金とは別に積み上げの点数制度

があり、新人賞・年間賞など長期的な累積による

表彰も行われている。 

また、事業場内の各所には、さまざまな内容の

安全スローガンが非常に目立つ形で掲示されてい

る。この安全スローガンも従業員からの提案によ

るものである。これとは別に、「安全・品質・納期」

に対する個々人の意識を行動目標として貼り出し

てある。 

 

４．２．２．A 社の労働組合 

この A社 B事業所には労働組合も存在する。こ

の組合はユニオンショップ制を採っており、非正

規労働者も組合員である。事業主側も労働組合の

活動を尊重しており、労働組合の弱体化が指摘さ

れる現代の労働環境においては比較的強い労働組

合と言える。他の事業部の管理職層にとっても労

災事故の第 1報は組合の発信するフライヤーによ

ることも多くあることなど、安全に関する組合活

動も多く展開されている。A社 B事業所には技術

系だけでも安全衛生委員会が存在し、さらに安全

衛生に関する合議体は計 7つ運営されている。こ

の安全衛生委員会についても労働者代表として労

働組合の執行部が参加しており、現場の安全衛生

ついて多大な貢献がある。 

 

５．考察 

 

アメリカでの事例研究と、日本での事例を概観

してきたが、どちらのケースも非正規労働者が被

災したものであった。主要因はどちらも期間雇用

者の能力不足といえるが、その他に要因として考

えられるものは大きく異なっている（Table2）。 

A社 B事業所では、トップから現場に至るいず

れの層においても安全に対する意識は高く、組合

もそれに関与している。先の Kochan ら（1994）

の例のように非正規労働者に対する管理監督や教

育訓練に差があるわけではない。しかしながら、

このような事業所においても不幸な重大災害が発

生してしまったのだ。このような非正規労働者の

労働災害が起きるのはなぜか。先の Kochan ら

（1994）の事例とこの A 社 B 事業所の事例を通

して、不幸な労働災害が非正規労働者に起きるこ

との要因は何か、これを減らすためには何が必要

であり、何ができるかについて掘り下げてみたい。 

 

Table 2：要因比較 

 ケース１（アメリカ） ケース２（日本） 

責任体制 分断 一貫 

教育 分断／未実施 同一／実施 

プレッシャー コスト（強） コスト（弱？） 

組合 対立的 協調的 
（安全に関しては特に） 

雇用不安 正社員側 非正規側（？） 

筆者作成 

 

５．１．雇用形態の違いによる技能の差と雇用不 

安 

Kochan ら（1994）の例では、正規従業員と非

正規従業員の教育の格差は、一般的な教育ではほ

ぼ 2倍程度であった。これに対して日本の事例で

は特に差はなかった。しかし、厚生労働省の能力

開発基本調査（2014）(8)によれば、教育訓練の提

供は、OJTでは正規労働者 62.2%に対し非正規労

働者 31.1％であり、off-JT でも 72.4%に対して

34%といずれもおよそ半分程度にとどまっており、

やはり一般的に非正規労働者は能力開発の機会に

は恵まれていないと言える。さらに、本稿 2章で

確認した労働経済白書（2010）にあるように、非

正規労働者は 5年未満程度の短期の雇用を繰り返
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していると推察されることから、中長期間従事す

ることで得られるような技能の熟達は期待できな

い。 

さらにこの技能については、非正規労働者に特

有の問題があると考える。一般的に、作業に直接

関連する技能が熟達していればミスや不良は減り、

製造では歩留りも上がる。これとは反対に、単純

に製造に関連する技能が未熟であれば、ミスや不

良の確率は当然に高く、歩留りは低下するであろ

う。期間に定めのある非正規従業員にとって、契

約の更新や期間の定めのない正規従業員への転換

は重大な関心事であると考えられるが、低い歩留

まりが自らに対する能力評価においてプラスに働

くことは考えられず、契約期間の満了日における

雇止めにつながりかねない大きな要件であると考

えられる。よって、期間雇用という契約形態その

ものが雇止めという雇用不安を解消する、もしく

は正規雇用への転換の期待に結びつけるような積

極的行動、すなわち契約更新や正規への転換への

期待を高めるものとして、歩留りを上げるために

起きてしまったミスをカバーしようとする行動、

ケースによっては安全を顧みない行動、いわゆる

不安全行動を誘発する要因となっていると考えら

れる。日本の事例にあったように、壁を乗り越え

るという経営側が考えてもいなかったような、積

極的な行動を引き出しているのだ。 

このように、期間雇用という制度からもたらさ

れる雇用不安があり、これを解消するためにミス

や不良をリカバリーするインセンティブが高まる

方向に状況付けられているのだが、ここから付加

的に発生するさらなる懸念もある。それは、短期

の契約を繰り返すことで、汎用的な安全衛生に係

る能力や安全衛生についての勘所、すなわち経験

から引き出されるような「不安全なものや状態に

対する感受性」までも獲得できていないという懸

念である。それは、リカバリーする際のリスクテ

イキングな行動そのものに、製造技能の未熟さに

並行して安全についての知識・技能も未熟であり、

安全に配慮した行動をとる技能も未熟であるとい

う条件が付くことである。 

これらを合わせて考えると、教育訓練の機会に

恵まれないまま短期の雇用を繰り返すことで、雇

用する企業にとって有用となる生産性に直接関連

する企業特殊技能だけでなく、個人にとっては汎

用的な技能や安全衛生に関連した知識の蓄積もさ

れなされないままとなってしまう。ここに、日本

のケースでは確認されてはいないが、Kochan ら

（1994）の例のような雇用不安を軸にした正規従

業員と非正規従業員の断絶によるコミュニケーシ

ョン不足が加わることがあるならば、現場での人

間関係によって移転されるような危険／安全に関

する知識の獲得機会すら失われてしまうことにな

る。 

 

５．２．メッセージの解釈 

A社 B事業所の事例では、教育に差がなく、正

規非正規のコミュニケーションが断絶しているわ

けでもないにもかかわらず、非正規労働者が被災

してしまった。これについて検討を加えていきた

い。 

異なる業界の例ではあるが、航空事故の調査で

の調査官の指針では、「航空機の運航に影響する情

報、関連組織とその経営に関するもの。～中略～ 

情報には、組織の構造と機能、資源、経営の状況、

経営方針と慣行、規制の枠組みが含まれるがこれ

らに限られない。」(9)というように、その調査・報

告の対象に経営情報が挙げられている。この指針

に沿って、経営の方針とその現場での運用の実際

について、この A社 B事業所の日常の事業活動か

ら掘り下げてみたい。 

安全を喚起するための制度としての安全提案は、

導入から数年が経過し、全従業員の参加という「お

題目」は実質的には 1 人 1 件のノルマを意味し、

一部の従業員からは「やらされ感」「負担感」が読

み取れるような提案もあることを管理職層も認識

はしてはいた。そしてこの安全提案を採用・表彰

するプロセスは、それぞれの提案内容を「コスト

削減への寄与」という「モノサシ」によって測定
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し、削減されることが期待される「金額」として

算出し、この金額の多少により授与される報奨額

が最終的に決まるというものである。 

これとは別に、製造業ではなじみ深い小集団活

動も A 社 B 事業所では活発に展開されていたが、

この小集団活動もそのテーマは「カイゼン」であ

り、歩留りの向上という視点から実施されている。

すなわち「削減できる金額」や「粗利への貢献」

が第一義となる。I 事業部では衛生をテーマに小

集団活動を展開しているという実績もあるが、そ

こでもやはり最終的には効果を金額で評価するこ

ととなる。 

もちろん会社側は、これらの施策を展開するに

あたって「安全」を目的としていたことに偽りは

ない。前章で触れたように、A社 B事業所では導

入教育から身体の安全が最優先であり作業ミスか

らの破損による損失は問わないと最初から伝えら

れており、別の教育機会においても繰り返し伝え

られている。しかしながら、導入教育をはじめと

する安全教育において「失敗は問わない」と繰り

返し伝えられていても、「安全意識の向上」を目的

として安全提案という制度を導入していても、そ

の運用によって、従業員にとっては最終的に「利

益とコスト」すなわち「金額による貢献」が評価

の対象であり、これが経営方針におけるプライマ

リーであるというメッセージとなって理解されて

しまっているという分析もできる。 

これらに併せて、G事業部と H事業部では製品

1 台当たりの損失額が比較的高額であることは従

業員全体が当然に理解しており、こういった面も

失敗をリカバリーしようとするインセンティブを

さらに大きくするテコとして働いていることが危

惧される。 

そして、この安全提案などの安全衛生に関連す

る活動に対する評価は、非正規雇用者の契約更新

にはとくに反映されない。また、点数制について

も、正規従業員に適用される長期的な累積による

表彰制度は、長期勤続を前提としたものであり、

期間雇用である非正規従業員には当然に無関係と

なってしまっている。こういった制度設計もまた、

非正規従業員から安全への積極性を引き出すこと

につながらず、かえって疎外感と当事者意識の欠

如を生んでいる可能性が指摘できる。 

本節で見てきたように、こういった安全に関す

る取り組みも、その運用を通してもたらされるメ

ッセージの解釈と全体的な制度設計を通した解釈

の 2つが要因となって非正規労働者にとっては逆

機能となってしまっており、労災発生を抑止する

ことに残念ながら寄与しないこともありえるとい

うことがわかる。 

 

５．３．考察のまとめ 

ここまでを全体的に鑑みると、まず、非正規労

働者は、期間雇用を繰り返す雇用環境から技能の

熟達が期待できないことによる「低い生産技能」

しか持たず、エラーやミスの発生の可能性が高い

状態にある。同時に、期間雇用を繰り返している

ことで汎用的な安全の知識、危険についての学習

が進んでおらず「危険に対する感受性の低さ」を

伴っている。そして、期間雇用という雇用形態に

必然的に埋め込まれている「雇用不安」があり、

エラーやミスは雇用不安を大きくするため、これ

を解消すべくエラーやミスをリカバリーしようと

する意欲は高い状態にある。 

企業が実施する安全施策は、その運用プロセス

によって生産性向上へのプレッシャーとして解釈

され、リカバリーの行動をとるインセンティブを

大きくする。また、雇用形態の違いによる制度設

計の小さな差によって安全活動からの疎外を生ん

でしまい、非正規雇用者にとっては当初の目的と

意図からは逆機能となり、むしろ安全を阻害する

要因となっている可能性もある。 

ミスやエラー状態をリカバリーする行動選択に

おいて、危険に対する感受性が低いため、不安全

行動の抑制は期待できず、積極的な危険接近行動

の発現を高める。積極的な危険接近行動が選択さ

れることによって労災事故の発生の可能性は非常

に高い状態にあるというモデル（Figure2）が考
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えられる。 

Figure 2：労災発生へのプロセス 
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Kochanら（1994）のアメリカの事例研究では、

非正規雇用者の増加によって正規雇用者の側に雇

用不安が発生し、コミュニケーションの断絶を生

み、不安全を加速させた。一方、日本の例では、

雇用不安が安全活動の効力の減少と積極的な危険

への接近をもたらしているというモデルを考えた

が、この「雇用不安」が非正規雇用者だけではな

く正規雇用者においても労災発生の心理的な要因

になっていると考えられる。そしてこれらの雇用

不安は、非正規雇用という雇用形態に必然的に埋

め込まれているものである。 

労働安全はあくまでも雇用の『場』の安全であ

り、作業者が被雇用者である以上、雇用制度や雇

用形態そのものを大きな要因としてとらえる必要

がある。 

 

６．A 社 B 事業所の現在と今後の課題 

６．１．A 社 B 事業所の現在の取り組み 

このインタビューを実施した時点でのA社B事

業所では、「原因は労働環境にあるもの」としてハ

ード・ソフトの両面で安全対策を進めていた。し

かし、ここでもやはり予算の壁が現れる。現場レ

ベルでは安全に対する意識は高くとも、「安全文化」

が現場（事業所）だけのものであって、企業全体

の文化になっていかないことを事業所長は懸念し

ていた。もちろん「安全だけを生業とする企業は

ない（Reason, 2008：邦訳書 p.152）」。しかし、

安全を基盤においた生業にしなくてはならないの

であって、コストに対する安全のベネフィット／

メリットの見える化によって、どう上層部を説得

していくかが A社 B事業所の課題である。 

ソフト面での取り組みとしては、入構から 5年

目未満という労働者の経験期間の長短と作業リス

クの高低という 2軸による分類で重点的なリスク

教育実施している。そして「今すぐできること」

として、Face to Faceのコミュニケーションを重

視し、報告する文化（Reason, 2009）を築き、安

全意識を高めるために「擦りむいても医務室へ」

の徹底を図っている。そして、「ケガは罰さない

（「ケガしなかった」は、褒める）、ただし、故意

と懈怠は話が別」という非懲戒ポリシー（芳賀, 

2014）の展開を検討している。これとは別に、事

業部ごとではあるが、災害の発生とその対策につ

いてカレンダー化して展開している。しかし、全

社的なものとして展開にまでは至っていないため、

類似事例の共有が課題となる。本稿で扱った重大

事故については安全活動の起点として、事故の記

憶を風化させないために記念日の設定と関連行事

が開催されている。それは、事故を風化させない

ためにできることとして行われているが、さらに、

安全への理解を深めるためにこの事故をどう語り

継ぐかという課題がある。これについてはストー

リーテリング（Boje, 2008）の活用を検討してい

る。 

ハード面では、ミクロレベルでの安全への取り

組みとして、雇用形態の別は関係なく事業場全体

で就業時間内におけるリスクアセスメント活動を

展開している。それぞれの作業において目線・手

線・足線（動線）の 3線から作業手順を再構築し、

完成した手順に対して第 3者を入れてチェックを

行っている。そしてこの取り組みは、「その作業は、

自分の子供にやらせられるか」という B事業所長

の想いをベースに展開されている。 
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６．２．労働組合の役割 

 集団的、集合的な側面となるが、労働者の雇用

や安全に関与することのできる立場にある労働組

合の担うべき役割についてもここで検討を加えて

おく。彼らがその権利や能力を発揮することで、

こういった災害の発生の抑止に資することができ

ると期待されるからである。 

Kochan ら（1994）の事例では、最終的に組合

側がコストの軽減に多大な努力を払った。ただし、

その組合のとった組織的行動は、コスト減の必要

性についての理解を求めるプラント事業者側の意

思表示に対して、無組合の下請けに置き換えられ

ることを避けるためというものであった。すなわ

ち、現場で個々の労働者間で発生していた、直接

雇用者が自らの職務が請負事業者の期間雇用者に

代替されてしまうかもしれないという雇用不安か

らのコミュニケーション不足とまったく同じ構造

のものであるというのが本質であり、直接雇用者

と請負企業の契約社員との分断を改善することで

はなかった。これはアメリカ企業における組合の

行動の一例である。本稿では、日本における非正

規労働者の組織化に関する研究についても検討し

てみたい。 

非正規労働者の組織化という組合の活動につい

て分析した原田（2015）では、先行研究事例とし

て橋元（2009; 2010）と中村（2009）を取り上げ

ている。調査事例として採り上げられた企業内労

働組合には組織を取り巻く危機的状況が背景とし

てあり、それらを橋元（2009; 2010）は「企業存

亡の危機」、「労働者代表制の危機」と大別し、中

村（2009）では、ほぼ同様の意味で「集団的発言

メカニズムの危機」「代表性の危機」と表している。 

これらは、①非正規労働者の増加とこれに当然

に伴う正規労働者の減少により、非定形業務を担

う正規労働者の負担感が増大、現場が疲弊してい

たこと、さらに、②非正規労働者に対する相応の

労務管理体制を整えてこなかったことで組織能力

についての将来見通しに不安を抱くようになった

こと、③組合の組織率の低下により、労働者代表

としての正統性を喪失しかけていること、④組合

執行部はもとより組合員たち自身も、現状の組合

員である正規労働者の既得権益が脅かされるとい

う心配から、非正規労働者の処遇の改善などはそ

もそも活動の対象とはしていなかったことで、外

部の労働組合に走る非正規労働者の発生により、

労使関係について外部からの関与を受ける可能性

がでてきたこと、とまとめることができる。 

橋元と中村では表現の若干の違いはあるが実質

的には同じものであり、これらが非正規労働者を

組合員として組織するインセンティブとなったと

分析している。厚生労働省の調査(10)では、平成 28

（2016）年における労働組合員数（単位労働組合）

のうちパートタイム労働者は 113 万 1 千人と 

なっており、全労働組合員数に占める割合は 

11.4％ となっている。この数字は前年に比べて 

10 万 6 千人の増加（10.3%増）ではある。しか

し、これが意味するものは 2つの研究事例を鑑み

ると、瀕死の労働組合自身の生き残りを主目的と

する非正規労働者の取り込みであって、真に非正

規雇用者の雇用の安定・待遇の改善を考えている

わけではない。文字通り「正規労働者の既得権益

の保護」のための活動という点において先の

Kochan ら（1994）の例に近いものであり、非正

規労働者の処遇の改善もしくは雇用の安定に資す

ることは、一般的な労働組合に対して期待するこ

とはできないということが見えてくる。 

 A社 B事業所では、契約の更新は個別の交渉と

なるため、組合が非正規労働者の契約更新などの

雇用安定について影響力を行使する（及ぼす）と

いうことはない。しかしながら、先行研究のよう

に労働組合そのものの組織維持の心配は不要であ

ることからも、非正規労働者の雇用の安定といっ

た面についても今後の活動に期待したい。 

 

７．結語とインプリケーション 

７．１．2 つの事例からのまとめ 

経営環境の変化に対する民間営利企業の対応の

ひとつとして、非正規労働者を増加させることが
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大きなトレンドとなった。それは、「規制緩和によ

る自由競争」を時の政府が標榜し、これに対して

日本経営者団体連盟が 1995 年に、今後の雇用シ

ステムとして「自社型雇用ポートフォリオ」の導

入を提唱したことによる。この「自社型雇用ポー

トフォリオ」の導入の推奨とは、それ以降に予想

される雇用の流動化に備えて、自社人材を「長期

蓄積能力活用型グループ」「高度専門能力活用型グ

ループ」「雇用柔軟型グループ」に分類して、職務、

人材、コストを自社にとって最も効果的に組み合

わせた雇用ポートフォリオを検討し実現すること

を奨励するものであった。このフレームを雇用者

である企業がより良く活用できればよかった。し

かしながら、総額人件費の抑制という目的のみに

おいて利用され、正社員の新規採用者数を減らし

て、その職務を非正規雇用労働者に代替させるた

めの口実となることで、もはや止められない大き

な流れとなってしまった。 

そして、経営者側が「雇用の柔軟性」と呼ぶも

のは、労働者にとっては格差の増大と雇用の安定

の喪失でしかなかった。本稿では、この安定が失

われた結果として、直截的に安定を失った非正規

雇用者側だけではなく、安定が保障されている正

規雇用側にも自らの雇用の安定への間接的な懸念

材料となることで、安全な労働環境が直接／間接

的に阻害され、重大事故へと繋がったアメリカの

ケースを見てきた。さらに、雇用期間の定めとい

う契約条項を除いては待遇に大きな差が見られな

い日本のケースからは、安全への取り組みから生

まれるメリットが非正規雇用という制度から生ま

れるデメリットを上回ることができず、またある

場面においてはデメリットを促進することで民間

営利企業の興味の中心たる付加価値生産を大きく

阻害する要因となりうることが、労災事故を生む

という負の構造の核となっていることが見て取れ

た。 

期間雇用を繰り返す非正規労働者は、生産性に

関する技能のみならず、安全に関連する知識や技

能の獲得・蓄積ができないという状況にある。こ

れにより失敗・エラー・ミスといった危険因子を

生み出す可能性が高くなる一方で、その危険を正

しく認知する能力が低いことになる。そして、民

間営利企業の発する生産性というメッセージと期

間雇用者の雇用の不安定から生まれる雇用継続へ

の期待が結び付き、危険へ自らを積極的に接近さ

せるテコとなっているという構造である。すなわ

ち、雇用不安を生む非正規雇用という雇用形態が、

労働者にとって危険度の高い環境を生む原因その

ものであると同時に自らを危険に接近させる動機

の根源となっていると言える。 

「雇用に期間の定めがある」という非正規労働

者に押し付けられているこの雇用不安の主因が、

需給調整に対する柔軟性というメリットではカバ

ーしきれない労働安全におけるデメリットの核と

なっているのならば、Sutcliffe（2012）の言う安

全の追求はまわりまわってコストの追求であると

いう指摘において、彼らの雇用者である営利企業

の安全目標と生産目標のバランスは、より安全目

標に寄るべきであるし、非正規雇用が経済的要因、

すなわち生産目標だけによって維持されることの

メリットは少ないといっても過言ではないだろう。 

コストカットを目的とした非正規労働者の増加に

ついては、Perrow（1999）も、ノーマルアクシ

デントの典型例であるタイトカップリングなシス

テムとしての石油プラントの例として、本稿と同

じくKochanら（1994）の事故例を引用している。

その中で、将来において、より大きな企業が、よ

り多く、より早い生産をもとめて下請けへの発注

を大規模化する可能性は高く、残念ながらこれに

よって化学産業はより大規模で悲劇的な出来事に

近づいていると警告している。 

 近年、企業内組合の組織率は 17.3%(11)と大きく

落ち込んでいる点において、非正規労働者の組合

員化・組織化は、弱体化している「組合自身の生

き残り」がその主目的であり、非正規労働者の待

遇の改善・雇用の安定などは従たる目的であるこ

とは先に述べたとおりであり、労働組合にこの機

能を期待することは薄いようにも思える。これに
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対して、原田（2015）が独自に行ったケーススタ

ディでは、同じ職場内において正規労働者と非正

規労働者が並行して存在し、それぞれが担当する

業務内容においても基幹業務もしくは非定型業務

と定型業務の閾があいまいであるにも関わらず、

その間において処遇の格差・不平等が存在するこ

とに現行の組合執行委員長が素朴な疑問を感じた

ことから、非正規従業員の処遇の改善、雇用の安

定を労使交渉のテーブルに乗せ、まずは処遇の改

善について会社側から結果を引き出している。こ

の点で、Kochanら（1994）や原田（2015）がレ

ビューした橋元（2009; 2010）、中村（2009）と

いった先行研究の例とはだいぶ様相が異なってい

る。このような組合活動ならば、雇用の安定化に

よる不安全行動の抑制という流れは期待できるか

もしれない。A社 B事業所もユニオンショップで

あるため、非正規労働者も当然に組合員ではある

が、組合は先述の通り雇用の安定といったところ

にまで踏み込んだ活動を行っていない。従事する

職務内容には大きな差は存在しない点においては、

原田（2015）の例と同じであるため今後の活動に

期待したい。 

一方、雇用者である企業の取り組みとして、非

正規労働者のいわゆる正社員化を図る企業が現れ

始めている。これは、配転命令といった人事権を

会社側に留保させない限定正社員や短時間正社員

という制度で、時給制のパートタイマーを正規化

する取り組みを株式会社ファーストリテイリング

（ユニクロ）やスターバックスコーヒージャパン

株式会社などが実施している。しかしこれらは、

労働人口が最大となった第 3次産業に属する小売

業や飲食業といった、定型業務の比率が高く、短

時間の従業者も基幹化しやすいという特徴を持つ

業種であり、さらにそう遠くない将来に予測され

る労働力量の不足に対する策として実施している

ものであって、安全を目的とはしていないことは

付言しておく。 

  

７．２．インプリケーション：ミクロレベルでの

課題 

安全工学やヒューマンエラーに対するインター

フェースの改善といったハード的アプローチ、そ

して、安全文化などを含む組織変革や組織学習と

いった面からのソフト的アプローチが多様に研究

され、実務界に取り入れられ、様々なタイプの組

織事故に対して成果を上げているのは冒頭で述べ

たとおりである。たとえば河野（2014）では、ヒ

ューマンエラー撲滅の手順として、7 つの手順を

定めている。その第 3段階目には背後要因の探索

として、なぜそのような問題が発生したかを推定

し、調査するとある。これは、アクションが起き

るプロセスについて時間軸を含めて整理・検討す

ることで事象を理解し、含まれている問題点を抽

出することである。しかし、現場で作業する個人

の「雇用」や「身分」という根本的なことは、こ

の検討プロセスにはもちろん含まれてはいない。 

作業者の認知をテーマとしたヒューマンエラー

から作業者を囲む環境をテーマとするヒューマン

ファクターへ、そして作業者が所属する組織の文

化や風土をもテーマとする高信頼性組織研究のよ

うに研究の範囲が拡大してきたが、労働者の認知

や行動に影響を及ぼす可能性の高い「雇用形態」

や「雇用関係」は、これらの研究ではその焦点と

なってはいないことを指摘したい。これらの研究

や取り組みとは全く異なる次元にある雇用契約・

雇用条件といった労働／雇用における根源的な要

因が、その努力を無に帰すことに大きく作用して

いるとするならば、まずはこちら側を改善すべき

であろう。 

 これは、ERG 理論（Alderfer,1972）を起点と

するモチベーション研究からの知見を実務に取り

込む際にも、究極的には自己実現の欲求を人間本

来の高次の欲求と定め、この自己実現の機会をい

かに組織が提供できるかという点に焦点が絞られ

ているのと同じである。しかしながら、労働安全

という分野においては、工業的な技術の発展と共

に社会一般の生活水準が上昇し、それらに支えら

れた価値観の多様化によって、もはや所与のもの
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であると考えられ顧みもされなかった低次の欲求、

すなわち生理的欲求や安全欲求という人間の根源

的なところに問題が回帰しているということを指

摘したい。 

そしてこの価値観の多様化の果てに、経済的側

面が強調される市場経済において矛盾が現れた。

いわゆる格差の問題が大きくなり、特に雇用の面

でワーキングプアと呼ばれる弱者が生まれ、その

しわ寄せがいくこととなった。これは、賃金・時

間を例とする労働条件などを決定する「処遇」と、

期間・保障を例とする身分関係を決定する「安定」

の問題に分けることができるが、この両方が欠け

た状態で労働市場のプレイヤーとして参加するこ

とを余儀なくされている被雇用者の増加であった。 

すなわち自己実現の欲求どころか、この土台と

なる低次欲求とされる生存欲求や安全欲求をも満

たされることなく常に欠乏した状態で労働市場に

参入し続け、マッチングが図られたとしても、期

間雇用という条件によって低次の生存欲求や安全

欲求へのニーズが満たされないことの不安が労働

災害の遠因であるとするならば、スイスチーズモ

デル(12)（Reason, 1997）のような多重防護の、防

護の対象とならない「動機」について検討しない

と、これらの知見が生かされないことになってし

まう。 

労災事故の発生において、本稿のような構造の

可能性があり得るとするならば、さらにはこの欠

乏による不安の解消が図られない結果として、組

織に対する憎悪感情に転化することで故意／悪意

として組織に向けられた場合、より大規模で重篤

な組織的な事故へと繋がる可能性をも内包してい

る。民間営利企業の興味の中心である付加価値を

生む行為において基本的な場となる現場で活動す

る者、すなわち民間営利企業のステークホルダー

の第 1位であろう被雇用者である労働者にもっと

注意が払われるべきである。 

 

７．３．インプリケーション：マクロレベルでの

課題 

雇用における「処遇の改善」と「安定」の両取

りは、企業が経済主体である以上なかなか難しい

であろう。しかしながら、待遇の改善については

労働組合が主導して、雇用の安定は労働安全の側

面とナレッジの蓄積といった観点から企業側が主

導して進めていくことはできないだろうか。 

Kochan ら（1994）も、雇用の柔軟性を維持し

ながら現場での作業安全への脅威を乗り越えるに

は、人的資源管理のプロフェッショナルと、ライ

ン管理者、会社の上層部、労働組合、そして行政

当局の高い次元での協力が必要であると指摘して

いる。ただし、政治的な面については、プラント

事業者が下請け事業者を活用し、直接雇用者によ

る作業を減らすことでコストの減を図るという構

造における安全について議論するなかで、アメリ

カにおいては行政当局による法的施策の持つ逆機

能が教育の不足を加速させていると述べている。 

2016年 3月、国会においても同一価値労働同一

賃金が議論として取り上げられていることからも、

雇用期間という点を除いたその他の労働条件での

格差は改善される兆しはある。雇用期間そのもの

については、労働契約法の改正により短期雇用の

契約更新に関して 5年という上限が設定され、そ

の後の雇用継続には常用雇用への転換が義務付け

られたことで雇用の安定に資するとされた。しか

しながら実態としては、上限 5年とする雇い止め

を促進することにつながり、雇用の不安定の増大

と受け止められた。実際に、大規模製造業におい

ては、契約期間の途中に空白期間を置くことで 5

年上限という制限に抵触することを避けるという

行動を見せており、法改正の目的を実質的に骨抜

きにする動きがすでに出ている(13)。また、非正規

労働者の多くに関係する労働者派遣法においても、

労働者派遣の範囲と派遣期間の上限は一進一退を

繰り返し、方向性が明確とは言い難い。一方で、

正社員の雇用というテーマにおいては、立法では

なく司法による労働判例をベースとする慣習法が、

この足枷となる矛盾についても忘れてはならない。

もちろん、解雇しやすい正社員では、結局のとこ
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ろ同じ結果が待っているのではないかという疑念

は起こるであろう。しかし、市場プレイヤーとし

て需給の変化に対応するというだけでは、社会的

な存在である企業としては当然に不十分である。

少なくとも比較的安定した産業においては、安全

を目的とした正社員化が促進されるべきであろう。 

 

８. 本稿の今後の課題 

 

本稿では、アメリカにおける先行研究との対比

として日本国内の事例としてA社B事業所を扱っ

た。しかし、1 社事例であることからより多くの

事例を収集し比較の対象を増やすことでモデルの

妥当性を検討する必要がある。また、インタビュ

ー時点での取り組みやその後の変化、それらの効

果について追って調査を行い研究していきたい。 

また、A社 B事業所は比較的大きな規模である

が、日本においては、企業の総数の 99.7%がいわ

ゆる中小企業である。大企業との比較においては

一般的に、人手不足・弱財務体質・低生産性と表

現される 3つの弱点を抱えているとされ、環境改

善など安全衛生への取り組みが後手に回りやすい

と考えられる。今後は、中小企業における安全衛

生の現状やその課題などについても掘り下げてい

きたい。 

 

注釈 

(1) 厚生労働省「非正規雇用」の現状と課題 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00

00046231.html 

(2) 厚生労働省 平成 25年度雇用政策研究会報告書 資

料  図表 24「不本意非正規の分布」より算出 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-116

02000-Shokugyouanteikyoku-Koyouseisakuka/000

0037226.pdf 

(3) 厚生労働省「平成 22 年版厚生労働白書」p.27 第

1-(1)-20図 雇用形態・年齢階級別平均勤続を示すグ

ラフ http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10/ 

(4) 2015年 5月、厚生労働省労働基準局安全衛生課に対

する電話による問い合わせにて確認 

(5) 中央労働災害防止協会「製造業務における非正規労

働者に係る安全衛生の実態に関する調査」2010年 3

月 

http://www.jisha.or.jp/research/report/2010_2.html 

(6) 厚生労働省作成リーフレット「派遣労働者に対する安

全衛生教育について」2015年 2月 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200

000-Roudoukijunkyoku/00000735059.pdf 

(7) ハインリッヒの法則：1件の重大事故の背後には 29

件の軽微な事故、300件のヒヤリ・ハットが起きてい

るというもの。損害保険会社に勤務するHeinrich, 

H.W. によって 1929年に発表された、ある事業所に

おける労災事故についての統計的な発見。 

バードの法則：1件の重傷事故の背後には、10件の軽傷

事故、30件の物損事故、600件のヒヤリ・ハットが

起きているというもの。こちらも保険会社勤務のBird, 

F.E.によって 1969年に発表された、170万件の事故

記録についての統計的な発見。 

(8) 厚生労働省 能力開発基本調査（平成 26年度）事業

所調査：第 1表 

(9) Aircraft Accident and Incident Investigation: 1994, 

Annex 13 To the Convention on International 

Civil Aviation, International Civil Aviation 

Organization, P.36） 

(10) 平成 28年労働組合基礎調査の概況 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/

kiso/16/index.html 

(11) 前掲 

(12) 潜在的な危険から実際の事故発生に至るまでの間に

設置された安全装置などの複数の防護策を、並ぶスラ

イスチーズに見立てたもの。現実にはそれぞれの策に

はそれぞれの綻びがあり、これをチーズにあいた穴と

捉え、偶発的に穴が並んでしまうことによって複数の

防護策を乗り越えて事故が発生してしまうことを示

すモデル。 

(13) 朝日新聞社「大手、無期雇用を回避 期間従業員の

契約ルール変更」平成 29(2017)年 11月 4日朝刊 
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Difference in employment status, regular or non-regular as 

factors that threaten industrial safety 

: Exploratory study from cases of Japan and the US 

Daisuke SUGIHARA＊1 

Substantial decrease of industrial injuries in recent years is the result of improvements to both 

sides of the hardware such as the operational process and environment, and the software such as 

the practicing a KY activity (Kiken Yochi  activity: accident prediction review) and risk 

assessment taken in from the findings about industrial safety research which was started from a 

human factor study at the site. 

Even with such great costs and efforts invested, however, industrial injuries have continued to 

occur a certain number of times even though they have been reduced, and the fact that these 

occurrences are concentrating on non-regular employees is disturbing. 

In this paper, I have considered the factors of industrial injuries to be concentrated on 

non-regular employees, and the necessary efforts in order to improve their conditions using cases 

of industrial injuries that occurred in Japanese companies, while basing the study on the factors 

and structure of industrial injuries to non-regular employees that occurred in succession at oil 

refining plant of US companies. 
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１．道徳教育を取り巻く現状と「考え、議論

する道徳」

現在、日本の道徳教育は、1958 年の小・中学校

における「『道徳の時間』の特設」以来の大きな

転換点に立っている。2015 年 3 月に、学校教育法

施行規則の一部を改正する省令、および、小学校

学習指導要領、中学校学習指導要領、特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領の一部改訂が告      

示され、これまでの「道徳の時間」は、「特別の

教科 道徳」（以下、「道徳科」と略記）として新

たに位直づけ直されたのである。道徳科は、小学

校では 2018 年度から、中学校では 2019 年度から

全面実施となり、検定教科書の使用や数値以外の

仕方での評価も行われるようになる。上記の校種

の学習指導要領は、2017 年に全面改訂が行われた

が、それに 2 年も先行する形で、道徳教育を重視

する教育改革が行われたことになる。

 道徳教育の拡充は、いったいなぜそれほどまで

に急がれたのだろうか。その直接的な要因は、い

じめ問題に対する学校教育の対応強化を求める
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「考え、議論する道徳」の哲学的基礎づけ 

－フロネーシスの教育の観点から－ 

土屋 陽介＊1 

本稿では、今般の道徳教育の拡充において主要な授業方法の改善案として掲げられている「考

え、議論する道徳」を取り上げ、「考え、議論する」ことは道徳教育にとってなぜ必要なのかを

明らかにする。本稿の議論によれば、「考え、議論する」ことは、「道徳性」を構成する三要素の

一つである「道徳的な判断力」の教育に特に寄与する。本稿では、このことを、古代ギリシアの

哲学者アリストテレスが提起したフロネーシスの概念と、それをめぐる徳倫理学上の議論を参照

することによって明らかにする。 

本稿では、まず、道徳的な判断とはどのように下されるものであるかを検討することで、適切

な道徳的判断を下すためにはフロネーシスと呼ばれる知性の働きが不可欠であることを明らか

にする。次に、フロネーシスとは正確にはどのような種類の知性の働きであるかを明らかにする。

その上で、私たち人間はフロネーシスをどのように獲得するのかについて、アリストテレスはど

のように考えていたのかを明らかにする。最後に、子どもの哲学の創始者である Matthew Lipman

の議論を参照して、哲学対話を通した「考え、議論する」教育が、フロネーシスの教育（すなわ

ち、「道徳的な判断力」の育成）にとって理想的な方法であることを明らかにする。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

道徳教育、考え・議論する道徳、フロネーシス、子どもの哲学（Philosophy for Children）、哲学対話
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声であったと言われている。特に、2011 年 10 月

に発生したいわゆる「大津いじめ事件」では、事

件自体の痛ましさに加えて、学校および大津市教

育委員会の事実解明への消極的姿勢と隠蔽体質

が明らかになったことで、学校教育のあり方に対

する大きな社会的批判が巻き起こった。このよう

な情勢を受けて、第二次安倍内閣の下で設置され

た教育再生実行会議は、2013 年 2 月に「いじめ問

題等への対応について（第一次提言）」を発表し、

そこで「道徳を新たな枠組みによって教科化し、

人間性に深く迫る教育を行う」(1)ことを提言した

のである。この提言を受けて、文部科学省の「道

徳教育の充実に関する懇談会」が教科化の具体的

なあり方を検討・報告し（2013 年 12 月）、それが

中央教育審議会の答申「道徳に係る教育課程の改

善等について」へと繋がっていった（2014 年 10

月）。こうした経緯をふりかえると、いじめ問題

に対する教育再生実行会議の提言が、道徳科設置

の直接の契機になったと考えてよいだろう。 

 しかし、道徳科設置を核とする今般の道徳教育

拡充は、いじめ問題に即応するためだけの単なる

対処療法ではない。先に述べた 2014 年の中央教

育審議会の答申では、現状の道徳教育のあり方に

ついて、「道徳教育の要である道徳の時間におい

て、その特質を生かした授業が行われていない場

合があることや、発達の段階が上がるにつれ、授

業に対する児童生徒の受け止めがよくない状況

にあること、学校や教員によって指導の格差が大

きいことなど多くの課題が指摘されており、全体

としては、いまだ不十分な状況にある」(2)との認

識が述べられており、その上で「こうした実態も

真摯に受け止めつつ、早急に改善に取り組む必要

がある」と結ばれている。さらに、具体的な指導

方法についても、「道徳の時間において、読み物

の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指

導が行われる例があることや、発達の段階などを

十分に踏まえず、児童生徒に望ましいと思われる

分かりきったことを言わせたり書かせたりする

授業になっている例があること」(3)などを課題と

して挙げ、こうした指導方法に改善の余地がある

ことを指摘している。このような道徳教育を取り

巻く現状を踏まえて、「人格の完成」という教育

基本法上の理念からすると「本来、学校教育の中

核として位置付けられるべき」(4)道徳の時間をよ

り充実したものに改善していくことが、今般の一

連の道徳教育に関する制度改正なのである。 

 こうした考え方に基づいて、2016 年 12 月の中

央教育審議会の答申「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」では、「多様な

価値観の、時には対立がある場合を含めて、誠実

にそれらの価値に向き合い、道徳としての問題を

考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的

資質である」とした上で、道徳科における指導方

法について、「発達の段階に応じ、答えが一つで

はない道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自

分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論する

道徳」へと転換を図る」(5)ことが明記された。こ

のような指導方法の質的な転換が打ち出された

背景には、「何を学ぶか」だけでなく「どのよう

に学ぶか」という学びの過程に注目して学びの質

の向上を目指すという、今般の学習指導要領の改

訂を貫く基本的な考え方が存在している。すなわ

ち、「道徳教育においては、他者と共によりよく

生きるための基盤となる道徳性を育むため、答え

が一つではない道徳的な課題を一人一人の児童

生徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、

議論する道徳」を実現することが、「主体的・対

話的で深い学び」を実現することになる」と考え

られているのである(6)。このように、これまで蓄

積されてきた道徳教育の諸課題に対して、「考え、

議論する道徳」へと授業方法を転換・改善するこ

とで、道徳教育においても「主体的・対話的で深

い学び」を実現させようというのが、今般の道徳

教育の拡充における中核的な考え方である。 

しかし、「考え、議論する」ことは、そもそも
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道徳教育にとってなぜ有効な手段であるのだろ

うか。「他者と共によりよく生きるための基盤と

なる道徳性を育む」上で、「考え、議論する」こ

とはいったいどのような役割を果たすのだろう

か。本稿では、「考え、議論する道徳」をめぐる

こうした根本問題に対して、哲学上の議論を参照

することで答えを与えることを試みる。しかし、

それについて論じる前に、今般の学習指導要領の

改訂を経て、道徳教育および道徳科の目標はどの

ようなものとして考えられているかを見ておか

なければならない。 

新しい学習指導要領では、学校における道徳教

育の最終的な目標は「道徳性」を育成することで

あるとされている。中学校の道徳教育を例に挙げ

て論じると、「中学校学習指導要領」第１章「総

則」第１の２には、次のような記述がある。 

 

道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定め

られた教育の根本精神に基づき、自己の生き方

を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した

人間として他者と共によりよく生きるための

基盤となる道徳性を
、、、、

養うことを目標とする
、、、、、、、、、、

こ

と。(7) 

 

以上は、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教

育の目標であり、道徳科の授業は、そのような道

徳教育の「要」を成すものとして位置づけられて

いる。では、ここで述べられている「道徳性」と

は、具体的にどのようにして育成されるものなの

であろうか。 

このことを理解するためには、同じく「中学校

学習指導要領」の中で「特別の教科 道徳」につ

いて扱っている第３章を参照しなければならな

い。その冒頭部である第１「目標」では、道徳科

における教育の目標が次のように記述されてい

る。 

 

第１章総則の第１の２の（２）に示す道徳教育

の目標に基づき、よりよく生きるための基盤と

なる道徳性を養うため、道徳的諸価値について

の理解を基に、自己を見つめ、物事を広い視野

から多面的・多角的に考え、人間としての生き

方についての考えを深める学習を通して、道徳
、、

的な判断力
、、、、、

、心情
、、

、実践意欲と態度
、、、、、、、

を育てる。

(8) 

 

ここでは、道徳性を涵養するために育まなければ

ならない要素として、（１）道徳的な判断力、（２）

（道徳的な）心情、（３）（道徳的な）実践意欲と

態度の三つが挙げられている。そして、道徳科に

おいては、以上の三要素を育成することこそが直

接の教育目標であり、三要素の育成を通して学校

の教育活動全体で道徳性を高めていくことが、中

学校における道徳教育であると述べられている。

したがって、道徳科における授業方法の改善とし

て提案されている「考え、議論する」ことは、少

なくとも学習指導要領上では、以上の三要素を育

成するための効果的な手段であると想定されて

いることになる。しかし、この想定は、いったい

いかなる根拠に基づいて正当化されているのだ

ろうか。 

 本稿では、古代ギリシアにおいてアリストテレ

スが提起したフロネーシスの概念と、それをめぐ

る徳倫理学上の議論を参照することによって、

「考え、議論する」ことが、道徳性を構成する重

要な要素である「道徳的な判断力」を育成する上

で不可欠な教育手法であることを明らかにする。

第２章では、まず、道徳的な判断とはどのように

下されるものかを検討することで、適切な道徳的

判断を下すためにはフロネーシスと呼ばれる知

性の働きが不可欠であることを明らかにする（２．

１）。次に、フロネーシスとは正確にはどのよう

な種類の知性の働きであるかを明らかにする（２．

２）。その上で、第３章では、私たち人間はフロ

ネーシスをどのように獲得するのかについて、ア

リストテレスはどのように考えていたのかを明

らかにする。最後に、第４章では、子どもの哲学

の創始者である Matthew Lipman の議論を参照し
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て、哲学対話を通した「考え、議論する」教育が、

フロネーシスの教育（すなわち、「道徳的な判断

力」の育成）にとって理想的な方法であることを

明らかにする。 

 

２．「道徳的な判断力」とフロネーシス 
２．１ 適切な道徳的判断におけるフロネーシス

の働き 

「道徳的な判断力」の教育について論じていく

前に、まずは「道徳的な判断」とはどのようにな

されるものかを考えてみたい。ここに、「嘘をつ

いてはいけない」とか「困っている人には親切に

しなければならない」といった道徳上の義務を受

け入れていて、そのように行為したいという動機

を抱いている「道徳的な」人がいるとする。この

人は、日常生活の様々な場面で道徳的にふるまい

たいと願っていて、たとえば、街中で困っている

人を見かけたら積極的に声をかけて、できる限り

親切にしてあげようとする。しかし、一口に「困

っている人に親切にする」と言っても、具体的に

どのようなふるまいが相手にとって親切になる

かは、状況や文脈に応じて様々に変わりうる。た

とえば、食べ物に困っている貧しい人にお金を渡

すことは、ある場合においてはその人にとって親

切なふるまいになるだろう。しかし、もしその人

が重度の麻薬中毒者ならば、お金を渡すことはそ

の人にとって親切なふるまいにならないかもし

れない。なぜなら、その人はもらったお金で食べ

物ではなく麻薬を買い、さらに健康を害してます

ます不幸な境遇に追いやられてしまうかもしれ

ないからである。このように、貧困に陥っている

麻薬中毒者に親切にするための適切な道徳的判

断は、単に貧しくて困っている人に親切にするた

めの適切な道徳的判断とは異なっている。したが

って、「困っている人には親切にしなければなら

ない」という道徳上の義務を受け入れていて、か

つ、それに進んで従うように動機づけられている

としても、それだけでは、その人が必ず適切な道

徳的判断を下せるとは限らないのである。 

道徳的な判断とは、目の前の個別的な状況に応

じて、その都度下される具体的な判断である。こ

のため、人は道徳的な判断を下すとき、自らが受

け入れている道徳上の義務を目下のこの状況
、、、、

に

おいてどのような仕方で果たすべきか、という問

いを常に突きつけられているのである。したがっ

て、適切な道徳的判断は、目下の個別的な状況が

どのようなものであるかを正しく認識し、その状

況下において道徳的に適切な行動は何であるか

を正しく判別する知性を身につけて、はじめて下

すことができるようになる。Rosalind Hursthouse

は、善良な子どもや若者はしばしばこの種の知性

を欠いているために、よいことをしようという意

図を抱いても、その意図を行動に移すのに失敗し

て物事を台無しにしてしまうのだと述べる(9)。た

とえば、ある人に何かしてあげたいと思いながら、

そのやり方がわからなかったり、何がその人のた

めになることで何がその人を傷つけることかの

理解が間違っていたりするため、結果的にその人

を傷つけてしまったりするのである。このとき、

彼ら・彼女らに欠けているのは、目下の状況の下

でその人のためになることを意図どおりにその

人にしてあげる方法に関する知識である。繰り返

しになるが、この種の知識ないし知性の働きを身

につけることは、私たちが適切な道徳的判断を下

すための必要不可欠な条件なのである。 

こうした知識ないし知性の働きのことを、アリ

ストテレスは「フロネーシス（Phronesis 思慮深

さ・実践的な知恵）」と呼んだ(10)。アリストテレ

スは、フロネーシスが個々の状況の個別性
、、、、、、、、、

と強く

結びついた知性の働きであることを強調してい

る。 

 

また、フロネーシス（思慮深さ）は普遍的な

事柄のみを対象とするのではなく、個別的な事

柄をも認識しなければならない。なぜなら、フ

ロネーシスは行為にかかわるものであり、行為
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は個別的な事柄にかかわるからである。 

･･･フロネーシスは行為にかかわる。したが

ってそれは、普遍的な知識と個別的な知識の両
、

方
、
を兼ね備えていなければならないのである。

ただし、どちらかといえば、個別的な知識のほ

うが重要である。(11) 

 

Joseph Dunne によれば、フロネーシスとは「一
、

般性
、、

を有する習慣的な知識と行為がなされる任

意の状況の個別性
、、、

とを仲介する役割を果たす」(12)

ものである。つまり、たとえば「困っている人に

は一般に
、、、

親切にしたい」という道徳的な心情を抱

き、そのように行動したいという実践意欲（動機）

を抱いている人を、任意のこの個別的
、、、

状況におい

て道徳的に適切なふるまい（道徳的に適切な判断）

へと導くための知性の働きが、フロネーシスなの

である。先述したように、道徳的な判断とは、目

下の個別的状況に応じてその都度下される具体

的な判断である。したがって、仮にある人が何ら

かの一般的な道徳的な心情と実践意欲を身につ

けていたとしても、十分なフロネーシスを獲得し

ていなければ、その人は適切な道徳的判断を下す

ことはできないという結論を得ることができる

(13)。 

本節のここまでの議論を通して、適切な道徳的

判断を下すためにはフロネーシスと呼ばれる知

性の働きが不可欠であることが明らかになった。

しかし、フロネーシスが具体的にどのような機能

を有する知性の働きであるのかについては、まだ

十分に明らかであるとは言い難い。そこで、次節

では、現代の徳倫理学および徳認識論の代表的研

究者の一人である Linda Zagzebski の議論を参照

して、フロネーシスとは正確にはどのような種類

の知性の働きであるかを明らかにしていきたい。 

 

２．２． フロネーシスの具体的な機能 

Zagzebski は、フロネーシスの具体的な機能を

次の三つの点に整理して解説している(14)。 

Zagzebski によれば、フロネーシスの第一の機

能は、個々の状況において有徳な行為の中庸を決

定する力である。ここで言われている「中庸」に

は、もちろん、アリストテレス的な含意が込めら

れている。アリストテレスの「中庸」の概念の核

心を一言で述べるならば、それは「超過と不足の

中間」(15)である 。アリストテレスは、「中庸」を

決定するのはフロネーシスの機能の一つである

と考えていた。「そして、ここで「中庸」とは、［そ

の人の］分別（ロゴス）によって中庸と定まり、

かつフロニモス（フロネーシスを備えた人）なら

ば中庸と定めるような定め方において定まるも

のである」(16)。 

「勇気」の徳を例に取って考えてみよう。「勇

気」の徳を備えている人は、自分にとって価値が

あり大切にしているものが危険に晒されている

ときに、それに立ち向かって危険を取り除くよう

普通の人よりも強く動機づけられている。しかし、

任意の個別的な状況において、価値あるものを守

るためにどのような種類の行動をどの程度行う

べきであるかは、明らかに、個々の状況に応じて

異なってくるだろう。したがって、その人が目下

の個別的な状況のもとで実際に勇敢にふるまう

ことに成功するためには、その状況における「勇

気」の中庸を決定する力、すなわち、その状況に

おいて適切な勇敢さとはどのようなものかを判

断し、その判断に従って「過剰でも不足でもない

仕方で」勇敢にふるまう力が求められる。

Zagzebski によれば、このような、個別的状況に

応じたその都度その都度ごと判断力こそが、フロ

ネーシスの第一の機能である。「粘り強い人であ

るためにはどの程度粘り強くあるべきか、注意深

い人であるためにはどの程度注意深くあるべき

か、自律した人であるためにはどの程度自立自足

しているべきか、こうしたことを知るにはフロネ

ーシスが必要なのである」(17)。 

 Zagzebski が挙げるフロネーシスの第二の機能

は、個々の状況において諸々の個別的な徳の間を

調停し、その状況の中で全体として有徳な行為を

作り上げる力である。たとえば、同じ一人の有徳
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な人物が、「勇気」という徳と「注意深さ」とい

う徳を同時に備えているというのは、極めてあり

そうなことである。しかし、ある状況下では、勇

敢にふるまうことは注意深くふるまうことを阻

害するかもしれない。つまり、この二つの徳は、

ある個別的な状況においては、必ずしも整合的・

調和的であるとは限らないのである。このような

状況において、どのようにふるまうことが全体し

て有徳な行為になるのかは、やはり、個々の状況

に応じて異なってくるだろう。したがって、諸々

の徳を備えている人が、個別的な状況において全

体として有徳にふるまうことに成功するために

は、その状況の個別性に応じて自らが備えている

諸徳の間を調停する力が求められるのである。こ

れはつまり、徳を備えている人は、「単に勇敢な

人として、寛大な人として、謙虚な人として判断

を下すのではなくて、有徳な人として判断を下す」

(18)力が要求されているということである。

Zagzebski によれば、このような、個々の状況ご

とに自らが備えている個別的な徳を調停する力

が、フロネーシスの第二の機能である(19)。 

Zagzebski が最後に挙げるフロネーシスの機能

は、ここまでの議論を踏まえた上で、個々の状況

の中でできる限り合理的に判断を下して有徳な

行為を形成していく力である。Zagzebski によれ

ば、ここまで見てきたフロネーシスの二つの機能

によって、任意の個別的な状況において「諸徳の

間の調停」がなされ、さらに「徳の中庸の決定」

がなされたとしても、なおも当該の状況において

有徳に行為できることが保証されているとは言

えない。有徳に行為するための方法が与えられた

としても、その方法はある一つの行為を確定的に

導いたりはしない（underdetermine）からである。

しかし、だからといって、日々の生活の中で、判

断したり決定したり行為したりすることは待っ

てくれるわけではない。そこで、フロネーシスを

備えた人は、有徳にふるまうことにできる限り成

功するように、感情はいつどのように信頼するこ

とができるかを学んだり、方法に従うことを知ら

なくとも信頼できる判断を下せるための態度や

感情の習慣を身につけたりする。このようにして

身につけられる実践的な知恵もまた、Zagzebski

によれば、フロネーシスの機能の中に含まれるの

である。

３．フロネーシスの獲得に関するアリストテ

レスの見解

 前章での議論を通して、（１）適切な道徳的判

断を下すためにはフロネーシスが必要であるこ

とと、（２）フロネーシスには「中庸を決定する

知性の働き」「個々の状況において諸々の個別的

な徳の間を調停し、その状況の中で全体として有

徳な行為を作り上げる知性の働き」「個々の状況

の中でできる限り合理的に判断を下して有徳な

行為を形成していく知性の働き」が含まれている

ことが明らかになった。以上を踏まえて、本章と

次章では、このフロネーシスはいったいどのよう

な方法によって獲得・習得できるのかという問い

について検討する。改めて確認しておくと、この

問いを解明することは、すなわち、道徳性を構成

する重要な要素と学習指導要領上で想定されて

いる「道徳的な判断力」は具体的にどのような方

法で身につけることができるか、という問いの解

明に繋がる。

まず本章では、以上の問いに対してアリストテ

レスはどのように答えたかを見ていくことにし

たい。アリストテレスは、徳を「知的な徳」と「人

柄の徳」とに分け、「人柄の徳」が「習慣」によ

って獲得されるのに対して、「知的な徳」はその

大部分が「教示」によって獲得されると考えてい

た(20)。さらに、アリストテレスは、フロネーシス

は「知的な徳」に属していると考えていた。この

ことから単純に推論すれば、アリストテレスはフ

ロネーシスを「教示」によって獲得される徳であ

ると考えていたと結論づけることができる。しか
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し、ここまで見てきたような「個別的な状況にお

ける知性の働き」を獲得する手段が「教示」であ

ると考えるのは、直観的にかなり奇妙な結論であ

るように思われる。

 実際のところ、アリストテレスは、フロネーシ

スが「教示」によって獲得されるとは考えていな

い(21)。彼によれば、フロネーシスは「経験」を通

して習得されるものである。

ここまでに述べてきた［フロネーシス（思慮深

さ）がそのほかの知的な徳と異なるという］こ

との証拠として、若者が幾何学者や数学者にな

って、その種の分野については知恵ある人にな

ることはあるが、若者がフロニモス（フロネー

シスを備えた人）になることはないと考えられ

ている、ということが挙げられる。その理由は、

フロネーシスは個別的な事柄をも対象とし
、、、、、、、、、、、、

、個

別的な事柄は経験から知られるものであるの

に、若者にはそうした経験がない、ということ

である。経験が生まれるには多くの時間がかか

るからである。(22) 

以上の記述からは、アリストテレスが徳の発達に

関して、ある種の段階論的見解を抱いていたこと

を見て取ることができる。徳を完全に身につけ

るために必要とされる知性の働き（フロネーシ

ス）は、徳に基づく判断や行為を繰り返し、徳に

関する経験をたくさん積み重ねていく中で獲得

するしかない。したがって、経験の絶対量が少な

い若者が、フロネーシスを直ちに獲得することは

できない。それゆえ、若者はまず、望ましい行動

の「盲目的な習慣づけ」によって「人柄の徳」を

身につけ、それを土台として、徳に基づく様々な

判断や行為を積み重ねていくことによって、最終

的に「完全な徳」を獲得することができるように

なる。アリストテレスにおいては、若者はこのよ

うな段階を辿ることによって、有徳な人へと成長

していくのである。

確かに、種々様々な状況に応じて有徳な行為を

成功させていくためには、長年にわたる経験の積

み重ねが物を言うであろうし、逆に言えば、それ

以外の方法でこのような知性の働きを身につけ

ることはできないようにも思われる。しかしなが

ら、徳に関する経験をただ漫然と積み重ねていく

だけでも、やはりフロネーシスは獲得されないだ

ろう。多くの研究者が指摘しているように、経験

を通してフロネーシスを涵養していくプロセス

において重要なのは、フロニモス、すなわち、フ

ロネーシスを十分に備えている人が個別的な状

況においてどのよう判断を行い行為しているか

をよく観察し、そのような人の判断や行為をお手

本にしたり模倣したりすることである(23)。 

アリストテレスが、徳の習得を、音楽における

楽器の演奏技術の習得と類比的に考察している

のは有名である(24)。Nancy Sherman はそのことか

ら、演奏技術の習得の場面におけるお手本として

の教師の役割を次のように論じる。

アリストテレスが述べるところでは、私たちは、

キタラの演奏法を、単に粘り強く練習すること

だけによって学ぶわけではない。生徒は、熟達

した演奏家がどのように演奏しているのかに

目を向け、そのお手本の演奏と自分の演奏を比

較評価する方法に注意を払うことによって、キ

タラの演奏法を学ぶのである。もし、信頼でき

る教師による指導と、その教師の演奏をモニタ

リングする機会が与えられなければ、生徒はよ

いキタラ奏者になるのと同じくらい簡単に、悪

いキタラ奏者になってしまうかもしれない(25)。 

キタラの演奏法を学ぶ人は、熟達した演奏家の演

奏をお手本として、その演奏を模倣し、自分の演

奏がそのお手本にどの程度近づいたかを判断し

ながら、キタラの演奏法を身につけていく(26)。

Sherman によれば、私たちは、これと同じような

仕方で、個別的な状況における徳に関する知性の

働きを身につけていくのである。先述したように、

フロネーシスは、個別的な状況における徳に関す
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る経験の蓄積を通して身につけていくしかない。

私たちは、そうした経験の積み重ねの中で、すで

に十分にフロネーシスを備えている人の判断や

行為を注意深く観察し、それらを模倣して、自分

の判断や行為がそのお手本となる人の判断や行

為にどの程度近づいているかを考察しながら、少

しずつお手本となる人に近づいていくのである

(27)。 

４．「考え、議論する」ことによるフロネー

シス（道徳的思考力）の教育

 前章では、適切な道徳的判断を下すために必要

不可欠なフロネーシスを私たちはどのようにし

て獲得するのかという問いについて、アリストテ

レスがどのように考えていたのかを検討した。ア

リストテレスの回答を要約すると、「フロネーシ

スは、フロネーシスを備えた人の個別的状況にお

ける有徳な判断や行為をお手本として、そのお手

本を模倣する経験を積み重ねていく中で獲得さ

れる」ということになる。確かに、Dunne が言う

ように、フロネーシスの理解は「この状況の個別

性と、その状況への現時点での個人の関与に厳密

に応じて、いつも新しく生み出されるものである」

ため「演繹的に得られるものではない」(28)とする

と、結局私たちは、道徳的な判断を下す経験を積

み重ねて、その中で成功や失敗を繰り返したり、

同様の状況において自分よりも経験豊かな人が

どのようにふるまうかを観察して模倣したり（場

合によっては反面教師にしたり）することでしか、

フロネーシスを身につけることはできないよう

にも思われる。

しかし、そうだとしたら、「道徳的な判断力」

の教育はおよそ不可能である、という結論に至る

ことになるのではないだろうか。アリストテレス

のモデルに基づくならば、たとえば、いわゆる「読

み物」教材などを使って「困っている人に親切に

する」道徳的な心情を涵養したり、「困っている

人を見たら親切にしよう」といいう道徳的な実践

意欲（動機）を掻き立てたりすることに成功した

としても、そのような心情や意欲を目下の個別的

な状況の中でどのように反映させて、その状況下

でどのように判断を下して適切な親切行動を導

くかについては、経験の積み重ねの中で自然に習

得するしか方法はないということになるからで

ある。しかし、この結論は本当に正しいのだろう

か。言い換えると、道徳的な判断力を人為的に鍛

えて、それによってフロネーシスを「教育を通し

て」獲得する手段は存在しないのだろうか。

この問いに対して、本章では、道徳教育をめぐ

る Lipman の議論を参照することによって答える

ことを試みる。Lipman は、「子どもの哲学

（Philosophy for Children）」(29)と呼ばれる哲学対話

教育を創始した哲学者であるが、自らの対話型の

教育方法が道徳教育に応用可能であることを示

す議論の中で、なぜ子ども同士で「考え、議論す

る」ことが道徳的な判断力の育成に貢献するのか

について次のように論じている(30)。 

Lipman によれば、道徳性は、特定の価値（た

とえば「正義」「自由」「平和」など）を一方的な

教え込みによって内面化させたり、「最大多数の

最大幸福」のような倫理的原則を理解させたりす

るだけで身につけさせることができるものでは

ない。その最も大きな理由は、道徳的な判断や行

為の妥当性は、常に、特定の文脈や状況の個別的

特徴の影響を受けるからである。たとえば、「平

和」には価値があるということ、すなわち、「暴

力は悪である」ということは、一般論としては、

道徳的に正しいと認めることができるだろう。さ

らに言えば、「平和」にはなぜ価値があるのかと

いうことを、何らかの特定の倫理学説（たとえば、

功利主義や社会契約説など）に基づいて合理的に

説明することも、おそらく可能である。しかし、

Lipman によれば、そうしたことを受け入れてい

る人であっても、その人が現実の生活の中で、平

和を愛し暴力を憎んで生きていこうとするなら、
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その人は次のような無数の問いの前で、常に立ち

止まらざるをえない。 

 

・凶悪な犯罪者によって自分の家族が理不尽にも

命にかかわる暴力を受けているのを目の当た

りにしたときに、それでもなおも非暴力を貫く

ことは、道徳的に正しいふるまいであるだろう

か。 

・「暴力は悪である」が道徳的に正しいことを認

めるならば、私たちはいますぐ世界中の紛争地

域に出向いて、戦争を直ちに止めるように命が

けの説得をするべきなのだろうか。 

・現に暴力によって人を殺してしまった殺人者に

対して、「死刑」という暴力を加えることは、

道徳的に正しいことであるのだろうか。 

 

こうした問いが無数に生じてくるという事実

は、私たちはある種の価値や倫理的原則を受け入

れるだけで道徳的な判断や行為に至れるわけで

はないということを示している。そうした価値や

原則を、目下の個別的で特殊な状況や問題の中で

適切に適用することができてはじめて、私たちは、

道徳的に適切な判断を下し、道徳的に適切な行為

をすることができるのである。そのためには、文

脈や状況に即して理性的に思考する道徳的思考

力を身につけることが必要である。ここでLipman

が「文脈や状況に即して理性的に思考する道徳的

思考力」と呼んでいるものは、明らかに、前章ま

での議論における「フロネーシス」と対応してい

る(31)。 

 では、そのような思考力は、いったいどのよう

にすれば子どもたちに身につけさせることがで

きるだろうか。ここで Lipman が提案するのが、

複数の価値が混在・対立しているような状況や、

一見自明に見える価値や倫理的原則がうまく機

能しない特殊な文脈を子どもたちに示して、その

ようなときにどのような道徳的判断や行為をす

るべきかを、子どもたち同士で様々な観点から

「考え、議論」させることである。つまり、道徳

的な問題を特定の文脈や状況に即して子どもた

ちに提示して議論させ、その過程で、子どもたち

自身に道徳的判断を下す練習を繰り返させるの

である。Lipman は、たとえば次のような教材(32)

を用いて、子どもたちをそのような議論に誘うこ

とを提唱している。 

教材のこの箇所（小単元）で主題的に取り扱わ

れているのは、「公平」という価値と「借りを返

す」ことの間の関係である。そして、このお話が

強く示唆しているのは、「公平」という価値を実

現する適切なあり方は、個別の状況や文脈ごとに

物語の登場人物であるハリーとティミーとい

う二人の少年が、ドラッグストアにやってくる。

ティミーはお菓子を買いたいがお金がない。ハリ

ーはティミーにお金を貸して「次は何かおごって

よ」と言い、ティミーは「それなら公平だね」と

答える。二人は「借りを返す」ということが、「公

平」という価値を実現する具体的な手段であるこ

とに同意している。 

さて、二人がお店から出るとき、入り口のベン

チに座っていた別の少年が何気なく足を伸ばし

たので、ティミーはつまずいて転びそうになる。

ティミーは素早く少年に近づくと、彼のもってい

た本をテーブルの下にはたき落として走って逃

げる。「やられたらやりかえさなきゃ」とティミ

ーは言うが、ハリーはティミーのしたことが、さ

っきの小銭の貸し借り（借りを返すこと）とは違

うような気がして混乱する。 

 同じ晩、メアリーも似たようなことで激しく怒

っている。メアリーは彼氏に映画に連れて行って

もらったのだが、そのとき彼氏に「僕は君を映画

に連れて行ってあげたんだから、そのお返しに僕

も君に何かしてもらう権利があるよ」と言われ、

それがどうしても許せない。しかし、メアリーの

彼氏のこの言動はどうして許されるべきではな

いのだろうか。それは、「借りを返す」ことによ

って「公平」という価値を実現させることと何が

異なるのだろうか。 
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異なっている（したがって、「借りを返す」とい

う行為は、ある状況においては道徳的に正しい行

為になるが、別の状況においては道徳的に正しい

行為にはならない）ということである。Lipman

によれば、教材を通してこのような問題の存在を

子どもたちに示せば、子どもたちは自然に、個々

の状況に応じてどのような判断や行為が道徳的

に適切かを、論理的および道徳的な思考のスキル

を発揮しながら議論するようになる。そして、そ

のようなスキルの発揮をお互いに模倣しながら

内面化していくことによって、子どもたちは道徳

的思考力を身につけていくことができるのであ

る(33) (34)。 

５．結論

 本稿では、今般の道徳教育の拡充において主要

な授業方法の改善案として掲げられている「考え、

議論する道徳」を取り上げ、「考え、議論する」

ことが道徳教育にとってなぜ有効な手段である

のかについて考察した。その結果、道徳的な問題

を特定の文脈や状況に即して考えたり、複数の価

値が混在・対立しているような状況や、一見自明

に見える価値や倫理的原則がうまく機能しない

文脈においてどのような道徳的判断や行為をす

るべきかを議論したりすることが、特定の状況に

即して適切な道徳的判断を下し、道徳的な行為を

導くための訓練になることが明らかになった。こ

のような訓練を積み重ねることによって、任意の

個別的状況において適切な道徳的判断を下すた

めの知性の働きであるフロネーシスを涵養する

ことができる。そして、フロネーシスをそのよう

にして教育することで、私たちは子どもたちの

「道徳的な判断力」を磨いていくことができるの

である。

 したがって、「考え、議論する」ことは、「道徳

的な判断力」の教育に寄与することを通して、道

徳科の教育目標である「道徳性」の育成に貢献す

るというのが、本稿の議論全体を通して得られた

最終的な結論である。この結論を踏まえた上で、

「考え、議論する」ことが、「道徳性」の残り二

つの要素である「道徳的な心情」と「道徳的な実

践意欲と態度」の育成にも何らかの貢献を成しう

るどうか検討することは、今後の課題として残し

ておきたい(35)。 

注 

（1）教育再生会議：2013, 『いじめ問題等への対応に

ついて（第一次提言）』, 東京, 1 頁. なお、同じ年

の 6 月には、与野党の議員立法により「いじめ防

止対策推進法」が成立した。

（2）中央教育審議会：2014, 『道徳に係る教育課程の

改善等について』, 東京, 2 頁. また、この答申に

先立つ文部科学省『道徳教育の充実に関する懇談

会』の報告書でも、道徳教育の現状について、「・

歴史的経緯に影響され、いまだに道徳教育そのも

のを忌避しがちな風潮がある。・道徳教育の目指

す理念が関係者に共有されていない。・教員の指

導力が十分でなく、道徳の時間に何を学んだかが

印象に残るものになっていない。・他教科に比べ

て軽んじられ、道徳の時間が、実際には他の教科

に振り替えられていることもあるのではないか」

（文部科学省：2013, 『道徳教育の充実に関する

懇談会』, 東京, 2-3 頁）といった課題が指摘され

ている。

（3）中央教育審議会：2014, 『道徳に係る教育課程の

改善等について』, 東京, 11 頁. 
（4）中央教育審議会：2014, 『道徳に係る教育課程の

改善等について』, 東京, 2 頁. 
（5）中央教育審議会：2016, 『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』, 東京, 219 頁. 
（6）中央教育審議会：2016, 『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』, 東京, 224 頁. 
（7）文部科学省：2017, 『中学校学習指導要領』, 東

京, 3 頁. 強調は引用者による。 
（8）文部科学省：2017, 『中学校学習指導要領』, 東

京, 139 頁. 強調は引用者による。 
（9）本段落の議論に関しては、以下を参照。Hursthouse, 

R.: 2016, “Virtue Ethics”, Edward Zalta (ed.), 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
<https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/> 

（10）ただし、本稿では、「フロネーシス」の概念を、

厳密にアリストテレスのオリジナルの用語法に

則って使用しているわけではない。アリストテ

レス自身は、フロネーシスを「人間にとっての

善悪がかかわる行為の領域における、分別（ロ

ゴス）をそなえた真なる性向」（アリストテレ

ス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』,渡辺邦夫・

立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 45 頁）と規定し

ている。

（11）アリストテレス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』,



土屋陽介：「考え、議論する道徳」の哲学的基礎づけ－フロネーシスの教育の観点から－ 51 
  

渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 56-57
頁.  

（12）Dunne, J.: 1999, “Virtues, Phronesis and Learning”, 
David Carr & Jan Steutel (eds.), Virtue Ethics and 
Moral Education, Routledge, London, p. 53. 

（13）他方でアリストテレスは、当然のことながら、

「人柄の徳」を涵養して一般的な道徳的な心情

および実践意欲を身につけておくことも、有徳

な人であるためには不可欠な要素であると考え

ていた。アリストテレスによれば、フロネーシ

スを発揮するにしても、そのためにはそのベー

スとして「人柄の徳」が備わっていなければな

らない（「人柄の徳がなければフロニモス（フロ

ネーシスを備えた人）であることもできない」

（アリストテレス：2016, 『ニコマコス倫理学

（下）』,渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東
京, 86 頁））のである。アリストテレスの考えで

は、そうした「人柄の徳」の涵養において重要

な役割を果たすのは、知性の伴わない反復訓練

を中心とする「盲目的な習慣づけ」である。Ben 
Spiecker によれば、知性の伴わない盲目的な習慣

づけによって道徳的に望ましい動機や習慣を身

につけておくことは、人が「道徳的世界や社会

的世界の中に入っていくための足がかり」

（Spiecker, B.: 1999, “Habituation and Training in 
Early Moral Upbringing”, David Carr & Jan Steutel 
(eds.), Virtue Ethics and Moral Education, 
Routledge, London, p. 221）なのである。「言葉（ロ

ゴス）と教示は、あらゆる人に対して力を発揮

できるものではけっしてなく、むしろ［力を発

揮するには］ちょうど大地が種子の初期の養い

をするように、聴講者の魂が、ものごとを適切

な仕方で喜び、適切な仕方で嫌うように、あら

かじめ習慣によって準備されていなければなら

ないのである」（アリストテレス：2016, 『ニコ

マコス倫理学（下）』,渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 
光文社, 東京, 424～425 頁）。このような「人柄

の徳」の涵養、および、そのための手段として

の「盲目的な習慣づけ」と、いわゆる従来型の

道徳教育や生徒指導の方法との関係を考察する

ことも、興味深い哲学的・教育学的問題を含ん

でいるが、紙幅の都合から別稿に譲ることにし

たい。 
（14）フロネーシスの機能についての Zagzebski の一連

の考察は、以下の文献の第 5 章を参照。 
Zagzebski, L. T.: 1996, Virtues of the Mind: An 
Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical 
Foundations of Knowledge, Cambridge University 
Press, Cambridge. 

（15）アリストテレス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』,
渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 129 頁. 

（16）アリストテレス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』,
渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 133-134
頁. 

（17）Zagzebski, L. T.: 1996, Virtues of the Mind: An 
Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical 
Foundations of Knowledge, Cambridge University 
Press, Cambridge, p. 221. 

（18）Zagzebski, L. T.: 1996, Virtues of the Mind: An 
Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical 
Foundations of Knowledge, Cambridge University 

Press, Cambridge, p. 221. 
（19）以上のフロネーシスの第二の機能は、フロネー

シスは「部分」ではなく「全体」に関わる知性

であるとするアリストテレスの考察を反映して

いるように思われる。「そこで、フロニモス（フ

ロネーシスを備えた人）の特徴と考えられてい

るのは、自分自身にとって善い、利益となるも

のについて、部分的にではなく立派に思案でき

ることである。「部分的にではなく」とは、たと

えば健康のためとか強靭さのためにどういった

ものが善いのかを思案するのではなく、人生全
、

体
、
として善く生きるため

、、、、、、、
にはどういったものが

善いのかを思案するということである」（アリス

トテレス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』, 渡
辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 44 頁）。 

（20）アリストテレス：2015, 『ニコマコス倫理学（上）』,
渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 100 頁. 

（21）このことについては、渡辺邦夫および立花幸司

が邦訳した『ニコマコス倫理学』の以下の訳注

も参照。「教示によって得られない知的な徳もあ

る。フロネーシス（思慮深さ）は、もろもろの

人柄の徳が行為の習慣により身につくことに応

じて、それと同時に人にそなわるような、行動

を支える知的な徳である」（アリストテレス：

2015, 『ニコマコス倫理学（上）』, 渡辺邦夫・

立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 101 頁）。 
（22）アリストテレス：2016, 『ニコマコス倫理学（下）』,

渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東京, 60-61
頁. 

（23）たとえば、以下の文献を参照。 
・Sherman, N.: 1989, The Fabric of Character, 

Oxford University Press, Oxford. 
・Zagzebski, L. T.: 1996, Virtues of the Mind: An 

Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical 
Foundations of Knowledge, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

・東敏徳：2000, 「アリストテレスにおける徳の

教育と経験について：道徳性の発達と習慣形

成の役割から」, 『哲学』, 第 105 集, 137-154
頁. 

・東敏徳：2004, 『アリストテレスと生き方の教

育：善く生きる幸せについて』, ユージン伝

株式会社, 東京. 
（24）以下のアリストテレスの有名な見解を参照。「こ

れに対して、もろもろの徳をわれわれが得るの

は、予め活動したからである。これは、ほかの

技術の場合と同様である。学んで為すべき事柄

であれば、われわれはその事柄を実際に為しな

がら学ぶのである。それゆえ、たとえば人は、

家を［実際に］建てることにより建築家になり、

キタラを［実際に］奏しながらキタラ奏者にな

る。これと同様に人は、正しいことを［実際に］

為しながら正義の人となり、節制あることを［実

際に］為しながら節制の人となり、勇気あるこ

とを［実際に］為しながら勇気ある人となる」

（アリストテレス：2015, 『ニコマコス倫理学

（上）』,渡辺邦夫・立花幸司（訳）, 光文社, 東
京, 102 頁）。 

（25）Sherman, N.: 1989, The Fabric of Character, Oxford 
University Press, Oxford, p. 179. 



52 開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 

  
 

（26）東敏徳：2000, 「アリストテレスにおける徳の

教育と経験について：道徳性の発達と習慣形成

の役割から」, 『哲学』, 第 105 集, 148 頁. 
（27）Zagzebski, L. T.: 1996, Virtues of the Mind: An 

Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical 
Foundations of Knowledge, Cambridge University 
Press, Cambridge, pp. 227-230. 

（28）Dunne, J.: 1999, “Virtues, Phronesis and Learning”, 
David Carr & Jan Steutel (eds.), Virtue Ethics and 
Moral Education, Routledge, London, p. 53. 

（29）子どもの哲学とはどのような教育手法であり、

どのような教育思想に裏打ちされているもので

あるかについては、紙幅の都合で扱うことがで

きない。詳しくは以下の文献の特に第１章・第

２章を参照されたい。土屋陽介：2018（刊行予

定）, 『子どもの哲学と理性的思考者の教育：

知的徳の教育の観点から』, 博士学位論文（立

教大学）. 
（30）具体的には、以下の箇所における議論を参照。 

・Lipman et al.: 1980, Philosophy in the Classroom, 
Temple University Press, Philadelphia, pp. 
153-204. （河野哲也・清水将吾（監訳）：2015, 
『子どものための哲学授業：「学びの場」のつ

くりかた』, 河出書房新社, 東京.） 
・Lipman, M.: 1988, Philosophy Goes to School, 

Temple University Press, Philadelphia, pp. 73-84. 
・Lipman M.: 2003, Thinking in Education (second 

ed.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 
105-124. （河野哲也・土屋陽介・村瀬智之（監

訳）：2014, 『探求の共同体：考えるための教

室』, 玉川大学出版部, 東京.） 
（31）Lipman における「道徳的な思考力」の中には、

道徳的判断に関わる種々多様な思考のスキルが

含まれている。たとえば、個別の状況における道

徳的特徴を正しく見抜くスキル、道徳的な行為の

結果を予想して比較検討するスキル、道徳的状況

の中での自分の役割を正しく認識するスキル、道

徳的な判断を下す上で考慮に入れるべき対象の

範囲を適切に決定するスキルなどである。あるい

は、自らの行為がどのような道徳的な問題を引き

起こすのかを想像する道徳的な想像力も、道徳的

思考力の中に含まれる（Lipman は、学校の中で

美少女コンテストを開催することが、学校という

コミュニティに所属する様々な生徒たちに与え

る影響を想像することを、道徳的想像力の例とし

て挙げている）。さらには、こうした思考を下支

えする論理的思考スキルも、当然のことながら、

道徳的思考力の不可欠の要素である。 
（32）Lipman, M.: 1983, Lisa (second ed.), IAPC, New 

Jersey, pp. 11-13. 
（33）以上の教材に対応する教員用の指導書（Lipman, 

M. & Sharp, A. M.: 1995, Ethical Inquiry: 
Instructional Manual to Accompany Lisa 
(seconded.), IAPC, New Jersey）の該当箇所には、

教材のこの箇所をめぐる子どもたちの哲学対話

をより深めるための「ディスカッションプラン」

として、以下のような発問例が収められている。

この発問例でも、「借りを返す」という行為の道

徳的な妥当性について、さらなる別の状況や文

脈の中で考えることが促されていることに注意

したい。 
１．友達が君から１ドル借りて君に返した。借

りは返した？ 
２．友達が君のことを先生に告げ口した。だか

ら君はそいつとしゃべるのをやめた。借り

は返した？ 
３．お母さんにおしりをひっぱたかれた。だか

ら君も大人になってから君の子どものおし

りをひっぱたいた。借りは返した？ 
４．友達に意地悪された。そしたらあとでそい

つが自転車にひかれた。借りは返した？ 
５．お父さんにしかられた。だから君はお父さ

んに電話の伝言を伝えなかった。借りは返

した？ 
なお、Lipman の別の著作では、倫理的なテー

マをめぐって哲学対話を行うときにふさわしい

問いの例として、以下のような発問が列挙され

ている（Lipman M.: 2003, Thinking in Education 
(second ed.), Cambridge University Press, 
Cambridge, p. 113.（河野哲也・土屋陽介・村瀬

智之（監訳）：2014, 『探求の共同体：考えるた

めの教室』, 玉川大学出版部, 東京.）） 
・冷酷でありながら親切でもあるような人はあ

りうるか。 
・寛容であることが正しくない状況はあるか。 
・好きでない人を愛せるか。 
・愛していない人に嫉妬できるか。 
・真実を語ることが不適切であるような場合は

あるか。 
・正義と自由は原理的に両立しえないか。 
・あらゆる不道徳な行為は自己欺瞞に属するか。 
・権利が存在しないところで侵害はありうるか。 
・権利を実現するための方法がないところで権
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    なお、国際バカロレアは、その教育の使命（教

育目標）として、以下の「10 の学習者像」を示

している。 
   ・探究する人 
   ・知識のある人 
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・考える人

・コミュニケーションができる人

・信念をもつ人

・心を開く人

・思いやりのある人

・挑戦する人

・バランスのとれた人

・振り返りができる人

本稿の文脈に即するならば、国際バカロレアの

「10 の学習者像」は、知的および道徳的な心情・

実践意欲に加えて、知的および道徳的な思考

力・判断力を備えた人物（すなわち、道徳と知

的徳をともにバランスよく兼ね備えた人物）を

表していると分析することができるだろう。そ

のように考えるならば、子どもの哲学や「考え、

議論する道徳」は、国際バカロレアの教育目標

の達成にも貢献する重要な教育手法であるとい

うことになる。この論点もさらに発展させて論

じたいところだが、紙幅の都合から別稿に譲る

こととする。

（35）本稿の作成過程において、査読者から有益なコ

メントを得たことに感謝したい。本稿の作成に

おいては、査読意見をできる限り反映させるこ

とを試みたが、主として紙幅の都合により、一

部の査読意見について注で応答することまでし

かできなかった。査読コメントの多くは、本稿

の内容をより大きく発展させるための示唆に富

むものであったため、本稿とは別の論文を作成

して応えたいと考えている。
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In this paper, I focus on “Moral Education Through Thinking and Discussion” that is positioned as the 
center for Japan’s ongoing national curriculum reformation and clarify why “Thinking and Discussion” is a 
necessary component of moral education. I argue that “Thinking and Discussion” contributes particularly to the 
education of “moral judgment” which is one of the three key elements constituting “morality”. I demonstrate 
this by referring to the concept of Phronesis by the ancient Greek philosopher Aristotle, and also the ongoing 
discussion concerning contemporary virtue ethics. 

First, I argue that acquiring the wisdom called Phronesis is an indispensable element for making 
appropriate moral judgments. Secondly, I clarify what kinds of wisdom Phronesis is. Thirdly, I clarify 
Aristotle’s views regarding Phronesis in the context of learning. And finally, I argue that “Thinking and 
Discussion” through philosophical dialogue is an ideal method for the education of Phronesis (i.e. the 
education of “moral judgment”) by referencing the views of Matthew Lipman, the founder of the “Philosophy 
for Children” movement. 
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1． 問題と目的 

 

	 日本語教師教育は「教師トレーニング型」から

「教師成長型」へとシフトし、教師自身による教

育実践の内省が求められている。しかし、内省は

個人の内側で進行するものであるだけに、それが

どのように教師の成長を促すのかを示すのは難

しい。	

	 得丸（2017）は、ユージン・ジェンドリンとメ

アリー・ヘンドリクスが開発した現象学を背景に

持つ内省手順 TAE（Thinking	At	the	Edge	Steps）

に注目し、大学院生が海外日本語教育実習体験を

TAE の内省手順で振り返ったプロセスを可視化し、

「内省者の内側が整理されたり構造化されたり

すること」を示した。しかし、この研究では、内	 	 	 	 	 	 	

省者（大学院生）はガイドと呼ばれる TAEの熟達

者の助けを借りており、ガイドがいない場合の内

省プロセスを詳らかにした研究はまだない。TAE

は、内省者が、浮かんで来る言葉を自ら書き留め

ながら行うのが一般的であるから、ガイドなしで、

単独で実施した場合の内省プロセスを精査する

必要がある。	

	 本研究では、日本語教師が、単独で、得丸（2010）

他で紹介されているTAEシートに書き込む方法で、

教育実践を振り返った内省プロセスの可視化を

試み、TAE 手順が内省をどのように促したかを考

察する。	

	

２．方法 

２．１．TAE シートを用いた内省 

	 研究者２が内省者となり、教師になって 10 年

目の節目に、「10年間の教育実践」を振り返った。

研究者２は、得丸（2008）の『TAE による文章表

現ワークブック』を用いた文章表現指導の経験が

あり TAE に興味を持っていたため、TAE シートに

	 	

2017 年 12 月 18 日受理	

Visualization	 of	 introspective	 processes	 by	 TAE －

Reflecting	 on	 the	 teaching	 practice	 of	 a	 Japanese	

teacher－	

*1	Satoko	TOKUMARU	

開智国際大学	国際教養学部	

*2	Junko	SHIMIZU	

北九州市立大学	 国際教育交流センター	

TAE による内省プロセスを可視化する	

−ある日本語教師の教育実践の振り返り−	

	
	得丸	 智子＊1・清水	 順子＊2	

	
本研究は、ベテラン日本語教師が、ジェンドリンとヘンドリクスが開発した、現象学を背景に

持つ内省手順 TAE（Thinking	At	the	Edge	Steps）を用いて、10年間の教育実践を振り返った内

省プロセスを、考察するものである。内省者が書き込んだ TAE シートの記述と、終了後に、シー

トを見ながら内省プロセスを振り返った語りを資料とした。TAE 手順に沿って、意味を考慮せず

形式的に作った文とフェルトセンス（意味感覚）を行き来することにより、フェルトセンスが構

造化され、論理的な言語表現が産出されるプロセスを、可視化することができた。	

………………………………………………………	 キーワード	 ………………………………………………………	

TAE 手順（Thinking	At	the	Edge	steps）、内省、日本語教師	
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書き込む方式で教育実践を振り返ることにした。

シート記入は、研究者２が単独で、２日（１日４

時間程度）にわたっておこなった。以下、研究者

２を内省者と記す。尚、TAE シートは、2014 年 11

月時点で入手可能な 新版を用いた。	

	

２．２．内省プロセスを思い起こした語り 

	 ２日目終了後と翌日、内省者が、記入済み TAE

シートを見て内省時を思い起こしながら内省プ

ロセスを語った。研究者１が同席し、必要に応じ

て質問した。語りは録音され、研究者１が文字化

した。	

	

３．結果と考察 

 

	 開発者のジェンドリンは、TAE を３つのパート

に分けているが、得丸(2017)は、パートⅡとパー

トⅢを前半後半に分け５パートとし、「全体と中

核を把握するパート」「部分を順次みていくパー

ト」「側面関係構成のパート」「用語システム構築

のパート」「確認のパート」としている。本研究

はこれに沿い、パートごとに「TAE シート記入に

よる内省の進展」「内省プロセスの語りから窺え

ること」を述べ、考察を加える。 後に、「TAE

による振り返りを終えたこと」に対する「語り」

を付け加える。内省時に記入されたTAEシートと、

内省プロセスの語りは、一部を本文中に掲載し、

他は稿末に資料として、全部または一部を掲載す

る。内省プロセスの語りはイタリックで示す。

「、、、」は言いよどみを、「・・・」は途中に省略

があることを示す。	

	

３．１．パートⅠ：全体と中核を把握するパート 

３．１．１．TAE シート記入による内省の進展 

	 TAE シートには、内省者にテーマについての意

味感覚（フェルトセンスと呼ばれる）を思い起こ

すためのシート《1.浮上シート》があるが、本研

究では、内省者が書き溜めていた 10 年分の「授

業日誌」と 7 年分の「授業記録」があったため、

それらを見返すことで代替した。内省者は、まず、

それらを見返し、10年間の教育実践全体の意味感

覚（フェルトセンス）を感じた。その後、重要だ

と想起される場面を、《2.実例収集シート》に書

き取った。26 の実例が記された。さらに、26 場

面全体から得られる意味感覚（フェルトセンス）

を《3.把握シート》《4.深化シート》に記入しな

がら「この感じは『認めたくない私をやり直して

いく』という感じである」（マイセンテンスと呼

ぶ）とまとめた。《5．再把握シート》で、マイセ

ンテンスに込められた意味の説明を試みた。	

	

３．１．２．内省プロセスの語りから窺えること 

「2.実例収集カード」を書く作業が、「忘れてい

たこと」を思い出させ「すっきりし」、頭の中に

「構成されるものができていくような」イメージ

が作られていたが、一旦、《3.把握シート》で「言

いえているかな」と「不確定」な感じになった。

しかし、《4.深化シート》のキーワードを出して

いく手順で、「そうそう」とだんだん近くなると

感じられ、「取り戻す」の語が出て来たとき、「こ

ういうことをしていたんだ」と気づいた。マイセ

ンテスができたときには、「私、こういうことを

していたんだ」と「納得」「再確認」した。しか

し、《5.再把握シート》で説明しているうちに、「自

分でも認めたくないすっきりしない場面」がある

ことや、「授業以外の」実例を「丁寧には拾って

ない」と気づいた。	

	

３．１．３．考察 

	 TAE 手順では、開始当初に、テーマ（出来事や

データ）について感じられるフェルトセンスの全

体をじっくり感じるよう教示する。これを通じ、

テーマについてのフェルトセンスを同定して感

じられるようにする。これには主に２つの狙いが

ある。一つは、テーマ以外のものをめぐるフェル

トセンスが混入するのを避けることである。もう
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一つは、テーマとしているフェルトセンスを保持

し、思い起こしやすく忘却しにくくすることであ

る。本研究における内省者の、「構成されるもの

ができていくようなイメージがありました」の語

りから、テーマについてのフェルトセンスが得ら

れていることが窺える。	

	 「言いえているかな」「そうそうそうそうって」

「ああこれでいいって」「あっ、私、こういうこ

とをしていたんだっていうふうに」の語りから、

内省者が自問自答していることが窺え、感覚に

「戻る」「近い」という語りから、内省者が、フ

ェルトセンスとの間で、距離をとったり動いたり

している感覚を味わっていることが窺える。わか

ったと思ったらわからなくなるという往復運動

を繰り返しながら、「わかったところ」の周辺の

「わかっていないところ」が切り出され、感じら

れている。「取り戻す」は気に入ったが、「認めた

くない」「拾ってない」ところがあると感じられ

ていた。	

	

３．２．パートⅡ前半：部分を順次みていくパー

ト 

３．２．１．TAE シート記入による内省の進展 

	《2.実例収集シート》を実例ごとに切り離し 26

枚の実例カードを得た。実例カードが類似性の観

点から９つにグループ分けされ、《6.パターン抽

出シート》に分類された。各グループ内の類似性

が一文（パターンと呼ぶ）で抽出され《7.パター

ン一覧シート》に記入された。類似するカードを

集めてパターンを抽出する作業と、抽出されたパ

ターンをもとに当てはまる実例を集める作業が

行ったり来たりしながらおこなわれた。	

	

３．２．２．内省プロセスの語りから窺えること 

	 「2.実例収集カード」を作るときに、内容のキ

ーワードをつけていたが、グループ分けするとき

には、キーワード通りではなく、「感じ」で分け

た。分けた基準は「説明が難しい」が、「もう１

回分けたとしても同じように」分けるという確か

らしさがあり「うまく分けたな」と思う。課題系

のカードが集まったグループ６と７を分ける時

は「だいぶ考えた」。「課題につながるもの」の中

から、「遠慮している私っていう感じ」と「感じ」

を手がかりとして抜き出し、別グループとした。	

	 パターンの抽出は、グループ分けと並行してお

こなった。実例からパターンを考えたり、暫定的

パターンで実例を探したりと、行ったり戻ったり

しながら考えたので「効率が悪かった」。パター

ンを「出してきた時に、結構、共通するパターン

があるもんだあっ」と思っていた。パターン抽出

の結果に対しては、「感覚だけから出した実例だ

から・・・分けられないかなあと思っていた」け

れども「うまく分けられた」。《7.パターン一覧シ

ート》を見たときには、自分の特徴や、課題が出

てきて「恥ずかしかった」。	

	

３．２．３．考察 

	 このパートでは、「パターンを見出すっていう

事自体、少し、メタしないと、私はしにくい」「実

例からちょっと離れて・・・少し客観的に、一旦、

そのフェルトセンスを・・・ちょっと軽くして」

と、パターンを見出すときには、フェルトセンス

から距離をとると感じられていたことが窺える。

「自分でもパターンを見出せない自分が、ちょっ

《7.パターン一覧シート》 

パターン１：.授業がある毎日が/私の日常そ

のものである	

パターン２：アドバイジングで/学生の成長を

促す	

パターン３：私の言葉に/自信がない	

パターン４：研究が/成長に導く	

パターン５：メタ認知が/達成感につながる	

パターン６：同僚に/積極的に働きかけられな

い	

パターン７：課題は/私の中にある	

パターン８：専門性が/余裕を作る	

パターン９：めざしたい/先輩教師がいる	

注記：「/」は意味の切れ目を表す	
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と、くやしい」と、「自分を見る自分」が立ち上

げられていることが窺える。自問自答する際の

「（パターンを）これにしましょうっていう感じ

で自分に聞いている感じ」「こーんなふうにした

らこんなパターンがあるかな」などは、距離のあ

る相手と問答する口調である。ここでは、内省者

が自分自身を、離れたところから「客観的」に見

ていることの表れとみることができるだろう。そ

れは内省者にとって、自身の全体像を俯瞰する作

業であり、「ああ、私、これがやっぱり課題なん

だー」と課題にも直面している。	

	

３．３．パートⅡ後半：側面関係構成のパート 

３．３．１．TAE シート記入による内省の進展 

	 パターンで集められた実例グループが、《8.交

差シート》で相互に関係づけられた。次の手順（交

差と呼ぶ）でおこなった。まず、パターンの文を

意味の切れ目で２分割した。パターン１の前半

「授業がある毎日が」を、パターン２の後半「学

生の成長を促す」に続ける文「授業がある毎日が、

学生の成長を促す」（交差パターンと呼ぶ）を作

った。この文が、テーマである「10年間の教育実

践」のフェルトセンスを表現する文として適切か

どうかを探ることを通じ、新側面と新パターンを

見出した。これによりグループ１とグループ２を

関係づけた。同様の手順で 9グループを総当たり

で組み合わせ 72回の交差をおこなった。	

	

３．３．２．内省プロセスの語りから窺えること 

	 機械的に組み合わせた文（交差パターン）を、

いろいろ変換しながら、その文を 10 年間の教育

実践のフェルトセンスで感じ、メモを書きながら、

出てきた新パターンを書き留めた。「ぴったりし

てるかぴったりしていないかの・・・判定は早か

った」が、「すごい絶え間なく思考している、感

じているので一気にメモしながらっていうのが

難し（く）・・・メモが追いつかなくて・・・大

変だった」。「無理やり出してみたら・・・結構マ

ッチした」「意外な組み合わせが意外なパターン

を生んだ」。	

	 新パターンは「これはもう、ほんとにそうって

いう感じ」「今までよく考えてみると」そうだっ

た、「そういえば、そういうことも多い」と気づ

くことが多かった。「そういえば実例って、どっ

か入ってたっけ・・・確かめたり」、過去の経験

を思い起こしたりした。	

	 パターン２と３の交差パターン「アドバイジン

グで自信がない」を見たときに、「ちょっと、ぎ

くっと」した。「アドバイジングで人を変えるの

が怖いと思うときがある」と気づいた。「多分、

自分の潜在意識の中で、ある」「ほんとに自分を

言い得ている」と思った。「まんべんなくするの

がいい」「一個一個、ちょっとめんどうでもやら

ないと、ダメだな、気づけない」と思う。	

	 「どこまで自由にやるか」という問題もあり、

「いろいろ出過ぎたり」、「遠ざか」ったりするの

が嫌だったので、「テーマとマイセンテンス」を

セットで思い出し確かめた。マイセンテンスは、

「思い出す呼び水になったり」「感覚を忘れそう

なときに・・・立ち戻れる」きっかけにもなった。	

	 交差により、「自分は実践研究が好き」であり

「実践者として続ける教師でありたい」ことや、

「先輩教師と話して自己理解につながることも

多い」「同僚が学生の成長を促しているかどうか

を観察している」ことなどに気づいた。一方、新

パターンとして書き留めたものの、「何か違う」

「ヒットしてない」と感じたものも半数近くあっ

た。	

	 交差が終了した時は、「いーっぱい出て来たっ

ていう感じ」だが、「ごちゃごちゃ」にはならず、

「ちかーいものと、ちょっととおーいものと、ふ

わーふわふわーふわーみたいな感じで、分かれて

いる」感じだった。	

	

３．３．３．考察 

	 	 機械的に組み合わせた文（交差パターン）に
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対して、（肯定否定、能動受動等）変換する、助

詞を付け足す、語を足す、語の順番にとらわれ

ずに要素をつなげる等、さまざまな言語操作を

おこなう論理的思考と、その文がテーマである

10 年間の教育実践のフェルトセンスを表現す

る文として適切かどうかを内省する作業を、素

早く行き来しながらおこなっており、その間、

内省者の内面で瞬時に湧き上がるプロセスがダ

イナミックに進行していた。「そういえば」「今

までよく」「潜在意識」などの語りから、交差パ

ターンの当てはめを契機とする内省が、既にあ

ったが出てきていなかったもの浮かび上がらせ

たことが窺える。機械的に総当たりで組み合わ

せることが、それまで出てきていない部分にア

プローチすることにつながったものと考えられ

る。しかし、機械的におこなっただけに「ヒッ

トしない」ことも多く約半数に上っていた。自

由に浮かび過ぎることが問題だと感じられてお

り、随所で「テーマとマイセンテンスをセット」

で思い出し確かめたと語られている。「マイセン

テンス」を参照することは、経験を思い起こす

きっかけになるだけでなく、発想が広がりすぎ

ることへの歯止めにもなったことが窺える。交

差が終わった時の語りから、多くの気づきが、

遠近に分散し、明確に関係づけられず浮遊する

質感で存在していたことが語られている。	

	

３．４．パートⅢ前半：用語システム構築のパー

ト 

３．４．１． TAE シート記入による内省の進展 

	 初に抽出した９パターンと交差で適切性が

高いと判定された22個の文（新パターンと呼ぶ）

から想起される重要語が《9.用語選定シート》に

書き取られた。それをもとに、ここまでで気づい

たことを表現する暫定的用語「変化する日常」「自

分へのアドバイジング」「実践の研究」が選ばれ

た。作業上、これらを ABC とし、《10.用語関連シ

ート》を用い、２つずつ関連づけた。まず、意味

を考慮せずに形式的に（文法的にのみ正しく）２

語を「Aは B である」と置き、次に、その文がテ

ーマとしているフェルトセンスを表現するよう

加筆し、意味的にも２語を結びつける、という手

順でおこなった。さらに《11.用語探索シート》

を用い、前記の２語の関連を可能にする性質を探

求した。まず、意味を考慮せずに形式的に「Aは

Bの性質を持つ」の文を書き、次に、「その性質は

何だろう」と内省しメモを書きながら探求し、性

質を表現する語を得られたら書き取るという手

順でおこなった。いずれも、ABC の３語を２語ず

つ組み合わせ、６回ずつおこなった。	

	 その後、暫定的用語を用いた作業をふまえ、用

語を選び直した。「動的（動いているもの）」「問

い直し」「示唆」が選定された。作業上、これら

を OPQ とし、《12.用語組み込みシート》の形式に

従い、次の手順で相互に組み込んだ。用語数と同

数の、同様の意味を表現する文からなる文セット

を得ることを、用語を（相互に）組み込むという。

まず、ここまでの振り返りで気づいたことを、O

を主語としPQを含む文で表現し、同様の意味を、

P を主語として QO を含む文、Q を主語として OP

を含む文で表現し、同様の意味を表現する文（連

立する文と呼ぶ）３つのセットを得た。組み込み

をおこなう過程で、組み込みたいと感じる語が浮

かんできたので（Rとおく）、OPQ を主語とする連

立する３文からなる文セットの各文に、すべての

文が同様の意味を表現するように Rを挿入し、な

おかつ、Rを主語とし OPQ を含む文で他の３文と

同様の意味を表現し、連立する文数を増やして４

文からなる文セットを得た。同様の手順で、S、T、

Uと増やしていった。RSTU として「主体」「本番」

「観点」「安定」が浮かび上がり、 終的に、７

用語が、「動いているものは、常に本番で、問い

直しの観点を示唆し、主体を変えつつ、安定させ

る」他６文として組み込まれ、７文からなる文セ

ットが得られた。さらに、《13.入れ替えシート》

で、文セット中の「主体」の語を「私自身」や「実

践の構成体」に入れ替える等して用語の適切性が

検討され、「主体」が「実践の構成体」に入れ替
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えられた。「動いているものは、授業内外の体験

全てであり、問い直しの観点を示唆し、実践の構

成体を変え、安定させる」が、テーマとしている

フェルトセンスの意味の骨格を表現する「骨格文」

として採用された。「骨格文」の形式や表現する

意味を変えないように注意しながらテーマに即

して言葉を補い「結果文」が作成された。「この

10年間の私を振り返ってみると、授業内外で体験

すること全てが日本語教師としての私を形成し

ている。体験は、常に動いていてやり直しがきか

ず、私に問い直しの観点を示唆している。私はそ

うやって自身の実践の構成体（授業、学習者、私、

研究、同僚）を変えつつ安定させていこうとして

いる」となった。《14.骨格文・結果文シート》に

記入された。	

	 《15.比喩シート》では、既に「らせん」のイ

メージが得られていたので、図が描かれた。３層

がねじり合わさりながら動く様子が立体的に表

現された。	

	

３．４．２．内省プロセスの語りから窺えること 

	 暫定的な用語は、交差終了時点の、気づきが遠

近に分かれて浮遊するイメージから、「迷わずに

ぽんぽんぽんと、言葉が出てきて」「上澄みを拾

ったという感じ」で「言葉をおいていって」、「そ

れ（全体）をつつむような形」を考え、「一番大

きな概念としてはどういうことかな」と考えたら

すぐに選定できた。「変化する日常」「自分へのア

ドバイジング」「実践の研究」を選び、を２つず

つつなげて文を作り「全体をたしかめてから」、

そのつながりを考えた。「変化する日常」と「自

分へのアドバイジング」の組み合わせから「動的」、

「実践の研究」と「変化する日常」の組み合わせ

をから「示唆」、「自分へのアドバイジング」と「実

践の研究」の組み合わせから「主体」の語が出て

来た。「前からとても知ってて、今、私の中から

出てきたのは新鮮だけれど、私はこの言葉が好き

だな、今までなんで 初からこの言葉が出てこな

かったんだろう」と感じた。	

	 その後、組み込む語として「動的（動いている

もの）」「示唆」「主体」を選び直し OPQ と置き、《12.

用語組み込みシート》の形式に従ってパソコン上

で組み込んでいったが、「結構な複雑な手順を何

回もやっ」た。「もともとの文をこわさずに組み

込むということと、その組み込んだ文自体が、自

分の感覚に近いかどうかというのを注意して」

「丁寧に、そこなわずに」おこなった。それは、

「文法に気をつけて文を作って、全体をみて、自

分の実例にきく」ことでもあり、「これやりなが

ら 10年間を、わりと、確かめる感じ」だった。「パ

ズルみたいな、自分の感覚にここからいってみる

とか・・・いろんな方向から同じことを言ってみ

たりして、何か違うところを切ってみたりとか、

違うときは視点を変えて考えてみようとか・・・

順番を、言葉自体を変えてみたり、きってみたり」

した。	

	 「組み込めそうにないのに、やってみたら、す

ごく近くなった」り、「全然無理だろうと思って、

でもやってみたら、これ新しい新しいと思ったり、

私こういうふうな感じがあるんだと思ったり」、

用語が「増えていくにつれて、自分の感覚に近く

なって」いった。「 後の方は、組み込むのも大

変になるので、そういう作業をしているときに、

目からウロコが多かった」。６番目の語として「観

点」を加えたとき、「変えてつづけるだけじゃな

い」と「安定」の語を組み込みたい感覚が出た。

「主体を安定させる」の文を見たとき、「よく、

こんな言葉が私の中から生まれたなあ」「自分で

うすうす思っていたのが、ここに文にでてきたの

で、文字で見てみると全然、自分に嘘ついてない

という感じが」出て来た。「これ（OPQ）は、ステ

ップをしなくても出てくるものかもしれないけ

れども、これ（RSTU）は出てこなかった・・・多

分、自分は安定って出てこなかったと思」った。

「安定」の語を加えたところで、用語組み込み作

業を終了した。	
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	 《13.入れ替えシート》の形式に従い、パソコ

ン上で、でき上がった文セットの「主体」の箇所

を、「私自身」に入れ替え、テーマとしているフ

ェルトセンスで感じてみた。「主体」でも「私自

身」でもなく、学習者や同僚がいなければならな

いことに気づき、「実践の構成体」という言葉を

用いることを思いついた。「そうしたらしっくり

入る」と納得できたので、「主体」を「実践の構

成体」に変更した。同様の作業をおこない「本番」

を「授業内外の体験全て」に入れ替えた。組み上

がった文セットの中から、「動いているもの」が

主語になっている文が、「体験ありきという感じ」

があり「気に入って」いたので、これを「骨格文」

にした。「結果文」は、「骨格文に寄り添って」「具

体性を加味して」作ったので「難しくなかった」。

「結果文」は、「私のことをよくわかっている人

が言っている感じがする」。組み込みのところに

時間がかかり、「結果文」がすぐにできたので、

終了した時は「終わっちゃった」と「ちょっと、

びっくりした」。「新しいことが出てきて、これを

マイセンテンスに加えたいなあというそういう

気づきっていうのが、骨格文になった」と感じる。

マイセンテンスは気に入っていたが、今、見て見

ると、「足りない」「自分のテーマすべてを言い得

ているとはいえない」と感じる。（マイセンテン

スの）「取り戻す、やり直す、、、、を、安定でつか

まえた」「いつも、新しい中に身をおきたいので

はなく、変化を取り入れつつ、というか、安定し

た私の状況、なんかちょっと、そんな感じ」であ

る。	

 《15.比喩シート》で何かに喩えるところでは

「らせんの図」を描いたが、「今までこういうイ

メージをもってやってきた気持がするので」「す

ぐ、比喩が出てき」た。「絵で描くと」「重なりと

か、立体的な部分」「見えないといところ」「気づ

いていないところ」もあることが表現できた。	

	

３．４．３．考察 

	 このパートでは、まず、交差終了時点で浮遊す

るイメージで広がる気づきを、大きく全体的に捉

える用語を暫定的に選んだ。それらの暫定的用語

を使い、意味を考慮せずに文法的にのみ正しい文

を作り、その後、テーマとしているフェルトセン

スを表現するよう加筆したり、形式的に正しい文

を書き、それが成立する意味的根拠を探求しなが

らメモを書いたりする手順で、フェルトセンスを

筋道立てて表現する作業が繰り返された。交差終

了時点では浮遊していた気づきを用語として捉

え、用語を筋道立てて関係づけたり、新用語を間

におくことで関係づけたりすることにより。フェ

ルトセンスの随所に筋道を立ち上げ、次のパート

で論理的に表現する準備をおこなった。同時に、

論理的に表現するための用語の候補を得た。	

	 上記の準備的手順を経て、内省者が（全プロセ

スの中で） も丁寧にやったとする用語を組み込

む手順に進む。 終的な結論を表現するべく、用

語を選び直し、用語数と同数の連立する（同様の

意味を表現する）文のセットを作るという方法で、

用語数を増やしながら（相互に）組み込んでいっ

た。「結構な複雑な手順を何回も」おこなうこと

になったが、手順の複雑な制限の中で、内面から

跳び出て来た語句に対して、「前から知ってて」

等、前からあったものが今出てきたと肯定的に跡

付ける動きが繰り返され、出来上がってくる文セ

ットが、フェルトセンスに「近い」と感じられる

方向に進んでいった。ここでは、ルールに従って

文を作る言語操作をおこなう論理的思考と、その

文がテーマである 10 年間の教育実践のフェルト

センスを表現する文として適切かどうかを確か

めたり修正したりする内省が、同時におこなわれ

ている。同様の意味を複数の文で表現する作業は、

「視点」や「切り口」を変えてフェルトセンスを

「何度もいろいろな方向から切って」感じてみる

ことだとイメージされている。	

	 繰り返しの回数を重ねるうちに、「目からウロ

コ」と表現される変化が起こっていた。「目から

ウロコ」というのは、「何かがきっかけとなり、

急に視野が開けて、物事の実態が理解できるよう
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になることのたとえ」である。７番目の Uの位置

で「安定」の語が出てきて「変化を取り入れつつ

安定」という視点を得たことが、内省者に「10

年間の教育実践」を理解する枠組み全体を一変す

る気づきであると感じられていたことがわかる。

「Xが Yを取り入れる」関係は、「包含」の関係で

ある、論理的思考を要請する TAE 手順が、フェル

トセンスから論理的関係を立ち上げたといえる

だろう。らせんの図では、包み込むように巻きつ

いていく動きが描きとられている。	

	

３．５．パートⅢ後半：確かめのパート 

３．５．１． TAE シート記入による内省の進展 

	 「結果文」がデータの意味内容を表現している

ことを確認するために、《16.結果パターンシー

ト》を用い、データとしている 26の実例（9グル

ープ）を再分類した。見出された結果バターンを、

旧グループとの対応とともに挙げる。	

 《17.図解シート》は、既に、《15.比喩シート》

の箇所で、「らせん」の図が描かれていたので省

略した。	

	

３．５．２．内省プロセスの語りから窺えること 

	 結果パターンに分けるのは、「すぐ終わ」った。

「結果文」を意味のまとまりで３つに分け、結果

パターンにした。実例の再分類は、「もともと（パ

ターンごとに）分類はして」いたので、「違うの

はないかなっていうチェック」をして、まとめて

いった。「まとめると、まとめて 10年間ってこう

と、こういうことなんだなっていうのが、納得」

でき、「これ全部、何で、ここ、こう出てきたの

って聞かれたら、きっと、答えられるな」と思っ

た。	

	 結果パターン１では、「授業だけで課題をみつ

けるわけではなく」、「授業の外の過ごし方」や「研

究とか同僚とのやりとり」も重要である。	

	 結果パターン２には、 も多くの実例が集まっ

た。これは「自己評価、高くない」「手応えがあ

るわけでもない」からだが、「手応えのある状況

が好きだ」ということにも気がついた。「自信が

ない」は「じゃあ、私が自信をもてるようにした

らいい」、「やっぱりこのままじゃいけない・・・

ちょっと足りないところ・・・というふうに示唆

してる」と「裏返せば、そういう自分にとっての

問いかけだ」と「うけとめられる」。	

	 結果パターン３は、文法的には「変える」と「安

定する」に分割可能だが、「私の感覚」では分け

たくないので「え（る）」とした。「変える」こと

と「安定させる」ことは、「一見、矛盾する」が、

「私の中では一緒にあって・・・自分を少しずつ

変革しながら変えていきながら、それでいて居心

地のいいところに安定させていきたい」という

「変化を含んだ安定という感じ」である。	

	「こういうステップ（TAE手順）でこうやって」、

「この感じは認めたくない私をやり直していく、

私を取り戻していくっていう感じである（マイセ

ンテンス）」の、「何でそういうことが言いたかっ

たの？」というのがでてきた。「確かにそうだよ

ねって、認め・・・問い直しを変換して安定させ

て、私の中の私が行きたいなあという方向にやっ

ていくためにも、私がしっかりしなきゃ」と感じ

る。	

	

３．５．３．考察 

	 内省者は、前のパートで得た「変化を取り入れ

つつ安定」する包含関係を、実例カードを再分類

する作業を通じて再確認し、それを、自分を変え

《16.結果パターンシート》 

結果パターン１：動いているものは、授業内外

のすべてである（パターン 1、7の実例が移動）	

結果パターン２：動いているものは、問い直し

の観点を示唆する（パターン 3、4、6、9の実例

が移動）	

結果パターン３：動いているものは、実践の構

成体を変え（る）、安定させる（パターン 2、5、

8の実例が移動）	
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ていきながら安定させていく「変化を含んだ安定

という感じ」であると、語としても感覚としても、

いっそう明確に捉えるに至った。この捉え方は、

課題を示す実例を「安定に向かう変化のための示

唆」と捉え直すことを可能にし、手応えがないこ

とが「手応えのある状況が好きなんだ」と捉え直

され、「自信がない」は「自信をもてるようにし

たらいい」「自分にとっての問いかけだ」と「裏

返され」た。「認めたくない私」を「認め」、「問

い直しを変換して安定させて、私の中の私が行き

たい方向にやっていく」という、内省者が後に自

ら「問い直しの観点を示唆するサイクル」と呼ぶ

構造が語られている。10年間の教育実践が、循環

構造として動的に把握されたといえるだろう。包

含関係が循環する構造である。これは既に、内省

者が描いていた「らせん」にも表れていた。	

	

４．総合的考察 

４．１．TAE ステップの意味 

	 TAE シートへの記入と「内省の語り」を合わせ

て検討することにより、TAE 手順の全体像が浮き

彫りになった。内省者は、パートⅠで、テーマに

ついてのフェルトセンスを同定し、フェルトセン

スに沈着しながらも、「戻る」「近い」と動く感覚

を味わい、わかったと思ったらわからなくなると

いう往復運動を繰り返した。パートⅡ前半では、

フェルトセンスを「軽く」して自分を「客観的」

に見て、切り離されたカードから類似性を立ち上

げパターンと呼ばれる文として抽象化し、パター

ンを一覧して全体を俯瞰した。パートⅡ後半では、

パターンを分解し機械的に交差させた文の、フェ

ルトセンスの表現としての適切性を判定する手

順により、焦点を当てていなかった部分にアプロ

ーチした。テーマとするフェルトセンスで歯止め

をかけながらも散発的に、気づきを浮かび上がら

せた。パートⅢ前半では、交差終了時点に浮遊し

ていた気づきを用語として捉え、局所的に筋道を

立ち上げることを繰り返した後、用語数と同数の、

フェルトセンスを表現する（連立する）文セット

を作るというルールで、フェルトセンスを論理的

に表現しつつ構造的に把握した。「変化を取り入

れつつ安定」する包含関係が捉えられた。パート

Ⅲ後半では、包含関係を「変化を含んだ安定」と

して、語としても感覚としても再確認し、「裏返

す」など構造全体を動かして、気づきを得た。	

	 この手順全体を見ると、始めにフェルトセンス

を同定した後、意味を考慮しないで形式的な文を

作る言語操作と、その文を、フェルトセンスの意

味を表現するように修正する内省が繰り返され

ている。この異なる種類の作業を、短時間または

同時に行き来しながら、フェルトセンスに論理的

構造を立ち上げつつ、論理的な言語表現を産出し

たとまとめることができる。	

	

４．２．内省者の内省実施後の変化 

	 すべての TAE 手順が終了した後、内省者は「今

だったら、実習日誌を読み返し・・・振り返った

としても」、「今から私が思うことっていうのは全

部、この結果文で説明がつく」、実習日誌を「こ

こは問い直し」「ここはちょっと構成体を変えて

いる」「ここは安定しようとしている」と、説明

できそうな気がすると語っている。26 の実例を

「実例収集カード」に書き出すところから始まっ

た内省作業であったが、その結果は、実習日記す

べてを説明することが可能なものだと感じられ

ていた。	

	 また、内省者は、TAE 手順による振り返りが終

了したその日から、「これから先 10年間って何が

あるんだろう、これから先２０年間って何がある

んだろうって、・・・想像したり意識したり、そ

ういう変化はあります」と、「先」を考えるよう

になったと語っている。さらに、「今と同じよう

な働き方をしていれば、この結果文、収束してい

く・・・自分の性質を考えた場合、安定させよう

と思っているから」と、安定志向の「問い直しの

観点を示唆するサイクル」の限界に気づき、「無

理矢理にでも、体験を新しいものに、つまり、チ

ャレンジしていかないと、問い直しの観点を示唆
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するサイクルを上手に作れない」と、新たな気づ

きを得ていた。「変化を含んだ安定」という包含

関係は、変化すれば安定するが、変化しなければ

安定しないと、論理的推論が進んだ結果の気づき

である。内省結果の論理的構造が、まだ経験して

いない「先」を筋道立てて考えることにつながっ

ている。「今のままずっと働いていこうと前から

ずっと思っていたわけじゃない」と前置きしなが

らも、内省者は、「多分、自分で自分の職場を変

えていくっていうことは、これから何回もあると

思うんですけど、応援してくれると思う、後ろか

ら。この文は、とか、わかったことは、この 10

年間の確かめ、気づき、この 10 年間の私が、こ

の先の私を応援してくれるという感じがします」

と結んだ。「文ですか、気づきですか、と聞かれ

たら？」との研究者１の問いかけに、「文がない

と気づきが生まれないですし、その気づきによっ

て、この文を作り出したっていうところがあるの

で、それはちょっと分けられるものではないと思

います」と、表現することと気づくことが一体で

あったことを語っていた。また、「 後に付け加

えたいことは？」の問いかけに、実践の構成体を

変えていくために、「構成体の要素、授業とか、

学習者とか、私、研究、同僚っていう人たち」「い

ろんな要素を雑にせずに、大切にしようと思いま

した」と付け加えた。TAE 手順による内省は、全

体構造を可視化したとともに、構成要素を具にみ

ようとする態度にもつながっていた。	

	

４．３．単独でおこなったことについて 

	 ガイドなしで単独でおこなったことについて、

内省者は、インストラクションがあれば「一人で

やったほうがよい」「自分に訊いて、自分から言

葉を拾っていくっていう作業が多かったので、自

分でフェルトセンスがつかみやすい、集中した空

間でいたい」と、語っていた。フェルトセンスを

つかむことに馴染んでいる人にとっては、むしろ、

ガイドがいない一人の空間のほうが、自問自答が

おこないやすかったことが窺える。ただし、（シ

ートに書かれた）インストラクションや、質問し

たい時にできるパーソン（人）がいることが望ま

しいとも語っており、なんらかのサポートは必要

だと感じられていた。	

	 	

５．今後の課題 

	

	 日本語教師が、TAE シートに書き込む方式で、

「10年間の教育実践」を振り返ったプロセスの可

視化を試みた。本研究は、TAE 手順によるプロセ

スに標準的な道筋があると主張するものではな

いが、「言語操作とフェルトセンスを行き来する

プロセス」の存在を可視化したことには意味があ

るだろう。今後は、さらに事例を増やし、TAE 手

順が可能にする内省プロセスを検証していきた

い。また、本研究の内省者は、『TAEによる文章表

現ワークブック』の指導をおこなった経験があっ

たが、TAE に馴染みがない内省者の場合でも、本

研究で示した「言語操作とフェルトセンスを行き

来するプロセス」が生じるのかどうか、検証して

いきたいと考えている。	
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資料１：TAE シート（注記：《1.浮上シート》は実施しなかった。）	
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資料２. 内省プロセスの語り（抜粋） 

（注記：本文に関連の深い箇所に下線を付した）	

	

3.1 パートⅠ：全体と中核を把握するパート 

《2.実例収集シート》 

	 テーマを決めたときの感覚に何度も戻りながら、実

例っていうのを出していこうと思っていました。・・・

中は、面白かったです。なぜ面白かったかっていう

と、あのう、忘れていたことを、忘れそうになってい

たこととかを思い出す作業があったので、えっと、と

ても面白く感じました。で、ここに出していくだけで

も、かなりすっきりしている。・・・出尽くしたってい

うのは、はい、あります。・・・もう、これを、書くだ

けで、自分の中に、頭の中に、いろんな構成されるも

のができていくようなイメージがありました。 

《3.把握シート》 

	 実例出すだけで、わりとすっきりしてたので、そこ

から、仮マイセンテンスになると、うーん、あのなん

か、要素を拾えているかなとか、そういう、自分の、

うーん、言いえているかなっていう、なんか、不確定

な感じが・・・仮だからこれでいいんだろうって思っ

たところは、ありました。 

《4.深化シート》 

	 ここまでいくと、あっ、そう、これが近いっていう

ふうに、あの、だんだんやるごとに、リアルっていう

ところから取り戻すっていうふうに、あの、キーワー

ドが進められて行くと、ああ、そうそうそうそうって

いうふうなあのう、感覚を覚えました。・・・重要だと

思う語句を並べてみて、マイセンテンスを作ってみて、

いくと、ああ、これでいいって、なぜか自分の中で、

あの、思って、納得しました。・・・あっ、私、こうい

うことをしてたんだっていうふうに、あのう、自分で

なんか再確認したっていうか、・・・取り戻すが出て来

た時に、うーん、（間）、気に入りました。マイセンテ

ンスがとても気に入りました。 

《5.再把握シート》 

	 シートの教示にあるように）人にわかるようにする

には、っという意味で、自分にといかけながら、もう

ちょっと、言葉を、あのなんていうんですか、足して

いくっていうか、もうちょっと細かく定義していくっ

ていうか、そういう作業を、自分のなかでやっていて、

やってみると、うーん、そうですね。・・・自分でも認

めたくないすっきりしない場面がいくつかあっ

た。・・・実例には、授業以外のものとか、そういうも

のがやっぱりあるので、それを、うーん、・・・丁寧に

は拾ってないというか、そういう感じが、読んでみる

と、そういう感じがしますね。 

 
3.2 パートⅡ前半：部分を順次みていくパート 

《6.パターン抽出シート：実例のグループ分け》 

	 ここ、かっこしてアドバイジングっていうのを書い

ている、ので、たぶん、実例、考えたときに、そのキ

ーワードを出して、出しているんでしょうねえ。・・・

＜実例出したときに、けっこうキーワードを書かれ

た？＞単純ではないですね、はい。・・・まあ、一応の

道しるべとして書いてはいると思いますけれども、こ

のとおりではないと思います。 

	 ６番と７番は、だいぶ、グルーピングというか、そ

ういうことを考えたりしました。・・・うーん。分けた

基準としては、（間）・・・同僚に積極的に働きかけな

い事自体は、私にとっての課題にもつながると思うん

ですけど、・・・遠慮している私っ、ていう感じで、分

けたんじゃないかなと思います。・・・だから、積極的

に働きかけないっていうこと、それと、それとは別に、

課題自身が私の中に、ま、考えなければならないと

か、・・・そういうこと、を、が、また、別のグループ

っていうふうになっているんだと思います。・・・あの

う。だから、あのう、ちょっと、説明が難しい、です

ね。ただ、今、見てみても、もう１回分けるとしても、

多分、同じように分けます。 

《6.パターン抽出シート：パターンの抽出》 

	 ＜パターンは、分けてすぐ出せたんですか＞あっ、

分けながら出しました・・・この実例は、こういうパ

ターンが出て来るかなっていうのを思いながら、あの、

もう、グループを考えていて、でも、これが、実例が

集まった時点で、パターンがもうできるかなあってい

う感じで・・・これにしましょうっていう感じで、自

分に聞いてる感じ、ですね。だから、すごいなんか、
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あの効率が悪かった、・・・実例をパターンを考えなが

ら探して、それで、暫定的なパターンで、今度、実例

を、こう、で、マッチしたら、っていうふうにやって

いるので、なんか、実例が、・・・先にグルーピングあ

りきじゃなくて、なんでしょうね、あの、こう、こう

行ったり戻ったり、行ったり戻ったり、こう、しなが

ら、こう、考えました。・・・ここは、そんなに、さっ

さとは進まなかった、感じです。 

	 自分で気づいていないことが（間）あると思うので、

ええっと、こーんなふうにしたらこんなパターンがあ

るかな、とか、こんなふうにまとめたら、このパター

ンもあるよね、とか、そういうふうに、とか、自分で

もパターンを見出せない自分が、ちょっと、くやしい

とか、・・・えっとパターンを見出すって言う事自体が、

少し、メタしないと、私は、私はしにくいですね。だ

から、この時は、自分のフェルトセンスにすごく入り

込んだ実例から、ちょっと、離れて、パターンを見出

すというか、少し、客観的に、一旦、そのフェルトセ

ンスを、捨てるわけじゃありませんけど、ちょっと、

軽くしていつも、パターンをみつけるように、してい

ました。 

	 ＜出来映えについては？＞（紙をめくる音がしばら

く続いた後）うん。うんうん。違和感、違和感とかな

いです。もっともだとか、もっともらしいとか、え、

そ、そうだね〜、でも、うーん、うーん。・・・うまく

分けたなって思いました。・・・自分の感覚だけで、出

した実例だから、なんか、分けられないかなあとか思

っていたんですけど、うん、あっ、なんか、自然にう

まく分けられたっていう感じが、しました。・・・実例

自体が、うーん、何でしょう。分けるとか、あんまり

考えてなかったので、＜うん＞なんか、そのまま、ば

あっと実例を出したものだから・・・意外に、あのう、

いろんな、あのう、出して来た実例に、結構、共通す

るパターンがあるもんだあっ、というふうに思いまし

た。＜数については？＞自分で把握できる程度のパタ

ーンになったかなって思いました。 

《7.パターン一覧シート》 

	 パターンシートだと実例とパターンが一緒になって

いるので、なんか、こうペラペラめくらないとわから

ないんですけど、これが一覧になっていると、なんで

しょう。自分の特徴？特徴とかが出てきて恥ずかしか

ったです。ハハハハ、・・・特徴が出てるのは、はい、

私の言葉に自信がないとか、えっと、ま、課題系です

ね。課題系がやっぱりこう一覧でこうばーっと出てし

まうので、ああ、私、これがやっぱり課題なんだーっ

ていうふうに思ったのを覚えています。はい。 

 
3.3 パートⅡ後半：側面関係構成のパート 

《8.交差シート：交差の途中》 

	 文法で、なんかずいぶん、できるものとできないも

のがあるなあって、・・・どうしてもできにくいものっ

ていうのもあって、それはどうしようかなってすごく

迷ったところですね。・・・（肯定否定、能動受動を）

変換したり、助詞を付け足したりして、できるかなあ、

なんかできるかなあっとかっていうふうに考えながら、

やってみると、あっ、変換してみると、あのう、あ、

これが、そうそうとか、逆に変換したもののほうがぴ

ったりするとか、気に入ったりしたことが多かったで

すね。そのまま考えるっていうよりも。・・・そもそも

変換不要のものって変換しなくてもいいから、やっぱ

りやめようって思ったこともありました。・・・いやあ、

でも、どこまで自由にやるかっていうのもあったので、

ある程度制限があったほうが、・・・いろいろ出過ぎた

りするのも、遠ざかりたくないので、ここでもテーマ

に戻りながらやってました。・・・テーマとマイセンテ

ンス、やっぱりセットで、思い出して、確かめて。マ

イセンテンス、大事ですね。・・・それ、きっかけに思

い出す呼び水になるっていうか、そんな感じがします。

感覚を忘れてたりとか、呼び戻せないときがあっても、

そのマイセンテンスの一文があると、そういうのがあ

ると、立ち戻れるっていう感じ。 

	 （8×６の交差）専門性が積極的に働きかけないって

いうのは、これ、どうしても出なかったから、これ、

専門性が低いことが積極的に働きかけない要因だって

いう感じで、ちょっと、無理やり出してみてみたら、

あっ、そうだね、・・・結構マッチしたんです。確かに、
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専門性が低いと、人に消極的な態度になるなあってい

うのがありました。これはその実例に戻ってもやっぱ

りそうだなというふうに、新パターンとしては出てき

ました。・・・ここを出したときに、そういえば、実例

って、どっか、入ってたっけ、って思って、実例を見

て、・・・実例で、ちょっと確かめたっていう感じ。 

	 （９×４の交差）これは、いろいろ語を足していっ

て、考えてみました。・・・目指したい、成長に導く自

分を、って書いてあるので、自分を成長に導くように

目指したいとか、自分を育てたいとか、そういうふう

に、あまり語の順番に捉われずに、要素をつなげて、

何か出て来るものがあるかなあというふうに考えまし

た。・・・自分を成長に導くように目指したい、とか、

なんかちょっと、いろいろ入れ替えてみたりとか、し

てます。はい。 

	 ＜気に入るとか入らないとかははっきりするんです

ね＞そうです、それはもう新パターン自体がもう、ぴ

ったりしているかぴったりしていないかで、あの、決

まってきていますねえ。判定は早かったです。メモが

追いつかなくて、メモするのが大変、でした。すごい

絶え間なく思考している、感じているので、一気にメ

モしながら、メモしながらっていうのが難しいってい

うふうには感じましたね。メモで新パターンが出て来

たとか、そういうことはよくありました。 

	 意外な組み合わせが意外なパターンを生んだ、・・・

まんべんなくするのがいいのかなって思いました。な

んだろう。（間）たぶん、自分の直感だと、例えば、こ

れは出易いとかって、やっぱりパターンの中であるん

ですけど、これまんべんなく、するので、なんだろう、

とりこぼしがないっというか、全部、やっぱり、一個

一個、ちょっとめんどうでもやらないと、ダメだな、

気づけないかなって思いました。 

《8.交差シート：交差によって出てきたもの》 

	 （自分に）ヒットしたものは、（１×４の交差）成長

に導くっていうところで、日々休まず続けることが大

事っていう新パターンを見出しているんですけど、こ

れはもう、ほんとにそうっていう感じで、メモに書い

ているんですけど、・・・いつも私がどこか感じている

ことが、やっぱりあって、それはその、産休中、産休

をなるべくとらずにすぐ復帰したりとか、・・・とって

もぴったりしたから、すぐ二重丸をつけました。 

	 （４×１の交差）研究が私の日常であるっていうの

で、実践を研究したいってメモとして書いています。

で、新パターンとしては、実践研究が好きだっていう

ふうにしてるんですけど、・・・今までよく考えてみる

と、理論研究ってしたことないんですよね。ないなあ

って思って、・・・自分がその、どういう教師でありた

いかなあって、・・・実践者として続ける教師がいいな

って、いうふうにいろいろ思っていたら、これはもう

直感で、二重丸になりました。 

	 ＜三角は？＞（７×８の交差）えっと、課題は余裕

を作る、ですけど、余裕を作るために乗り越えるべき

物っていうふうに考えていて、課題とは私のために乗

り越えるものだっていうふうに、一応、新パターン、

書いたんですけど、うーん、何か違うって思って三角

にしました。・・・なんか、こんなきれいじゃないって

思って、こんな、自分自身のためにとか、ちょっと違

うなって思って 

	 （２×３の交差）アドバイジングで自信がないって

いうのは、・・・交差したこの文を、（間）アドバイジ

ングで自信がないっていう文を読んだときに、ちょっ

と、ぎくっとしました。なんか、（間）、アドバイジン

グで人を変えるのがこわいとかって思うことは、とき

どきあるので、・・・面白いですけど、それが怖いと思

うときも、やっぱり、多分、自分の潜在意識の中で、

あるので、ああ、なんか、それは、たぶん、自分の言

葉に自信がないっていうことと、文にしてみると、全

然、あのう、なんていうのかな、・・・意味もわからな

いし、えっと、えっと、なんていったらいいんですか

ね。組み合わせがよくわからないんですけど、（間）う

ーん、新パターンを出したときに、これはほんとに自

分を言い得ているっていうふうには思いました。 

	 （5×9の交差）例えば、よく、先輩教師と話をして

きっかけをもらって、自己理解につながってりするっ

ていうのも、ここでやってみて、そういえばそういう

ことも多いって、気づきました。私は、同僚が学生の

成長を促しているかどうかをよく見ている、観察して

いるって、これは新しく気づきました。 
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《8.交差シート：.交差が終わったとき》 

	 （交差を）やり終えたときは、ああ、（間）、いーっ

ぱい出て来たっていう感じで、うーんと、（間）・・・

うーん、いくつも、新パターンが出て来たけど、その

半分くらいは、しか、ヒットしてないかなあっていう

のが、あの、思いました。だから、あの半分は、おそ

らく、違う？もので。・・・だから、わーっと出て来た

もののなかで、ちかーいものと、ちょっととおーいも

のと、ふわーふわふわーふわーみたいな感じで、こう

分かれているっていう感じが、・・・ごちゃごちゃにな

ってはいないですね。 

 
3.4 パートⅢ：用語システム構築のパート 

《9.用語選定シート》 

	 ＜語をおいてるときは？＞おいてる時は、そんなに

迷わずに、ぽんぽんぽんと、言葉が出てきましたね。

これに近い、これに近い、これに近い、で、ちょっと

迷い始めたら、矢印を引いたりとか、カテゴリーで分

けたりとか、して、やってます、ここあんまり、消し

たりしてないですね。うーん。 

	 ＜ 初から３つ、ABC選ぶことを意識しながらおい

てる感じですか＞あっ、えーっと、違いますね。これ、

えっと、言葉をおいたあとで、この３つの言葉、出し

て来たので、・・・言葉を先におかれていて、そこから、

うーん、こう、上澄みを拾ったというか、そんな感じ

ですね。 

	 ＜あらためてパターン一覧をみたり、二重丸のもの

だけを見たりしたんですか。＞すぐやったので、時間

的に空いてなかったので、すぐ、そんなに確認したり、

思い出したりせずに、連続でやりました。・・・言葉を

おいていって、それに、それをつつむような形、とい

うものを考えたときには、すっと出来てきました。ま

あ、一番大きい概念としてはどういうことかなという

のを考えていって、言葉は出てきました。 

《10. 用語関連シート、11.用語探索シート》 

	 ６回やると確かめる作業になる、A=B、B=Aをやる

ときは確かめの感じ。・・・全体を確かめてからでない

と、それぞれの性質が感じられないっていうか。・・・

（「A は B の性質を持つ」の文の）性質からはちょっ

と気づきがあって、新しく示唆とか主体性とかいうの

が出てきて、自分にとって、とっても新鮮だけれども、

前からとても知ってて、今、私の中から出てきたのは

新鮮だけど、私はこの言葉が好きだな、今までなんで

初からこの言葉が出てこなかかったんだろうってい

うように思いました。 

《12.用語組み込みシート：組み込みの途中について》 

	 ここらへんの作業になると、パソコンの方が便利、、、

ここは面白いです。全部、自分の中から出て来た言葉

なので、どういうふうに何かがかわるのかとか、こう

いうふうになった。でも全然違和感ない！とか、、、違

和感がないようにおさまるというか、言葉が私の中か

ら出来るから、そういうものかもしれないですけど、

自分に確認しなから言葉を入れこんだり、定義をした

り、していました。 

	 これやりながら自分の１０年間を、わりと、確かめ

る感じですね＜確かめる？＞聞くというか、これにあ

てはまる経験ってどこにあった？ってきいたり、そう

いえば、あの時の経験ってこの文で表現されるなとか、

そういう意味で実例と連動させながらやっている感じ

ですね。これ、たぶん、これから経験したいと思って

いる文だとか、そういうのがありました。・・・OPQ

ができていたら、それと同じように組み込んでいった

っていう感じですね。ここらへんは文法を考えていた

っていう感じなので、文法に気をつけて文を作って、

全体をみて、自分の実例にきく、まあ、探してみたり、

実例から、これなかったかなと確かめてみたり、ここ、

実例の収集シートですね、これを見ながらやってみた

りしました。 

	 自分にとって一番大変だったというのか、注意して

やったっていうのが、・・・組み込んだときに、もとも

との文をこわさずに組み込むということと、その組み

込んだ文自体が、自分の感覚に近いかどうかというの

を注意して、文が一杯できてしまうので、でも、どれ

でもいいわけじゃないんだろうと、全部が同じことを

言っているようで自分の感覚に近いというのを注意し

てやりました。ここは丁寧に、そこなわずにやった感
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じですね。どんどん変えていったら意味がないものに

なってしまいそうで・・・言葉遊びみたいにはなりた

くないなと、大切なものは変えずに、結構な複雑な手

順を何回もやっていたので。パズルみたいな、自分の

感覚にここからいってみるとか・・・いろんな方向か

ら同じことを言ってみたりして、何か違うところを切

ってみたりとか、違うときは視点を変えて考えてみよ

うとか・・・順番を、言葉自体を変えてみたり、きっ

てみたり。 

《12.用語組み込みシート：組み込みの結果について》 

	 よく、こんな言葉が私の中から生まれたなあという

のが、組み込みをしているときにありました。＜例え

ば？＞主体を安定させる、、、自分を安定させていきた

いんだなあ、、、自分でうすうす思っていてたのが、こ

こに文でてたきたので、文字で見てみると全然、自分

にうそついてないという感じがでてきました＜安定は

初は？＞なかった＜OPQ の時からですか＞組み込

むんでいるときにUの安定が出て来た、、、＜（シート

をみると）観点（の語を）を入れてるときに＞変えつ

づけるだけじゃないんだって思ったんでしょうねえ。

＜ちなみに構想シートに安定の語は？＞ないです。安

心はあるけど安定はない、 後の 後に出てきて、何

ででしょう、、、自分の中には言われてみればそうだね

というのが、、、。 

	 これが増えていくにつれて、自分の感覚に近くなっ

ていくっていうのが、やっててこの言葉全然組み込め

そうにないのに、やってみたら、すごく近くなったよ

ーとか、これ全然無理だろうと思って、でもやってみ

たら、これ新しい新しいと思ったり、私こういうふう

な感じがあるんだと思ったり、 後にいくにつれてそ

ういうのがありました。 後の方は、組み込むのも大

変になるので、そういう作業をしているときに、目か

らウロコが多かったですね。・・・これ（OPQ）はステ

ップをしなくても出てくるものかもしれないけれども、

これ（RSTU）は、出て来なかったなあって思います。

多分、自分は安定って出てこなかったと思います。こ

のステップは、丁寧にやるには必要でしたね。・・・テ

ーマとかマイセンテンスを目で確認とか、そういえば

こういう感じって思ってたとか、実例をみたりとか、

何回もしていたので、そんなに離れずに遠くならずに

すんだので、で、ここらへんにくると、新しいことが

出てきて、これをマイセンテンスに加えたいなあとい

うそういう気づきっていうのが、骨格文になったって

いう感じがしますね。・・・マイセンテンス、気に入っ

てましたけど、今、見てみると、骨格文とか出てきた

のをみると、うーん、足り、、、多分、足りないです。・・・

自分のテーマすべてを言い得ているとはいえない、と

りもどす、やり直す、と安定でつかまえた、、、「フフ」

なんですよね。いつも、新しい中に身をおきたいので

はなく、変化を取り入れつつ、というか、安定した私

の状況、なんかちょっと、そんな感じ。 

《13.入れ替えシート》 

	 置き換えは、他の人がよんでわからないだろうなあ

という抽象度の高い言葉を抽象度の低い言葉に置き換

えるというのをやって・・・、読み直して全体的にな

がめて、主体ってどうとでもとらえられるのかなと思

って、、、で、私自身を変えてみたいのかなって思って、

でも、△が多かった、で、あれ？って学習者がいない

きゃダメだとか同僚がいないとダメでと考えていて、

あっ、じゃあこれを実践の構成体に変えてみようと思

った。そうしたら、◯が・・・しっくり入るという感

じがしたので、こっちの方が、、、自分でも納得できる、

もっとわかりやすくなった自分自身が、と思って、こ

れにしました。 

《14.骨格文、結果文シート》 

	 （用語組み込みシートの）この中の文で一番、気に

入ってるものを取り出し・・・主語に来てる、動いて

いるものが先にある、体験ありきという感じがあるの

で、これ（を骨格文）にしました。・・・（結果文は）

骨格文に寄り添って、・・・これは文脈に応じて具体性

を加味したので、そうしたら、難しくなかったです。 

《14.骨格文、結果文シート：結果文について》 

	 びっくりしました。おわっちゃったと思って、もう

ちょっと、あるのかなと思ったんですけど＜物足りな

かったでしょうか＞ここまでがわりと時間がかって、

自分にとって、丁寧にやっていたので、なんか、なん

ていうのかな、こう、きゅっと出て来た感じがして、

あ、なんか、全然違う斬新な感じではなくて・・・私
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ってそうだったのね、って思いました。安定というの

が、 後に出て来て、全然違う私じゃないですけど、

私のことをよくわかっている人が言っている感じがし

ます。何でしょうね、ここで終わったのはびっくりし

ました・・・結果パターンシート、ありますよね。あ

れは、検証みたいなものなんですね、、、それもすぐ、

終わりましたよね。 

《15.比喩シート》 

	 （比喩の箇所は）比喩っていわれなくても、たぶん、

こういうイメージをもって今までやってきた気持がす

るので、それを、あらためてやって下さいといわれる

とすぐ出て来る気持ちがするので、私はすぐ、比喩が

出てきました。絵で描くと、言葉で表現できないこと

が絵で表現できるって、とっても楽って思いました。

＜それは何？＞絵の空間とか、私の場合、らせんだっ

たので、この重なりとか、立体的な部分、、、うしろに

見ええないところもあるよ、とか、・・・立体的な糸状

のものじゃない、経験の中にあるので、見えないとい

ところもあって、気づいていないところもあって。 

 

3.5 パートⅢ後半：確認のパート 

《結果パターンに実例を再分類したことについて》 

	（結果文を）分割して３つ（の結果パターンを作り）、

それぞれの文の性質っていうのを考えて（実例カード

を）分類していったので、もともと（パターンごとに）

分類はしていたので、ちょっと違うのはないかなって

いうチェックはしました。 後の方は、まとまってし

まいましたね。・・・そうやってまとめると、まとめる

と、まとめて 10年間ってこうと、こういうことなんだ

なっていうのが、納得するというか、これ全部、何で、

ここ、こう出てきたのって聞かれたら、きっと、答え

られるなって、思いました。 

	 （結果パターンの３の、）変えるというところと、安

定させるというところを、分けられるとすれば、文法

的にはあると思いますけれども、私の感覚からいう

と、・・・分けたくない感じがします。変えるっていう

ことと、安定させるっていうことは、一見、矛盾する

ような言葉なんですけど、それが、私の中では一緒に

あって・・・自分を少しずつ変革しながら変えていき

ながら、それでいて居心地のいいところに安定させて

いきたいっていう、なんか、変化を含んだ安定という

感じですね。	

	（結果パターン１の）毎日が私にとって動いていて、

同じ毎日ではないという日常・・・それに授業があり、

その授業の内と外の体験全部が私にとって動的な、す

ごく動いているもので、で、そこから私自身は、影響

を受けているよっていうようなことがあります。だか

ら授業だけで課題をみつけるわけではなくて、授業の

外の過ごし方ですとか、研究とか同僚とのやりとりで

すとか、そういう部分からみつけていく。	

	 （結果パターン２の）問い直しのところに一番多く

の実例が集まっているので、そうだよね、という感じ

がしますね。意外に自己評価、高くないので、手応え

があるわけでもないので、手応えのある状態が好きだ

なあっていう感じが、好きなんだ、と気づきまし

た。・・・自分の言葉に自信がないというのは、じゃあ、

私が自信をもてるようにしたらいいじゃないですか、

裏返せば、そういう自分にとっての問いかけだと、私

には、うけとめられるんですね、もう１つは、同僚に

積極的に働きかけられないっていうのは、とりもなお

さず、私の、自分自身の課題なので、そういう実例を

みていうと、ああ、これ、やっぱり、このままじゃい

けないなっていう方向性が、ここから見出したいとい

うか、多分、これ、おのずと、そう言っているってい

う感じがします。ちょっと足りないところなんじゃな

いかなというふうに、示唆してるんじゃないかなあと

思いました。	

	 これマイセンテンスに戻るんですけど、・・・この感

じは認めたくない私をやり直していく、私を取り戻し

ていくっていう感じですね。そういうのが、こういう

ステップでこうやっていっても、うん、より何でそう

いうことが言いたかったの？って、いうのが、こう、

でてきた、でてるのかなあって確かにそうだよねって、

認め、だから実例を、問い直しの観点を示唆する実例

は、・・・私は問い直しを変換して、安定させて、私の

中の私が行きたいなあという方向にやっていくために
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も、私がしっかりしなきゃとか、そういう感じがしま

す。 

	

《TAE を用いて 10年間の教育実践を振り返ったことに

ついて》 

	 このステップが昨日終わったので、昨日から、これ

から先 10年間って何があるんだろう、これから先２０

年間って何があるんだろうって、・・・想像したり意識

したり、そういう変化はあります。・・・今だったら、

実習日誌を読み返してみて・・・振り返ったとしても、

新しい気づきとかが、新しい気づきではなくて、そう

そうそう、とか、言っているとか、そういうふうなこ

とになってくるんじゃないかなという・・・今から私

がああそうだと思うことは、実習日記とかをみて思う

ことっていうのは全部、この結果文で説明がつくって

いう感じがします。ここは問い直しだなとか、ここは

ちょっと構成体を変えているよなとか、今、ここは安

定させようとしているなっていうこと、ですねって、

いう感じがしますね。全部、説明がつくというか、こ

の中にあてはまりそうな気がします。 

	（TAEをやる）前も思っているとは思うんですけど、

こうやってみてみると、ながめてみると、多分、これ

は全く、今と同じような働き方をしていれば、この結

果文、収束していく・・・別に、今のままずっと働い

ていこうと前からずっと思っていたわけじゃない、そ

ういうわけじゃないんですけれども、何か、・・・やっ

ぱり体験というのは、自分が受け取る体験っていうの

は、段々、似ていけば似ていくほど、私に、問い直し

の観点を示唆してくれるものが少なくなってくるなっ

ていうふうに思って、・・・自分の性質を考えた場合、

安定させようと思っているから、無理矢理にでも、体

験を新しいものに、つまり、チャレンジしていかない

と、問い直しの観点を示唆するサイクルを上手に作れ

ないかなというふうに思いました。・・・あの、応援、

多分、自分で自分の職場を変えていくっていうことは、

これから何回もあると思うんですけど、そういうとこ

ろで（この文は）応援してくれると思う、後ろから。

この文は、とか、わかったことは、この 10年間の確か

め、気づき、この 10年間の私が、この先の私を応援し

てくれるという感じがします。私、言葉が好きなので、

文で自分のことを述べている言葉とか、文があると、

とても勇気づけられるので、文にしてあると私はこう

いうふうに思ってたんだとか、感じてたんだとか、何

か、とってもプラス的な感じがします。＜文ですか、

気づきですか、と聞かれたら？＞わからない、イコー

ルですね。文がないと気づきが生まれないですし、そ

の気づきによって、この文を作り出したっていうとこ

ろがあるので、それはちょっと分けられるものではな

いと思います。 

	 ＜何か 後に付け加えたいことは？＞あと、大切に

しようと思います。実践の構成体を変えていくために

は、構成体の要素、授業とか、学習者とか、私、研究、

同僚っていう人たちが、やっぱりいて、そういうもの

から得る体験が重要なので、日々のことが、いろんな

要素を雑にせずに、大切にしようとは思いました。 

 
《単独でおこなったことについて》  

	 インストラクション、あれば、一人でやった方がよ

かった。一人の空間でやった方がよかった。自分に訊

いて、自分から言葉を拾っていくっていう作業が多か

ったので、自分でフェルトセンスがつかみやすい、集

中した空間でいたいということ、・・・ただ、重要な時

にはガイドがいてほしいという、ぜいたくですけど、

初のステップ、わかりにくい時、文とか、ガイドが、

文が人、パーソンでもいいですけど、そういうものが

あると、それが道しるべになって、例えば、これがで

きなかった場合に、こういう考え方もしていいと、や

ってすぐできる人用とちょっと難しい人バージョンで

指示がわかれているといいかなと思います。 
 

（終わり）	
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This study examined the introspective processes of a Japanese teacher as she looked back over 
her 10 years of educational practice. The introspection was conducted according to Thinking at 
the Edge (TAE) steps developed by Eugene Gendlin & Mary Hendrics. Descriptions written by 
the teacher in TAE sheets and audio data recorded while the teacher reviewed the reflection 
process, while watching the sheets, were used as materials. The introspection came back and 
forth between formal sentences and was made without consideration of meaning and the felt 
sense (sense of meaning). Gradually, the felt sense was structured and a logical expression of 
language was produced. This study visualized these processes. 
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1．Introduction 

  Educators and learners alike serve to benefit 
from inquiry into the nature of learning. A 
UNESCO education resource addressing 
‘influential theories of learning’ notes that our 
recent understanding of the nature of learning 
started with 20th century scientific studies 
that gave rise to theories and concepts such as 
“behaviorist theories, cognitive psychology, 
constructivism, social constructivism, 
experiential learning, multiple intelligence, 
and situated learning theory and community of 
practice” (UNESCO, 2017). Active learning 
derives from constructivism theory and, as 
with all constructivist perspectives, education     

is ‘learner-centered’ and the “the teacher 
becomes a cognitive guide of student learning 
instead of a knowledge transmitter” (Dumont, 
2010). 
  As far back as a century ago, philosopher 
and education reformer John Dewey stressed 
the constructivist nature of the learning 
process and its fundamental connection with 
the existing experiences of the learner: 
“education must be conceived as a continuing 
reconstruction of experience; that the process 
and goal of education are one in the same thing” 
(Dewey, 1974). The 20th century saw dramatic 
leaps forward in information and 
communications technology and a significant 
furthering of our understanding of the nature 
of learning. Throughout the course of these 
advancements, the longstanding ‘direct 
instruction’ style of education became the 
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target of increased scrutiny and investigation. 
Direct instruction, as opposed to ‘indirect 
instruction’, generally involves an instructor 
explaining or demonstrating a skill to learners 
who absorb the knowledge passively. 
Educational researcher K. Patricia Cross 
points out, “when students are actively 
involved in the learning task, they learn more 
than when they are passive recipients of 
instruction” (Cross, 1987).  
  On one side of the spectrum we find 
teacher-centered methods of direct instruction 
characterized by ‘passive learning’. On the 
opposite side we find learner-centered methods 
of indirect instruction characterized by ‘active 
learning’. Time-honored methodologies of 
passive learning are now considered by many 
education researchers and education 
psychologists to be inferior to active learning 
approaches in terms of effectiveness, relevance, 
and students’ retention of knowledge. A great 
deal of scholarly work and research exists 
citing the benefits of indirect instruction 
methods such as active learning and 
‘experiential learning’ (learning through 
experience), which are both characterized by 
students being actively engaged in their own 
learning processes. Although direct and 
indirect instruction methods tend to be set 
apart as opposing paradigms, educators should 
keep in mind that both approaches share 
common ground, both have inherent value, and 
both approaches can be employed in 
conjunction in a lesson without one being 
completely neglected at the expense of the 
other. 
  The teacher-centered direct instruction 
paradigm has provided the framework for 
contemporary tertiary level education. Direct 

instruction allows for an individual teacher to 
simultaneously communicate to a potentially 
large student audience. Student input, teacher 
feedback and other interactions are minimized 
thereby making the direct instruction process 
comparatively time-efficient. Naturally this 
style of instruction suits institutions with large 
student enrollments, yet it is by no means the 
intention of the author to negate the inherent 
value of direct instruction or teacher-centered 
approaches. Nevertheless, direct instruction 
comparatively permits little one-on-one 
interaction and could perhaps be called the 
hallmark of mass schooling in that it is a 
practical approach when dealing with large 
numbers of students or satisfying institutional 
goals. 
  In the 1980s the benefits of active learning 
were heralded by educational researchers such 
as A. W. Chickering and Z. F. Gamson: 
“Learning is not a spectator sport. Students do 
not learn much by sitting in classes listening to 
teachers, memorizing pre-packaged 
assignments, and spitting out answers.  They 
must talk about what they are learning, write 
about it, relate it to past experiences, apply it 
to their daily lives. They must make what they 
learn part of themselves.” (Chickering & 
Gamson, 1987). Regardless of the individual 
teacher’s predilection for direct or indirect 
methods of instruction, active learning 
certainly offers a shift from the traditional 
paradigm towards increased student 
participation and a heightened sense of learner 
responsibility. Ideally, active learning 
approaches in university classes can offer more 
opportunities for both teacher-student and 
student-student interaction thereby 
challenging the preconceptions of both 
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teachers and students alike. 

2． Discussion and considerations 

As previously outlined, active learning 
draws its basis from the theory of 
constructivism. The aforementioned UNESCO 
resource explains “constructivism emerged in 
the 1970s and 1980s, giving rise to the idea 
that learners are not passive recipients of 
information, but that they actively construct 
their knowledge in interaction with the 
environment and through the reorganization of 
their mental structures. Learners are therefore 
viewed as sense-makers, not simply recording 
given information but interpreting it.” 
(UNESCO, 2017). Therefore, from this 
constructivist perspective, students take in 
new knowledge and process it based on their 
existing knowledge and experiences and 
‘construct’ their own understandings. While 
active learning finds its roots in constructivism, 
educators and learners alike must consider 
what constitutes ‘passive’ and ‘active’ learning. 
The paradigms are somewhat ambiguous and 
subjective, leaving doubt as to the definitions 
of direct and indirect instruction, with many 
decisions ultimately being left to the discretion 
of the individual instructor. 
  Although active learning is commonly 
featured in contemporary education reform 
movements, the pedagogical method itself is by 
no means radical or groundbreaking, as 
educators have always had a variety of 
alternative approaches to direct instruction at 
their disposal. Two alternative indirect 
instruction methods stemming from 
contemporary discovery learning theory are 
‘enquiry-based learning’ and ‘problem-based 

learning’. Yet even these methods both contain 
parallels with the well-known Socratic method 
of teacher-student dialogue in which the 
teacher serves as a guide for students, asking 
them questions to exercise their critical 
thinking and reasoning skills and leading them 
to discover the answer for themselves through 
peer discussion. Various pedagogies such as 
‘peer learning’, ‘cooperative learning’ and 
‘collaborative learning’ all feature 
student-centered learning designed to increase 
learner autonomy and exercise practical skills 
that are applicable in the real world. Learners 
who are shown how to be their own teachers 
are availed the benefits of lifelong learning. 
The common ground in these various 
pedagogies is a high level of learner 
engagement made possible by increased 
student-teacher and student-student 
interaction. 
  The following are examples of contemporary 
US and Japanese education reform guidelines 
in which the benefits of active learning are 
cited with a view to developing the ‘critical 
thinking’ skills of students.  
  In 2012 attention was refocused on active 
learning in the Engage to Excel report 
authored by the President’s Council of Advisors 
on Science and Technology for US President 
Obama. The report states: “classroom 
approaches that engage students in ‘active 
learning’ improve retention of information and 
critical thinking skills, compared with a sole 
reliance on lecturing” (PCAST, 2012, p.iii). 
Despite the report’s focus on the subject fields 
of science, technology, engineering and 
mathematics, its cited studies involving active 
student engagement demonstrate increases in 
‘retention of information’, ‘critical thinking 
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skills’, ‘positive attitudes toward disciplines’, 
‘student (enrollment) retention’, ‘coverage of 
content’, ‘deep understanding’, and ‘student 
attendance and enthusiasm in class’ (PCAST, 
2012, p.17). The report then outlines the 
benefits of educators employing a variety of 
teaching approaches in their classes as 
opposed to simply relying on direct instruction 
and passive learning style pedagogies. 
  In Japan, as recently as 2014, the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) released education reforms 
prominently featuring active learning for high 
schools and universities. The reforms from the 
Higher Education Bureau’s Policy Planning 
Division are outlined in a report entitled 
“Integrated Reforms in High School and 
University Education and University Entrance 
Examination Aimed at Realizing a High School 
and University Articulation System 
Appropriate for a New Era”. In regards to high 
school education in Japan, the report 
highlights active learning as a key missing 
component at present by clearly identifying the 
need to “massively improve proactive and 
cooperative learning and instruction methods 
focusing on the discovery and resolution of 
issues” (MEXT, 2014, p.2). In regards to 
university education in Japan, the report 
outlines the Ministry’s intention to “promote a 
qualitative transition to active learning, where 
students can study while proactively 
cooperating with a diverse variety of people” 
(MEXT, 2014, p.3). 
  Both of these US and Japanese education 
reform guidelines indicate a recent and 
international trend towards the utilization of 
active learning principles in secondary and 
tertiary education. 

3．Common characteristics of active
learning strategies 

Despite certain ambiguities and subjectivity 
regarding what constitutes active learning, the 
following are some generally acknowledged 
characteristics. 
• A shift in focus from lecture-driven and

teacher-centric classes to students being
proactively engaged in their own learning
process and that of their peers.

• More freedom and responsibility being
placed on the student to participate in
their own education and therefore the
teacher being seen less as an imparter of
knowledge but rather as a guide who
allows students to discover solutions for
themselves.

• Students being challenged to
conceptualize the lesson material for
themselves and use their own logic and
reasoning to rationalize the content or
solve a problem.

• A shift away from methods such as rote
learning, cramming, or preparing
students for standardized tests, to goals
such as developing critical thinking and
problem solving skills for real world
applications.

• Applying preexisting but often
underutilized methods of inquiry to
develop learner autonomy in students,
enabling them to independently learn
without an instructor.

It is clear that students constructing 
knowledge for themselves rather than 
acquiring it from an instructor directly 
connects with the constructivist roots of active 
learning. By employing proactive 
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methodologies and encouraging students to 
become self-motivated learners, students can 
ideally be lead towards making sense of course 
material with their own reasoning, logic, and 
experiences. 

 
4．Typical advantages of active 

 learning strategies 
 
  The following are some typically cited 
benefits of active learning. 
• Students are encouraged to be more 

aware of the learning process rather than 
simply focusing on course content. 

• Students who have chances to apply facts 
and knowledge and conceptualize 
material for themselves benefit from 
‘deep learning’ and ‘authentic learning’ 
and ideally will have a greater 
appreciation of the course’s value and a 
desire to learn more. 

• Students are encouraged to become 
autonomous learners and this 
independence in knowledge acquisition 
fosters the skills for lifelong learning. 

• Students’ analytical and critical thinking 
skills are further activated, better 
preparing them to face the diverse 
situations and problems they will 
encounter on entering the workforce. 

• Active learning is considered to be more 
engaging and intellectually stimulating 
than direct instruction methods for both 
learners and instructors alike. For 
instructors it offers a change in pace from 
the potential monotony of preparing and 
repeatedly delivering lectures in a 
non-interactive format. 

• Teamwork and leadership skills are 

enhanced through peer and group work. 
• Students have the chance to share and 

test their opinions and ideas with smaller 
groups before sharing them with the 
entire class. This can alleviate some of the 
trepidation of addressing a potentially 
large group. 

• The face-to-face communication and 
group discussion skills of students are 
improved along with presentation and 
public speaking skills.  

• It is more difficult for shy, standoffish, or 
unmotivated students to avoid 
participation or discussion because of the 
group work style of the classes and 
increased monitoring by the teacher. 

• Students looking up something for 
themselves will have a higher retention of 
knowledge than if the instructor were to 
verbally inform them, or show them in a 
slide or textbook. 

• Increased interaction with students 
allows the teacher to better ascertain 
ability level and progress rather than 
simply relying on perceived impressions 
or previous records of student 
performance. 

• Less addressing the entire class means 
that the teacher has more time and 
freedom to give feedback and talk to 
students individually. This can also lead 
to better class control and improved 
teacher-student relations. 

• An active learning style activity or course 
could potentially mean less preparation 
for a teacher. 

• A greater sense of student responsibility 
to peers or workgroups will ideally lead to 
a decrease in absenteeism and tardiness. 
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• The number of students in each
workgroup and the number of groups can
theoretically be changed to account for
any number of students.

• Less reliance on traditional class formats
and formalities will ideally lead to
increased creativity, exploration and
expression from both students and
teachers.

• By combining active learning strategies
with instances of ‘authentic learning’,
teachers will ideally be able to provide
more enjoyable, memorable, and practical
lessons for their students.

  As featured in this list, ‘critical thinking 
skills’ and ‘deep/authentic learning’ are often 
cited as the main advantages of active learning 
strategies. Instructors or institutions 
interested in employing these strategies may 
consider investing in high-tech active learning 
classrooms (ALCs), however it must be noted 
that an instructor does not necessarily require 
a specially equipped classroom to utilize active 
learning principles; with some modifications, 
the workgroup system can be employed even in 
a large lecture hall with fixed seating. 

5．Typical disadvantages of active 
learning strategies 

  Changing teaching approaches from 
methods of direct instruction to indirect 
instruction can pose many challenges. The 
following are some of the potential pitfalls of 
active learning. 
• Particular courses, subject matter, or

specialized fields of study might not lend
themselves entirely to indirect instruction
methods.

• A great deal of planning and material
preparation may be required of the
teacher to ensure a smooth transition to
student-centered learning.

• It may prove time-consuming or
troublesome for teachers to fully
familiarize themselves with and to begin
incorporating active learning. Both
faculty and students will most likely need
time for adjustment.

• Certain activities may require significant
out-of-class preparation for students.
Absent students may have difficulty in
catching up on missed classwork.

• There is a possibility of resistance if
active learning is seen to risk hindering
the targets or goals of an institution.

• With extra responsibility placed on
students, there may also be an issue of
teacher accountability if targets or goals
of an institution are not met.

• Striking a balance between the direct and
indirect instruction components of a
lesson can prove difficult and brings with
it the risk of potential time-management
problems. Hence, material may not be
covered at a quick enough pace to satisfy
all requirements of the course.

• Performance assessment or the grading of
skills acquired through active learning
may require unique testing or evaluation
methods.

• Certain group work activities may involve
reconfiguring desks and chairs multiple
times throughout a lesson.

• Although active learning can be
implemented with a large number of
students, smaller and more manageable
classes ensure the most prompt and
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precise instructor feedback. If the number 
of students in a class is excessively large, 
teaching assistants may be required for 
classroom management or technical 
support.  

• Close interaction between students in
certain activities can result in peer
relationships becoming stressed, group
friction, or problems between individuals.
A high level of group cohesion and
teamwork is required which also means
issues of workload and fairness may
arise.

• If a comprehensive active learning
approach is to be adopted by an education
institution, a number of classrooms may
need to be physically redesigned into
active learning classrooms (ALCs), and
new equipment or ICT technologies may
need to be purchased at significant cost.

  This list outlines some of the general risks of 
employing an active learning approach. As 
Section 4 and Section 5 of this paper show, 
there are a significant number of issues to be 
considered before incorporating indirect 
instruction, so ideally teachers should consult 
their supervisors or institution before making 
any comprehensive changes.  

6．Specific examples of active 
learning activities 

  The aforementioned Engage to Excel report 
outlines 12 examples of tasks that were 
demonstrated to actively enhance learning by 
utilizing teacher and peer feedback and 
increasing student participation in the 
learning process. These are (1) small group 
discussion and peer instruction, (2) testing, (3) 

one-minute papers, (4) clickers, (5) 
problem-based learning, (6) case studies, (7) 
analytical challenge before lecture, (8) group 
tests, (9) problem sets in groups, (10) concept 
mapping, (11) writing with peer review, and 
(12) computer simulations and games (PCAST, 
2012, p.17) 
  The following is a list of other indirect 
instruction activities that facilitate active 
learning in university classes. 
• Academic discourse that involves

teacher-student interaction and
student-student opinion exchange such as
group discussion, brainstorming, and
debate.

• A lecture modified into an open and
interactive discussion with immediate
teacher feedback.

• Prompting students with questions or
posing problems that they must think
about individually or within a group as in
problem-based learning.

• Examining real life applications through
technical simulations or group
roleplaying.

• Solo and pair work in which students
reformulate their own ideas and opinions
after sharing them with a partner as in
‘think-pair-share’ activities.

• Forming students into ‘learning teams’
with roles and responsibilities to the
group or class such as researching,
writing a report or making a presentation.
This may include cooperative learning
practices such as the ‘jigsaw method’ of
collaboration and group work.

• Project-based tasks or team fieldwork in
which students experience real world
situations firsthand and ‘learn through
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doing’.  
• Empowering students to take teaching

roles within their learning team or group
and ‘learn through teaching’.

• Allowing students to contribute to or
control part of the lesson via explaining
material to their peers, writing on
whiteboards, using the classroom
projector etc. instead of the instructor.

• Reflection activities or worksheets for
students to discuss, summarize, and
make sense of course material in their
own words.

• Experiential learning exercises involving
application and review.

• ‘Flipped classroom’ scenarios with class
time increasingly freed up for hands-on
activities, collaboration, group work, or
open discussion.

• Students learning from their own
mistakes, sharing their own mistakes
with a peer, and learning from peers’
mistakes.

• Quizzes, polls, surveys or electronic
clicker activities allowing individuals or
groups to evaluate their understanding or
progress against that of their peers.

• Students creating interactive mind maps,
flowcharts or other visual representations
to enhance their understanding of core
concepts. Creating these on whiteboards
with magnets, paper, whiteboard markers
and erasers allows groups of students to
interact with and easily alter the design
of these visualizations.

• The act of students looking up something
in a dictionary, reference book or online
resource rather than the teacher just
providing them with the answer

constitutes active learning in a simple 
form. 

7．Conclusion 

  Active learning presents educators with a 
teaching approach that challenges traditional 
direct instruction methodology and the 
fundamental role and responsibilities of 
teacher and student in the learning process.  
  Active learning promises a progressive shift 
in education paradigms while maintaining a 
sound base in educational psychology 
principles. If active learning really does 
enhance critical thinking skills and bolster 
learner autonomy, then its short and long term 
benefits are certainly alluring. Despite the 
many cited advantages of active learning, we 
cannot overlook the fact that it entails a 
marked shift in learning responsibility and, 
therefore, full incorporation of active learning 
naturally presents a myriad of challenges for 
faculty, students and the institution concerned. 
  In the absence of institutional guidelines, 
the individual instructor is left to judge the 
value and practicality of active learning for 
themselves and their students. The author 
encourages teachers to incorporate active 
learning tasks in their classes on an 
experimental basis and compare students’ 
performances and results. The implementation 
of active learning does not need to be sudden or 
all-encompassing; a balanced blend of both 
direct and indirect instruction methods might 
be more appropriate in certain courses, and 
small changes made gradually over time would 
aid in teacher and student adjustment. 



Bruce Flanagan : Education in Action : Active Learning in University Courses 93 

References 

1. Cambridge IE : 2017, “Implementing the

curriculum with Cambridge: A guide for school 

leaders, Chapter 3: Developing the Cambridge 

learner attributes”, p. 2.,

http://www.cie.org.uk/images/271333-developi

ng-the-cambridge-learner-attributes.pdf

2. Chickering, A. W., Gamson, Z. F. : 1987, “Seven 

Principles for Good Practice in Undergraduate 

Education”, AAHE Bulletin - March 1987, p. 5.,

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED282491.pdf

3. Cross, K. P. : 1987, “Teaching for Learning”,

AAHE Bulletin - v39 n8, p. 3.,

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED283446.pdf

4. Dewey, J. : 1974, “John Dewey on Education - 

Selected Writings”, Archambault, R. D. (ed.),

The University of Chicago Press, p. 434.

5. Dumont, Istance, Benavides (ed.) : 2010, “The 

Nature of Learning: Using Research to Inspire 

Practice”, OECD, p. 40,

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/

downloads/2013/03/the_nature_of_learning_1_

.pdf

6. MEXT : 2014, “Report on Integrated Reforms 

in High School and University Education and 

University Entrance Examination Aimed at

Realizing a High School and University 

Articulation System Appropriate for a New

Era”, Central Council for Education,

http://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail/13

72628.htm

7. PCAST : 2012, “Report to the President - 

Engage to Excel”, Executive Office of the

President - President’s Council of Advisors on

Science and Technology,

http://obamawhitehouse.archives.gov/sites/def

ault/files/microsites/ostp/pcast-engage-to-excel

-final_2-25-12.pdf

8. UNESCO : 2017, “Most influential theories of 

learning”, United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization -

Partnership for 21st Century Learning,

http://www.unesco.org/new/en/education/them

es/strengthening-education-systems/quality-fr

amework/technical-notes/influential-theories-

of-learning/



94 開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 

本稿は、教育学の視点から日本の大学における教育法、教授法、教育技術、そして学習に関わ

る様々な話題を扱うシリーズの第 1 編である。本編は、能動的学習法であるアクティブ・ラーニング

の由来、特徴、実践事例、長所、短所、また大学授業での活用に焦点を当て考察を入れながら議論を

進める。 
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総合的な学習の時間、課題発見、横断的・総合的な学習、課題探究 

序 

平成 10 年改訂の学習指導要領において、最も

画期的だったのは「総合的な学習の時間」の創設

である。教育現場では、「総合的な学習の時間」

の実践に際して、当初から多くの誤解や混乱が生

じ、「隙間の時間」と称されることもあった。こ

うしたことを踏まえ、平成 20 年 1 月の中央教育

審議会の答申においては、「総合的な学習の時間」 
をめぐって、以下の三者を課題として指摘してい

る。

・総合的な学習の時間の実施状況を見ると、大

きな成果を上げている学校がある一方、当初

の趣旨・理念が必ずしも十分に達成されてい

ない状況も見られる。また、小学校と中学校

とで同様の学習活動を行うなど、学校種間の

取り組みの重複も見られる。

・こうした状況を改善するために、総合的な 

学習の時間のねらいを明確化するとともに、

子どもたちに育てたい力（身に付けさせたい

力）や学習活動の示し方について検討する必

要がある。

・総合的な学習の時間においては、補充学習の

ような専ら特定の教科の知識・技能の習得を

図る教育が行われたり、運動会の準備などと

混同された実践が行われたりしている例も

見られる。そこで、関連する教科内容との関

係の整理、中学校の選択教科との関係の整理、 

特別活動との関係の整理を行う必要がある

（１）。

ここでは、「総合的な学習の時間」の趣旨・理

念が必ずしも十分に達成されていない状況、そし

てそれを受けての対応、さらに現状認識とそれへ

の対応等について述べている。こうしたことを踏

まえ、平成 20 年に学習指導要領が改訂された。

「総合的な学習の時間」については、以下のよう

な改善が示された。

・総合的な学習の時間は、変化の激しい時代に

対応して、自ら課題を見付け、自ら考え、主

体的に判断し、よりよく課題を解決する資質

や能力を育てることなどをねらいとするこ

とから、思考力・判断力・表現力等が求めら

れる「知識基盤社会」の時代においてますま

す重要な役割を果たすものである。

・総合的な学習の時間の教育課程における位置

2017 年 11 月 9 日受理

A study of the “Period of Integrated Study” 

*1 Kinzo SHONO
開智国際大学 教育学部（非常勤講師） 
関西福祉科学大学 教育学部 

｢総合的な学習の時間｣の研究

生野 金三＊1 
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付けを明確にし、各学校における指導の充実

を図るため総合的な学習の時間の趣旨等に

ついて、総則から取り出し新たに章立てをす

る。

・総合的な学習の時間において、補充活動のよ

うな専ら特定の教科の知識・技能の習得を図

る教育が行われたり、運動会の準備などと混

同された実践が行われたりしている例も見

られることや学校間・学校段階間の取組の実

態に差がある状況を改善する必要がある。

・学校段階の取組の重複の状況を改善するため、

子どもたちの発達の段階を考慮し、各学校に

おける実践を踏まえ、各学校段階の学習活動

の例示を見直す。また、近接する小・中・高

等学校間で情報交換を行うなど、学校段階の

連携について配慮する（２）。

「知識基盤社会」では、生活実践課題など唯一

絶対の答えが存在しない課題探究を通して「生き

る力」の基盤を育むことが求められている。生活

実践課題を他者と協同し、自己の生き方を模索す

る「総合的な学習の時間」は、「知識基盤社会」

を主体的に生き抜く上で必須の科目である。この

「総合的な学習の時間」においては、現在重要視

されている子供の思考力、判断力、表現力等も育

むことが期待されている。また、「総合的な学習

の時間」の位置付けを明確にし、「総合的な学習

の時間」と各教科、特別活動のそれぞれの役割を

明確にし、これらの円滑な連携を図る観点から

「総合的な学習の時間」におけるねらいや育てた

い力を明確にすることを求めている。

以上のことを踏まえ、本研究では、目標に掲げ

られている「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら

考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する

資質や能力を育成するとともに」の中の「自ら課

題を見付け」という部分に焦点を当て課題発見の

在り様を探ることを目的とする。特に、ここでは

課題発見の重要性、そして課題発見の方法につい

ての様相を探る。 

１．「総合的な学習の時間」の目標 

まず、平成 20 年改訂の「総合的な学習の時間」

の目標について触れ、次いで平成 29 年改訂の「総

合的な学習の時間」の目標に触れる。平成 20 年

改訂の「総合的な学習の時間」の目標は、内容的

には従来総則において「ねらい」として示された

もののうち、（1）（2）を基盤としている。新たに

加えられた文言は、「探究的な学習」と「共同的」

のみで、実質的には従来の「ねらい」を踏襲して

いる。その目標は、

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通じて

（1）、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え 

主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育成するとともに（2）、学び方やもの 

の考え方を身に付け（3）、問題の解決や探究活 

動に主体的、創造的，共同的に取り組む態度を

育て（4）、自己の生き方を考えることができる 

ようにする（5）（３）。  

である。この目標は、五つ要素より構成され、「横

断的・総合的な学習や探究的な学習を通じて（1）」

は、「総合的な学習の時間」の特有の学習の在り

方を示し、（2）（3）（4）は、（1）のような学習活

動の中で育成する資質や能力、及び態度を示して

いる。この（2）（3）（4）は、前述の如く「生き

る力」の要素でもある。最後の（5）は、「総合的

な学習の時間」を含め、教育課程全体を通しての

実現を目指すものである。 

以下においては、本研究と関わりのある（1）

（2）の内容について考察する。 

（1）の「横断的・総合的な学習や探究的な学

習を通じて」の「横断的・総合的な学習」は、児

童の現在と将来を考えたとき、是非取り組ませた

い内容を取り扱うことがあるが、その際伝統的な

教科の枠組みでは、うまく扱うことができないた

め、教科の枠組みを超えた領域的な広がりのなか

で行うという、特有な学習のあり方を示したもの

である。教科の枠組みでうまく扱うことができな



生野金三：｢総合的な学習の時間｣の研究 97 

いのは、生活実践にまつわる学習課題を探究する

からである。例えば、国際理解、情報、環境、福

祉・健康等のグルーバルな実践課題、また児童の

興味・関心に基づく課題、さらに地域の伝統や文

化の価値や再発見と発展的継承等、よりよい郷土

の創造に関わるローカルな生活実践課題は、探究

過程においては教科の枠組みを突破せざるを得

ないのである。一方、後者の「探究的な学習」の

文言は、前述の如く平成 20 年の改訂で新たに付

け加えられたものであり、「総合的な学習の時間」

の学習過程のあり方について示している。言うま

でもなく「探究的な学習」というのは、問題解決

的な活動が発展的に繰り返されていく一連の学

習活動であり、その探究の過程は、概ね以下のよ

うになる。児童は、自己を取り巻く日常生活や社

会に目を向け、そこでの興味や関心に基づいて、

自己の課題を発見し、それをめぐっての具体的な

問題について情報を収集し、その情報を整理・分

析したり、知識や技能と結び付けたりして問題の

解決に取り組み、明らかになったことをまとめ表

現する。それを基に、新たな課題を見付け、さら

なる問題の解決を行うという、学習活動を発展的

に繰り返していく。前述の如く「総合的な学習の

時間」に取り組む生活実践課題は、探究的な学習

を行っても唯一絶対の答えに行きつかない場合

があるとした。それ故に納得のいく答えを求め続

け、問題の解決をどこまでも発展的に繰り返して

いくことになる。こうした行動と実践が「総合的

な学習の時間」」においては重要である。

次いで、（2）「自ら課題を見付け、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決

する資質や能力を育成するとともに」の表現は、

答えのない課題を探究することに関わってくる。

ここでは、まずもって何が課題であるかを明確に

することが重要である。（2）の冒頭に「自ら課題

を見付け」とあり、ここでは多岐に亘る生活実践

にまつわる課題の中から自己にとっての課題を

明確にしていくことが求められる。自己にとって

の課題を見付けるためには、その手順や方法をし

っかり身に付けさせることである。それは、こう

した手順等によって発見された課題については、

児童は自ら主体的に取り組むことが期待できる

からである。

（2）の「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら

考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する

資質や能力を育成するとともに」に「自ら課題を

見付け」とあるが、ここに他教科と異なり「総合

的な学習の時間」の特徴が認められる。他教科等

の学習指導の場合、指導者である教師が学習のね

らいを予め決めて臨むのが一般的である。「総合

的な学習の時間」のねらいは、「自ら課題を見付

け」とあるように学習課題そのものを児童が選び、

またつくるようなことが目指されている。学習課

題をめぐって「子どもたちは学習課題をつくるこ

とができない」とか、また「学習課題をつくって

もろくな課題ではない」という指摘がある。この

ようなことに鑑みるとき、「総合的な学習の時間」

においては、児童たちが学習課題を選んだり、つ

くったりする能力そのものを育てることが極め

て重要である。児童たちにこうした能力を育成す

るためには、まずもって指導者である教師自身が

課題設定や課題発見の方法をしっかり身に付け

ておくべきである。こうしたことを踏まえて、前

述した課題を研究の対象としたのである。

 課題設定や課題発見の方法をめぐっては、平成

29 年改訂の学習指導要領においても重要視して

いる。以下に、その様相を見てみる。

「第３節 各学校において定める目標及び内容

の取扱い」の３ 各学校において定める目標及び

内容の取扱い」（新設）の項において、

各学校において定める目標及び内容の設定に

当たっては，次の事項に配慮するものとする（４）。 

と前置きし、

(4) 各学校において定める内容については，目 

標を実現するにふさわしい探究課題、探究課題

の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力を示すこと（５）。

とある。「ふさわしい探究課題」とあるが、これ
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は目標に掲げてある「探究的な見方・考え方を働

かせ、……よりよく課題を解決」することを願っ

たり、「探究的な学習の過程において、……探究

的な学習のよさを理解する」ことを願ったり、さ

らに「探究的な学習に主体的・協働的に取り組む

とともに、……積極的に社会に参画しようとする

態度を養う」ことを願ったりしてのことである。

平成29年改訂の学習指導要領（「総合的な学習の

時間編」）においては、従来の内容を踏まえ、「探

究的な見方・考え方」を働かせて、よりよく課題

を解決し、自己の生き方を考えることを通して、

資質・能力を育成することを目標として示してい

る。そして、探究課題をめぐっては、「実社会や

実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立

て」とあり、問題と向き合って、自分で取り組む

べきで課題を見いだすことであるとする。これは、

学習者である児童の興味・関心に基づく探究課題

を取り上げていこうとする方向にある。前述の如

く、総合的な学習の時間は、児童が自ら学び、自

ら考える時間であり、児童が主体的な学習態度を

育成する時間である。こうした意味からも総合学

習の時間おいては、興味・関心に応じた課題を設

定していくことが重要である。このような課題に

おいては、学習者自身の感情が揺さぶられ、解決

への意欲を高め、探究的な見方・考え方を働かせ、

学習の質的高まりが期待できよう。こうしたこと

からも課題発見の重要性が分かる。

２．課題探究の様相

 「総合的な学習の時間」においては、実社会や

実生活の中から問いを見出し、自分で課題を立て、

情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現する

ことができるようにすることを願っている。そし

て、特に、探究的な学習を実現するため、「㋐課

題の設定→㋑情報の収集→㋒整理・分析→㋓まと

め・表現」の探究のプロセスを明示し、学習活動

を発展的に繰り返していくことを重視している。

それは、「課題発見」の場面、「課題探究」の場

面」、「整理・発表」の場面と整理されよう。以

下は、課題探究の過程である。

１ 「課題発見」の場面

  〔・学習計画  ・構想メモ  ・KJ

法  ・学習方法等〕

２ 「課題探究」の場面」

  〔・取材カード  ・観察カード  ・製

作カード  ・メモカード〕

３ 「整理・発表」の場面

  〔・作品  ・新聞  ・紙芝居  ・写

真  ・小論文  ・反省カード〕

２．１．「課題発見」の場面

 「自分で課題を立て」とあるように、ここでは

個人的関心事を整理する段階である。それに当た

っては、共通の課題に従って個々人が探究する課

題を整理するのである。その課題であるが、学習

指導要領(総合的な学習の時間編)においては、「目

標を実現するにふさわしい探究課題」として、以

下のように指摘する。

学校の実態に応じて、例えば、国際理解、情報、

環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に対応す

る横断的・総合的な課題、地域の人々の暮らし、

伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題、

児童の興味・関心に基づく課題など、横断的・総

合的な学習としての性格をもち、探究的な見方・

考え方を働かせて学習することがふさわしく、そ

れらの解決を通して育成される資質・能力が、よ

りよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく

ことに結び付いていくような、教育的に価値のあ

る諸課題であることが求められる（６）。 

 ここに「探究的な見方・考え方を働かせて学習

することがふさわし」いとあるが、それをめぐっ

て、学習指導要領（総合的な学習の時間編）にお
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いては「一つの決まった正しい答えがあるわけで

なく、様々な教科等で学んだ見方・考え方を総合

的に活用しながら、様々な角度から捉え、考える

ことができるものであることが求められる」とし

ている。また、「現代的な諸課題に対応する横断

的・総合的な課題」とあるが、それは社会の変化

に伴って切実に意識されるようになってきた現

代社会の諸課題のことである。これはいずれも持

続可能な社会の実現に関わる課題であり、現代社

会に生きる全ての人が、これらの課題を自分のこ

ととして考え、よりよい解決に向けて行動するこ

とが望まれている（７）。ここでは、目標を実現す

るにふさわしい探究課題の中の国際理解に関わ

りのある「自国文化理解」を共通の課題として、

課題発見の様相について触れる。

以下に「自国文化理解」の例で見てみる。その

方法としては、ウェビング法やKJ法等がある。

一人一人の探究課題として焦点化していく際に

は、とりわけ個々人にとって関心のあること、問

【「自国文化理解」（課題）のマッピング】図 1 

【和の食文化】  

  米・刺身・鮨・梅干 

【和の心】        【遊びの心】 

短歌・俳句・         竹とんぼ・ 

昔話          陣取り・石蹴 

り・缶蹴り 

      

     

畳・ふすま・障子 

【日本人の心】 

題となること、必要なこと等をリストアップして

いくことである。そのリストアップした内容は自

分にとって探究が可能か、価値が存在するか等を

考えておくことである。「自国文化理解」という

共通の課題のもとに、KJ法を使って、どのよう

に展開していくかについて触れる。「自国文化理

解」をめぐって、一つの枝は「和の食文化」に関

する内容である。日本の国土は、南北に長く、海、

山、水田、里と表情豊かな自然が広がっているた

め、各地で地域に根差した多様な食材が用いられ

ている。そうしたことを踏まえ、ここでは米・刺

身・鮨・梅干等を取り上げ「和の食文化」を取り

上げている。今一つは、「和の心」に関する内容

である。短歌・俳句・昔話等は、伝統的な言語文

化に関する内容である。これらは、日常の話し言

葉とは異なった特色をもつ言語体系で書かれた

ものである。これまでの学びを基盤にしてイメー

ジを広げている。次の一つは、「遊びの心」に関

する内容である。昔から伝わる伝承遊びは、子供

たちの集団の中で、年上から年下へ代々伝えられ

たものである。この遊びは、上手になりたいたい、

遊びに加わりたいという気持ちで行われていた。

これは、これまでの経験等からイメージしたもの

である。最後の一つは、「日本人の心」に関する

内容である。畳・ふすま・障子による空間は、完

全に断絶されているとも、いないともいえる曖昧

な、おぼろげさを醸し出している。それは、東洋

的な幽玄な明かりを空間にもたらしている。これ

は、これまでの様々な経験や学びを基にイメージ

したものである。このように共通の課題を契機に

して、それにまつわる内容が、ちょうど蜘蛛の巣

をはるように興味や関心が広がっていく（８）ので

ある。

 こうしたことを念頭に置いて、課題発見に着手

することである。

２．２．「課題発見」の方法 

課題発見の方法を体得しておくことは、極めて

重要なことである。それは、前述の如く平成 20

自

国  

文

化

理

解
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年改訂の学習指導要領及び平成 29 年改訂学習指

導要領の「総合的な学習の時間（小学校・中学校・

高等学校）」の目標に目を転じてみると、容易に

理解できる。加えて、平成 9 年の教育職員養成審

議会の答申（「教職に関する科目」の「総合演習」）

のねらいにおいても認めることができる。大学に

おける「総合演習（平成 24 年まで実施<短期大学

は平成 22 年まで実施>）」は、教育現場（小学校・

中学校・高等学校）で行われている「総合的な学

習の時間」の諸様相を視野に入れ取り扱うことに

よって、教員を志願する者の意識が高揚し、同時

に主体的な学習が展開されるであろう、と考えら

れていた。それは、教育職員養成審議会の答申に

おいて、「教員を志願する者の課題解決能力の育

成を図る観点」より授業方法を適切に工夫する必

要があるとする。ここに課題解決能力の育成とあ

るが、それに当たっては、まずもって受講者であ

る学生が自ら課題を発見するように誘っていく

ことである。

以下に、「課題発見の方法」について触れる。

先に課題発見の方法としては、ＫＪ法やウェビ

ング法等があるとしたが、以下においてはＫＪ法

によって課題を焦点化していく方法を掲げてみ

る。

ＫＪ法は、ある課題に関する心の働きをカード

化し、そのカードの内容の質を整理し、全体を構

造化して把握する方法である。言わば、ボトムア

ップ的に整理する方法である。前述したようにウ

ェビング法は、課題に関する認識の広がりを想定

しながら「くもの巣」のようにその内容を張りめ

ぐらせ、その図を基に課題を焦点化していく方法

である。

 先に掲げたマッピングは、「自国文化理解」（課

題）をめぐって、ＫＪ法によって整理した内容の

一端である。その具体的手順は、概ね（１）（２）

（３）の通りである。 

(1) まず、個々人が課題「自国文化」に関す

る心の働き（関心のあること、問題とし

ていること、必要なこと等）を個々でカ

ード（縦７cm×横 15cm 程度の）にマジッ

クで記す。

(2) そして、それを予め黒板に貼付された

「自国文化理解」（カード）の周りによく

考えて貼付する。

(3) 貼付後、皆で検討を加え、内容のまとま

り毎に見出しを付ける。

※KJ 法：川喜田二郎(文化人類学者、野外科学

の提唱者)が 1960 年代に自らフィルドワー

クで得た大量の資料を整理分析するために

開発した技法である。

３．結論 

 本論は、生活実践課題を他者と協同し、自己の

生き方を模索する「総合的な学習の時間」に関す

る研究である。「総合的な学習の時間」は、平成

29 年に改訂された学習指導要領（「総合的な学

習の時間編」）においても、探究的な見方・考え

方を働かせて、よりよく課題を解決し、自己の生

き方を考えることを通して、資質・能力を育成す

る点から重要視されている。今回は、総合的な学

習の時間において重要視しされている「探究課題」

に視点を当て、「課題発見」の場面や「課題発見」

の方法について「自国文化理解」という共通の課

題のもとにそのあり様を探った。今後は、このこ

とを踏まえ具体的な実践を通して、そのあり様を

探っていくことが課題である。この課題をめぐっ

ては、稿を改めて論じることにする。

 注 

（1）文部科学省：2008,『小学校学習指導要領解説 総

合的な学習の時間編』,東洋館出版社,東京, 4-6 頁 

（2）同上書 6 頁  

（3）同上書  13 頁 

（4）文部科学省：2008,『小学校学習指導要領解説 総
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合的な学習の時間編』,前掲書,22 頁  

（5）同上書 26頁 

（6）同上書 69頁 

（7）同上書 70頁 

（8）加藤幸次: 1997,『総合学習の思想と技術』,明治

図書, 東京,25頁 
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１. はじめに

 筆者（石田）は平成１７年４月から平成２２年

３月まで、柏市教育委員会で指導主事を務めた。

この間、柏市内公立小学校から音楽の研究授業に

講師として、たびたび招かれたが、研究授業の題

材に共通教材を使用した教師は少なかった。その

理由を教師に尋ねると「共通教材は子どもたちに

あまり人気がない」ということであった。そこで、

小学校卒業後に小学校の音楽授業で学習した共

通教材がどの程度歌われているのかを平成２９

年４月、柏市において調査した。 

 大学生以上７０代までの男女３３１人から回

答を得ることができた。アンケートは小学校音楽

の共通教材２４曲について、小学生のとき何曲を

歌ったことがあるか？現在でも歌う曲はあるの 

 

 

 

 

 

 

か？そして現在でも歌う理由は何か？という質 

問にマークシートで回答してもらうものである。 

そのアンケート結果から見えてきたことは、小

学校で学習した共通教材を敬老会や地域のふれ 

あいイベントで小学校卒業後も老若男女がいっ

しょに歌っていたということであった。さらに、

「旋律や歌詞が好き」、「小学校時代を懐かしく思

い出す」という理由から、ひとりでも歌う人がい 

るということであった。筆者も実際に地域のイベ

ントで歌われているのを何度も見ている。また、

老人施設において認知症の患者が家族を認知で

きない状況になっていても、小学校のとき学習し

た唱歌を生き生きと、その場にいる人たちと一体

になって、暗譜で歌っている様子も見せていただ

いた。 

これらのことから、子どもたちに、すでに歌い

継がれている共通教材に興味関心を持たせ、主体

的に学習させることが大切であると考えるよう

になった。 

音楽教師の中には、共通教材よりも、子どもた

ちが好きな曲を題材にする傾向も見られる。しか

し、子どもたちに人気がない曲でも授業方法を工

開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 報告・資料 

2018 年 1 月 16 日受理 

Creation of "Proactive, Interactive, and Deep Learning" in Music 
Classes at Elementary Schools  ~Devising Teaching Methods Using 
Common Teaching Materials~ 
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夫することによって、子どもたちの興味関心を高

め、主体的に学習に取り組むようになるのではな 

いかと考え、他教科と関連させることを中心にし

た音楽授業を試みた。 

本報告・資料は柏市立酒井根東小学校の協力に

より、小学校第３学年歌唱共通教材「茶つみ」を

「主体的・対話的で深い学び」の授業にすること

を目的に、筆者と戸塚が協力して授業案を考え、

戸塚が授業を行った結果をまとめたものである。 

２. 大学生及び社会人対象アンケートの実施

２. １. アンケートの方法 

①アンケートの対象、人数

柏市内在住、在勤、在学の大学生及び社会人 

１０代から７０代までの３３１人から回答 

を得た 

②アンケート実施日

平成２９年４月３日～４月３０日 

③アンケート項目

（１）あなたの年代をマークしてください 

（２）あなたの性別をマークしてください 

（３）小学校の音楽授業は楽しかったですか 

（４）次の２４曲で子どものころ１回でも歌っ

たことがある曲をすべてマークしてく

ださい 

（５）（４）の２４曲の中で、現在でも歌うこ

とがある曲をすべてマークしてくださ

い 

（６）現在でも歌うことがある曲にマークした

人に質問です。 現在でも歌うのはなぜ

ですか、 あてはまるものをすべてマー

クしてください 

２．２．アンケート結果及び考察 

「小学校の音楽授業は楽しかったですか」とい

う質問に対して、３３１人中２９６人が楽しかっ

た及び楽しいときもあったと回答している。 

筆者が小学校で出前授業を行ったときには、小

学生に対して「小学校の授業で一番楽しい授業は

何ですか」という質問を行っている。この質問の

回答方法はその場で挙手させる方法である。どこ

の学校でも一番人気のある授業は体育であり、全

質問者の約３５％が体育、次に約１５％が図画工

作、そして三番目が約１２％の音楽であった。 

しかし今回、大学生及び社会人に行ったアンケ

ートでは約８９％が小学校の音楽授業が楽しか

ったと回答している。 

これは、小学校卒業後に年月を経て小学校の音

楽授業が楽しかったと思うようになった人が増

えたのではないだろうか。この理由の解明につい

ては今後の課題としたい。 

「次の２４曲（小学校共通教材２４曲）の中で、

子どものころ１回でも歌ったことがある曲をす

べてマークしてください」という質問に対して２

４曲すべてが１回は歌われたという結果になっ

た。次にその２４曲を現在でも歌うことがあるか

と質問したところ、「越天楽今様」以外は歌われ

ていた。 

「越天楽今様」が歌われないのは、現行の「越天

楽今様」が共通教材に指定されたのは、平成元年

の学習指導要領改訂からのことであり、アンケー

トの対象になった社会人の中には小学校６年生

共通教材「越天楽今様」の学習経験がないことが

大きな要因と考えられる。 

 共通教材「越天楽今様」を除く２３曲は小学 

校卒業後も歌われている。「ふるさと」は６９％

の人たちが現在でも歌うことがあると回答して

いるが、これは、いろいろなイベントの最後に会

場にいる人たちがみんなで歌うということが多

いためであると推測される。 

次に歌われることの多い曲は「夕やけこやけ」 

で３２％の人たちが現在でも歌うことがあると

回答した。これは、柏市が夕方になると子どもた

ちに「そろそろ家に帰りましょう」と促すために

防災無線（パンザマスト）を使用して「夕やけこ

やけ」を流していることが要因であると考えられ

る。 

小学校卒業後の現在でも歌い継がれている理
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由として、２７％の人たちが「旋律が好きである」

と回答。次に２４％の人たちが「小学校時代をな

つかしく思い出すから」と回答。次に１５％の人

たちが「歌詞が好き」と回答した。 

 今回のアンケート調査は柏市内に限定された

ものではあるが、「旋律」「歌詞」が好まれる曲や

地域行事等で世代を越えて一緒に歌われる曲は

小学校卒業後も歌われるという一定の傾向が見

られる。今後は調査範囲を広げ、他の地域ではど

のような傾向があるのか、研究調査の機会を得た

いと考えている。 

２．３．アンケートの考察から分かったこと 

 小学校６年生共通教材「越天楽今様」以外、２

３曲の共通教材は、すべて、小学校卒業後も歌わ

れている。このことから、小学校における学習経

験がなければ、「旋律」や「歌詞」が、すばらし

いものであったとしても、小学校卒業後に歌い継

がれていくことはないということが分かった。

「ふるさと」「こいのぼり」「さくらさくら」の歌

詞も小学生が日常、使わない言葉がでてくるが、

小学校卒業後に歌われている。このことは、まず、

第一に題材として取り上げるということが大切

であり、次に歌詞の理解を深めることに指導の重

点を置くことによって、歌い継がれる可能性も高

まるということが分かった。（アンケート結果の

詳細は、別添 110～111頁） 

３．小学校音楽共通教材の研究意義 

３．１．酒井根東小学校児童及び開智国際大学学

生の意識 

酒井根東小学校５，６年生児童に「今まで音楽

の授業で学習した歌唱曲で一番好きな曲をひと

つだけ答えてください」という質問に対して挙手

で回答してもらった。６年生の約三分の一、５年

生の約半数が「ビリーブ」と回答した。第二位以

下は５年生が「もみじ」「いつでもあの海は」。６

年生は「翼をください」「風のメロディー」と続

いた。「ビリーブ」がもっとも支持されている理

由は歌詞が好きであるということ、旋律も覚えや

すく美しいということであった。 

また、開智国際大学教育学部初等教育専攻の大

学生に小学校音楽共通教材について尋ねたとこ

ろ、小学校時代の音楽授業では、共通教材よりも、

それ以外の曲をより多く学習し、それが楽しかっ

たということである。 

筆者が指導している市立柏高等学校吹奏楽部

が柏市の敬老会で演奏を行ったとき、集まった人

たちに「ビリーブという曲を知っている人は手を

挙げてください」という質問を行った。約５００

人中、手を挙げた人は約２０人ほどであった。次

に「ビリーブを歌える人」と質問したところ、手

を挙げた人は皆無であった。 

この敬老会で演奏した最後の曲は「ふるさと」

であったが、参加した老人たちは高校生たちと大

きな声で一緒に歌ってくれた。筆者はいろいろな

ところで吹奏楽の演奏会を行う機会があるが、事

前の練習なしで会場が一体になり、感動を共有し

て歌える曲は「ふるさと」である。 

小学校の音楽授業では世代を越えて歌い継が

れ、子どもたちが大人になっても歌い親しむ楽曲

を学習させることが重要であると考える。それに

ふさわしい楽曲は何かと考えて共通教材に着目

した。 

なぜならば、共通教材はすでに地域や世代を越

えて歌い継がれているものである。小中高大学生、

社会人がひとつの会場でリハーサルなしで、心を

ひとつにして歌える楽曲は、小学校音楽共通教材

が最適であると考えるからである。 

３．２．共通教材「茶つみ」の研究意義 

「小学校音楽共通教材２４曲の中で、子どもの

ころ１回でも歌ったことがある曲をすべてマー

クしてください」という質問に対して、「茶つみ」

は５９％の人が歌ったことがあると回答してい

る。次に「現在でも歌うことがありますか」とい

う質問では１２％が現在でも歌うと回答してい

るが、大人になってからも歌う人は約五分の一に
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減少している。 

酒井根東小学校５，６年生児童に「今まで音楽

の授業で学習した歌唱曲で一番好きな曲をひと

つだけ答えてください」という質問に対して「茶

つみ」と回答した児童は皆無であった。 

筆者が柏市内の別の小学校に吹奏楽指導を行

ったとき、「茶つみで手遊びをしたことがある人

は手を挙げてください」と質問したところ、手を

挙げた児童は皆無であった。しかし、音楽の授業

では「茶つみ」は歌ったということである。つま

り、音楽の授業では歌うが、音楽室を一歩でると

歌わないということである。 

筆者が開智国際大学教育学部初等教育専攻学

生に、他教科（音楽以外のこと）と関連させた「茶

つみ」の授業（音楽科教育研究Ⅰ）を行ったとこ

ろ、授業後に数人の学生たちが「茶つみ」を歌っ

ているのを耳にした。 

このことがヒントになり、他教科と関連させ、

お茶そのものに興味関心を持たせることによっ

て、小学生も「茶つみ」という曲に関心を持ち、

主体的に学ぶのではないかと考えて題材にした。 

なお、子どものころは歌っていた「茶つみ」を

大人になっても歌う人が五分の一に減少する理

由についての調査は今後の課題とする。 

４．「茶つみ」の授業実践 

４．１．酒井根東小学校における「茶つみ」の授  

業 

ア 題材の指導計画の基本的考え方 

子どもたちの五感を刺激し、好奇心を引き出 

す。次に題材について疑問を持たせ、それを 

解決する方法として他教科と関連させて授 

業を展開する。 

①五感を刺激し、好奇心を高め、児童の主体

性を育む。

子どもたちが主体的に学ぶようになるために

は、子どもの好奇心を高めることが必要である。

好奇心に始まり探究心につながっていく。また、

物事を探求しようとする心を高めるためには、そ

のことに疑問を持たせることが重要である。この

過程が主体性を育む。そのために、日常生活の中

で飲んでいるお茶について、子どもたちに、でき

るだけ疑問を持たせるとともに、視覚、聴覚、味

覚、触覚、嗅覚を刺激する授業方法となるように

工夫する。 

②他教科との関連を図り、深い学びを目指す。 

お茶の産地、種類、栽培方法、収穫方法等を学

ぶことは一見、音楽の授業とは関係が無いように

思われる。しかし、授業を実際に行ってみると、

子どもたちの好奇心や疑問が大きく広がり、その

疑問を解決するためにグループで話し合いが活

発に行われ、主体的に学ぶ姿勢が育まれた。日常、

飲んでいるお茶が自分の口に入るまでに、たくさ

んの人々（いろいろな職業）が関わっていたこと

に気付き、そのことから、音楽表現も今までより

積極的で、より、深いものになると考える。 

イ 題材の指導計画 

『教材名』 

「茶つみ」４５分×３ 

『対象』 

柏市立酒井根東小学校 第３学年３クラス 

（１組２６名、２組２７名、３組２７名） 

『授業実施日』 

平成２９年５月２３日～６月１日 

『題材の指導計画』 

別添９頁～１２頁。なお、学習過程の詳細は、

１４頁～２１頁「茶つみ」フィールドノーツ 

ウ 授業実践 

 市販のペットボトルに入ったお茶を紙で包み、

中に何が入っているかわからないようにする。

「今日はある飲み物をみなさんに飲んでもらい

ます。みなさんの机の上にある紙コップを手で持

って、目をつぶってください。先生が紙コップに、

この飲み物を注ぎます」 

｢注ぎ終わりました。紙コップの中をのぞかず

に静かに飲んでください」「なんという飲み物か
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わかったら手を挙げてください」 

 授業の導入で飲み物を飲んでもらい、回答させ

る。この方法は子どもたちの「今日の授業」への

期待感を高め、好奇心を刺激しているように感じ

られた。フィールドノーツからもわかるように、

最初に味覚を刺激することで、子どもたちの授業

に対する集中力が今までにはなかった高まりを

見せた。 

 次に触覚、嗅覚を刺激した。本物のお茶の木を

用意し、子どもたちに触ったり、においを嗅いで

もらったりした。 

その感想は「お茶のにおいはしません」「少し

だけお茶のにおいがします」「何のにおいもしま

せん」「これがどうやってお茶になるのですか？」

というものであった。そこで「今から、このお茶

の葉っぱが、みなさんが普段飲んでいるお茶にな

るまでを電子黒板で見ていきましょう」と授業を

すすめた。これは視覚の刺激である。 

最初にお茶畑を電子黒板で見た子どもたちの

反応は「すごーい」であった。教室ではお茶の木

は１本だけ。電子黒板で、あたり一面のお茶畑を

見て、驚いていた。 

 次にこのお茶畑の葉っぱをどのようにして摘

んでいるかをグループで話し合い、発表。子ども

たちの意見は「手で摘む」「両手でひっぱる」「は

さみで切る」等であった。 

ここでまた、お茶の葉の摘み取りを電子黒板で

子どもたちに見せた。 

電子黒板では①昔から行われている、手で摘む

方法 ②手で運べる大きさの機械で摘む方法 

③人が乗って運転できる機械で摘む方法の３通

りを視聴した。 

３通りの茶葉の摘み取り方法を比較して、それ

ぞれの特徴について、班で話し合いを行った。 

手で摘むと、お茶にしたとき、一番おいしい若

い葉っぱの部分のみを摘むことができる。 

一方、すべて機械で摘むと短時間でたくさんの

葉っぱを収穫することができるということを学

んだ。 

 子どもたちの反応は「先生！！今日の音楽は音

楽の授業じゃないみたいだね」「でも、とても面

白い」「楽しい」「もっとお茶について知りたい」

というものであった。 

 「この摘み取ったお茶の葉がどうやって私たち

が飲むお茶の葉になっていくのか考えてみてく

ださい」という教師の問いかけに「摘み取ったお

茶の葉を手でくしゃくしゃにして、お湯を入れて

飲む」「摘み取ったお茶の葉を機械で混ぜる」「摘

み取ったお茶の葉をラップで包んで電子レンジ

にかける」「摘み取ったお茶の葉を水につけてお

く」というのが子どもたちの主な答えであった。 

ここで、摘み取ったお茶の葉の加工していると

ころを電子黒板で子どもたちに見せた。 

「お茶がこのようにして作られていることを

全然知らなかった」「乾燥させたり湯気をあてた

りすることを初めて知った」「立春や八十八夜と

いう言葉の意味も知りたいと思うようになった」

というような感想が発表された。以上が第 1 次の

授業実践である。 

エ 成果と課題 

普段、何げなく飲んでいるお茶をつくるために、

たくさんの人々が働いていることに気づくこと、

そのことが深い学びにつながるといえる。 

これらは本来の音楽授業からはかけ離れてい

るように見える。しかし、子どもたちはお茶につ

いて今まで以上に深く考えるようになっていっ

た。 

なぜ？という素朴な疑問が出発点になり、その

楽曲の背景にあるものやそれに関係することを

理解することは音楽そのものの理解を深めるこ

とに通じ、音楽表現も今まで以上に豊かなものに

なった。 

今回の「茶つみ」の指導計画は第１次から第３

次までの３時間で立案した。第１次でお茶につい

て他教科（他分野）と関連させた授業を行い、第

２次、第３次で通常の音楽授業を行った。第２次

の子どもたちの歌声は筆者が知る限り、今までで
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一番すばらしく、感動的なものであった。 

これは、第１次の授業があったからできたもの

である。第一次は子どもたちの五感を刺激するこ

とを第一に考え、最初に飲み物を答えさせるとい

う味覚を刺激することを行い、次に本物のお茶の

木を触らせたり、においを嗅がせることによって

嗅覚や触覚を刺激した。 

教室に準備したお茶の木は植木鉢に植えてあ

る１本だけであったが、映像で広大なお茶畑を見

せることによって、視覚的にも子どもたちの興味

を高めることができた。 

「茶つみ」を歌いながら、手遊びをする授業を

行っている小学校の教師から「手遊びは楽しんで

やる児童とそうでない児童の個人差が大きい」と

いう意見が寄せられたことがある。この、個人差

をどのように埋めるのかについては今後の課題

とする。 

４．２．開智国際大学における「茶つみ」の授業

実践 

 開智国際大学教育学部の学生に行った「茶つみ」

の授業ではお茶の木から葉を摘み、生の葉の味を

確認させることも行った。それ以外は小学生の授

業と同じ方法で行った。学生たちの感想は「茶葉

は普通の木の葉っぱの味」ということだったが楽

しそうに授業に参加していた。 

このように他教科と関連させ、五感を駆使した

授業は学生たちの集中力が途切れることはない

が、教師の「話し方」によって授業の成否が左右

されると思われる。話すときのことばの強弱、語

尾の創り方、間の取り方が重要であり、MC型授業

についての研鑽が必要である。 

学生たちに今回の茶つみの授業について感想

を聞いた結果、全員が「これまでの授業よりも楽

しかった」と回答した。学生の発言の中で、「今

日の授業は音楽の授業じゃないみたい」というも

のがあった（小学生にも同様の発言をする児童が

いた）。 

これは、今までの音楽授業の多くが、歌わせる

ことを中心に進められていたからである。４５分

間を、歌詞を朗読して、その意味を説明、理解さ

せる。そこから情景を想像させ、歌詞の行間から

何かを感じ取らせる。次に旋律を何度かピアノで

弾き、覚えさせる。発声、リズム、音程、強弱等

を考えて歌わせる。今回、そのような授業に加え

て社会科と関連させることで、お茶の産地、収穫

方法等を学び、五感に訴える授業方法によって、

従来の共通教材の授業よりも主体的で深い学び

になったと考える。 

５．おわりに 

 本報告・資料では地域社会において、すでに世

代を越えて歌われている、小学校音楽共通教材を

今の小学生に主体的に学ばせ、自ら歌うようにさ

せるべきであるという立場に立って、授業方法の

研究を行った。 

今回の「茶つみ」の授業は旋律やリズムを中心

に授業を行うのではなく、五感を刺激するととも

に、身近なことに関連付けて（他教科と関連させ

て）好奇心をひきだし、次第に音楽そのものへと

授業をすすめていった。子どもたちは、はじめに、

お茶そのものに興味を持ち、この葉っぱがどのよ

うにして、さきほど飲んだお茶になるのかという

疑問をもった。この、疑問をもつということが知

的好奇心を高め、次に疑問を解決しようとするこ

とにつながった。 

 主体的音楽授業は疑問を持たせ、それを解決す

る過程が最も重要である。この、過程が冗長にな

ったり、すぐに回答を示してしまうと、子どもた

ちは飽きてしまい主体的な学びにはつながらな

い。戸塚の行った茶つみの授業は、子どもたちに

疑問を持たせ、それを解決していく過程が絶妙な

間合いで行われていた。そのことは子どもたち全

員が「これまでの授業よりも楽しかった」と回答

したことからも明らかである。 

 現実問題として小学校音楽共通教材２４曲す

べてを他教科と関連させて授業を行うことは時
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間的に困難である。しかし、工夫によってその時

間を生み出し、世代や地域を越えて歌い継がれて

きた共通教材を主体的授業方法で行い、子どもた

ちの心の歌として歌い継がれるようにするとと

もに、友だちといっしょに声をひとつにして歌う

喜び、音楽のすばらしさを毎時間の音楽授業で感

じてもらえるよう、私たちは心がけていかなけれ

ばならない。 

 この子どもたちが将来、親になり、八十八夜の

ころ、わが子と茶つみを歌いながら手遊びをして 

いることを願っている。 
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アンケート結果（大学生及び社会人対象） 

「小学校音楽の共通教材についてのアンケート」 

(1) あなたの年代をマークしてください 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 無回答 計 

199 37 16 33 30 7 2 7 331 

60.1% 11.2% 4.8% 10.0% 9.1% 2.1% 0.6% 2.1% 100% 

(2) あなたの性別をマークしてください 

男 女 無回答 計 

85 243 3 331 

25.7% 73.4% 0.9% 100% 

(3) 小学校の音楽授業は楽しかったですか 

楽しかった 
楽しいときもあ

った 

どちらともいえ

ない 

つまらなかっ

た 

音楽の授業は

きらいだった 
無回答 計 

202 94 16 7 1 11 331 

61.03% 28.40% 4.83% 2.11% 0.30% 3.32% 100% 

(4) 次の２４曲で子どものころ１回でも歌ったことがある曲をすべてマークしてください 

う 

み 

か

た

つ

む

り 

日

の

ま

る 

ひ

ら

い

た

ひ

ら

い

た 

か 

く 

れ

ん

ぼ 

春

が

き

た 

虫

の

こ 

え 

夕

や

け

こ

や

け 

う 

さ 

ぎ 

茶

つ

み 

春

の

小

川 

ふ

じ

山 

さ 

く 

ら 

さ 

く 

ら 

と

ん

び 

も

み

じ 

ま

き

ば

の

朝 

こ

い

の

ぼ

り 

子

も 

り

歌

（ね

ん

～） 

ス

キ

ー

の

歌 

冬

げ

し 

き 

越

天

楽

今

様 

お

ぼ

ろ

月

夜 

ふ

る 

さ 

と 

わ

れ

は

海

の

子 

252 246 56 157 68 255 173 281 89 198 222 107 245 97 174 106 253 162 42 53 13 171 295 190 

76% 74% 16% 47% 20% 77% 52% 84% 26% 59% 67% 32% 74% 29% 52% 32% 76% 48% 12% 16% 3% 51% 89% 57% 



石田修一・戸塚千穂：小学校音楽科における「主体的・対話的で深い学び」の創造 111 

(5) （４）の２４曲の中で，現在でも歌うことがある曲をすべてマークしてください 

う 

み 

か

た

つ

む

り 

日

の

ま

る 

ひ

ら

い

た

ひ

ら

い

た 

か 

く 

れ

ん

ぼ 

春

が

き

た 

虫

の

こ 

え 

夕

や

け

こ

や

け 

う 

さ 

ぎ 

茶

つ

み 

春

の

小

川 

ふ

じ

山 

さ 

く 

ら 

さ 

く 

ら 

と

ん

び 

も

み

じ 

ま

き

ば

の

朝 

こ

い

の

ぼ

り 

子

も 

り

歌

（ね

ん

～） 

ス

キ

ー

の

歌 

冬

げ

し 

き 

越

天

楽

今

様 

お

ぼ

ろ

月

夜 

ふ

る 

さ 

と 

わ

れ

は

海

の

子 

74 76 8 23 16 74 35 106 18 42 55 23 83 15 42 13 81 32 6 11 0 44 230 70 

22% 22% 2% 6% 4% 22% 10% 32% 5% 12% 16% 6% 25% 4% 12% 3% 24% 9% 1% 3% 0% 13% 69% 21% 

(6) 現在でも歌うことがある曲にマークした方に質問です 現在でも歌う（好きな）のはなぜです

か（あてはまるものをすべてマークしてください） 

歌詞が好き 

小学校時代をな

つかしく思い出

すから 

歌から思い起こ

す情景が好き 
歌の旋律が好き リズムが好き 

その他（（7）の枠

内に記入してく

ださい） 

51 82 63 91 34 75 

15% 24% 19% 27% 10% 22% 

茶つみの学習指導案を添付する 

フィールドノートを添付する 
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第３学年 音楽科学習指導略案

柏市立酒井根東小学校 

指導者 戸塚 千穂 

１、題材名 ふしの感じを生かして、茶つみの様子を思い浮かべながら歌いましょう。 

  教材  茶つみ 

２、題材について 

   「茶つみ」は、明治４５年に「尋常小学唱歌（三）」で発表されて以来、広く愛唱されて

きた。昭和４３年の学習指導要領改定時に歌唱共通教材として取り上げられたが、昭和５２

年には再び削除され、平成元年の改訂でまた歌唱共通教材として復活するという経緯をたど

った曲である。

この題材は現行の学習指導要領の内容Ａ表現（１）のイ「歌詞の内容、曲想にふさわしい

表現を工夫し、思いや意図をもって歌うこと」に関わるものである。

この楽曲の特徴を生かして、音楽の深い学びへつなげること、更には他教科と関連させた

教育へつなげる方法を探っていくこと、この２つに焦点をあてた。

   先に述べた１つ目の“音楽の深い学び”とは、「茶つみ」の歌詞からリズムを想像させる

活動である。あらかじめＣＤで曲を聴かせたり、歌って示したりする活動を一切しないこと

により、想像力、思考力が増すのではないかと考えた。ここでは、２つの茶つみの楽譜を提

示して実際に歌い、どちらが本当の茶つみであるかを当てる活動を行う。リズムの違う２曲

から、本来の茶つみを想像することで、学びが深まることをねらいとする。

また、３年生はこれまで簡単なリトミックを行ってきた。４分音符、付点２分音符、２分

音符、８分音符、付点４分音符と８分音符のミックス、４分休符など音符を楽しく体感させ

てきた活動が、楽譜を提示したときにうまく結びつくよう、授業展開していきたい。

２つ目の“他教科と関連させた教育”とは、この楽曲や歌詞から見えてくる背景、茶摘み

の様子、お茶はどのようにしてできるのか、お茶ができるまでにどのような人が関わってい

るのかなど、子どもたち同士で意見を交わし考えさせることである。

音楽科と他教科との融合を計ることで、子どもたちがイメージを膨らませ、豊かな歌声を

響かせるとともに、より楽しく深く音楽を学び、心をも豊かにさせたい。そんな願いや思い

を持ってこの題材を設定した。

３、題材の目標 

○音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ、楽曲の構造に気をつけて聴くことが

できるようにする。

○茶つみの様子や、お茶ができるまでの行程に興味を持ち、社会との関わりに関心を持つ

ことができるようにする。

○歌詞の内容や旋律、フレーズに気を付けながら曲想にふさわしい表現で歌えるようにする。
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４、題材の指導計画と評価

次 ねらい・学習活動 具体の評価規準〔評価方法〕 

第 

１ 

次 

○お茶の葉が、普段飲んでいるお茶になる

までを知る。 

・飲み物を試飲。この飲み物が何かを当て

る。 

・お茶の木に触れてみる。（触る、匂いを

嗅ぐ） 

・お茶の葉が、普段飲んでいるお茶になる

までの行程をみる。（ＰＣにて） 

○歌詞の意味を知る。

・手作業で茶つみをしている様子が、「茶

つみ」の曲になっていることを知る。歌詞

の意味を考える。 

◇お茶ができるまでに興味を持ち、意欲的に

取り組んでいる。〔活動観察〕 

第 

２ 

次 

○リズムの違う２つの「茶つみ」を歌い、

どちらが本来の曲か考える。 

・「茶つみＡ」と「茶つみＢ」の楽譜を見

て、実際に歌ってみる。 

・どちらが本来の茶つみであるか、グルー

プごとに個々の意見（茶つみだと思う理

由）を伝え合う。 

○本来の茶つみを歌う。

・本来の茶つみの楽譜を提示し、茶摘みの

様子を思い浮かべて歌う。 

・二人一組の手遊びを教え、リズムを意識

しながら明るい歌声で手遊びを楽しむ。 

◇茶つみの様子を思い浮かべながら、どちら

が本来の茶摘みであるか、音楽の要素を用い

ながら説明することができる。〔発言内容〕 

第 

３ 

次 

○拍の流れや旋律のまとまりに気を付け、

手遊びをしながら歌う。 

○曲想にふさわしい表現を工夫して歌う。 

・前時の楽譜を提示し、本来の楽譜を見て、

リズムの確認をする。（どこが同じか、ど

こが違うのか） 

・音の高さや旋律の動きを指で確認し、歌

声を工夫して歌う。 

○お茶ができるまで、どのように人が関わ

って、どのような仕事が関連しているのか

を考える。 

◇歌詞の内容や旋律、フレーズに気を付けな

がら曲想にふさわしい表現で歌っている。 

〔演奏聴取〕 

◇お茶と人との関わりに関心を持ち、意欲的

に意見を発言できている。〔活動観察〕 
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フィールドノーツ 

時

間 
教師 子ども 備考 

第

１

次 

５

分 

３

分 

１

０

分 

今日はみなさんにあるも

のを飲んでもらいます。先

生が用意してきました。 

「では、一言もしゃべらず

に飲んで、この飲み物が何

なのかあててください。」 

「では、聞きます。これは

何でしたか？せーの」 

「答えは・・・お茶です。

そう、緑茶。今日は『茶摘

み』という曲を歌うのです

が、その前にお茶について

色々知りましょう。」 

「これはお茶の木です。触

ったりにおいをかいだりし

ていいよ。」 

「では、今からこのお茶の

葉っぱが、お茶になるまで

を電子黒板でみていきまし

ょう。」 

「さっきみなさんに見せた

お茶の葉が一杯！！」 

「なにこれ？」「えー！」「分か

った」などの声。 

飲む。 

大半はお茶か緑茶。その他ウー

ロン茶・紅茶などの声。また、

お茶の銘柄をいう子どもも数

名。２人は全く検討もつかな

い。 

「においはしません。草のにお

いがする。」 

「少しだけお茶のにおいがす

る！」 

「何のにおいもしない。」 

「これがどうやってお茶にな

るのだろう」 

紙コップにお茶を入れたも

のを配る 

考え込む子もいるが、すぐに

分かる子が多そう 

本物のお茶の木を用意。 

触ったり、においを嗅いだり

している。 

電子黒板 

映像でお茶畑を見せる。 
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１

５

分 

「そうしてお茶の葉がどの

くらい育ったら摘み取る

か。これがお茶の美味しさ

を決める大切な作業なの。

お茶の葉の上のほうが新

芽。この上の葉を２．３枚

が美味しいそうです。でも

この辺（上から５枚の葉を

指して）も、お茶になって

いるんだって。これについ

ては、また後で説明します。 

では、ここで問題です。ど

うやってお茶の葉っぱを摘

むと思いますか？いつもの

グループで話し合ってくだ

さい。」 

「では答えてください」 

「なるほど。はさみと答え

た人！！どんなはさみだと

思う？」 

「どんな機械なの？」 

ではここで、摘み取り方法

を見てみましょう。 

「すごーい」 

話し合う 

「手で摘むと思います！」 

「両手で引っ張る！」 

「はさみで切る」 

「手で一枚一枚摘むと思いま

す！！」 

「えっとー。こんな感じでチョ

キチョキ切ると思います。」ジ

ェスチャーで切る真似をする。

どうやら小さなはさみのよう

だ。 

「あー！！分かった！！機械

で摘む！！」 

茶畑を映像で見て、その広さ

に驚いていた 

真剣に話し合っていた 

ジェスチャーで表現 
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５

分 

① 昔から行われている、

手でつむ方法

② 手で運べる大きさの機

械でつむ方法

③ 人が乗って運転できる

機械でつむ方法

ここでは、手で摘むと若い

葉っぱの部分のみをつむの

でおいしいということ。 

機械でつむ方が短時間でた

くさん収穫できることを学

ぶ。 

「あれあれ、本当だね。後

でね、これが音楽に繋がる

よ。では、この摘み取った

お茶の葉がどうやって私

たちが飲むお茶になって

いくのかを見てみましょ

う。ちょっときいてみるけ

れど・・・この後どうする

と思う？」 

「それでは摘み取った後、

工場で加工するのですが、

その様子をみてみましょ

う。」 

「小さなトラックみたいな。わ

からないけれど・・・」 

「 や っ ぱ り 機 械 も 使 っ て い

た！！」 

「先生！！今日の音楽は音楽

の授業じゃないみたいだね」 

「なんかおもしろい」 

「手でくしゃくしゃにして、お

湯を入れて飲む」 

「機械で混ぜる」 

「電子レンジにラップをかけ

て冷ましたら、また電子レンジ

にかける。」 

「水につけておく」 

電子黒板使用 

３通りの摘み取り方法を見

る 

しばらく考え込む 
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第

２

次 

「みんなお茶のこと、少し

は知ることができました

ね。ではここでやっとお茶

の歌を歌ってもらいます

よ。«茶摘み»という曲です。

この曲は、昔の人がお茶の

葉っぱをせっせと手で摘ん

でいる様子を歌っていま

す。機械ではありません。

大変だけれど楽しみながら

お茶をつんでいる様子で

す。 

実はね、ここに２曲用意

してあります。歌詞は同じ

なの。でも、どちらかが本

当の曲。この二つのうちの

一つは、先生が勝手にリズ

ムを変えてしまいました。」 

「では《茶摘みＡ》を歌い

ます。この後みんなにも歌

ってもらうので、何となく

覚えてくださいね。」 

♪なーつも ちかづく は

ちじゅうはちやー 

 のーにもやまにも わか

ばがしげるー 

 あーれにみえるは ちゃ

つみじゃないかー 

 あーかねだすきに すげ

のかさー♪ 

「はい、歌ってみましょ

う。」 

「全然知らなかった」 

「乾燥させたり湯気をあてた

りするんだ」 

「お茶を揉むのにも機械で時

間をかけるんだ」 

「え～っ」 

電子黒板使用 

お茶の加工現場を視聴 

驚いた様子で視聴していた 

翌週の授業 

楽譜と歌詞が書いてある«茶

摘みＡ»を歌う。二分音符と

四分音符のみ使用。 

静かに教師の歌を聴いてい

た 
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「次は «茶摘みＢ»を歌い

ます。聴いていてくださ

い。」本来の茶摘み 

 ♪ なつもちーかづく 

はーちじゅうはちや 

  のにもやーまにも 

わーかばがしげる 

  あれにみーえるは 

ちゃーつみじゃないか 

  あかねだーすきに 

すげのーかさー ♪ 

「歌いましょう」 

「歌詞の意味を教えてい

なかったね。まず、夏も近

づく８８夜。これは、立春

から数えて８８日目とい

うこと。立春ってなあに？

いつ頃だろう。実はまだ寒

い時期ですが、２月４日

頃。さあ、カレンダーで８

８日数えてみましょう。」 

「昔はせっせとお茶を手

でつんでいたんだね。五月

でも日が照っていて、沢山

のお茶の葉をつむのはと

ても大変だったと思いま

す。この曲は、昔の人達が

せっせと手でお茶を摘ん

でいる様子を歌っている

のです。機械ではなく手で

ね。それでは、ここで話し

合ってもらいます。どっち

が本当の茶摘みでしょう

か。 

また、なんでそう思うの

歌う。 

歌う。 

いつもより大きな声で歌っ

ていた 

楽しそうに教師の歌を聴い

ていた 

八十八夜ってなに？という

声が聞こえた 

一番の歌詞の意味を子ども

たちと考えながら、歌詞の意

味を理解させる。 
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か。いつもの班で話し合っ

てくださいね。」 

楽譜Ａが本来の茶摘みと答え

た人の理由 

○なめらかだったから、ゆった

りとお茶をつめそう 

○優しい感じで歌いやすいか

ら 

○二分音符と四分音符ばかり

だった。楽譜Ｂは、はじめに４

分休符があって歌いにくい。 

○遅い感じがしたから

○二分音符がお茶摘みの大変

さがでていたから 

○楽譜Ｂは忙しそう 急いで

とったら葉っぱがとんでしま

いそう。 

楽譜Ｂが本来の茶摘みと答え

た人の理由 

○茶摘みをがんばれそうな感

じがした 

○茶摘みを楽しそうにやって

いるリズムだった。リズムに乗

って楽しく歌ったりつんだり

していると思った。 

○付点４分音符と８分音符の

リズムがたくさんあった。 

話し合いを始める。話し合い

の間、教師は楽譜Ａと楽譜Ｂ

を交互に歌う。 

たくさんの意見がでた 
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第

３

次 

「みんなたくさん考えて

くれましたね。理由もなる

ほどと思いましたよ。 

それでは正解は・・・楽譜

Ｂが正解です！！楽譜Ａ

は先生がリズムを変えた

ものです。理由はみんなが

考えたとおり、お茶の葉っ

ぱをはやく摘まなくっち

ゃという気持ちを、この弾

んだリズムに表したんだ

ね。 

では最後に楽譜Ｂの茶

摘みを歌って終わりにし

ましょう。」 

拍の流れや旋律のまとま

りに気を付けて茶つみを

歌いましょう 

「あれあれ？すごい。その

リズムがうちたくなった

のかな？」 

２人一組で向かい合って

ください 

先生の真似をして手でリ

ズムを打ち合ってくださ

い 

 それでは・・・ここで 

この間、みんながのんだお

茶はこれです！！ 

「みんなに考えてもらい

たいこととは、この「お茶」

○付点４分音符と８分音符の

リズムが、はやくつまなければ

いけないといういそがしさが

伝わってきた。 

○４分休符が初めにある。これ

が茶摘みをしているような感

じだった。 

○楽譜Ａは、長い音符がたくさ

んあってなめらかな感じだっ

た。なめらかすぎると、茶摘み

をやらなくていいやと思いそ

う。だから違うと思った。 

歌う 

誰からともなく手拍子を始め

る 

「なんかたたいてみたくなっ

た」 

２人一組になって楽しそうに

手遊びをする 

ここで教科書を初めて開い

て歌う。リズムを意識させて

歌わせる。 
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ができるまで、どんな人が

どのようにかかわってい

ると思いますか？」 

「そうそう。とにかくこの

お茶ができるまで。必ずひ

とり一つは意見を出して

ください。」 

「あ～ ○○だったんだあ」 

「おれ、あたったぞ！！○○の

お茶だと思ったんだ。」 

「え？意味がよくわかりませ

ん。」 

「例えばお茶を栽培している

人とか？」 

ある銘柄のペットボトルの

お茶を見せる 

一生懸命考えていた 
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子どもたちが考えたお茶ができるまでに仕事をした人 

１   お茶を栽培する人 

２   お茶の木に水をあげる人 

３   種をまく人  

４   収穫する人（手で 機械で） 

５   お茶を乾燥させる人  

６   お茶を柔らかくする人  

７   お茶を蒸したり乾燥させたりする機械を動かす人

８   お茶をつくる機械を作る人

１０ お茶を入れる段ボールを作る人 

１１ お茶の名前を決める人 

１２ お茶を自動販売機に入れる人 

１３ お茶を T パックにする人 

１４ ペットボトルを作る人 

１５ ペットボトルのキャップを作る人 

１６ ペットボトルのキャップに製造年月日をいれる人 

１７ ペットボトルのラベルを作る人 

１８ ペットボトルのラベルの色を決める人  デザインする人 

１９ ペットボトルのラベルの文字や内容を考える人 

２０ ラベルを貼る人 

２１ ペットボトルにお茶を入れる人 

２２ お茶をトラックまで運ぶ人 

２３ お茶をトラックで運ぶ人（トラックを運転する人） 

２４ お茶を飲み比べて味をチェックする人（テイスティング） 

２５ 日本の緑茶を海外へ売る人 

２６ お茶の値段を決める人 

２７ お茶のコマーシャルを考える人 

２８ お茶のポスターをつくったり考えたりする人 

２９ できたペットボトルのお茶をスーパーに売る人 

３０ スーパーでお茶を並べる人 

３１ 缶のお茶を作る人 

９    できたお茶を段ボールに入れる人  
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開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 報告・資料

１．ごんは死んだのか 

「ごんは本当に死んだのですか。」

ある若手教員からこんな質問を受けた。平成

２７年秋、東京都 H 市の国語研究会でのことで

ある。講師の私に向かって投げかけてきた質問

に驚いた。ごんは生きていると思っているのか、

そういう読みをしているのか、なぜこのような

質問をしていたのかと逆に聞いてみた。 

その教員が言うには、教科書の文中に「死ん

だ」という記述がないからだという。授業中、

終末の場面で、子どもたちと「ごんは死んだの

か、それとも生きているのか」ということが話

題となり、その議論が白熱した。「文中のどこに

も死んだという言葉がないので、死んだとは言

えない。僕は生きていると思う。」と発言した子

がいた。その教員もその子と同じ意見で「先生

もごんが生きている方に賭けたい」と答えたと

言う。この言葉を聞いて、その協議会参加の何

人かの若手教員も同意見だった。

ごんは兵十に銃で撃たれて倒れた。あのまま

死んでいったと考えるのが妥当な読みだと私は

協議会で話した。しかし、その若手教員は「死

んだ」という言葉がない以上、どう解釈するか

は個人の自由なのではないかと言って、あくま

でもごんが生きていると解釈したいと主張して

いた。

小学校国語科教科書４年生の文学教材の「ご

んぎつね」。いたずら好きなきつねのごんが兵十

に対していたずらをして、その後に兵十のおっ

母が死んだのを知り、いたずらをしなければよ

かったと後悔をする。そして自分と同じ一人き

りになった兵十をかわいそうに思い、くりや松

たけなどを償いの気持ちから持って行く。しか

し兵十はそれに気づかず、銃でごんを撃ってし

まい、その直後に、くりや松たけなどを持って

2017 年 12 月 14 日受理 
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きてくれたのはごんだったのかと気づき、銃を

ばたりと落としてしまう。ごんは倒れたままで

ある。銃の先から青い煙が立ち上るという記述

で終わる文学作品である。

どの教科書会社の教科書にも何十年にもわた

って載っている、おそらく全国で最も有名な国

語科教材文である。この作品は、ごんと兵十の

気持ちがすれ違ったまま進み、ごんの償いの気

持ちが兵十に届かぬまま、最後にごんが倒れた

直後に兵十がその行動や気持ちに気づくが、も

う時すでに遅かったという、何とも切なくやる

せない余韻が残るものである。  

銃の筒先から立ち上る青い煙が空に上ってい

く死んだごんの魂だととらえたり、後悔しても

もう元に戻らない兵十の気持ちと重なるなどの

見方をしたりすることもできる。

確かにこの作品中にごんが「死んだ」という

記述はない。しかし直接的な表現がなくても、

前後の文脈、記述、全体の情景描写、挿絵の様

子などから、ごんはこのまま息が途切れ死んで

いくのは明白である。そのように読み、そのよ

うに想像していくのが、国語の授業における文

学教材の読み方である。

この「ごんぎつね」の読みで、ごんを「死ん

だ」ととらえるか、「死んでない、または死んだ

とは限らない」ととらえるかは大変重要である。

学習指導要領の小学校国語科の教科の目標に

「思考力や想像力および言語感覚を養い」とい

う箇所がある。

ここに書かれている想像は何でも自由に想像

してもよいというわけではない。そもそも文学

教材と説明文教材では読み方そのものが異なる。

子どもが誤った読みをしたのなら教師が正しい

読みに導いていかなければならない。しかし教

師が説明文教材も文学教材もみな同じ文章とし

ての読み方をしていけば、指導を受ける子ども

たちの読みに混乱が起きてくるのは当然である。

国語科学習指導要領には目的に「正確に理解し」

という文言があるが、正しい読みをさせていく

ことが学校教育で必要なのである。

そこで私はこのH市の研究会を機に、この「ご

んぎつね」を、現場の教員やあるいは教員志望

の学生たちがどう読むかに関心を持ち調べてみ

た。

２．教員、学生への読みの調査 

（平成２７年～２９年） 

２．１．調査時期、対象、方法 

平成２７年から２９年の間に以下のように計

５回にわたり、学生や教員らにこの教材の読み

取り調査をした。その場で教材文「ごんぎつね」

を一斉に読んだあと、質問はみな共通していて

「ごんは死んだと思うか、それとも死んでない、

あるいは死んだとは限らないと思うか」とした。

そしてその理由も挙げてもらった。 

① 平成２７年１０月、東京都 H市の小学校教員

１０名に調査 

結果は６名が「死んだ」、４名が「死んでない、

または死んだとは限らない」と答えた。 

② 平成２８年１０月、東京都 N 区、H 市、S 区

の小学校教員１２名に調査 

結果は８名が「死んだ」、４名が「死んでない、

または死んだとは限らない」と答えた。 

③ 平成２９年６月３０日、東京都内某大学教職

大学院の院生１１名）に調査 

結果は９名が「死んだ」、２名が「死んでない、

または死んだとは限らない」と答えた。 

④ 平成２９年７月３日、本学教育学部学生１年

生３１名に調査 

結果は、１５名が「死んだ」、１６名が「死ん

でない、または死んだとは限らない」と答えた。 

⑤ 平成２９年８月中に東京都内小学校教員２

６名に調査 

結果は、１８名が「死んだ」、８名が「死んで

ない、または死んだとは限らない」と答えた。 

２．２．結果 

この結果を、教員、学生、両者合わせたものと
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３つに分け、表と円グラフで以下のように表し

た。なお、教職大学院には現職教員院生と学部

卒院生がいるので、現職教員院生は「教員」に、

学部卒院生は「学生」のほうに入れて集計をし

た。 

人数 死んだ

「死んでない」 

または 「死ん

だとは限らな

い」

教員 ５７名 ４１名 １６名

割合 ７２％ ２８％

学生 ３３名 １５名 １８名

割合 ４５％ ５５％

合計 ９０名 ４１名 １６名

割合 ６２％ ３８％

教員５７名に調査 

学生３３名に調査 

教員と学生の合計９０名に調査 

２．３． 読み取りの理由 

①「死んだ」と答えた者の主な理由

・終末の場面で、銃で撃ってしまって後悔す

る兵十の様子から、このままごんは死んでい

くととらえるべきである。 

・筒口から青い煙が上っていくところに、死

を連想させるイメージがあるから。 

・この作品は、ごんの償いの気持ちが兵十に

なかなか届かずに、銃で撃たれた後にその気

持ちが届いたというやりきれなさが残る作品

である。この後、ごんが元気になるというこ

とはこの作品には当てはまらない。死ぬのだ

と思う。 

②「死んでない」と答えた者の主な理由

・このまま終わるのでは悲しすぎる。自分の

願いとしては最後は明るい結末にしていきた

い。 

・ごんはぐったりとしたまま、うなずいたと

いう記述がある。実はごんは撃たれてなく死

んだふりをしていたととらえることができる。 

・兵十はこの後、すぐにごんを手当てして助か

ったと思うから。 

・挿絵を見るとごんの体から出血していないか

ら。 

・ごんに希望があると信じている。 

・ごんはうなずいたので、瀕死の状態ではあっ

たけれど死んでない。 

・兵十が声をかけた時、うなずいていたから。 
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・銃の筒口から青い煙が出ているのは、ごんが

まだ生きているのを表現していると思えるから。 

・きっとこの後、兵十はお礼の気持ちでごんを

助けると思うから。 

③「死んだとは限らない」と答えた者の主な理

由 

・文中に死んだとは書いていないから。断定で

きない 

・ぐったりと目をつぶったままうなずいたとい

う表現から、一瞬、死を連想するが、よくよく

考えてみると死の記述がない。 

・死んだとも受け取れるし、死んでないとも思

える。結論は読者の自由に任せられていると思

う。作者もそこまで断定していないのだから。

国語の物語の読みは自由に解釈していいところ

がその良さだと思う。 

・挿絵を見てみるとごんは土下座をしていて、

銃の弾丸が当たって倒れたとは見えないから。 

・小学生の時は死んだと思っていたが、今、改

めてよく文章を読んでみると、死んだとか息を

引き取ったなどの絶対的な表現がないから。 

・火縄銃の当たった場所など明確に書かれてい

ないので、死んだとは限らない。 

・即死ではないため、治療をすれば助かるかも

しれないから。 

２．４． この結果から 

「死んでない、または死んだとは限らない」と

答えた割合は、まだ教員経験がない学生たちの

中では半数以上あった。現職の教員でも３割近

くになり、両者合計すると４割近くの数字とな

る。 

今回の調査のきっかけとなったのは、平成２

７年の H 市の研究会で、そこの参加教員のうち

少なくとも３名が、ごんは死んでない、死んだ

とは限らないと主張したことが契機となった。

その時にその若手教員の考えを聞いて、正直、

愕然としたものである。ごんが死んでいないと

読み取るのかと大変驚いた。このような読みを

する人は仮に他にいたとしてもごく少数の人数

だろうと思っていた。しかし今回の調査の結果

は、私が考えていた以上に多い数字であった。 

３．考察～説明文教材と文学教材の読みの

違い 

小学校国語教科書の教材文には、説明文教材

と文学教材がある。この二つの教材文では読み

方に決定的な違いがある。 

３．１．説明文教材の読み ～根拠となる言葉

があるかどうか～ 

説明文は問いかけをして、出来事や実験や観

察などの事実をもとにして、答えとなる筆者の

考えを述べる文である。そこには事実が述べら

れている。読み手の子どもたちは、段落ごとの

要点は何か、どこに何が書いてあるか、キーワ

ードは何かなど、文末の表現などに気をつけな

がら、それは事実なのかそれとも筆者の意見な

のかを考える。そしてその説明文全体の文章構

成をとらえて筆者の考えや主張を読み取ってい

くものである。 

説明文には、そこに述べられている事実を裏

付ける出来事、数字、資料などがあり、これは

筆者の考えにつながっていく。例えばこの実験

はいつ、どのようにして行い、この数字は今で

も有効なのかなども考えながら読む必要がある。 

そこで挙げられている資料が作成された年と、

その説明文を読んでいる現在とでは、時が経過

していて、今では状況の変化もあり得る。書い

てある事実も断定で書いてあるのか、他の可能

性もあると書いてあるのか、それとも筆者の意

見なのか、筆者の願望なのかなども併せて読む

ことが大事である。このような批評的な読み方

があって、説明文を正しく読むことになってく

るのである。説明文を読む時には、文章中に何

の言葉が書いてあるかが極めて大事である。 

説明文の代表的なものは新聞である。新聞に



遠藤真司：小学校国語科教材の読み方～文学と説明文の違いから～ 129 

は事実や出来事が書いてある。新聞に水の事故

のことが記事に載っていたとする。海が荒れて

大きな波が次々に押し寄せて来て、何人もが溺

れてしまったがやっとのことでほとんどの人が

救助された。しかし一人だけ姿が見えない。数

日が経過したが、依然、そのうちの一人は行方

がわからない。この新聞記事を読んだ時、すで

にその人は、どこかで死んでいるのではないか

という見方は出てくる。しかし、断定はできな

い。「死んだ」いう記述がないのなら、状況とし

ては死んだであろうと思われても、実際のとこ

ろは言い切ることができないのである。 

科学的な論文などでもそうである。例えば環

境条件の変化で、マウスが生き残れるかどうか

という実験の論文があったとする。マウスが生

きていくのに厳しい環境に次から次へと変えて

いった時に、元気がなくなり、ぐったりして動

かなくなってしまったという結果が出たとする。

全く動かなったという記述があったとしても、

「死んだ」と論文に書いていない限り、死んだ

とはわからないし、そう言い切れないわけであ

る。 

このように生物の生き死になどに関わる論文

では、「死んだ」とか、あるいは「死んでいない」

などの記述を正確に書く必要が出てくる。逆に

言うと明確に書いていない以上、死んだかどう

かはわからない、死んだとは限らないと解釈で

きるのである。 

つまり説明文の読みでは、明確に根拠となる

言葉があるかどうかが、その判断の決め手にな

ってくる。ごんが死んでいない、あるいは死ん

だとは限らないという人は、「ごんぎつね」の文

章を説明文的な読み方をしていると言えるので

ある。 

仮に新聞にこの「ごんぎつね」のことが事件

として載っていたとする。「〇月〇日、〇時頃、

ごんが小屋に入ってきたのを見た兵十は、かね

てから用意してあった火縄銃でごんぎつねを撃

ち、ごんはばったりと倒れました。」などの記述

があったとする。「ぐったりしていた」と書かれ

た記事があり、ごんが倒れている写真が載って

いたとしても、「死んだ」という記述がなければ、

生きているか死んでいるかはわからない。新聞

を代表する説明文では、「死んだ」という言葉が

書かれてなければ、死んだとは言い切れないし、

死んだとは限らないのである。説明文ではこの

ように解釈できる。しかしこの「ごんぎつね」

は文学作品である。 

３．２．文学教材の読み 

３．２．１．直接表現がなくても世界観に浸っ

て想像をしながら読む 

文学（物語）は、作られた話である。作者が

いて、時、場所、登場人物を設定して、どのよ

うな流れで書いていくかが考えられている。説

明文では筆者の主張を読むとすれば、文学には

作者がその作品で描きたかった主題があり、そ

れを読み取っていくのである。作られた話であ

るから、当然、実際にあったことではない。事

実とも違う。あくまでも虚構の話の中に入りこ

んで、叙述の美しさを味わったり、そこから人

物の心情の変化などを想像して楽しんだりする

のである。だからその作品の世界観に浸った読

みが求められる。 

「ごんぎつね」には、ごんが死んだとは書かれ

ていない。しかし、死んだと想像できる描写に

なっているのである。 

ごんの死を予感させる伏線がある。兵十が撃

ち、ごんがばたりと倒れてしまったあと、土間

に栗が固めて置いてあるのを見つけ、「ごん、お

まえだったのか。いつもくりをくれたのは。」と

兵十がごんに聞くのである。この時の兵十の声、

言い方、表情などはどうであったろうか。また、

ごんがぐったりと目をつぶったままうなずくと、

兵十は銃をばたりととり落としてしまう。この

時のごんと兵十はどのような気持ちだったろう

か。やっとわかってくれたというごんの安堵の

気持ちと、それを撃ってしまったという激しい
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後悔の念が出てくるであろう兵十の気持ちを想

像するのである。そして銃の筒口から青い煙が

細く出ていたという終わりかたからも、死んだ

ととらえることができるのは間違いない。作者

も最後にごんが死んでいくと思わせての終わり

方にしているはずである。 

だからこそ、この「ごんぎつね」の世界観に

合わせて、死んだ、もしくはこのまま死んでい

くと読まなければならない。そう読むことが、

「ごんぎつね」の正しい読み方であり、解釈で

あり、正しい想像である。教師としても、子ど

もたちにそのような読みにさせていく指導をし

ていかなければならない。この作品の最後に「こ

うしてごんは死んでいきました」などの記述が

あるかどうかが問題となってくるのではないの

である。文学作品は、書かれたことをもとに書

かれていないものまでをも想像するのである。 

俳句づくりでよく言われるのは、例えば景色

の美しさを、美しい、きれいなどの直接表現を

しなくても、その美しさを十七音で表すところ

に味わいがあるという。文学でも全く同じであ

る。文学であるから、「死んだ」という言葉が明

確に書いてあるかどうかが判断の決め手ではな

い。「死んだ」「息が絶えた」「命が果てた」など

のような直接表現がなくても、その前後の文脈

で死んだと思わせる、そのように想像させるこ

とが、文学の文学たる所以ではないか。文学は

そのように読まなければならない。 

死んだという正確な記述がないという事実を

問題にするのなら、そもそもきつねが人間の言

葉を理解していること自体がおかしいことにな

る。あり得ないことである。ノンフィクション

の説明文と違い、文学はフィクションの世界で

ある。この作品は人間と動物の気持ちのすれ違

いが主題になるのであるから、あくまでもこの

作品の世界観に立った読み方、想像をすべきな

のである。 

３．２．２．正しく読む ～読み手の自由とは

何か～ 

「自分はごんが助かってほしいと思う、だから

死んでいない、死んだとは限らないを選んだ」

と言う人がいた。「こんなに健気に松たけなどを

運んでいるごんが死ぬなんてかわいそう、何と

か生きていてほしい」と願う人がいた。ごんが

このままではかわいそう、最後は幸せな結末で

終わらせたいと思うのは、読み手の優しい気持

ちの表れである。しかし、それはその人の感想

であり、希望である。これは自由でよい。ある

いは「兵十は、簡単に銃で撃ち過ぎた。もっと

状況を把握してからにすればよかった。取り返

しのつかないことをしてしまった。兵十の生き

方、行動はよくないと思う」と考える者もいる

かも知れない。このように思うこともまた自由

である。 

登場人物に対してどう思ったか、どのような

生き方をしてほしかったのかを感じるのは、ま

さにそれぞれの人の自由な感じ方に任せられる。

読後の感想を交流する場でこのようなことを言

うのも意味があることである。人は誰でもみな

同じ考え、感じ方ではない。人それぞれの違い

を知ることで多様な見方があることを知り、視

野が広がり、感じ方の違いに気づくのは、子ど

もの成長につながる大事な場となる。 

しかしその前に正しい読みをすることが前提

となる。「ごんぎつね」の文学作品は、想像をし

ながらも、ごんが死んだ、死んでいくだろうと

読むことが正しい読みなのである。文章をどの

ように読もうとも子どもの自由に任せるべきで

あるということを言う人もいたが、自由な読み

を子どもに委ねるのではなく、正しい読み取り

をしたあと、鑑賞は子どもの自由に任せるので

ある。 

算数科では教師の「１２÷３は」という問い

に対しては「４」という答えになり、これ以外

はあり得ない。この「４」という答えが唯一絶

対の正解である。点と点の対応と言える。これ



遠藤真司：小学校国語科教材の読み方～文学と説明文の違いから～ 131 

に対して国語科では点と点よりも幅がある。「ご

んはどういう性格ですか」という問いに対して

「いたずら好き」「一人ぼっちで寂しがり屋」「本

当は優しい」などのような多様な答えが出てく

る。どれもそれぞれ正しくごんをとらえている

と言える。算数科の問いと答えが点と点の対応

とするならば、このような多様な考えを導き出

す国語科の問いと答えは、点と点よりも幅があ

る帯と帯の対応と言えよう。 

しかしいくら幅があると言っても、ごんの性

格を「残酷」「非情」のようなことを答えるとし

たら、これは完全に誤りである。仮にそのよう

なことを答えた子どもがいたとしたら、これは

正さなければならない。それが正しい読みとい

うことである。そして「ごんは死んだのか」と

いう問いに対しては、多様な答えはあり得ない。

「死んだ」が正しい読みなのである。 

○12÷3= ４ 

○ごんはどんなきつねですか

・残酷な性格  

・非情な性格 

また、私は多くの教員から文学の「続き話」

をどこまで認めていいのかという質問をよく受

ける。「ごんぎつね」に限ったことではないが、

文学（物語）の読みの授業の最後に、続き話を

想像させて書くという活動がよくある。ここで

子どもたちにどの程度の想像をさせていいのだ

ろうか、あまりにあり得ない、突飛なことを書

いても、子どもの自由な想像を認めるべきなの

かよくわからないということである。 

これには私はいつも、その作品の世界観に沿

った想像をさせることと答えている。続き話の

想像を聞いて、誰もが納得できる想像、この話

の続きだったらあり得るというものである。よ

く映画などでは、主人公が死んだのにも関わら

ず、作品がヒットしたため、前作で死んだよう

に見えた主人公が実は生きていたという設定で

像編が作られるものもある。しかしこれを授業

中に指導する文学教材にあてはめてはいけない。

やはり、その作者が考えたその世界に沿った話

で想像し、読み進めることが文学を正しく読む

ことになるのである。 

３．３． 説明文教材と文学教材の読みの違いの

理解 

結論を言うと、文学教材の「ごんぎつね」を

読んだ教員、学生たちの中で、「ごんは死んでな

い、または死んだとは限らない」と答えた人た

ちは、文学教材も説明文教材も、その文種によ

っての読み分けをせず、すべて同じ構え、同じ

読み方で読んでしまっていると言える。文章に

その言葉の記述があるかどうかが一番の判断材

料になると考えているのである。そして教材文

に書かれていないことは自分の希望や願いで決

められると考えている。これが小学校国語科教

育で、説明文教材と文学教材の読みの違いが曖

昧になっている最大の問題点であると言える。 

４．子どもたちの好きな教材文 

平成２９年７月と９月に東京都 N 区、S 区の

子どもたち１年生から６年生の１９４名に「物

語と説明文のどちらが好きか」を調査した。 

・いたずら好き

・一人ぼっちで寂しがり屋

・本当は優しい
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結果は「物語が好き」が１５６名（全体の割

合が８０％）、「説明文が好き」が３８名（全体

の割合が２０％）であった。 

子どもたちは説明文より文学（物語）が好き

な子の割合がずっと高い。その最も多い理由が

「自由に考えられるから」「自由に想像できるか

ら」というものであった。先述したように文学

教材を読んだ後、どのような感想を持つかは自

由である。 

しかし「ごんぎつね」でいうと、「ごんが死ん

だ」と考えても、「死んでないまたは死んだとは

限らない」と考えても、どちらでも間違いでは

ないということを前提にして、自由に発言し合

うことが楽しいと考えたのなら、その読み方の

方向は誤っていることになる。そう考えるとこ

の結果を危険信号と見て今後の授業の在り方を

考えなければならない。 

５．今後に向けて 

小学校学習指導要領の中学年（３年生、４年

生）の「読むこと」の指導事項には次のような

ことが明示されている。 

説明文・・・中学年「目的に応じて、中心とな

る語や文をとらえて、段落相互の関係を事実と

意見との関係を考え、文章を読むこと」 

文学・・・中学年「場面の移り変わりに注意し

ながら、登場人物の性格や気持ちの変化、情景

などについて、叙述を基に想像して読むこと」 

 学習指導要領の指導事項を見ると、説明文と

文学の指導には明確な違いがあることがわかる。

説明文は事実問意見を読み取ることに対して、

文学は想像して読むことなのである。 

これらは先述した、文学と説明文の文種の違

いから、子どもたちに身につけさせたい力であ

る。今回の調査、分析でわかるように、この文

種の違いを理解し、その読み方の違いを明確に

区別するという理解が、教員志望の学生はもち

ろんのこと、現職教員にも必要である。 

教育学部の学生たちには、「国語科教育研究」

「初等国語科教育法」などの授業科目で、この

読み方の違いについて指導をして理解させるこ

とが必要である。また教員になって間もない者

にも初任者研修、２，３年次研修などの場で、

授業における教材研究の方法を指導する際に、

説明文教材と文学教材の読み方の違いについて

取り上げ、理解させることが大事になってくる

と考える。 

小学校教育では、国語科は単にいくつかある

科目の一つではない。「話すこと・聞くこと」「書

くこと」「読むこと」と、すべての言語活動が指

導に置かれている国語科はあらゆる教科指導の

基礎基本となるものである。しかも国語科の授

業の多くは教科書を読み進める「読むこと」の

領域に充てられている。だからこそ、国語科の

読みで学ぶことは、国語科の学習だけでなく、

他教科の学習への転移が期待されるものとなる。

文章に対峙して、正しい読みの力をつけること

が極めて大事なことになる。 

説明文では正しい読みが存在するのはほとん

どの教員が理解している。しかし文学には正し

い読みは存在せず、自由に読んでいいと考えて

いる者が少なくないのである。学生はこの割合

がさらに多い。今回の調査、分析を踏まえて、

私は今後の大学での授業や教員対象の研修会な

どで、文学教材の読みと説明文教材の読みの違

い、指導の仕方について、明確な違いがあるこ

とを強く指導する必要があると考える。 
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１．はじめに 

「道徳教育の理論と方法」を受講する学生に、

自身の小中学校時代の道徳の授業を思い起こし

てもらうと、極めてその印象は薄い。心に残って

いる教材、先生の話など思い出すことができない。

ある学生は、道徳の授業をしていた先生の様子も

熱心さがなく、どのように授業を進めていけばよ

いか分からず困っている様子だったと発言した。

道徳の授業は、何を学ばせるのか、どのように授

業を進めるのかイメージが湧かないという。この

ような学生も将来教職に就けば、毎週１時間の道

徳の授業を行い、効果的な授業を展開しなければ

ならない。大学は、教職課程において、児童生徒

の道徳性の育成を担う教員、道徳の授業ができる

教員を養成しなければならない。その意味におい

て、「道徳教育の理論と方法」の授業が果たす役

割と責任は極めて大きい。

２．学習指導要領の改正とこれからの道徳の

授業 

平成 29 年 3 月、小中学校等の新しい学習指導 

要領が告示された。これにより、すべての教科等

を通して育成を目指す「資質・能力」を三つの柱

（ア：「何を理解しているか、何ができるか」、イ：

「理解していること・できることをどう使うか」、

ウ：「どのように社会・世界と関わり、よりよい

人生を送るか」）に整理し明確化され、その資質・ 

能力を育成するための授業改善の視点として「主

体的・対話的で深い学び」が明示された。

道徳に関しては、今回の学習指導要領の告示に

先駆け、平成 27 年 3 月、小中学校等の教育課程

における「道徳」を「特別の教科である道徳（以

下、道徳科という）」に改正する学校教育法施行

規則の一部を改正する省令の制定や「第３章特別

の教科道徳」を示した学習指導要領の一部を改正

する告示等が行われ、既に移行措置が始まってい

る。平成 30 年度から小学校、平成 31 年度から中

学校に道徳の検定教科書が導入され、道徳科が全

面実施される。

この改正の趣旨について、文部科学省は、上記

の省令等の通知において、「答えが一つでない課

題を一人一人の児童生徒が道徳的な問題と捉え

向き合い『考える道徳』、『議論する道徳』へと転

換を図るもの 」
（１）

と明確に述べ、道徳の授業改善

の方向性を示した。

これは、これまでの道徳の授業が、読み物の登

場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導が

2017 年 11 月 29 日受理 
“Moral education philosophy and method” based on 
“Proactive, Interactive, and Deep Learning”

*1 Masahiro TSUCHII
開智国際大学 教育学部 

「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた「道徳教育の理論と方法」

の授業展開に関する考察 

土井 雅弘＊1 
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行われていることが多いという指摘を受け、その

改善を図り、道徳の授業の実効性を高めることを

求めたものである。また、すべての教科等の授業

改善の視点として示された「主体的・対話的で深

い学び」を道徳科の授業においても実現させよう

とするものである。

つまり、これからの道徳の授業は、読み物教材

の登場人物の心情理解ではなく、自己の生き方、

人間としての生き方を考え、議論する授業のイメ

ージであり、具体的には「主体的・対話的で深い

学び」のある道徳の授業にしなければならない。 

なお、道徳科が育成を目指す「資質・能力」と、

今回の学習指導要領改訂において整理した資

質・能力の三つの柱との関係について、中教審答

申は、「人格そのものに働き掛け、道徳性を養う

ことを目的とする道徳教育の特質を考慮する必

要がある 」
（２）

とした上で、「道徳教育に係る評価

等の在り方に関する専門家会議」の報告

（H28.7.22）が示した道徳科の学習活動に着目し

た捉え方を支持している。その上で、「道徳教育

と資質・能力の三つの柱との関係については、道

徳教育・道徳科の学習の過程に着目して、道徳性

を養う学習を支える重要な要素である『道徳的諸

価値の理解と自分自身に固有の選択基準・判断基

準の形成』、『人間としての在り方生き方について

の考え』及び道徳教育・道徳科で育成することを

目指す資質・能力である『人間としてよりよく生

きる基盤となる道徳性』の三つが、各教科等で育

成することを目指す資質・能力の三つの柱にそれ

ぞれ対応するものとして整理することができる。

ただし、道徳教育の意義、特質から、これらの要

素を分節して観点別に評価を行うことはなじま

ないことに留意する必要がある。 」
（３）

と述べてい

る。

３．「主体的・対話的で深い学び」のある道徳

の授業 

今回の学習指導要領の改訂により、道徳科の目

標が次のように規定され、道徳の授業で何をすれ

ばよいのかが明確になった。このことは、学生に

しっかりと理解させておかなければならない。

「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養

うため、道徳的諸価値についての理解を基に、

自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・

多角的に考え、自己（人間として）の生き方に

ついての考えを深める学習を通して、道徳的な

判断力、心情、実践意欲と態度を育てる 」
（４）

 ※

（ ）内は中学校

つまり、道徳科は、道徳性を養うために、その

諸様相である道徳的な判断力、心情、実践意欲と

態度を育てことを目指して、①道徳的諸価値につ

いての理解を基に、②自己を見つめ、③物事を（広

い視野から）多面的・多角的に考え、④自己（人

間として）の生き方についての考えを深める学習

を行うのが道徳科の授業である。

具体的には、道徳的価値を含んだ事象を教材と

して児童生徒に提示し、それに対する感じ方や考

え方を発表させ、一人一人の児童生徒が今持って

いる道徳的諸価値についての理解の程度を、自己

を見つめさせながら、多面的・多角的に考えさせ、

一歩でも二歩でもその感じ方や考え方を高め、自

己の生き方、人間としての生き方について改めて

考えさせていく授業である。

このような道徳の授業を、「主体的・対話的で

深い学び」の視点から捉え直してみると、道徳的

価値を含んだ事象と向き合い、今自分がその事象

について抱く感じ方や考え方を発表し、授業の場

に提供する姿勢がなければならない。そして、自

己を見つめながら、その感じ方や考え方でいいの

かどうか、もっとよい感じ方や考え方はないのか、 

その感じ方や考え方にどんな問題点があるのか

など、自己を高める意識をもちながら授業に参加

する姿勢がなければならない。これは正に、主体

的な学びに係るものである。

児童生徒が提供した道徳的価値を含んだ事象
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についての感じ方や考え方について、児童生徒同

士、先生を交えた話し合いをもち、多面的・多角

的に考え、その善し悪しを含めて検討することは、

対話的な学びそのものである。主体的な学び、対

話的な学びを進めながら、自分が今までもってい

なかった感じ方や考え方に触れ、新しい発見、新

しい学びにつながっていくのが、深い学びである。 

道徳の授業は、道徳科の目標が示す学習活動を

着実に実践し、充実させていくことが、正に、「主

体的・対話的で、深い学び」となると言える。こ

れは、そのままに「考え、議論する道徳」でもあ

る。

４．「主体的・対話的で深い学び」のある道

徳の授業ができる力を付けるために 

道徳の授業で何をすればよいかが理解できた

としても、「道徳の授業ができる」というわけで

はない。大学において、教職を目指す学生に、教

職に就いたときに困らない程度の道徳の授業が

できる力を身に付けさせることは重要である。そ

のために、15 回の「道徳教育の理論と方法」を

どのように実施すればよいかは、極めて重要な問

題である。

４．１．学校における道徳教育の全体像を理解す  

る 

道徳教育とは何か、目標である道徳性とはどの

ようなものか、その道徳性を養うために道徳教育

はどのように指導するかなど、これらは主に講義

により学生に指導する。具体的には、道徳の本質

や、児童生徒の道徳性の発達、学校の道徳教育で

指導する内容項目、学校の道徳教育の構造、つま

り、学校の道徳教育は、道徳科を要として教育活

動全体を通じて行うことなどをしっかりと理解

させなければならない。

４．２．道徳の授業の流れ「指導過程」の具体的

なイメージをもつ 

学生の多くは、道徳の授業のイメージが湧かな

いという。このような学生に、「道徳の授業で何

をするのか」ということを、道徳の授業の流れ「指

導過程」と合わせて、道徳の授業のイメージをも

たせることは極めて重要である。ここでは、講義

を中心とするというよりは、前述した道徳科の目

標に規定された学習活動や「主体的・対話的で深

い学び」のある道徳の授業についての理解を踏ま

え、どのような道徳の授業になるかを小集団でデ

ィスカッションしながらイメージをまとめさせ、

全体で協議しながら、よりよい道徳の授業のイメ

ージをつかませていくことが重要であると考え

る。

学生につかませたい道徳の授業のイメージは、

下図のとおりである。

４．３．教材分析から授業づくりを体験的に学ぶ 

道徳科になることで検定教科書が導入される。

これからの道徳の授業は、教科書に掲載されてい

る教材文を用いて展開されることになる。つまり、

これまで以上に読み物教材を活用した効果的な

道徳の授業が求められる。それには、教材文を読

み、どのような発問を組み立てていけばよいかを
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学ばなければならない。これが、教材分析から授

業づくりの第一歩である。これも、講義中心では

なく、グループでのディスカッション、グループ

ワーク、全体での協議等を組み合わせながら教材

分析から発問づくりを体験的に学べるように授

業を進めていくことが大事である。

学生が取り組む学習の流れは、次のとおりであ

る。

①教材文に含まれる道徳的価値を洗い出す

教材文には、様々な道徳的価値が含まれてい

る。どの場面等に、どのような道徳的価値が問

題になるのかを明らかにする。道徳科で考える

道徳的価値は、学習指導要領に規定されている

小学校低学年 19、中学年 20、高学年 22、中学

校 22 ある「道徳の内容」に含まれているもの

である。

②本時のねらいに係る道徳的価値が問題となる

場面等を明確にする

様々な道徳的価値が含まれる教材文から、本

時のねらいに係る道徳的価値が問題となる場

面等を明確にすることは、実際には極めて難し

い作業である。この力を付けるために教員は

日々研修を積んでいるとも言える。

③本時のねらいに係る道徳的価値について、児童

生徒が多様な考え方や感じ方を発表できる発

問を考える

同じ場面等であっても、どのような発問を、

どのように発問するかによって児童生徒の反

応（発言）は大きく変わってしまうのが道徳の

授業である。具体的な発問の仕方、言い方も含

めて考えなければならない。その際、児童生徒

からどのような反応（発言）が返ってくるかを

予想しながら、それが意図どおりなのかどうか

を常に意識しながら、よりよい発問を考えるこ

とが大切である。発問は、道徳の授業の命とも

言える。

４．４．模擬授業を通して、対話的な学びを保証

する「話合い」をさせる指導技術を学ぶ 

道徳の授業では、発問により児童生徒が発表し

た多様な感じ方や考え方を基に、多面的・多角的

に考えさせる「話合い」が、授業の要件として不

可欠である。児童生徒同士が意見交換をする小集

団の話合いとは別に、先生が加わり、学級全体で

行う話合いは授業の質、効果を高める上で極めて

重要である。この「話合い」の成否は、教員の指

導技術にかかっている。

児童生徒から発表された多様な意見を「いくつ

かにまとめる（集約）」、「改めて児童生徒に返し

意見を求める（拡散）」を繰り返しながら話合い

を進めていく。この指導技術を、模擬授業を通し

て学ばせるとともに、道徳の授業の進め方をより

具体的にイメージさせることが大切である。

５．結びに 

新しい学習指導要領が告示され、小中学校では

これまでの道徳の授業を一層重視し、授業改善の

視点を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の

ある道徳科の授業、「考え・議論する道徳」とし

て、改めてスタートしなければならない。このよ

うな時期に、教員養成を担う大学として、「道徳

教育の理論と方法」を担当する教員として、小中

学校で実践される道徳の授業が、どのような授業

でなければならないかを念頭におきつつ、自らの

授業を見直し、考えることの意味は大きい。

私は、学生が教職に就いたときに困らないだけ

の道徳の授業についての実践力、あるいは、教職

に就いてからの学びの基礎となる知識、指導力を

しっかりと身に付けさせることが、教員養成を担

う大学としての使命であろうと考える。これから

も繰り返し、「道徳教育の理論と方法」の授業を

自ら振り返り、改善を図りながらより充実させて

いきたい。
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開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 報告・資料 

１．はじめに 

大学で、中学・高等学校の国語科教員免許取得

希望者が履修を義務付けられた「日本の古典文学」

を担当している。日本文学史上に残る古典文学作

品の読解・鑑賞を通して、それらの文学作品が時

代を超えて長い歳月、多くの人々に語りつがれ読

みつがれてきた理由を、作者の生きざまを検討し

ながら考察している。授業においては、学生を「古

典が大好きな魅力ある国語教師」に育成したいと

いう切なる目標がある。将来古典を教える立場に

なったとき、「主体的・対話的で深い学び」の視

点に立って授業を行うことのできる資質・能力を

持った教師を育成しなければならない。生徒に古

典文学のおもしろさを伝えるためには、まず教え

る側の教員が古典文学に親しみを持ち、興味を引

き出す方法を身に付けることが大切だろう。この

ことを念頭において、授業で取り扱う作品のすべ

てを原典に当たって指導している。

学生は、初めは「くねくね字」とか言ってとま

どっていたが、仮名の成り立ちから順序立てて学

び、徐々に影印本が読めるようになると、興味を

持って古文を読み進めていくようになった。この

学びを、中学校、高等学校の古文の授業で生かし

て欲しいと願っている。

 そこで、古典に親しみを持ち、興味を引き出す

一つの方法として、原文を原典にあたって指導す

ることの大切さを提唱したい。このことが、「主

体的・対話的で深い学び」につながると考えるか

らだ。古典教材（原典）を用いて「主体的・対話

的で深い学び」がどのように実現できるかを考え

てみたい。

最初に、今回の改訂の目的を明らかにする。

２．学習指導要領改訂の方向性 

 今回の改訂の背景になっている社会の構造的

な変化の一つとして、人工知能（ＡＩ）の飛躍的

な進化を挙げることができるとして、2017（平成

29）年 7 月「中学校学習指導要領解説 総則編」

は、「人工知能が自ら知識を概念的に理解し、思

考し始めていると言われ、雇用のあり方や学校に

おいて獲得する知識の意味にも大きな変化をも

たらすのではないかとの予測も示されている。」

と述べている。しかし、同時に人工知能がどれだ

け進化し思考できるようになったとしても、その

思考の目的を与えるのは人間である。目的の良

さ・正しさ・美しさを判断したり、他者と協働し

2017 年 12 月 10 日受理 

Approaching the Realization of “Proactive, Interactive, 
and Deep Learning” ～ How to Instruct Japanese 
Classical Literature to improve the quality of learning～  
*1 Kazue HATTORI 
開智国際大学 教育学部 
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て課題を解決したり、複雑な状況変化の中で目的

を再構築したりできるのは、人間の最も大きな強

みである、と述べ、今回の改訂はこのことの再認

識につながっているとしている。

 更にこのような時代にあって、学校教育に求め

られる力を次のように挙げている。

・様々な変化に積極的に向き合う力

・他者と協働して課題を解決していく力

・様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実

現し、情報を再構築するなどして、新たな価

値につなげていく力

・複雑な状況変化の中で目的を再構築すること

ができる力

こうした力は、学校教育が長年その育成を目指し

てきた「生きる力」であること。それを改めて捉

え直し、学校教育がしっかりその強みを発揮でき

るようにしていくことが必要であるとされてい

る。つまり、これからの学校教育において、「生

きる力」の現代的な意義を踏まえて、より具体化

させることを目的に改訂されたのである。

 このため「生きる力」をより具体化し、教育課

程全体を通して育成を目指す資質・能力を次の三

つの柱に整理した。

ア「何を理解しているか、何ができるか（生き

て働く「知識・技能」の習得）」

イ「理解していること・できることをどう使う

か（未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」の育成）」

 ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい

人生を送るか（学びを人生や社会に生かそう

とする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）

特にウの「学びに向かう力・人間性等」は、ア及

びイの資質・能力を、どのような方向性で働かせ

ていくかを決定づける重要な要素である。このよ

うな力は、将来における社会的な不適応を予防し、

保護要因（自己の感情や行動を統制する能力、よ

りよい生活や人間関係を自主的に形成する能力

など）を高め、社会を生き抜く力につながるとい

う観点からも重要である。

この資質・能力の三つの柱は、平成 19 年 6 月

に示された学校教育法第 30 条第 2 項が定める学

校教育において重視すべき三要素（「基礎的な知

識及び技能」、「これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力、判断力、表現力その他の能

力」、「主体的に学習に取り組む態度」）とも大き

く共通している。このことからも、今回の改訂は、

わが国の学校教育が大切にしてきた「生きる力」

に、「ウ」の学びを人生や社会に生かそうとする

「学びに向かう力・人間性等」が加えられたとみ

ていいだろう。

 子供たちに、変化の激しい社会を生きるために

必要な「生きる力」を確実に身につけさせ、身に

つけた資質・能力が様々な課題の対応に生かせる

ことを実感させることが重要である。次の章で、

「生きる力」がどのような過程を経て、今日の定

義になったのかをまとめておきたい。

３．「生きる力」の現代的意義 

「生きる力」は、1996（平成 8）年 7 月 19 日の

中央教育審議会（中教審）答申で初めて提言され

た。それは、今後は、「豊かな人間性など時代を

超えて変わらない価値のあるものを大切にする

とともに、社会の変化に的確かつ迅速に対応する

教育が必要である。」ことと、さらに「子どもた

ちが、それぞれ将来、自己実現を図りながら、変

化の激しいこれからの社会を生きていくために

必要な資質や能力を身につけていくことが重要

である。」という考えの上に述べられたものであ

る。

答申の文言を整理してみると、変化の激しい社

会を担う子どもたちに必要な資質・能力としての

「生きる力」は、①「問題解決能力」②「豊かな

人間性」③「健やかな体」の 3 つの要素であると

述べられている。

この「生きる力」は、その後の時代と社会の変

化に対応する形で変容を遂げてきた。1998（平成

10）年 6 月 30 日の中教審答申では、「豊かな人
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間性」を育むために、「ゆとり」の中で「心の教

育」をすることの重要性が説かれた。まもなく学

力や学ぶ意欲の低下などが懸念されるようにな

ると、2003（平成 15）年には、これからの学校

教育の目指すべき点は、「確かな学力」を基盤に

「生きる力」を育成することである、と学力の重

要性を前面に打ち出す方針が示された。

答申は「確かな学力」とは「知識や技能はもち

ろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や、自分で

課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力等までを含めた

ものであり、これを個性を生かす教育の中ではぐ

くむことが肝要である」としている。この文言は、

1996（平成 8）年の中教審答申で述べられた「生

きる力」の 1 番目の要素「自分で課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する」に、新たに「知識・技

能、学ぶ意欲」をつけ加えたものである。これを

「確かな学力」と呼び「生きる力」の一番の核に

据えたのである。

しかし、2008（平成 20）年 1 月 17 日の中教審

答申では、今の日本の子どもは、学力の問題だけ

ではなく、「豊かな心」「健やかな体」の育成にも

目を向けなければならないのが実情であると再

定義している。

1996（平成 8）年に教育理念として掲げられた

「生きる力」は、本来は 3 つの要素がバランスよ

く育まれるべきものであったが、社会の変化に対

応する形で、重要視されるものが「豊かな人間性」

から「確かな学力」へと変容してきた。中教審答

申が述べていたバランスという部分が置き去り

にされてきたのである。2008（平成 20）年にき

てようやく、「確かな学力」「豊かな人間性」「健

やかな体」の 3 つが、「三位一体的育ちを図って

いく」（梶田叡一、2008、pp.7）ことが大切だと

いう方針が明確に示され、「生きる力」の理念が、

教育という営みが目指す「人格の完成」にふさわ

しい内容に定義づけられたのである。

教育においては、どんなに社会が変化しようと

も、「時代を超えて変わらない価値のあるもの」

がある。それは豊かな人間性、正義感や公正さを

重んじる心、自らを律しつつ他人と協調し、他人

を思いやる心、人権を尊重する心、自然を愛する

心などであろう。これらをしっかりと身につけた

上で、変化の激しい社会に対応できる資質や能力、

自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体

的に判断し、よりよく問題を解決する能力を身に

つけていくことが重要である。これこそが「生き

る力」であろう。これが、現代的意義である。Ａ

Ｉには望めない人間の強みである。

このように前回の改訂においては、「ゆとり」

か「詰め込み」かの二項対立を乗り越え、いわゆ

る学力の三要素から構成される「確かな学力」の

バランスのとれた育成が重視されることとなっ

た。各教科の教育目標や内容が見直されるととも

に、習得・活用・探求という学びの過程の中で、

記録、要約、説明、論述、話し合いといった言語

活動を重視することになった。

 学習指導要領が、こうした経緯で改善・充実が

図られてきた結果、国際的な学力調査（ＴＩＭＳ

Ｓ，ＰＩＳＡ）における得点が国際的に見ても高

いという結果が出ている。にもかかわらず、その

上で改訂がなされるわけである。総則にあるよう

に、「子供たちを取り巻く環境の変化により学校

が抱える課題も複雑化・困難化する中で、これま

でどおり学校の工夫だけにその現実を委ねるこ

とは困難になってきた」ということだろう。

 今回の改訂の基本的な考え方を総則は次のよ

うに述べている。

① 教育基本法、学校基本法などを踏まえ、これ

までのわが国の学校教育の実践や蓄積を生か

し、子供たちが未来社会を切り拓くための資

質・能力を一層確実に育成することを目指す。

その際、子供たちに求められる資質・能力と

は何かを社会と共有し、連携する「社会に開

かれた教育課程」を重視すること。

② 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現

力等の育成のバランスを重視する平成 20 年
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改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を

維持した上で、知識の理解の質を更に深め、

確かな学力を育成すること。

③ 先行する特別教科化などの道徳教育の充実

や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の

充実により、豊かな心や健やかな体を育成する

こと。

②・③にある「確かな学力」「豊かな心」「健やか

な体」は、現行の指導要領で述べられた「生きる

力」の理念である。注目すべき事項は①である。

つまり、今回の改訂は、前回改訂の延長線上に立

ち、①にあるように「社会に開かれた教育課程」

の実現を目指し、子供たちの知識の理解の質をい

かに高めるかに真正面から取り組むものである

と理解できる。①の考えは、第 2 章で記述した三

つの柱の「ウ」として整理されている。その学び

の質を高めるための具体的な学習・指導法が「主

体的・対話的で深い学び」である。

このような基本的な考えをもとに、各教科の目

標が整理されたわけである。

４．新中学校学習指導要領 国語科の目標 

国語科の目標は次の通りである。 

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動

を通して、国語で正確に理解し適切に表現する

資質・能力を次のとおり育成することをめざす。 
（１）社会生活に必要な国語について、その特

質を理解し適切に使うことができるよう

にする。

（２）社会生活における人との交わりの中で伝

え合う力を高め、思考力や想像力を養う。

（３）言葉がもつ価値を認識するとともに、言

語感覚を豊かにし、我が国の言語文化に関

わり、国語を尊重してその能力の向上を図

る態度を養う。

現行の学習指導要領においても、言語活動を重

視し充実を図ってきたが、今後「主体的・対話的

で深い学び」の視点から授業改善に取り組んでい

くために、より一層の言語活動の充実を図り、全

ての学習の基盤である言語能力を向上させるこ

とが必要不可欠であるという観点からの改訂で

ある。

つまり、ひと言でいえば国語科の目標は「言語

能力の育成」である。特に古典における言語学習

に力を入れていかなければならないと考える。

2016（平成 28）年 12 月 21 日の中央教育審議会

答申「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の改善及び必要な方

策等について」の「現行学習指導要領の成果と課

題（国語）」に、「国語の語彙の構造や特徴を理解

すること、古典に対する学習意欲が低いこと」を

課題の一つに挙げている。特に高校の国語教育に

おいては、「古典の学習について、日本人として

大切にしてきた言語文化を積極的に享受して社

会や自分との関わりの中でそれらを生かしてい

くという観点が弱く、学習意欲が高まらないこと

が課題である」と、具体的に記述している。

その改善方法として、小・中学校においては、

文字の由来や文字文化に対する理解を深めるこ

とを提案している。また、高校については、科目

構成を見直し、選択科目に「古典探求」を設定し、

古典を主体的に読み深めることを通して、自分と

自分を取り巻く社会にとっての古典の意義や価

値について探求する科目として、主に古文・漢文

を教材に、「伝統的な言語文化に関する理解」を

深めることを重視するとともに、「思考力・判断

力・表現力等」を育成する方針を述べている。

古典に対して親しみを持ち、興味を持つことが

できなければ、当然学習意欲は高まらない。「古

典探求」という科目に取り上げられた教材を、主

体的に読み深めていくにはどのような方法があ

るだろうか。

ここで古典に対する学習意欲を高める学習・指

導法として、原文を原典にあたって指導すること

を提唱したい。
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５．古典教材を使って「主体的・対話的で深

い学び」の実現 

５．１．原典を読む重要性 

2017（平成 29）年 6 月「新中学校学習指導要

領解説 国語編 第 4 章「指導計画の作成と内容

の取扱い」 3「教材についての配慮事項」（5）
に「古典に関する教材については、古典の原文に

加え、古典の現代語訳、古典について解説した文

章などを取り上げる」ことに留意する必要がある

と書かれている。解説には「中学校における古典

の指導は、生徒が古典に親しみをもてるようにす

ることをねらいとしている。古典の原文は、古文

や漢文特有のリズムを味わったり文語の決まり

を知ったりする上で有効である」としながら、「古

典の指導は原文でなければ行えないというもの

ではない。」と述べ、わかりやすい現代語訳や解

説文を適切に取り上げる必要性を説いている。

確かに、難解な内容を理解するためには、教材

として現代語訳を使用することは必要であろう。

しかし、初めから訳すことだけに一生懸命になる

と、本来の国語の目標である言語能力を育成する

ことの障害になるのではないだろうか。

 古典作品を活字本でしか学んでこなかった中

学、高校時代。大学で履修した古典文学の授業で、

実は変体仮名で書かれたものが原典なのだと知

ったとき、活字資料では味わえない魅力を感じた

ことを覚えている。

５．２．興味を持たせる古典教材（原典）の具体

例  

（1）正岡子規の直筆の俳句

2017（平成 29）年 8 月 23 日付け毎日新聞の朝

刊に、今年生誕 150 年を迎える俳人・正岡子規

（1867～1902 年）の未発表の俳句 5 句や自画像

を含む資料「歳旦帳」が見つかったと 22 日、子

規庵保存会が発表したとの記事が掲載された。

「歳旦帳」の存在自体は知られていたが、長く所

在は不明で、「幻の資料」と言われていた。2014
年に子規の高弟の関係者から子規保存会に寄託、

その後神奈川大学名誉教授により調査・研究が進

められ、筆跡などから子規の作品と決定されたと

のことである。俳句は変体仮名で書かれている。 
教科書でしか見たことのない、正岡子規の横顔

の顔（写真）を基に描いたとされる自画像も見つ

かり、晩年の子規が病を押して、生きた証を残し

たその姿が目に浮かぶようであった。このような

記事を使って授業をすれば、古典文学に出てくる

人は、過去の人、本当に存在していたかどうかも

分からないではないか。と思っていたかも知れな

い生徒の心に、確かに生存していた人なのだ、と

いう親近感を覚えさせることになるのではない

だろうか。古典に興味を持たせる教材となるに違

いない。

（2）平安中期に書かれた直筆の平仮名 
同じく、8 月 26 日付け毎日新聞の紙面から「平

安和歌刻んだ土器 山梨で出土 全国初」という

文字が飛び込んできた。山梨県甲州市塩山にある

奈良・平安時代の集落跡「ケカチ遺跡」から平仮

名で和歌が刻まれた土器が出土したとの新聞記

事であった。調査の結果、土器は平安中期の 10
世紀中頃に制作されたものであり、この時代に書

かれた直筆の平仮名資料は珍しいとされている。

と記されてあった。小学校の学習指導要領には、

5、6 年生の国語科の学習指導として、①古典に

親しめるように配慮 ②仮名及び漢字の由来特

質などについて理解すること、とあり、小学校の

時点で仮名の成り立ちを学ぶことを留意点とし

てあげられている。

授業においては、日本にはもともと文字がなか

ったが、我々の祖先がやまと言葉を書き表すため

に、中国から伝わった漢字を利用する方法を考え

出したことを教える。さらに平仮名は漢字を崩し

た 7 世紀の万葉仮名が始まりで、その後 200 年の

変遷を経て平仮名が確立し、現在の仮名は明治

33 年に統一されたものである。と話をする。今

までは、現存する資料によってしか説明すること

ができなかったが、今、このような資料が現れて、
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本当に平安時代の人々は変体仮名を用いて書い

ていたのだと、堂々と話すことができる。何と神

秘的だろう。これをも古典に興味を持たせる教材

になるに違いない。

（3）芭蕉の直筆本「おくのほそ道」 
平成 8 年 11 月、芭蕉の「おくのほそ道」自筆

本が発見されたという記事を新聞で読んだとき、

大変興奮したのを覚えている。当時筆者は、中

学・高等学校の国語科の教員として教鞭を執って

いた。その興奮冷めやらぬまま古文の授業を行っ

た。教科書に掲載されていた活字資料の底本は、

曽良本であった。手許に素龍本の影印本を持って

いた。そして、今回ついに芭蕉の自筆本が発見さ

れたことを、自分の手柄のように高揚した姿で話

したのだろう。「先生は本当に古文が好きなので

すね」と生徒の一人が言った。一番の褒め言葉だ

と思った。教える教材をなによりも教える教員が

好きになること。授業をする上においての必修条

件である。

古典文学を学ぶには、原文を原典にあたること

が重要であると考える。教科書の活字資料しか知

らない生徒に、上記で紹介したような古典資料を

見せて、古典資料と現代の活字資料とを融合する

ことで、生徒たちに古典文学や日本文化に対する

新たな興味を引き出す機会になるのではないか

と考える。

５．３．和本教育の出前授業 ―日本近世文学会

の試みー 

日本近世文学会では、学会の和本リテラシー普

及活動の一環として出前授業を実践し、その実践

記録を伝える冊子『和本リテラシーニューズ』を

2015 年より刊行している。「和本リテラシー」の

定義については、以下のように述べられている。 
  ここでいう「和本リテラシー」とは、広い意

味では、江戸時代末までに書写もしくは刊行さ

れた古典籍（和本）をどう読み、理解し、そし

て活用していくかといった、日本古典籍に関わ

る総合的な能力を指すものです。と同時に、狭

い意味では、いわゆる「くずし字」（変体仮名）

の読解能力を指します。（日本近世文学会 広

報企画委員会、2015、pp.2 刊行にあたって） 
さらに、昨今この種の能力が衰退の一途を辿って

いることを憂い、21 世紀を迎えて、日本の現状 
が混迷を深めれば深めるほど、古典を学ぶ重要性

を考えるべきではないかと述べている。

 古典を学ぶには、原文を原典にあたることが重

要であると考える筆者にとっては、大変力強い言

葉である。冊子に掲載されている出前授業の実践

記録を以下に紹介する。

①「ジュニアくずし字教室」の実践

九州大学着任後学生のくずし字能力を上げる

ために、課外授業として始めた「くずし字道場」

であったが、学生のモチベーションを上げるため

に、小・中学生にくずし字を教える「ジュニアく

ずし字教室」を発案し、実践された例。「九州大

学名誉教授中野三敏氏が、携帯メールのフォント

にくずし字を入れたら、今どきの小・中学生なら

ば面白がってすぐに使い始めるだろうと言われ

たことがヒントになった」（川平敏文、2015、
pp.3-5）とのことである。 
 案の定この教室は大成功を収め、この経験が将

来子供たちの古典愛を育むきっかけとなること

を願うとして、実践記録は締めくくられている。 

②「小学生向け和本レクチャー」（神奈川県）の

実践

目的を以下のように定めて行われた。

 主に小学生の高学年向けに、古い写本や版

本、近代活版本といった昔の書物の実物を、

自由にさわれるような機会を設け、書物や書

物文化、古典や歴史に対する興味や関心を、

早い時期から高めてもらうことを目的とし

たものである。（久保木秀夫、2016、pp.3-5） 
事前レクチャーとして、文字と記録媒体の歴史、 

和本の特徴、希少さ・重要さ、取り扱いの注意点

を説明。できる限り昔の書物を児童自身の手でさ
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わるという経験をさせて、古い書物そのものに関

心を持つことに重点をおかれた。それをきっかけ

に何が書かれているか、読んでみたいと思うよう

になり、くずし字への興味につながるのではない

かと説明されている。

③桐蔭学園（中学 3 年生対象）出前授業の実践

近世文学会和本リテラシー広報企画委員会の

「中高での啓蒙・普及活動が大切」という考えの

もと、中学 3 年生を対象として実行された。字母

と対応した「くずし字一覧」を見ながら俳句を読

み、最後に生徒の名前をくずし字で書かせるとい

う講義内容で進められた。同校の先生の感想が次

のように紹介されていた。

 生徒たちは日々活字の形でしか古典と接す

ることがありません。実物の和本を手にしたと

きの生徒たちの驚きの表情は、世界がひとつ広

がった証と言っていいと思います。生徒たちは、

くずし字を通してその文字を書いたり引き継

いだりしてきた人々の生活に思いを馳せるこ

とができました。（井上泰至、2016、pp.6-7） 
古典は文学だけではなく、あらゆる領域に存在す

るものである。原文を原典にあたることの意義が

明確に伝わってきた。

④成蹊中学 3 年生向け「和本の世界」ゼミ体験実

践報告

目的は「明治時代以前に作られた和本について

体験的に学ぶことで、その和本を手にしていた昔

の人々と現代の自分がつながっていることを実

感し、日本の古典文化への興味・関心を高めても

らうこと」（平野多恵、2017、pp.3-5）である。 
 和本づくりの実習、変体仮名（くずし字）の初

歩の学び、それを踏まえて、和本の一部を読む、

最後に自分の名前を変体仮名で書くという順序

で進められた。生徒たちは、和本を実際に手に取

ることで、その手触りに当時の人々の息づかいを

感じ、むかしと今がつながっていることが発見で

きたようである。

⑤名古屋大学教育学部付属中学校 1 年生の授業

実践

 初めにくずし字とは何かを解説する。次にグル

ープを作りクイズ感覚でくずし字の解読に挑む。

このように段階を踏んで古典に親しませること

で、興味・関心を喚起する方法が取られた。教材

は、江戸時代の「桃太郎」「猿蟹合戦」が使用さ

れた。

 「くずし字や和本は専門性が高い側面はあるが、

適切な教材を用意することで、生徒たちの古典へ

の関心や意欲を深めるために「和本リテラシー」

が有効な教育方法になる」（加藤弓枝、2017、
pp.6-7）と結論づけている。 

以上、近世文学会の取り組みを見てきた。

このように原文を原典にあたることで古典に

興味を持てば学ぶ意欲も高まり、主体的に原典が

読めるように粘り強く努力し、内容も深く調べて

読み進めていくようになるだろう。そして作品を

通して作者の考えに触れ、グループワーク等で話

し合い、発表の機会を設け他者の意見を聞くこと

で、自分の考えに生かしていくこともできるだろ

う。更に、他の作品の原典にも触れ、活字本と比

較していくうちに、祖先がかな文字を発明してく

れたからこそ、こうして日本の伝統文化が生まれ

たのだということに気づき、現代文学を読むこと

のできる感謝の気持ちも湧いてくるのではない

だろうか。

また、古典を学ぶことが自分の人生にどうかか

かわるかを考えたとき、たとえば、「人生は旅で

ある」といった芭蕉の生き方は自分の未来を考え

るヒントになるに違いない。これこそ「深い学び」

といえるであろう。

６．おわりに 

古典教材（原典）を用いて「主体的・対話的で

深い学び」がどのように実現できるかを考えてき

た。教育という営みの目指す「人格の完成」は、

「生きる力」の育成なしに語ることはできない。
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人間は教育によって作られるといわれるが、その

教育の成否は教師にかかっていると言っても過

言ではない。これからの社会を生きていく子ども

たちに対して、変化の激しい社会に柔軟に対応で

きる資質・能力を育成し、その力を生かして幸せ

な人生を生き抜くよう指導していく教員の役割

はこの上なく大きいものである。

将来古典を教える立場になったとき、原典を読

めるということは大きな強みになるだろう。それ

を一つの武器として、古典に興味を持たせ、「主

体的・対話的で深い学び」の視点に立って授業を

組み立てられるように、資質・能力を磨いていっ

て欲しい。原文を原典にあたる学習方法が、古典

に興味を持たせることになると確信し、学生達が

実際の現場でも実践できるように、大学の授業で

原典の読解を徹底的に指導していきたい。 
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１．序論 

 

 この調査は文系の国際大学における大学生の情

報リテラシーの現状と大学での情報教育の課題に

ついての調査研究である。 

情報リテラシーという用語は，1974 年に

Zurkowsiki（1974）が NCLS（全米図書館・情報学

委員会）への提案書のなかで初めて使用したとい

われる（長田他 1999: p.67）。これは，図書館利

用技術とコンピュータ・リテラシーの両概念を統

合する形で発展してきたもので，情報リテラシー

習得の目標は，各自が自分の情報ニーズを満たす

ことで，様々な意思決定や問題解決ができるよう

になることである（長田他 1999: pp.69-70）。情

報リテラシーという概念は社会背景や社会のニー

ズと密接に関連しているものである。 

情報化社会(1)においては「情報リテラシー」は

「常識」である（大野他 1996）。また，情報リテ 

ラシーの基本的な考え方，情報化社会において情

報リテラシーが普及しなければ情報社会は成立し

えないとする考えである（長田他 1999:p.72）。一

方，情報リテラシーの内容は人文・社会科学的側

面をもつので，情報技術の進歩のみならず社会環

境の変化に負うところが多く，時代と共に進展す

るものと考えられる（大野他 1996）。それに，情

報リテラシーに関しては様々な領域で研究や教育

が行われており，その考え方や教育方法も様々で

ある(2)（e.g.長田他 1999）。 

情報化が進展すればするほど，個人としての主

体性の確立が要求されるのである(3)。 

情報化社会で「生きる力」(4)を身につけるため

に，日本の高等学校における普通教科として「情

報」という新しい教科が 2003 年に新設された。

高校 3年間の間に必ず 2単位以上，つまり一週間

に 2 時間ずつ，1年間学ぶことになっている（加

藤他 2007：p.61）。そして，高等学校教科「情報」

の授業プログラムや試験問題などに関する報告

（e.g.大塚他 2006）や，現状と課題についての議

論（e.g.若林他 2011）が行われている。主に，「情

  

2017 年 11 月 6 日受理 
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*1 FU Ru-De 
開智国際大学 国際教養学部 

国際大学生の情報リテラシーの実態アンケート調査 

符 儒徳＊1 

本調査は文系の国際大学における大学生の情報リテラシーの現状と大学での情報教育の課題につ

いての調査研究である。情報リテラシーという用語や定義およびその目指すものを回顧し，日本の

高等学校の情報教科の設置や大学における情報教育の位置付けおよび関連の実態調査報告を踏まえ

る中で，国際大学生を対象とした調査報告は見当たらなかった現状などを鑑み，日本人学生と留学

生を対象とするアンケート調査を行った。調査の結果，日本人学生に関するこれまでの先行結果と

概ね整合しているが，同時にこれまで見られなかった新しい傾向があることがわかった。さらに，

パソコンの習熟度の低い学生は，情報リテラシー向上のための動機付けや，コンピュータ・リテラ

シーの向上の情報教育が必要とされていることが本調査から示唆された。 
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報の三つの視点」（加藤他 2007:p.70）や「情報の

３要素」(5)（都留 2008）あるいは「情報の３観点

と８要素」(6)（飯嶋他 2011）からアプローチされ，

情報教育の充実を図られてきた。それが有効に機

能していれば，2006年度を前後して大学に進学し

てきた学生の情報リテラシー能力は以前に比べて

高まっているはず。その実態を知ることは重要で

あるがゆえに，いくつかの調査結果が報告されて

いる(7)（都留 2008，酒井他 2011，飯嶋他 2011，

飯嶋他 2013）。 

その間，日本経済産業省は 2006 年に「基礎学

力」「専門知識」に加えて「社会人基礎力」の重

要性を指摘した。社会人基礎力は，基礎学力や専

門知識を実際の社会の現場で効果的に活用するた

めの実践能力とも位置づけられる。情報教育(8)は

大学での基礎学力の一環として，また社会人基礎

力を発揮する技能の一環として，大変重要な位置

を占める。それゆえ，情報教育は，大学教育の質

を高める重要な教育内容の 1 つとなる(9)。 

その一方，グローバル化の深化により，同じ学

習環境のなかでも，様々なバックグラウンドをも

つ学生が存在しており，ニーズが多様化している。

社会環境の変化により，学生に求められる能力も

変わり続けることが不可避となり，教育の在り方

も変わっていかなくてはならない（符 2017）。特

に，様々な国から集まってきた国際大学の教育の

質を高めるために，国際大学の学生の情報リテラ

シーの実態を知ることは重要であることが言を俟

たないが，しかし残念ながらこれまでこういった

調査報告は見当たらなかったのが事実である。 

そこで，本稿では，文系の国際大学における国

際大学生の情報リテラシーの現状はどうなってい

るのであろうか，実際に行ったアンケート調査の

結果を報告する。 

同じく文系大学生や大学生を対象に行った実態

調査研究報告（都留 2008，飯嶋他 2011，飯嶋他

2013）(10)を参考したうえ，飯嶋他（2011）とほぼ

同じアンケート設問を作成した。そのため，本調

査の結果と先行調査の結果との整合性があること

が考察された。同時にこれまでに無かった新しい

傾向が見られた(11)。 

以下では，「調査研究について」「国際大学生の

情報リテラシーの現状」「パソコンの習熟度と情

報教育の必要性」を，順を追って報告する。最後

に結論付ける。 

２．調査研究について 

２．１．調査の概要 

本報告は，文系の国際大学の大学生に限定して，

国際大学生の情報リテラシーの現状と課題などを

あきらかにすることである。調査対象，実施時期

などは以下の通りである。 

調査対象：開智国際大学の学生 

調査時期：2017 年 5 月 30 日～2017 年 6 月 2

日（4 日間） 

調査方法：授業で配布して回収 

調査対象の学部：3学部（教育学部，国際教養

学部，リベラルアーツ学部） 

回答数：77 人 

回答者のうち， 無回答のものを分析対象から

除外することにした。これ以外は条件として設定

しないことにした。その結果，サンプル数は 67

人となった。 

情報リテラシーとは何かについては，飯嶋他

（2013）と同様に，『平成 10 年版 通信白書』を

参照した。それによれば，「情報機器の操作など

に関する観点から定義する場合（狭義）と，操作

能力に加えて，情報を取り扱う上での理解，更に

は情報及び情報手段を主体的に選択し，収集活用

するための能力と意欲まで加えて定義する場合（広

義）がある」としている。この定義によれば，「狭

義」の情報リテラシーは，パソコンを対象と考え

れば，「コンピュータ・リテラシー」に近いと考

えられる(12)。ここでいう広義の情報リテラシーは，

酒井他（2011）が述べている情報教育の範囲であ

る「情報機器の操作，情報活用力，情報倫理」に

相当するものであろう。 
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２．２．回答者の属性 

回答者の属性は図表 1（日本人学生）と図表 2

（留学生）である。 

図表 1．回答者の属性（日本人学生） 

図表 2．回答者の属性（留学生） 

３．国際大学生の情報リテラシーの現状 

３．１． コンピュータ・リテラシーの現状 

先ず，狭義の情報リテラシーについて見る。前

述のように，｢情報機器の操作などに関する観点

から定義する場合（狭義）｣ の情報リテラシーは，

情報機器の一つであるパソコンに関していえば，

「コンピュータ・リテラシー」に近いと考えられ

る。この「コンピュータ・リテラシー」の現状に

ついては，国際大学における日本人学生と留学生

に関する結果はそれぞれ図表 3 と図表 4 である。 

図表 3と図表 4 からわかるように，インターネ

ットやワード（Word）の基本的操作は多くの学生

が出来るが，パワーポイント（Power Point）や

エクセル（Excel）になると出来る学生が減少し，

さらに画像の加工や周辺機器の設定などになると，

できない学生が多い。これらは，飯嶋他（2013）

が行った調査結果で見られる傾向とほぼ同じであ

る。また，インターネットができる日本人学生よ

り留学生の方が多い。対して，ワードができる日

本人学生は留学生より多い。ワードは日本語の苦

手な留学生が上手に使えないと考えられる。 

図表 3．コンピュータ・リテラシーの現状（日本人

学生） 

図表 4．コンピュータ・リテラシーの現状（留学生） 

人数 比率 人数 比率

男 20 69.0% 教育学部 8 27.6%

女 9 31.0% 国際教養学部 6 20.7%

合計 29 100% リベラルアーツ学部 15 51.7%

合計 29 100%

人数 比率 人数 比率

1年生 14 48.3% 10歳代 15 51.7%

2年生 3 10.3% 20歳代 14 48.3%

3年生 7 24.1% 合計 29 100%

4年生 5 17.2%

合計 29 100%

人数 比率 人数 比率

男 17 44.7% 教育学部 0 0.0%

女 21 55.3% 国際教養学部 15 39.5%

合計 38 100% リベラルアーツ学部 23 60.5%

合計 38 100%

人数 比率 人数 比率

1年生 15 39.5% 10歳代 1 2.6%

2年生 21 55.3% 20歳代 28 73.7%

3年生 2 5.3% 30歳代 5 13.2%

4年生 0 0.0% 40歳代 4 10.5%

合計 38 100% 合計 38 100%
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３．２． 広義の情報リテラシーの現状 

次に，広義の情報リテラシーについて見る。前

述のように，｢操作能力に加えて，情報を取り扱

う上での理解，更には情報及び情報手段を主体的

に選択し，収集活用するための能力と意欲まで加

えて定義する場合（広義）がある」についてはど

うであろうか。その点については，図表 5（日本

人学生）と図表 6（留学生）である。どれも 6割

以上。 

 

図表 5．大学で身についたこと（日本人学生） 

 

図表 6．大学で身についたこと（留学生） 

 

図表 5（日本人学生）では，「情報や情報技術が

果たしている役割や及ぼしている影響について」

と「本や資料や新聞などから集めた資料について

は真偽を確かめることを学んだ」は比較的に低い。

一方，図表 6（留学生）では，「課題や目的に応じ

て本や資料や新聞などからどうやって情報を集め

れば良いか」と「本や資料や新聞などから集めた

資料については真偽を確かめることを学んだ」は

低い傾向にあるといえる。 

 

３．３． 国際大学の情報教育の現状 

国際大学での情報教育について，文系の日本人

学生と留学生はそれぞれどのように思っているの

であろうか。その結果が図表 7（日本人学生）と

図表 8（留学生）である。 

図表 7（日本人学生）では，「情報教育の内容は

知っていることばかりである」と回答したのは，

約 5割であった。また，「自由に利用できるパソ

コンが少ない」「インターネットを活用する教育

が少ない」などでの不満は少なかったといえる。

ただ，「パソコンなどの機器が新しくない」「基本

ソフトやアプリケーションソフトなどが新しくな

い」「コンピュータウィルス対策などのセキュリ

ティ教育が少ない」「コンピュータ関連の資格試

験の講座が少ない」などと感じているようである。 

図表 8（留学生）では，「情報教育の内容は知っ

ていることばかりである」と回答したのは約 6割

で，日本人学生（図表 7）より多かった。また，

「電子メールや著作権などの情報倫理の教育が少

ない」「インターネットを活用する教育が少ない」

「コンピュータ関連の資格試験の講座が少ない」

などでの不満は少なかったが，しかし「自由に利

用できるパソコンが少ない」「基本ソフトやアプ

リケーションソフトなどが新しくない」「コンピ

ュータ操作に関する授業時間が少ない」などと感

じているようである。 
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図表 7．情報教育の現状（日本人学生） 

図表 8．情報教育の現状（留学生） 

３．４．国際学生が情報教育に望むこと 

図表 7で「コンピュータ関連の資格試験の講座

が少ない」と感じている学生が多かったとしても，

関連分野の情報教育を学生が必要と考えているか

は別の問題である。そこで，学生が必要と考える

情報教育の内容について，質問したのが図表 9（日

本人学生）と図表 10（留学生）である。 

図表 9．今後の情報教育で必要なこと（日本人学生） 

図表 10．今後の情報教育で必要なこと（留学生） 

図表 9（日本人学生）では，「ますます必要であ

る」と「必要である」を合わせた比率が多い質問

項目は，「タイピングやパソコン操作」（93.１％）

「スマートフォンやタブレット PCなどの多機能

情報端末の活用」（93.1%）「表計算のアプリケー

ションの操作や活用」(89.7%)，「電子メールや著

作権および肖像権などの情報倫理」(89.7%)「ネ

ットショッピング，コンピュータウィルス対策な
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どのインターネットの操作や活用」(89.7%)であ

った。反対に，「ますます必要である」と「必要

である」を合わせた比率が少ない質問項目は，「コ

ンピュータ関連の資格試験」（75.9%）「Java，Basic

などのプログラミング」(82.8%)であった。 

一方，図表 10（留学生）では，「ますます必要

である」と「必要である」を合わせた比率が多い

質問項目は，「タイピングやパソコン操作」（89.5%）

「プレゼンテーションの作成」(81.6%)「電子メ

ールや著作権および肖像権などの情報倫理」

(81.6%)「表計算のアプリケーションの操作や活

用」(78.9%%)であった。反対に，「ますます必要

である」と「必要である」を合わせた比率が少な

い質問項目は，「コンピュータ関連の資格試験」

（71.1%）「スマートフォンやタブレット PCなど

の多機能情報端末の活用」（73.7%）「文書作成の

アプリケーションの操作や活用」(73.7%)「ホー

ムページの作成」(73.7%)「Java，Basic などのプ

ログラミング」(76.3%)であった。 

このように，文系の国際大学における大学生（日

本人学生と留学生）が「コンピュータ関連の資格

試験」についての情報教育の必要性は感じていな

いという結果となった。また，文系の大学生は「Java，

Basic などのプログラミング」や「ホームページ

の作成」などの学ぶことの必要性はあまり感じて

いないようであった。 

４．パソコンの習熟度と情報教育の必要性 

デジタル・デバイト(13)の観点から，どういった

国際大学生が情報教育を望んでいるのであろうか

を考える。そのために，図表 3（日本人学生）と

図表 4（留学生） の「コンピュータ・リテラシー」

のパソコンの習熟度と情報教育の必要性について

の関係を分析する。 

４．１．パソコンの習熟度 

パソコンの習熟度の違いを，図表 3（日本人学

生）と図表 4（留学生）のコンピュータ・リテラ

シーの現状の質問 8項目を用いて，次のように分

類した。 

質問ごとに「現在よくできる」＝3点，「現在少

しできる」＝2点，「出来ない」＝1点，「以前に

習ったが今は出来ない」＝1点，「したことがない」

＝1点としてウエイト付けを行い，日本人学生と

留学生の合計点をそれぞれ計算した。その結果，

習熟度の最低では日本人学生と留学生ともが9点，

最高では日本人学生と留学生がそれぞれ 24点と

22 点となった。この結果（日本人学生）は，飯嶋

他(2013)の最低 8点と最高 24 点とほぼ一致して

いる。しかし，その合計得点を 3つに区分し，習

熟度－低群，中群，高群に分けた場合，低群の学

生は半分以上と非常に多いことがわかった（図表

11 と図表 12）。 

なお，今回の調査における 1 年生の割合が高い

ことから 4.3で詳しく分析する。 

図表 11．習熟度によるグループ化（日本人学生） 

図表 12．習熟度によるグループ化（留学生） 

４．２．パソコンの習熟度と情報教育の必要性の

関係 

パソコン習熟度によって情報教育に望むことは

異なるだろう（e.g.飯嶋他 2013）。では，国際大

学の学生はどう違うか。 

以下の 10の質問ごとの回答に対して，「ますま

す必要である」＝4 点，「必要である」＝3 点，「あ

まり必要ではない」＝2 点，「必要ではない」＝1 

点として，平均値を計算した。 

人数 ％

低群（ 8～15点） 15 51. 7

中群（ 16～19点） 8 27. 6

高群（ 20～24点） 6 20. 7

平均（ 16点） 29 100

人数 ％

低群（ 8～15点） 24 63. 2

中群（ 16～19点） 11 28. 9

高群（ 20～24点） 3 7. 9

平均（ 14点） 38 100



符儒徳：国際大学生の情報リテラシーの実態アンケート調査  153 
  
図表 13に示したように，中群の日本人学生は，

「文書作成のアプリケーションの操作や活用」「表

計算のアプリケーションの操作や活用」「プレゼ

ンテーションの作成」「タイピングやパソコン操

作」「スマートフォン，タブレット PCなどの多機

能情報端末の活用」「電子メールや著作権および

肖像権などの情報倫理」などの教育については 3

群で値が高かった。また，高群の日本人学生は，

「Java，Basicなどのプログラミング」「タイピン

グやパソコン操作」「電子メールや著作権および

肖像権などの情報倫理」「コンピュータ関連の資

格試験」などの教育について3群で値が高かった。

低群の日本人学生は，「インターネットの操作や

活用」「ホームページの作成」などのインターネ

ット関連の情報教育に望んでいることが分かった。 

その一方，中群の留学生は，「Java，Basicなど

のプログラミング」「電子メールや著作権および

肖像権などの情報倫理」「表計算のアプリケーシ

ョンの操作や活用」「コンピュータ関連の資格試

験」などの教育について 3群で値が高かった。ま

た，高群の留学生は，「タイピングやパソコン操

作」「インターネットの操作や活用」「文書作成の

アプリケーションの操作や活用」「プレゼンテー

ションの作成」「ホームページの作成」などにつ

いて 3群で値が高かった。低群の留学生は，「タ

イピングやパソコン操作」「スマートフォン，タ

ブレット PC などの多機能情報端末の活用」など

の情報教育に望んでいるようである。 

図表 13．情報教育に望むこと－パソコン習熟度別 

※下線は最も値の大きいもの 

４．３．パソコンの習熟度と情報教育の必要性の

関係：1 年生の場合 

図表 1と図表 2 に示したように，本調査におけ

る学生の属性は 1年生の割合が高い（43.28%）。

ここで，1年生のみの「情報教育に望むことはど

うなるか」を検討してみる。 

図表 14と図表 15は，図表 11 と図表 12 と同様

の計算方法を用いてグループ化したものである。

その結果，習熟度の最低では日本人学生と留学生

ともが 9 点，習熟度の最高では日本人学生と留学

生はそれぞれ 24点と 21点となった。 

図表 14と図表 15にあるように，人数のアンバ

ランスから中群と高群をまとめて１つのグループ

にすることにした。その結果が図表 16 である。 

 

図表 14．1年生の習熟度によるグループ化（日本人

学生） 

 

図表 15．1年生の習熟度によるグループ化（留学生） 

 

図表 16からわかるように，パソコンの習熟度

が高い 1 年生（日本人学生と留学生）は，「表計

算のアプリケーションの操作や活用」「プレゼン

テーションの作成」「タイピングやパソコン操作

の教育」「コンピュータ関連の資格試験」につい

ては 2群で値が高かった。対して，「スマートフ

ォンやタブレット PCなどの多機能情報端末の活

用」「電子メールや著作権および肖像権などの情

低群 中群 高群 低群 中群 高群

タ イ ピングやパソ コ ン操作 3. 20 3. 50 3. 50 3. 13 3. 27 3. 67

スマート フ ォ ンやタ ブレッ ト PCなどの多機
能情報端末の活用

3. 27 3. 50 3. 33 3. 13 2. 82 2. 00

電子メ ールや著作権および肖像権などの情
報倫理

3. 20 3. 50 3. 50 3. 04 3. 27 2. 33

イ ンタ ーネッ ト の操作や活用 3. 53 3. 38 3. 50 2. 96 2. 73 3. 33

文書作成のアプリ ケーショ ンの操作や活用 3. 13 3. 75 3. 50 3. 04 2. 91 3. 33

表計算のアプリ ケーショ ンの操作や活用 3. 27 3. 88 3. 67 2. 92 3. 18 3. 00

プレゼンテーショ ンの作成 3. 13 3. 88 3. 50 3. 08 3. 27 3. 33

ホームページの作成 3. 40 3. 25 3. 33 2. 79 2. 91 3. 33

JavaやBasi cなどのプログラ ミ ング言語 3. 13 3. 25 3. 50 2. 96 3. 36 2. 67

コ ンピュ ータ 関連の資格試験 2. 80 3. 38 3. 67 2. 75 2. 91 2. 67

留学生日本人学生

人数 ％

低群（ 8～15点） 7 50

中群（ 16～19点） 4 28. 6

高群（ 20～24点） 3 21. 4

平均（ 16点） 14 100

人数 ％

低群（ 8～15点） 13 86. 7

中群（ 16～19点） 1 6. 7

高群（ 20～24点） 1 6. 7

平均（ 13点） 15 100
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報倫理」については習熟度の低い 1 年生（日本人

学生と留学生）の方が情報教育に望んでいること

が分かった。 

このように，文系の国際大学生でも，大学の学

びに必須と思われる「文書作成のアプリケーショ

ンの操作や活用の教育」「表計算のアプリケーシ

ョンの操作や活用の教育」「プレゼンテーション

の作成の教育」については，習熟度－低群よりも

中群・高群の方が高いという結果となった。 

上記のことから，習熟度－低群，とりわけ留学

生について，パソコン利活用の動機付けを含めた

情報教育が必要であるという示唆が得られたと言

える。 

図表 16．1年生の情報教育に望むこと（日本人学生

と留学生） 

※下線は最も値の大きいもの（日本人学生と留学生は

別）。 

５．結論 

文系の国際大学における大学生（日本人学生と

留学生）は「コンピュータ関連の資格試験」や「Java，

Basic などのプログラミング」などについての情

報教育の必要性はあまり感じていないということ

がわかった（図表 9と図表 10）。また，習熟度－

低群，中群，高群に分けた場合，低群の学生は半

分以上を占めており，非常に多いことがわかった

（図表 11と図表 12）。さらに，パソコンの苦手な

学生（習熟度の低い日本人学生と留学生）は，大

学の学びに必須と思われる，文書作成のアプリケ

ーション（Word），表計算ソフト（Excel），プレ

ゼンテーションの作成ソフト（Power Point）へ

の必要性の認識が低い傾向にあることがわかった

（図表 13と図表 16）。 

パソコンを中心とした情報教育は現在の大学の

実状であるが，パソコンの習熟度が低い学生には，

スマホやタブレット PC などの多機能情報端末の

操作などについての教育を感じている割合が比較

的に高かった（図表 9，10，13，16）。また，パソ

コンの習熟度の低い学生は，情報リテラシー向上

のための動機付けや，コンピュータ・リテラシー

の向上の情報教育が必要とされていることが調査

結果からも伺える。 

今後，サンプル数を増やすことと，全学部の 1

年生全員に対するアンケート調査を行うことを考

えている。 

最後に，本調査にご協力して頂いた皆様に感謝

したい。 

 注 
（1）情報化社会とは，1990年代後半以降のパソコン

（パーソナル・コンピュータ）やインターネット

及び携帯電話の普及，情報技術（IT）の高度化に

伴い一般的に用いられるようになった社会概念で

ある。現在の情報化社会は情報化技術をベースと

して成り立っている（大野 1996:p.38）。情報化社

会の進展はコンピュータ利用の発展の歴史でもあ

る（大野 1996: p.41）。情報化社会という問題意

識は社会の変動を示すものとして，1960年代の後

半から取り上げられており，その代表として『脱

工業社会の到来』（Bell 1973）や『第三の波』

（Toffler 1980）を挙げることができる。トフラ

ー（Toffler 1980）は情報技術革命により，個々

人による情報の発信が可能となることで，自由と

民主主義が拡大するとした。こうした楽観的な捉

え方に対して，現在の方向性を監視社会化の進行

と見なす考えが現れてきている。ローレンス・レ

ッシグ（Lessig 2000）は個人のデータが収集さ

れていくことで生活が把握・監視され，情報の集

積として整理されることになると主張する。 

(2) 米国の大学・研究図書館協会(ACRL)が 2000年に

制定した『高等教育のための情報リテラシー能力

基準』（ACRL/ALA 2000）のほか，例えば，次の和

低群
中群
・

高群
低群

中群
・

高群

タ イ ピングやパソ コ ン操作 3. 14 3. 43 3. 31 4. 00

スマート フ ォ ンやタ ブレッ ト PCなどの多機
能情報端末の活用

3. 29 3. 14 3. 15 2. 50

電子メ ールや著作権および肖像権などの情
報倫理

3. 29 3. 29 3. 38 2. 00

イ ンタ ーネッ ト の操作や活用 3. 57 3. 29 2. 92 3. 50

文書作成のアプリ ケーショ ンの操作や活用 3. 43 3. 29 3. 31 4. 00

表計算のアプリ ケーショ ンの操作や活用 3. 29 3. 57 2. 92 3. 50

プレゼンテーショ ンの作成 3. 14 3. 57 3. 38 3. 50

ホームページの作成 3. 57 3. 29 2. 92 3. 50

JavaやBasi cなどのプログラ ミ ング言語 3. 43 3. 14 2. 85 3. 50

コ ンピュ ータ 関連の資格試験 2. 86 3. 43 2. 62 3. 50

日本人学生 留学生
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書・洋書の書籍や論文においては，実に様々な情

報リテラシーが論じられている。Zurkowski 1974，

大野豊 1996，長田秀一他 1999，加藤慶他 2007，

岡本敏雄 2017，Lipu et al 2007, Lloyd 2010, 

Forster 2017（以上は書籍），海老澤成享 1997，

大塚崇志他 2006，都留信行 2008，酒井浩二他 2011，

飯嶋香織他 2013，Kevin2017（以上は論文）。 

(3) 情報化社会の特徴は，あふれんばかりの情報がし

ごく手軽に入手できることである。それだけにそ

れらの価値判断や取捨選択は重要な問題となって

くる。情報リテラシーを保有する人を情報富者，

そうでない人を情報貧者と定義し，両者の格差を

デジタル・デバイド（digital divide）と称して

新たな差別の発生に警鐘を鳴らす向きもある。 

(4) 「生きる力」として次の３つが挙げられている（文

部科学省 2015）。①確かな学力，②豊かな心，③

健やかな体。 

(5) 加藤他（2007:p.70）の「情報の三つの視点」と

都留（2008）の「情報の３要素」は次の３つのこ

とである。①情報活用の実践力，②情報の科学的

な理解，③情報社会に参画する態度。 

(6) 文部科学省（2008）が，情報教育のめざすものは

子どもたちの情報活用能力の育成であるとし，「3

観点と 8 要素」をあげている。詳しくは例えば，

飯嶋他（2011:p.2）を参照｡  

(7) 学習指導要領では必履修科目となっていても，大

学受験における進学実績を向上させることを重視

した高等学校が大学受験には関係ない科目を生徒

に履修させなかったため，その結果「情報」教科

を中心にして履修不足が判明したという（都留

2008：pp.139-140注 3）。 

(8) 飯嶋他（2011）が指摘しているように，「情報教

育」という言葉はいろいろな場面で様々な意味で

用いられ，その言葉の意味するところは実に幅広

い｡また，｢情報リテラシー｣ という言葉も様々な

意味で用いられている｡従って，論者によってと

らえ方は様々であるのが実況であろう。 

(9) 情報教育の質を高めるための学習内容範囲や習得

可能なカリキュラム及び習熟できる運営法につい

て，例えば酒井・阿部（2011）が検討している。 

(10) このほかに，海老澤（1997）が文系大学生への情

報基礎教育に関する考察を行っている。 

(11) 文系大学生であっても，性別，パソコンの所有状

況などによって，新しい情報機器を使いこなす人

たちとそうでない人との偏り，すなわち「デジタ

ルデバイド」（前出の注 3を参照）が見受けられ

る（e.g.飯嶋他 2013）。 

(12) 携帯電話，スマートフォンなどのモバイル機器の

操作などに関する狭義の情報リテラシーもあるが，

本報告では対象にしていない。パソコンのみを対

象にしたのは，大学での情報教育がパソコン中心

に実施されているからである。 

(13)「情報リテラシーを保有する人を情報富者，そう

でない人を情報貧者と定義し，両者の格差」をデ

ジタル・デバイド（digital divide）と称する（注

3を参照）。 
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An Actual Investigation of Information Literacy of 
International Undergraduate Students 

FU Ru-De＊1 

This paper deals with the actual investigation of information literacy and problem related to 
information education for international undergraduate students at university in Japan.  

As information literacy has been widely recognized as a key college learning 
outcome for decades, information literacy is required for any students of college or university. 
In addition, the subject of Information has been opened at Japanese high schools since 2003.  

Unfortunately, we cannot find any report on the investigation of information literacy 
or information education for international undergraduate students of Japanese colleges or 
universities, even if it is an important issue to know the actual condition of information 
education at college or university. Therefore, we did this questionnaire survey for the students 
of Kaichi International University, including both of Japanese students and foreign students. 

In this paper, we firstly revert the terminology, definition and aim of information 
literacy. Secondly, we express the research method and demographics. Thirdly, we report the 
current state of information literacy for the international college students. Fourth, we consider 
the relationship between the levels of proficiency related to computer skills and the necessity of 
information education. 
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1．はじめに 

 日本だけでなく、万国共通で、通訳は認識が行

き届いていない傾向にある。外国語を学び、語学

力を習得することで、通訳のスキルも同時に修得

できると捉えられがちであるが、通訳は特殊なプ

ロセスでトレーニングが必要不可欠である。こう

いった現象は、通訳専門学者のフランツ・ポェヒ

ハッカー博士の言葉で、“Although interpreting 
is an ancient human practice, it appears that, 

through the ages, up to the twentieth century, 
it was usually considered too ‘common’ and 
unspectacular to deserve special mention” 
(Pöchhacker 2004)「通訳は文明の古くからの習

わしでありながら、20 世紀までは、低級で地道

な作業だと思われあまり注目されなかったよう

だ」(1)と表現されている。しかし 20 世紀におけ

るグローバル化や移民文化の普及につれて、通訳

の要求が高まり、20 世紀は通訳の専門職化の時

代だったと言えるだろう。21 世紀の現代では、

より、専門職の通訳者が要求されるようになった。

通訳「学」は 1990 代にようやく学問形成

(academic discipline)に含まれたが、通訳の職業

的(vocational)な観点と、学術的(academic)な観
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Japanese-English interpreting studies courses  in 
tertiary-level liberal arts programs  
* 1 ブルース・フラナガン 
開智国際大学 教育学部 

Bruce FLANAGAN＊1 

 本稿は、2020 年の東京オリンピックを間近に控え、日本の某私立大学において開講された通訳

実践授業の履修生へのアンケート調査の結果を分析した報告書である。著者が担当した「通訳の

英語特講」という選択科目の 4 年次履修生が通訳に対してどのような意識を持ったのかを調べる

とともに、学生の視点から通訳授業を今後どのように改善するべきか考察を行った。本稿は、そ

の結果を集計し分析したものと、その結果を踏まえた考察で成り立つものであり、著者自身の教

員としての授業改善と、通訳「学」の意識向上、そして大学一般教養における通訳授業のあり方

について考えることを目的としたものである。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

通訳者養成、通訳論、応用言語学、外国語教育、教授法  

159 

大学一般教養における日英通訳授業の役割を考える 

～ 通訳実践授業の履修生へのアンケート調査報告 ～ 



160  開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 

点が二分されていた。未だに、日本の大学での通

訳授業が比較的に少なく、一般的に分野として位

置づけるのに苦労があるのも事実である。しかし

ながら、21 世紀の日本現代社会において、職業

的な観点から通訳の力が求められるようになっ

ているのではないか。それ故に日本の大学におい

て 、 理 論 (theory) ・ 技 法 (technique) ・ 実 技

(practice)の 3 つの要素を取り入れた通訳実践授

業を推進していくことを検討するべきだろう。

 日本の大学の英語教育が発展していく中で、

「英語漬け」や「日本語禁止」の教室が望ましい

とされてきている。とにかく英語ができる人材に

育てる、という観点から英語のみを重視する傾向

にある。ところが、日本企業が求めるようになっ

た「グローバル人材」は、単なる英語ができると

いうだけでは物足りないのではないか。英語でコ

ミュニケーションをとることができない日本人、

または、日本語を理解できない英語話者の間に立

つ意思疎通の仲介役の要求も高いだろう。つまり、

現代のグローバル社会においては、それぞれの言

語における文化的な背景も含めて、他言語を通訳

することができる能力がより大切であり、日本語

力もないがしろにできない。日本の大学生たちに

も、こういったスキルがあれば、より就職におけ

る優位性があるだろう。こういった現状から見る

と、当然英語だけには限らないが、大学において、

日英・英日の通訳実践授業の必要性が大いにある

と強く感じる。バイリンガルの教室で英語と日本

語を交わしながら通訳の演習をする授業が、将来

の仕事場で英語を活かしたい学生の役に立つに

違いない。また、企業側にとっても、英語力、日

本語力、そして通訳の能力がある学生は重要な人

材であり、就職にも良い効果が期待できる。結果、

大学側の実績にも貢献できるのではないだろう

か。本稿は、通訳演習のより良い教育方針と授業

内容についての考察を行うために、通訳実践授業

を受けた履修生たちの感想を調べたアンケート

調査の結果をまとめたものである。 

2．調査背景、及び目的 

 本調査は著者が兼任講師を務める某私立大学

で実施したものである。同大学の許可を得、人文

学部国際コミュニケーション学科の様々なコー

スに在籍する学生のために、通訳特別講座が開講

された。本調査のためのアンケートは平成 27 年

度前期の「通訳の英語特講」の期末試験の受験を

待つ履修生に対し 2015年 7月 17日に実施したも

のである。履修生内訳は人文学部コミュニケーシ

ョン学科の 4 年生の学生 10 名である。アンケー

トの結果は授業改善と研究の目的で利用すると

履修生に伝え、協力を得て実施した。実際に通訳

の授業を受けてみて、履修生が通訳に対してどの

ような意識を持ったのかを調べるとともに、学生

の視点から通訳授業を今後どのように改善する

べきか考察を行う。本稿はその結果を集計し分析

したものと、その結果を踏まえた考察で成り立つ

ものであり、著者自身の教員としての授業改善と、

通訳「学」の意識向上、そして大学における通訳

授業のあり方について考えることを目的とする。 

3．通訳実践授業の概要 

 授業は全回 CALL 教室で行った。授業では、ま

ず、通訳とは何かを解説、通訳の種類を紹介し、

通訳者の役割や責任について語った。続いて、通

訳の倫理、通訳の検定や資格、メモの取り方など

を紹介した。写真１のように実際のプロ通訳者の

映像を見せ、通訳のキャリア、通訳者の習慣など

写真 1:  履修生がプロ通訳者の現場映像を見る風景 
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の解説も行い、後々の実践だけなく通訳を学ぶ上

で必要な基礎知識についても教授した。CALL 教

室の利点を活かし、学生各自で音声を聴いて自ら

発言するアクティビティは、全てイヤフォンとマ

イクを合わせたヘッドセットを利用した。これに

よって周りの声に妨げられることが少なく、学生

各自が自分の声のみを聴くことができた。 

 一学期に渡って下記のとおり様々なアクティ

ビティや演習を行った。 

① ウォーミングアップとしてヘッドセット音声で流れ

る遅めと早めのシャドーイング練習（日＆英）。

題材は語彙リストや短いモノローグ。

② 写真２のように、ヘッドセット音声で流れる語彙

を瞬間的に通訳（日⇄英）。最初は音声とともに

単語が学生各自のセンターモニター画面に映

るようにした。

③ 担当教員が語彙リストを様々な順番やスピード

で地声で読み上げ、学生が瞬間的に通訳（日

⇄英）。

④ 集中力と記憶力を強化させるため、１つの単語

を聴いた後にすぐに通訳するのではなく、語彙

リストのいくつかの単語を聴いた後に記憶を辿

り、始めの単語を通訳する、１単語おきや２単語

おきでの通訳（日⇄英）。語彙リストに分からない

単語が出た場合は意味や使い方を事後に担

当教員が解説し、全員で確認。

⑤ 語彙リストの語彙を用いた簡単なモノローグや

会話の音声を逐次通訳（日⇄英）。

⑥ 少人数グループを作り、グループ毎に教室の

前方に出てもらい、マイクで自己紹介などの簡

単な内容を発表形式で逐次通訳（日⇄英）。

⑦ 学生が少し通訳に慣れてきた頃、毎回の授業

のウォーミングアップとして、写真３のようにロー

ルプレイ通訳を行った。学生３人組が役割をジ

ャンケンで決め、役割を記載した名札を付け、

与えられたテーマや場面を演じ、言葉が通じな

い人の間に立って逐次通訳（日⇄英）。１人目は

日本語のみ話す日本人「Japanese」、２人目は

英語のみ話す外国人「Non-Japanese」で、互

いに知識や意見を交換する。その２人の間に

立つ３人目は、日英バイリンガルの通訳者

「Interpreter」。通訳者は少し身を引いて、メ

モを取りながら２人の発言を通訳する。距離が

近いためマイクは使用しない。グループメンバ

ーや、役割を入れ替えながら通訳練習を行う。

春休みのエピソードや海外旅行経験など身近

なテーマから始まり、徐々に学校教育や災害や

オリンピックなど社会的なテーマを取り入れた。

時折、グループ毎に教室前方に出て、ロール

プレイ通訳を発表した。

⑧ 学生が各自で課題として事前に作成してきた

英和短文を、２人組で原稿を見ながらサイト・ト

ランスレーションを行って逐次通訳する（日⇄

写真 3:  履修生がロールプレイ通訳を行う風景 写真２:  履修生が音声語彙を瞬間的に通訳する風景 
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英）。英文と和文を読み上げる学生と、通訳を

する学生は役割を交代しながら行う。 

⑨ 以前の題材より難しい内容の音声を逐次通訳

（日⇄英）。内容は日常的な場面だけでなく、ビ

ジネス・観光・フォーマルスピーチの場面など。

難しい単語や言い方が出た場合は意味や使い

方を事後に担当教員が解説し、全員で確認。

また、訳し方や言い方が分からない表現が出た

ときの対応の仕方なども指導。集中力継続のた

め、こまめに休憩を入れながら演習を進めた。

⑩ ピア・レビューとして、学生がペアになり一方が

通訳者として音声を聴き、その内容をもう一方

にウィスパリング逐次通訳（日⇄英）。通訳をして

もらう学生は、通訳をする相手に通訳の評価や

フィードバックを行う。各ペアの通訳の内容は、

音声データとしてペア毎に録音。それぞれの録

音を担当教員に送り、担当教員から学生にアド

バイスを行う。

⑪ いきなりの同時通訳は難しいため、逐次通訳で

取り扱った音声を再度使用し、同時通訳（日⇄

英）の訓練に入った。こまめに休憩を入れなが

ら演習を進め、慣れてきた頃、新しい音声を使

用した。

⑫ １人のためではなく、聴衆「Audience」のため

の通訳練習として、ペアで教室前方に出て、通

訳者「Interpreter」はマイクで聴衆に向かって、

講演者「Guest Speaker」の発言を逐次通訳

する（日⇄英）。講演者は課題として事前に英語

か日本語の短いスピーチを作成して、発表が

始まる直前に通訳者にスピーチ原稿のコピー

を渡す。通訳者はその場でサイト・トランスレー

ションで確認しながら講演者の発言と、質疑応

答の時間で聴衆から講演者への質問を訳す。

⑬ 期末試験として、最終回の授業で10分ほどの

通訳実技テストを学生１人１人に個別で行った。

写真4のように試験は待機学生がいる教室とは

別の教室で行う。担当教員がノートパソコンで

英語と日本語の音声をそれぞれ再生して適度

に一時停止し、学生が逐次通訳（日⇄英）を行う。

その場でフィードバックは行わず、担当教員が

学生の通訳発言を録音して事後に評価をする。

メモ取りは可能、音声再生は１回までの再確認

が可能、辞書使用不可、テストの合計時間を10

分までと制限を設けた。 

4．調査アンケート方法、及び特性について 

 本調査は一学期を終えた学生の感想を得るた

めに、期末試験中、教室で受験を待機する履修生

がアンケート用紙に回答した。11 名にアンケー

ト用紙を配布し 10 名により提出された。回収率

は 90.9％で有効回答数は 10部。調査参加者の人

数が少ないため、できるだけ多くの感想を得ら

れるように自由記述形式の質問を多数設けた。

本調査の結果はこのように回答人数が限られて

いるのが欠点の一つではあるが、定量的調査と

いうよりも、定性的調査の特性を持つものであ

る。アンケート自体が前半と後半に分かれ、前

半は履修生自身に関する質問、そして後半は通

訳授業に関する質問で構成される。質問内容、

集計結果、そして、結果に基づいた著者の解説

はそれぞれ下記の通りである。尚、アンケート用

紙を参考資料として最終ページに添付している。 

写真４:  試験会場の風景 
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図１  Q11 集計  複数回答不可

5．質問内容と集計結果、及び解説 

【Q1〜Q13 は、履修生自身に関する内容】 

Q1〜Q10. 調査参加者の内訳

調査参加者の内訳 （学生１０名） 

 Q1. あなたにとって 

 日本語は？ 

第 1 言語 

10 人 

 Q2. あなたにとって 

 英語は？ 

第 2 言語 

10 人 

 Q3. 英語圏での暮らしや 

 留学経験は？  

ある 

１人 

ない 

9 人 

 Q4. 英語圏以外の外国で 

 の暮らしや留学経験は？  

ない 

10 人 

 Q5. 日本から海外への 

 旅行経験は？ 

ある 

5 人 

ない 

5 人 

 Q6. あなたにとって大学 

 における英語は？ 

専攻 

3 人 

必須科目 

 4 人 

選択科目 

3 人 

 Q7. 学校以外の機関で 

  英語を学んだ経験は？  

塾 

4 人 

英会

話   

1 人 

通信 

教材           

1 人 

ない 

4 人 

 Q8. 通訳の経験は？ 
ある                  

1 人 

ない 

9 人 

 Q9. 英検の級位は？ 
準 2 級 

3 人 

3 級 

3 人 

無回答 

4 人 

 Q10. TOEIC のおよそ 

  の点数は？ 

790     

1 人 

690      

1 人 

350     

1 人 

無回答 

7 人 

表１は調査参加者 10 名の内訳を表したもので

ある。Q1 で日本語は「第１言語」と答え、Q2
で英語は「第２言語」と答えた人が 10 名。Q3
で「英語圏での暮らしや留学経験は？」に対して、

「ある」と答えた人が僅か 1 名であるが、Q5 で

「日本から海外への旅行経験は？」に対して、「あ

る」と答えた人が 5 名で半分を占めている。Q6
で「あなたにとって大学における英語は？」に対

して、「専攻」と答えた人が 3 名で、「選択科目」

と答えた人が同じく 3 名である。この結果から見

ると、参加者の 6名が自ら英語の科目を選択して

いることが分かる。Q7 で「学校以外の機関で英

語を学んだ経験は？」に対しては、「塾」と答え

た人が 4 名、「英会話学校」と答えた人が 1 名、

「通信教材」と答えた人が 1 名である。これらの

回答で、義務教育以外に英語に関心を持った学生

が 6 名ということが分かる。つまり、Q6 同様、

Q7 においても積極的に英語の勉強に取り組んで

いるということが読み取れる。Q8 で「通訳のよ

うな役割・仕事を担ったり頼まれたりした経験が

ありますか？」に対して、「ある」と答えた人が

1 名）で、具体的には「アルバイト先で」という

回答が得られた。学生の 9名、つまり殆どが通訳

の経験がないということであるが、Q11 の結果か

らも分かるように、履修する前に通訳というもの

のイメージが湧かなかったという学生も多い。そ

のため実際に通訳のような経験があったとして

も、その事を意識していないという可能性が考え

られる。Q9 で学生の 6 名が実用英語技能検定（英

検）の級位を取得していることが分かるが、残り

の 4名が無回答である。無回答の学生が、英検の

受験をしたことがないのか、自分の英検の結果を

書きたくないだけなのか、この結果でははっきり

分からないため、全体的な解釈はし難い。Q10
で学生の 3名が TOEIC を受験していることが分

かるが、残りの 7 名が無回答である。Q9 と同様

で、Q10 の無回答の学生も、受験経験がないのか、

結果を書きたくないだけなのか、分からないため

全体論は難しい。 

Q11. 本講座を履修する前に、通訳とは何か

イメージができていたと思いますか？ 

図１で分かるように、「どちらとも言えない」

と答えた人が 4 名で、大半の大学生の間で通訳に

対する意識が低いと考えられる。「そう思う」と

答えた人が 3 名で、「大いに思う」と答えた人が

1 名で、はっきりとしたイメージができていたと

いう学生が全員の半分以下という結果が分かる。

確実にイメージができていた人が僅かの 1 名で

大いに思う

10%

そう思う

30%

どちらとも

言えない

40%

そう

思わない

10%

無回答

10%

3人

4人

1人

1人

全くそう思わない

0%（0人）

無回答

10%（1人）

1人

表１  Q1〜10集計  複数回答可＋複数回答不可
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非常に少ない割合を占める。Q6、Q7 でも分かる

ように、英語習得を目指している学生が多いのに

も関わらず、このような結果が出るということは、

やはり通訳に対する意識が低い傾向にあると考

えられる。この意識を何とか高くできれば、習得

した英語力にプラスして通訳という技術を身に

つけることの重要性を実感できるのではないだ

ろうか。 

Q12. 本講座を履修する前に、通訳と翻訳の

 区別が分かっていたと思いますか？ 

 図２で分かるように、「そう思う」と答えた人が 50%を

占めている。つまり通訳と翻訳の違いがはっきり分か

っていた学生が全員の半分。それに対して、残りの

学生の半分が「どちらとも言えない」か「そう思わない」

か「全くそう思わない」と答え、微妙に区別が分かっ

ていなかった。一般社会においても、そもそも通訳・

翻訳とは何かが分からない人も多いと考えられる。マ

スコミからの情報が少なかったり、関心がなかったり、

影で働くことの多い通訳者や翻訳者の仕事に対する

意識が薄いように思われる。通訳の意識向上に努め

たいものである。 

Q13. 本講座の履修の理由を教えてください

 図３から見ると、「英語力を高めるため」に履

修した人は 7人で圧倒的に多い。複数回答可能で

あるため、それが一番の理由かどうか特定できな

いが、やはり通訳を外国語学の延長線として考え 

る学生が多い傾向がある。「通訳に関心があるか

ら」と答えた人は僅かの 1人で、意識が薄いせい

か、通訳の仕事に憧れる学生が少ないように思え

る。他の回答を寄せられたが、「英語力を高める

ため」の次に多い理由は、「単位取得のため」と、

「時間割などの都合が良かったから」で、それぞ

れ 2人である。スケジュールが科目でびっしり詰

まった大学生の履修登録によくあるきっかけだ

と言えるだろう。 

Q14. 通訳を実際にしてみて気付いたことは

ありますか？ 

図４から見ると、自由記述で「英語の語彙力が

足りない」と答えた人が 40%を占めている。Q13
の結果で履修の理由が「英語力を高めるため」だ

と答えた人が 70%だということに関連していると

思える。その履修目的で通訳演習に 挑戦したの

であれば、当然の結果だと言えるだろう。Q14
は完全な自由記述のため、要点をまとめたところ、

(7人)

(2人)

(2人)

(1人)

(1人)

(0人)

0 2 4 6 8 10

英語力を高めるため

単位取得のため

時間割などの都合が良かったから

通訳に関心があるから

その他：履修を勧められた

通訳技法を学ぶため

回答数 13  無回答 0% (0人)

図 3  Q13 集計  複数回答可

図 4  Q14 集計  自由記述

そう思う

50%

どちらとも

言えない

20%

そう

思わない

20%

全くそう

思わない

10%

5人

1人

2人

2人

大いに思う

0%（0人）

無回答

図２  Q12 集計  複数回答不可

(1人)

(1人)

(1人)

(1人)

(1人)

(1人)

(1人)

(2人)

(2人)

(2人)

(4人)

0 2 4 6 8 10

相手の口調を真似る必要もある

日本語と英語の相違点で苦労する

大抵の場合は直訳より意訳が適切

訳文が自然か悩む

易しい題材で始まると自信が付く

日本語の敬語の訳で迷う

訳語が分かっても文章を組み立てるのも大変

単語一つでも訳語がいくつかあると迷う

必要に応じて言葉や説明を補うこともある

訳す作業が簡単だと思われがちだが実は大変

英語の単語力が足りない

回答数 17   無回答 10% (1人)
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図４で確認できるように様々な苦労や実感を寄

せられた。「必要に応じて言葉や説明を補うこと

もある」と答えた人は 2 名である。やはり言語体

系もそうだが、文化背景が異なるときもあり、そ

の際は言葉を除いたり加えたり、解説を加えたり

するのも通訳者の役割の一つである。学生がこの

点に気付けたことはよかった。ほかに、「日本語

の敬語の訳で迷う」の回答も気になるところであ

り、今後の授業では敬語の訳し方の指導により力

を入れることとしたい。 

Q15. / Q16. 授業で気に入った/

気に入らなかったアクティビティは？ 

Q15 と Q16 はセットになっており、両方が複

数回答可能なため、回答の幅が広く、それぞれの

アクティビティの人気が比較的的確に計ること

ができたと思われる。この分析は特に担当教員の

今後の通訳授業指導の向上のために行った。図５

より、授業で気に入ったアクティビティが「ロー

ルプレイ通訳」と答えた人が 5名である。ロール

プレイ通訳は少人数で自由に行う形式で、発言の

時間制限もなく緊張感やプレッシャーが少ない

からだろう。次に「逐次通訳（日→英）」と答え

た人も 5 名で、「逐次通訳（英→日）」と答えた人

が 2名である。英語力を高めるためという理由で

70%の学生がこの授業を履修していることから考

えると、日本語が母語の日本人学生にとって英語

を日本語に訳すより、日本語から英語へ訳す、つ

まり英語を話すことのほうが刺激的だろう。図５

で分かるように「同時通訳（日→英）」も「同時

通訳（英→日）」は調査参加者の誰にも好まれな

かった。また図６においても同時通訳を気に入ら

ないという学生が日→英、英→日それぞれ 5 名、

4 名という結果である。考えたり休んだりする暇

がない同時通訳はやはり厳しい。訳す途中で通訳

発言を一旦止めると、再び起動するのは難しく、

分からない言葉や言い方に引っ掛かると付いて

行けなくなる可能性が高い。同時通訳は履修生に

あまり人気がないが、経験を重ねたという自信が

大事であるため、今後は通訳者として、どのよう

な精神状態で通訳に挑むと良いかなども指導し

ながら、もう少し同時通訳の演習を行いたい。 

Q15 で「シャドーイング」を好む人が 3 名で、

Q16 で「シャドーイング」を好まない人が 3名だ

った。シャドーイングの好き嫌いが平等に別れて

いるということになる。シャドーイングは、通訳

技術を身につける上で役立つ大事な基礎練習と

して、今後とも毎回の授業に取り入れていきたい。 

Q17. 授業全体の内容に対する感想

Q17(ア)(イ)(ウ)(エ)の質問は、複数回答可能、

自由記述での回答となる。表 2は 4 問を合わせて

回答の要点をまとめたものである。 

(ア) 表２から見ると、授業で一番楽しかったこ

とは「ロールプレイ通訳」だと答えた人が 6

名で圧倒的に多い。本講座では、ロールプ

レイ通訳のアクティビティで通訳者になっ

た気分を味わえ、通訳者のコミュニケー 

(1人) (1人) (1人)

（5人）

(4人)
(3人)

0

2

4

6

8

10

ロールプレ

イ通訳

逐次通訳

（日英）

逐次通訳

（英日）

同時通訳

（日英）

同時通訳

（英日）

シャドーイ

ング

回答数 15  その他 0% (0人)  無回答 10% (1人)

図 5  Q15 集計  複数回答可 図 6  Q16 集計  複数回答可

(5人) (5人)

(2人)

(0人) (0人)

(3人)

0

2

4

6

8

10

ロールプレ

イ通訳

逐次通訳

（日英）

逐次通訳

（英日）

同時通訳

（日英）

同時通訳

（英日）

シャドーイ

ング

回答数 15   その他 0% (0人) 無回答 0% (0人)
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（ウ） （イ） （ア） （エ）

ションにおける苦労や喜びを実感でき、非

常に良い経験ができると考える。また前述

の Q15 と Q16 での分析の通り、比較的緊

張感やプレッシャーが少ないということも

言える。表２(ア)だけから見ると、「逐次通

訳」と「同時通訳」は誰にも「一番楽しか

った」と思われていないという結果になる。

しかし、「逐次通訳」に関しては、（ウ）で

「一番英語力・日本語力が伸びた」と回答

した人は 3名で、（エ）で「一番ためになっ

た」と回答した人は 1 名である。これは前

述の Q15で逐次通訳を気に入ったと回答し

た学生は 5 名もいたことにも関係するが、

学生は逐次通訳が有意義なアクティビティ

だと意識していることが分かる。 

 

 

 

(イ) 表２から見ると、授業で一番大変だったこ

とは「同時通訳」だと答えた人が 4 名であ

る。前述の Q16 の結果から見ても、同時通

訳は人気がなく、データは想定の範囲内だ

と言える。同時通訳のアクティビティ内容

は比較的に易しい、入門者向けの内容にな

るよう心掛けたが、それでも多くの学生か

ら実際に難しいという声が寄せられた。更

なる工夫と調整をして、同時通訳の演習の

形式自体についても考えたい。次に、学生

の 3 名が大変だと感じたのが「皆の前での

通訳」である。ペアを作り教室の前方に来

て、マイクで 1 人が喋り、もう 1 人は逐次

通訳（英⇄日）をする形式の発表アクティビ

ティだったが、数人の学生には明らかに緊

張感が見て取れた。リハーサルなどを取り

入れ、もっとリラックスした雰囲気作りに

努めたい。 

(ウ) 表２から見ると、授業で一番英語・日本語

力が伸びたと感じたことは「逐次通訳」だ

と答えた人が 3 名である。恐らく聴解力・

語彙力・文法力が総合的に鍛えられたと、

学生が感じているのではないだろうか。し

かし質問の対照を英語・日本語力、と２つ

合わせて曖昧なものにしてしまったため、

回答の細かい分析は難しい。したがって、

質問を２つに分け、英語力が伸びたと感じ

たこと、日本語力が伸びたと感じこと、と

別々に問えばよかっただろうと反省される。 
(エ) 表１から見ると、授業で一番ためになった

ことは「語彙力」だと答えた人が 4 名であ

る。つまり、通訳のアクティビティに備え

て学んだ英単語のことである。毎回の通訳

アクティビティに出てくる難しい語彙を、

担当教員がしっかり解説し、学生に使い方

を調べさせたことが学生の英語語彙力向上

に繫がった。これは非常に良い結果である

と言え、今後もこのような語彙確認の時間

を設けていくこととしたい。 

Q18. 本学でほかの通訳に関する授業が

あれば受講したいと思いますか？ 

表２  Q17 集計  自由記述 ＆ 複数回答可

授
業
で
一
番
楽
し

か
っ
た
こ
と
は
？

授
業
で
一
番
大
変

だ
っ
た
こ
と
は
？

授
業
で
一
番

英
語
・
日
本
語
力
が

伸
び
た
と

感
じ
た
こ
と
は
？

授
業
で
一
番

た
め
に
な
っ
た

こ
と
は
？

シャドーイング ２人 １人 

ロールプレイ通訳 ６人 １人 １人 

逐次通訳 １人 ３人 １人 

同時通訳 ４人 

皆の前での通訳 ３人 

通訳理論・技法 ２人 ３人 

聴解力 １人 

語彙力 ２人 ４人 

集中力 １人 

ほとんど全部 １人 

あまりない １人 １人 １人 

回答数 9 11 10 10 

無回答 １人 ０人 ０人 ０人 
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図 8  Q19 集計 複数回答不可

 図７から見ると、「ほかの通訳に関する授業が

あれば受講したいと思うか」という質問に対して、

「そう思う」と答えた人が 7 名で大半を占めてい

る。担当教員として嬉しい結果であり、実践通訳

授業の必要性について考えさせられる。全国の大

学の一般教養で、外国語関連の一科目として通訳

授業を設けてもらいたいものである。 

Q19. 通訳に関係する仕事に就きたいと

思いますか？ 

図８から見ると、「通訳に関係する仕事に就き

たいと思うか」という質問に対して、「そう思わ

ない」と答えた人が 4 名と、残念な結果がでた。

少し練習しても、やはり通訳に対するイメージの

「難しい」や「大変」が残る。特に人の前に立っ

て通訳する際、勘違いやミス、また通訳の技術だ

けではなく、訳している内容の分野そのものの知

識が至らないところは聞き手に見破られる可能

性もあり、恥ずかしい思いをする。特に、同時通

訳は人前ではなく、ブースで行う場合でも大きな

プレッシャーがあるイメージが強いため「大変」

と感じるのではないだろうか。前述の Q8 で履修

生の 9 名（90%）が通訳の経験がなかったと回答

していることから考えると、授業で練習を重ねて

いるものの、履修生はこれまでの通訳経験が浅く、

自分の英語力にも通訳にも自信が持てないため、

当然な結果として考えられる。「どちらとも言え

ない」と答えた人が 3名となり、今の段階では通

訳の仕事を肯定も否定もしない学生もいるとい

うことも分かる。 

Q20. 卒業後、プロを目指す人のための本格的

な通訳者養育コースに関心がありますか？ 

 図９から見ると、「卒業後、プロを目指す人のため

の本格的な通訳者養育コースに関心があるか」と

いう質問に対して、「そう思う」と答えた人は2名であ

る。一方、「全くそう思わない」と答えた人が4名で、

「そう思わない」と答えた人が1名と残念な結果とな

った。否定的回答の多さには授業形式や短時間

に及ぶ実践通訳「漬け」の大変さにも原因があるの

ではないかと思われる。4年制大学で通訳授業を１

回受けるだけではなく、3、4年間にわたって基礎か

ら学び、徐々に難しい授業を受けていくのが理想

的な学び方だろう。言語学は生涯学習であるため、

大学で勉強した内容の延長線として卒業生に通訳

のスキルを磨いていってもらいたい。 

図 9  Q20 集計  複数回答不可

そう思う

10%

どちらとも

言えない

30%

そう

思わない

40%

全くそう

思わない

20%

大いに思う

0% (0人)

無回答

0% (0人) 

4人

3人

2人 1人

そう思う

70%

どちらとも

言えない

20%

全くそう

思わない

10%

7人

1人

2人

大いに思う

0% (0人)

そう思わない

0% (0人)

無回答

0% (0人) 

そう思う

20%

どちらとも

言えない

30%

そう

思わない

10%

全くそう

思わない

40%

大いに思う

0% (0人)

無回答

0% (0人)

4人

2人

3人
1人

図 7  Q18 集計  複数回答不可
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Q21. 担当教員への提案やフィードバック

 この質問は、特に、担当教員の今後の実践通訳

の授業改善のために設けた。学生の率直な意見が

分かるように自由記述の形式にした。回答の要点

を 13 点に絞り、表３でその結果を表した。表３

で分かるように、前述の Q15 の結果と同様で、

この質問においても、「良かった点」では「シャ

ドーイング」と「ロールプレイ通訳」という回答

が寄せられた。他には、概ね、担当教員の指導や

対応に対して好評価であった。 

「良くも悪くもなかった点」では、学生の様々な

気付きや心境が寄せられた。「悪かった点」では、

「授業の英語のレベルが簡単過ぎた」との意見が

あった。今後は英語のレベルが高い学生が飽きな

いように、特別な題材や内容を用意するようにし

たい。また実際に、「同時通訳が難し過ぎた」と

いう意見もあった。同時通訳の入門者レベルの教

材を更に工夫し、より易しいアクティビティも考

えたい。例えば、本講座における同時通訳のアク

ティビティでは、皆で同じ題材を扱い一斉に通訳

を行っていた。しかし、レベル別にペアを組ませ、

各自のパソコンにそれぞれのペアのレベルに合

わせた音声ファイルを送り、同時通訳の練習を行

うという形式も考えられる。そうすることによっ

て、緊張感が少なくリラックスして通訳に取り組

むことができるだろう。最後に「実践アクティビ

ティが多過ぎた」という意見があった。この点に

関しては、一学期の授業の限られた回数と時間を

考えると、仕方がないとも言える。理論をバラン

スよく取り入れた授業であれば、実践演習を重ね

ることに越したこがなく、そこで自信と力が付く

だろう。 

Q22. その他の意見があれば記入して下さい

ほかの質問で伝えられなかった意見や、その他

の感想がある履修生向けにこの Q22 を自由記述

形式で設けた。本調査アンケートには自由記述形

式の質問がいくつかあり、そのせいかこの Q22
で無回答が 9名で履修生の殆どだった。感想を回

答した 1 名の履修生の意見をまとめたものが表

４である。表４で分かるように、本講座は「分か

りやすい」と「楽しい」という肯定的感想が寄せ

られた。 

6．まとめと今後の課題 

 授業改善の点は、各質問の解説部分で述べたた

め、ここでの解説は省略するが、結果から分かっ

た主要な課題の１つは学生の各レベルに応じた

授業を行わなければならないということだ。でき

ない、と感じる学生が失望しないように、また、

レベルの高い学生がうんざりしないように、様々

な題材を用意することの重要性を改めて実感で

きた。 

 ほとんどの履修生が通訳の経験がなかったの

にも関わらず、随分熱心に演習に取り組んでくれ

た。通訳の体験によって、外国語だけでなく母語

の見方も変わり、新たな言語学刺激を受けたこと

を期待できる。アンケート結果の中では、通訳に

関する仕事に就きたいという履修生はそれほど

多くはなかったが、他の通訳の授業があれば受け

てみたいという履修生は半数を超えていた。つま

り、このことから考えられるのは、日本のグロー

良かった点 
授業が分かりやすい １人

授業が楽しい １人

良くも悪くも 

なかった点 
 - - 

悪かった点  - - 

要点数 2 点 
回答 １人

無回答 ９人

良かった点 

 シャドーイングが良かった 1 人 
 ロールプレイ通訳が良かった 1 人 
 担当教員が分からない英語を解説してくれた 2 人 
 担当教員が履修生の日本語に対応してくれた 1 人 

良くも悪くも 

なかった点 

 日常的に英語を使わないといけないことに気付いた 1 人 
 自分の語彙力が足りなかった 1 人 
 履修生の英語力で差があった 1 人 
 できないときは悔しかった 1 人 

悪かった点 

 授業の英語のレベルが簡単過ぎた 1 人 
 同時通訳が難し過ぎた 2 人 
 実践アクティビティが多過ぎた 1 人 

要点数 13 点 
回答 6 人 

無回答 4 人 

表 3  Q21 集計  自由記述

表 4  Q22 集計  自由記述
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バル企業が、英語ができるだけでなく、通訳の能

力が重視されているのにも関わらず、大学の教育

課程に組み込まれていないため、通訳の分野に興

味はあるものの、学生達もその重要性を意識でき

ていないということだ。通訳に関心がある学生を、

より後押しできるように、またそのような学生の

英語環境の就職選択の幅を広げることができる

ように、通訳の授業が少なくとも、選択科目とし

てあると良いだろう。 

 通訳技術をビジネスシーンに通用するレベル

まで身につけるための理想は、４年制の大学の場

合、一学期だけではなく３年間続けて専念するこ

とだ。例えば、２年次生から選択し、難度が徐々

に上がる通訳プログラム（１年目は初級、２年目

は中級、３年目は上級）など。大きな夢ではある

が、日本の各大学にぜひ検討してもらいたいもの

である。 

 著者自身の今後の教員としての大きな課題は、

通訳研究(interpreting research)に力を入れるこ

と、そして学術研究に寄り過ぎずに、通訳の実務

(professional interpreting)もバランス良く行っ

ていくことだ。通訳を教授するためには、研究と

実務＝知識と経験のどちらも重要であると強く

感じる。本調査のアンケート結果を受け、教員と

しての更なる技術向上についても考えさせられ

た。本稿が、通訳を学問分野(academic discipline)、
そして、専門職業(professional occupation)とし

て幅広く社会に認められることに、少しでも貢献

できることを願う。 

 注 

 （１）本稿の著者による和訳。原文は英語。 

 引用文献 

（１）Pöchhacker, F. : 2004, “Introducing 

  Interpreting Studies”, London, 

  Routledge, p.27.

 参考資料 

（１）本調査のアンケート用紙（前面＋裏面） 
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   通訳の英語特講 

履修者匿名アンケート  

〜 あなた自身について 〜 

１. あなたにとって日本語は？  第_____言語 

２. あなたにとって英語は？   第_____言語

３. 英語圏での暮らしや留学経験がありますか？ □ ない □ ある  累計 _____年_____ヶ月間

４. 英語圏以外の外国での暮らしや留学経験がありますか？ □ ない □ ある  累計 _____年_____ヶ月間

５. 日本から海外への旅行経験がありますか？ □ ない □ ある   計  _____ 回

６. あなたにとって大学における英語は？  《複数回答不可》

□ 専攻 □ 副専攻 □ 必須科目 □ 選択科目 □ その他 ____________

７. 学校以外の機関・協会で英語を正式に学んだ経験がありますか？  《複数回答可》

□ 英会話学校 □ 塾 □ 家庭教師 □ その他 ____________

８. 通訳のような役割・仕事を担ったり頼まれたりした経験がありますか？   □ ある □ ない

ある場合は差し支えない範囲で事情を記入してください。 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

９. 英検の受験経験がある場合は、級位を記入してください。 ________ 級 

  1０. TOEIC の受験経験がある場合は、およその点数を記入してください。 ________ 点 

  １１. 本講座を履修する前に、通訳とは何かイメージができていたと思いますか？  《複数回答不可》 

□ 大いに思う □ そう思う □ どちらとも言えない □ そう思わない □ 全くそう思わない

  １２. 本講座を履修する前に、通訳と翻訳の区別が分かっていたと思いますか？  《複数回答不可》 

□ 大いに思う □ そう思う □ どちらとも言えない □ そう思わない □ 全くそう思わない

  １３. 本講座の履修の理由を教えてください。  《複数回答可》 

□ 通訳に関心があるから □ 英語力を高めるため □ 通訳技法を学ぶため  □ 単位取得のため

□ 時間割などの都合が良かったから  □ その他  ______________________________________________________________

ページ 1/2 

参考資料 本調査のアンケート用紙 （前面） 



Bruce Flanagan : 大学一般教養における日英通訳授業の役割を考える 171 

  通訳の英語特講 

履修者匿名アンケート  

 〜 「通訳の英語特講」について 〜 

 １４. 通訳を実際にしてみて気付いたことはありますか？   《自由記述》  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 １５. 本講座で気に入ったアクティビティは？  《複数回答可》 

□ ロールプレイ通訳 □ 日英の逐次通訳 □ 日英の同時通訳 □ その他 ______________

□ シャドーイング □ 英日の逐次通訳 □ 英日の同時通訳  ______________ 

 １６. 本講座で気に入らなかったアクティビティは？  《複数回答可》 

□ ロールプレイ通訳 □ 日英の逐次通訳 □ 日英の同時通訳 □ その他  ______________

□ シャドーイング □ 英日の逐次通訳 □ 英日の同時通訳 ______________ 

 １７.   (ア) 〜 (エ)  《自由記述、複数回答可》 

（ア） 本講座で一番楽しかったことは？ ___________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_____________________ 

（イ） 本講座で一番大変だったことは？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿________________________________________________ 

（ウ） 本講座で一番英語力／日本語力が伸びたと感じたことは？ ______________________________________________ 

（エ） 本講座で一番ためになったことは？ ______________________________________________________________________________ 

 1８. 本学でほかの通訳に関する授業があれば受講したいと思いますか？  《複数回答不可》 

□ 大いに思う  □ そう思う  □ どちらとも言えない  □ そう思わない  □ 全くそう思わない

 １９. 通訳に関係する仕事に就きたいと思いますか？  《複数回答不可》 

□ 大いに思う  □ そう思う  □ どちらとも言えない  □ そう思わない  □ 全くそう思わない

 ２０. 卒業後、プロを目指す人のための本格的な通訳者養育コースに関心がありますか？ 《複数回答不可》 

□ 大いに思う  □ そう思う  □ どちらとも言えない  □ そう思わない  □ 全くそう思わない

 ２１. 本講座の担当教員への提案やフィードバック  《自由記述》  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ２２. その他の意見があれば記入してください。  《自由記述》  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ご協力をありがとうございます 

ページ 2/2

本調査のアンケート用紙 （裏面）
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＊1 Faculty of Education, Kaichi International University 

KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.17 

Japanese-English interpreting studies courses 
in tertiary-level liberal arts programs 

Bruce FLANAGAN＊1 

  This paper is a report based on the findings of an end-of-semester investigative survey issued 
to fourth year students enrolled in a one-semester J-E and E-J practical interpreting elective 
course at a private university in Japan in the leadup to the 2020 Olympic Games in Tokyo. The 
author highlights the low level of recognition of interpreting studies as a formal academic 
discipline and argues that practical interpreting courses could be made more readily available in 
tertiary-level liberal arts curricula for students majoring in languages, linguistics, and related 
fields. This paper is authored, and all the components of the investigative survey were 
administered and collated, in the Japanese language.  

Synopsis 

…………………………………………… Keywords …………………………………………………… 

interpreter training, interpreting studies, applied linguistics, foreign language education, teaching methodology 
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開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 報告・資料 

１．はじめに 

2012（平成 24）年 8 月 28 日、中央教育審議

会は「新たな未来を築くための大学教育の質的転

換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を

育成する大学へ～」を発表した。このいわゆる「質

的転換答申」の「４．求められる学士課程教育の

質的転換（学士課程教育の質的転換）」には、「急

速に進展するグローバル化」や「少子高齢化によ

る人口構造の変化」をはじめとする様々な要因の

ゆえに「社会の仕組みが大きく変容し、これまで

の価値観が根本的に見直されつつある」現状を鑑

み、「このような時代に生き、社会に貢献していく」

ために必要な能力として、「想定外の事態に遭遇し

たときに、そこに存在する問題を発見し、それを

解決するための道筋を見定める能力」が掲げられ

ている。そして、このような能力を支えるために

必要な学修者の姿勢として、「生涯にわたって学び

続ける力、主体的に考える力」に言及し、これら

の力を育成するためには、 「従来のような知識の

伝達・注入を中心とした授業」（＝ 講義＝「学生

からみて受動的な教育の場」）では不十分であり、 

2017 年 11 月 14 日受理 

The Effectiveness of Collaborative Learning in English Reading 
Classes: A 2016 Case Study of "Life and Culture in Britain" 
*1 Hiroshi YASUDA 
開智国際大学 教育学部 

 

 

 

「教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒にな

って切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的

に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発

見し解を見いだしていく能動的学修（アクティ

ブ・ラーニング）への転換が必要である」と述

べている。

この答申と、これを受けて 2014（平成 26）
年に開始された「大学教育再生加速プログラム」

（AP）によって、アクティブ・ラーニングは「公

定の教育方法」と見做されるようになり、その

普及に拍車がかかった（松下、2 頁）。その結果、

現在ではさまざまな大学で「教師の一方的な講

義から脱却して、グループ討論、プレゼンテー

ション、プロジェクト型学習」など、「学生たち

に授業の運営・進行役を担わせ、能動的で共同

的な学びを自ら組織させる」授業改革が進めら

れている（江利川、14 頁）。 
開智国際大学においても、特に 2015 年度以降、

FD 委員会の活動を中心として「アクティブ・ラー

ニングの視点に立った授業改善」が行われている。

この流れの中で、筆者もまた、リベラルアーツ学

部の総合文化学科の専門選択科目「イギリスの生

活と文化」において、アクティブ・ラーニングの

方法のひとつである「共同学習」を取り入れた授

業を行った。「協同学習」を取り入れたのは、有名

な「学びのピラミッド」にもあるように、「他者を

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

アクティブ・ラーニング、共同学習、イギリスの生活と文化、英文読解、小・中学校新学習指導要領 
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英文読解の授業における協同学習の有効性について 

～2016 年度「イギリスの生活と文化」における授業実践報告～ 

安田 比呂志＊1 
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教える」ことが授業内容の定着のために有効であ

ると考えたからであり、それまで「文法訳読方式」

で行っていた授業に「共同学習」を取り入れるこ

とによって、どのような変化が生まれるのかを確

かめてみたいと思ったからであった。そして、実

際に「協同学習」を試みることにより、筆者が期

待していた以上に大きな成果が出たように思われ

た。

そこで、本論では、「イギリスの生活と文化」に

おける実践に関して報告を行い、この報告を通し

て、「協同学習」の効果や成果、および、それに伴

う課題について検討して行くこととする。

２．概要 

２．１．対象学生 

2016 年度の「イギリスの生活と文化」を履修す

る人間心理学科の学生 2 名と総合文化学科の学生

7 名の合計 9 名。総合文化学科の学生のうちの 2

名は英語の教員を志望する学生であった。学生の

英語力については、英検をはじめとする資格試験

を受けたことがない英語を苦手とする学生がいる

一方で、英検準 2 級の保持者もいた。学生の英語

力の大体の目安としては TOEIC のスコアで大体

100 点台後半から 400 点台と考えられた。 

２．２．使用教材 

ティム・ナイト、『英国の＜いま＞を知りたい』

（鶴見書店、2012）を使用した。授業では、特に

英文テキストの部分を中心に扱った。英文テキス

トは各 Unit に 3 つずつあり、英語の難易度は英検

2 級レベル程度である。

２．３．授業の進め方 

毎回、授業の最初に教員がアト・ランダムにグ

ループ分けを行った。4～5 名にグループを 2 つ作

り、メンバー構成は毎回異なるようにした。但し、

英語が苦手な学生のみのグループができないよう

に、どちらのグループにも必ず英語が得意な学生

が入るように配慮した。グループ分けを行った後、

グループ内でリーダー、テキストの和訳の発表者、

レポート課題の紹介者を決めさせたが、参加の平

等性を確保するために、すべての学生がこれらの

役をそれぞれ 2 回以上務めることとした。

次に、グループ活動（１）として、30 分でテキ

ストの翻訳をまとめさせた。この際に、グループ

の全員が英文テキストの内容および英語を理解す

ることを最終目標として、最初に英文テキストで

分らない個所を学生同士で伝え合い、英文テキス

トで分らない個所がなくなったら、各自の和訳を

披露し合い、訳文をまとめさせた。学生には「試

験にどの箇所が出ても正確に和訳することができ

る」ことを求めたが、基本的には、「教わって学ぶ、

教えて学ぶ」という点を強調しながら、「共同学習」

で必要となる「肯定的相互依存」や「活動の同時

性」、「個人の責任（「自分の学び」及び「仲間の学

び」に対する責任）」の実現を目指した（ジョンソ

ン、9 頁、中井、106 頁）。この点は、この授業の

活動全般に関して学生に期待したことであった。 

次に、グループ活動（２）として、20 分で発表

レポートを決めさせた。この授業では、各 Unit の

テーマに関する知識の幅を広げつつ、理解を深め

ることを目的として、予習のひとつとして、学生

たちには各 Unit のテーマに関する事柄に関して

自分が興味・関心があることをレポートにまとめ

ておくことを求めていた。そのレポートの要点を

発表し合い、最も「魅力的」と思われるレポート

を全員の前で発表するレポートとして決めさせた。

レポート課題の目的は、もちろん、イギリスの生

活と文化に関する知識の幅を広げ、理解を深める

ことを通して、より深い学びを実現することにあ

った。しかし、同時に、興味深い優れたレポート

を作成することで、英語が苦手な学生にもグルー

プに貢献し、評価されるチャンスを与えることに

もあった。このような時間を設けることによって、

いわゆる「ダメな学生」を作らない、誰でもどこ

かで評価される環境づくりを実現しようとしたの
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である。 

和訳と発表レポートが決定した段階で、30 分の 

プレゼンテーションの時間に入る。プレゼンテー

ションでは、最初に和訳の発表者がグループでま

とめた和訳を読み上げた。2 グループの和訳の発表

が終わった段階で、教員が英文を読み、学生の和

訳で気づいた点に関する解説を盛り込みながら、

改めて和訳を行った。次に、レポート課題の紹介

者が、レポート課題発表者の発表内容をテキスト

の内容と関連づけながら紹介し、最後に、レポー

ト課題の発表者が自分で調べてきたことを発表す

るようにした。

２．４．評価の方法 

シラバスにあるように、「授業内の評価（60％）

と学期末試験（40％）」で評価し、「授業内の評価」

は、「授業内での発表（30％）」と「レポート（30％）」

で評価した。 

「授業内での発表」では、学生のより積極的な

参加を目的とし、教員が行うのではなく、学生同

士が互いに評価し合うという形をとった。こうす

ることで、自分たちの発表にだけではなく、他の

グループの発表にも注意を向けることで、自分た

ちの和訳の正しさだけではなく、発表の仕方など

に関しても自ら積極的に学ぶ姿勢を持ってもらう

環境を整えた。 

評価の具体的な方法としては、学生たちは、他

のグループの発表を聞き、以下の項目をそれぞれ 5

点満点で評価するようにした。１）発表者の声の

大きさと明晰さ（相手に自分の考えを伝えようと

する意志がみられるか）、２）和訳の正確さ（語彙・

文法も含め、英文テキストの内容が正確に理解で

きているか）、３）レポート課題の発表内容の魅力

（テーマが明確で、話に論理的な展開と説得力が

あるか）。 

ここでは、自分のグループの評価は、他のグル

ープの学生たちがそれぞれに行った評価の平均点

とした。このため、英語力の有無やレポート課題

の出来不出来にかかわらず、同じグループの学生

たちには全員が同じ評価が与えられることとなっ

た。これは、自分が良い評価を得るためには共同

学習の内容を充実させなければならないという環

境を作ることを意図して行ったことである。 

「レポート課題」については、学生たちが毎回

1,000 字以上でまとめてきたものを授業終了後に

提出させ、毎回 5 点満点で評価した。

「学期末試験」においても、学生たちの主体的

学習を促すため、学生たちにテキストをよく読み

返した上で問題と解答をそれぞれ作るように指示

し、最後の授業の時にそれを発表させた。学生か

ら出された 9 問の中から 6 問を選び（どの問題を

出すかは、学生には伝えていない）、必要に応じて

質問内容を変更して試験問題とした。これに教員

が作った 4 問を加え、計 10 問を出題した。尚、試

験の時には、テキストと辞典の持ち込みは可とし、

問題を作った学生が示した解答例をそのまま書く

のではなく、自分で復習してまとめておいたもの

を書くように指示した。 

３．結果 

 以下に、すべての授業が終了した時点で学生た

ちに行ったアンケートの結果を中心に報告する。

３．１．予習 

予習をしたかという質問に対する回答として最

も多かったのは「まあまあした」で 5 名いた。ま

た、「よくした」が 1 名、「少しした」が 3 名であ

った。予習時間は「1 時間半以上」が 5 名おり、「1

時間以上」が 2 名、「30 分以上」が 2 名であった。

予習の時点で分からない単語を調べたかどうかと

の質問に対しては、「すべて調べた」が 2 名、「だ

いたい調べた」が 5 名、「少し調べた」が 2 名であ

ったが、予習の段階で参考書や辞書を利用したか

どうかを問う質問に対しては、「だいたい調べた」

が 6 名で、「少し調べた」が 2 名、そして、「ほと

んど調べなかった」が 1 名いた。以上の予習の結

果として、授業が始まる前の英文の理解度につい



176 開智国際大学紀要 第 17 号（2018） 

ては、30％が 2 名いた他は、40％、45％、50％、

60％、65％、83％、90％がそれぞれ 1 名ずつであ

った。 

 また、レポート課題への積極的な取り組みにつ

いては、「結構取り組んだ」が 5 名で最も多く、「し

っかり取り組んだ」と「少し取り組んだ」が 2 名

ずつであった。

３．２．共同学習 

テキストを和訳する際に、自分が調べてきた「単

語や英文法の知識を活用しながら、他の学生にも

分かるように説明できましたか」という問いに対

しては、「少しできた」が 4 名で、「あまりできな

かった」が 5 名であった。また、自分が「分から

ない箇所に関して説明を求めましたか」という質

問に対しては、「結構求めた」が 2 名で、「少し求

めた」が 6 名、「ほとんど求めなかった」が 1 名で

あった。また、和訳の決定への積極的な参加に関

しては、「した」が 2 名、「結構した」が 4 名、「少

しできた」が 1 名、「ほとんどしなかった」が 1 名

であった。以上の結果は、共同学習で重要な「活

動の同時性」と「個人の責任」が十分に実現し得

なかったことを示しているように思われるが、そ

の一方で、和訳の発表の後に行った教師の和訳が

理解できたかどうかに関する問いに対する回答は、

「できた」が 5 名、「だいたいできた」が 3 名、「少

しできた」が 1 名となっており、授業終了後に英

文テキストがどれくらい理解できたかという質問

に対しては、最も低い 50％が 1 名で、60％、80％、

85％、90％、95％（2 名）、99％、100％となって

いた。これは、授業内の活動を通して学生たちが

かなり内容を理解できるようになっていたことを

示している。実際に、この数字は学期末試験の成

績にも反映していた。 

また、発表レポートを決める際に、その内容を

他の学生と共有できたかとの質問に対しては、「毎

回できた」が 1 名、「結構できた」が 5 名、「少し

できた」が 1 名、「ほとんどできなかった」が 1 名

であったが、「他の学生のレポート課題を聞くこと

で、イギリスに関する知識が広がりましたか」と

の質問に対しては、「かなり広がった」が 2 名、「結

構広がった」が 7 名であり、「少し広がった」と「ほ

とんど広がらなかった」は 0 名であった。実際に、

学生が提出したレポートのテーマは、「社会階級」、

「宗教」、「日本との共通点」、「平均所得」、「格差」、

「平均寿命」、「税金」、「気候と服装」、「観光名所」、

「イギリス料理」、「ウォーキング文化」、「ブラン

ド品」、「小鳥たち」、「くまのパディントン」、「百

年戦争」、「イギリス貴族とフランス語」、「童謡 き

らきら星」、「ウィリアム・シェイクスピア」、「チ

ャップリン」、「ハリー・ポッター」、「切り裂きジ

ャック」、「映画俳優 ジェイソン・ステイサム」、

「つぶあんが苦手」など、テキストの各 Unit のテ

ーマに関連していながらも、見事なまでに多種多

様であり、学生たちのイギリスへの関心を互いに

高め合うのに十分な内容であった。 

また、共同学習の活動全体のこととして、「他の

学生の意見に積極的に耳を傾けましたか」との質

問に対して、「傾けた」が 4 名、「結構傾けた」が 4

名、「少し傾けた」が 1 名であり、「自分の意見を

積極的に言いましたか」との質問に対しては、「言

った」が 2 名、「結構言った」が 2 名、「少し言っ

た」が 4 名、「ほとんど言えなかった」が 1 名であ

った。また、「他の学生から理解のためのヒントを

もらいましたか」との問いに対し、「よくもらった」

は 1 名であったが、「結構もらった」が 6 名、「少

しもらった」が 2 名であった。 

３．３．発表 

「納得のいく発表はできましたか」という質問

に対して、和訳の発表では、「結構できた」が 4 名、

「少しできた」が 5 名で、レポート発表では「し

っかりできた」が 1 名、「結構できた」が 5 名、「少

しできた」が 3 名であった。 

３．４．イギリスに対する興味・関心の度合い 
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 「この授業をとることで、イギリスに対する興

味や関心が大きくなりましたか」との問いに対し

て、「とてもなった」が 5 名、「結構なった」が 3

名いた。1 名は「興味がなくなった」との回答を寄

せたが、但し書きとして、「イギリスの食べ物が美

味しくないことを知った」と記されていた。

３．５．英語力向上に関する意識 

 「この授業をとることで、英語力がついたと思

いますか」との質問に対する回答として、「強く思

う」が 2 名、「結構思う」が 4 名、「少し思う」が

3 名であった。 

４．考察 

４．１．予習 

 予習の仕方や時間は学生の英語力によってかな

り変わるものであり、教材の英文が簡単に思われ

る学生にはさほどの予習は不要である一方、英語

が苦手な学生には多くの時間と労力を求めること

になる。したがって、上記の結果から学生の予習

に関して何らかの判断を下すことは難しい。しか

し、英語力も動機もさまざまな学生がいる中で、

予習の有無と予習時間に関する両項目で「ほとん

どしなかった」と答えた学生が 0 名であったとい

うことは重要である。アンケートの最後の自由記

述欄に、「生徒が自ら積極的に行動しなければ授業

が進まず、そのために各個人が自然と取り組むよ

うになるので、とても良いと思う」という意見が

みられたように、共同学習を取り入れることによ

って、2015 年度までは見られた予習をせずに授業

に出席する学生はいなくなった。英語が苦手な学

生には、英語の勉強の仕方がわからないという学

生が多い。このような学生には、授業で仲間たち

と英語の構造や単語の意味などについて話し合い

ながら和訳を完成させるプロセスで、どのような

予習が必要であるのかを知り、それを自身の予習

の仕方に反映させることで、英語の勉強の仕方そ

のものを習得させる目的もあった。これは、「質的

転換答申」が求めている「生涯にわたって学び続

ける力、主体的に考える力」の育成に直接かかわ

るものでもある。そして、予習の平均時間が 70 分

以上となっており、また、共同学習の活動が次第

にスムースに進められるようになって行ったこと

を考えると、今回の共同学習の導入は、「質的転換

答申」が求める姿勢を学生たちの中に育むという

成果をも上げていると言うことができよう。

４．２．共同学習 

共同学習では、学生の英語力だけではなく、個

性もまた多様になる。そのために、アト・ランダ

ムに作られたグループで、まったく個性の異なる

学生たちが、ひとつの目的の実現のために協力し

合うためには、学力とは異なる協調性や時には我

慢も必要となる。先に言及した「肯定的相互依存」

や「活動の同時性」、「個人の責任（「自分の学び」

及び「仲間の学び」に対する責任）」が、活動の中

に実現される必要があるのである。この意味にお

いては、英文テキストの和訳をする際に、自分が

調べてきた「単語や英文法の知識を活用しながら、

他の学生にも分かるように説明」することがなか

なかできず、また、自分が分からない箇所に関す

る説明も、なかなか求められなかったという結果

は、少なくとも学生たちの認識の中では、これら

の目的がなかなか実現できなかったことを浮き彫

りにしている。 

しかし、授業前にはテキストの 30％程度しか理

解できていなかった学生たちが、授業終了後には

50％もしくは 60％は理解できたと回答している

ように、授業の前後でのテキスト理解は確かにか

なり深まっていた。このことは、予習段階での理

解度が 40％の学生が授業後には 99％に、45％の

学生が 85％に、50％の学生が 95％に、60％の学

生が 90％に、65％の学生が 80％に、それぞれな

っていることからも理解できる。実際に、テキス

トの理解度の平均も、予習段階の 54.78%から授業

終了時には 83.78%へと伸びているのである。 

これらの結果は、共同学習を経ることによって、

教師が行う和訳と英文テキストとの関係を理解す
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るための基礎が、各学生の中にできあがっていた

ことを示している。 

授業後にテキストの内容の 95％くらいを理解し

たと回答した学生が自由筆記欄に、「自ら学ぶ姿勢

をもつことで、それだけ内容が入って来るので、

とても良いと思う。英語力をつけるにはもってこ

いの授業だと思う」と書いているように、共同学

習では、「教師が教えない」授業でありながら、と

いよりは、「教師が教えない」授業であるがゆえに、

学生たちが主体的に学習に臨み、学生同士の対話

的な活動を通して理解を深めて行くことが可能と

なっていたことが明らかになったと言える。この

結果は、先ほど述べたように、「肯定的相互依存」

や「活動の同時性」、「個人の責任（「自分の学び」

及び「仲間の学び」に対する責任）」という 3 つの

目的は、学生が認識している以上に、英語力の向

上という点では実現していたと考えることもでき

るのである。 

同様のことは、レポート課題に関しても言える。

「３．２ 結果」で例示した多種多様な内容に関

する報告を他の学生たちの発表を聞くことを通し

て、学生たちのイギリスに関する知識や認識には

確実に幅と深みが加えられたようである。自分が

調べてきた内容を要約して話すことに難しさを覚

え、自分の意見を積極的に言えたとはあまり思え

なかったという認識もみられ、このことが共同学

習の活動全般に関するアンケートの結果にも反映

していることは確かである。しかし、他の学生の

意見に積極的に耳を傾ける姿勢はできており、そ

のために他の学生から理解のためのヒントを結構

もらえた学生が多かったということは、共同学習

の 3 つの目的がそれなりに実現できていたことを

物語っていると言えよう。 

４．３．発表 

結果にもみられたように、学生たちの認識の中

では、まだまだ「納得のいく発表」は難しかった

ようである。これは、人前で話をすることに慣れ

ない、あるいは抵抗を感じる学生が少なくないこ

とを示している。このことは、共同学習では、こ

のような学生たちでさえ前向きな姿勢で発表をす

るための環境づくりの必要性を明らかにしている。

それと同時に、学生の発表能力の向上のために、

発表の機会を多く持つことの重要性も示している

ように思われる。 

４．４．イギリスに対する興味・関心の度合い 

 「イギリスの食べ物が美味しくないことを知っ

た」ために「興味がなくなった」と回答した 1 名

を除き、この授業をとることでイギリスに対する

興味や関心が大きくなった学生が多かったのは、

テキストで扱う内容を起点として、自ら調べたも

のをレポートにまとめるという、学問を深める学

習が主体的に行われていたことを示している。テ

キストが提供してくれる知識だけではなく、学生

ひとりひとりが調べてきたこと共有することによ

り、テーマが深められ、興味・関心もより高まっ

たということができる。

４．５．英語力向上に関する意識 

英語力の向上に関しては「４．２ 共同学習」

の箇所でも述べたが、もともと英語力があり、予

習の段階で 90％くらい理解できていたと書いた学

生でも授業後には 95％が理解でき、83％だった学

生に至っては 100％理解できるようになったと回

答している。そして、この 2 名の学生は、「この授

業をとることで英語力がついたと思いますか」と

いう質問に対して、「強く思う」や「まったく思わ

ない」ではなく、前者は「少し思う」、後者は「結

構思う」と回答している。このように、この授業

は、英語が苦手な学生だけではなく、英語が得意

と考えている学生たちの英語力の向上にもつなが

ったように思われる。 

このような結果をだすことができた要因として、

グループで和訳を完成させる際に、英文テキスト

で分からなかった箇所をすべて伝え合うことと、
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その箇所が分かる学生が分からない学生に対して

分かるように解説をすることを求めたことが考え

られる。分からない学生に理解できるように解説

をするために、その学生はその英文に関して、単

語の意味や品詞、文法事項など、自分が知る様々

な知識を自ら体系的に整理し直さなければならな

い。このことが、英語力をさらに向上させるため

の基盤の強化につながるのである。鈴木が、「多く

の研究者が習熟度の異なる学習者を組み合わせた

方が学習につながるとしている。・・・・・・知識

の差が熟達者－初心者の関係（最近接発達領域：

Zone of Proximal Development、ZPD）を作り出

し、お互いの学習に貢献し合うのである。この場

合、習熟度が高い方の学習者も習得が進むと報告

されている」（鈴木、94 頁）と述べているように、

これまでは多くの問題を生み出す原因とさえ考え

られていた「習熟度の異なる学習者」の混在は、

実は、共同学習を行うことによって、すべての学

生たちが等しく英語力を向上させるための条件と

なると考えることさえ可能なのである。 

以上の考察は、今回の授業が「肯定的相互依存」

や「活動の同時性」、「個人の責任」という共同学

習の目標をある程度実現させながら、学生たちの

英語力そのものの向上をも可能にしていたことを

示している。教員が中心的な役割を果たす「文法

訳読方式」の授業では、教師の側が要点をおさえ

た、わかりやすい説明を心がけることで学生たち

の理解を促進しようとしていたが、その定着率に

ついては多くの問題が残されていた。多くの大学

の共通の「英語」の授業で使用されているテキス

トが、中学校の文法から始めるリメディアル教材

であるという事実は、このことを明らかにしてい

る。多くの学生は、中学校で学んだのと同じ事柄

を高校でも学び、更には大学でも学び、それにも

かかわらず英語力が身についていないという現状

があるのである。しかし、共同学習の手法を取り

入れることにより、教師が「教える」ことを敢え

て止め、その役割をファシリテーターへと転換さ

せるとき、学生たちは英語の勉強の仕方や辞書や

参考書の使い方を自ら学び取り、学んだ内容を定

着させ、着実に英語力を向上させることが可能に

なる。今回の授業は、この「共同学習」の成果を

目に見える形で明らかにしてくれたように思われ

る。そして、それと同時に、「質的転換答申」が求

めていた「生涯にわたって学び続ける力、主体的

に考える力」の育成をも促進したと考えることも

できる。この意味では、「社会の仕組みが大きく変

容し、これまでの価値観が根本的に見直されつつ

ある」「時代に生き、社会に貢献していく」ことが

できる人材を育てるためにも、「共同学習」の実践

が今後も更に必要となると言うことができるよう

に思われる。 

５．課題 

以上の報告は、「協同学習」による授業がもたら

す効果や成果の一端を明らかにしたように思われ

る。しかし、同時に、解決しなければならない課

題もあった。そこで、以下に、今後考慮すべき課

題についてまとめておくこととする。 

第一に、「イギリスの生活と文化」は選択科目で

あったために、教員の意図を授業に反映しやすい

状況があったことは否めない。幸いにも、アクテ

ィブ・ラーニングに関して現在懸念されている「学

生の学びの質の格差」――「フリーライダーの出

現や、グループワークの非活性化、思考と活動に

乖離」（森、53 頁）――は今回の授業では見られ

なかったが、実際には、この科目の履修登録をし

た 17 名の学生のうち、最初のガイダンスで授業方

法に関する説明を聞いて受講を取りやめた者が 4

名いた。また、予習が追いつかないなどの理由で、

途中で履修を取りやめた学生も 4 名いた。このこ

とは、アクティブ・ラーニングを授業内で成功さ

せるためには、学生たちにそれなりの学習意欲や

動機が必要であることを明らかにしている。つま

り、動機づけが全くなされていない学生も履修し

ている特に必修科目のような場合には、アクティ

ブ・ラーニングを成立させるための環境整備が極
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めて重要になるということである。如何なる学生

が含まれていようとも、すべての学生が最後まで

満足して学習をし続けることができる「共同学習」

を実現することは、実は非常に困難なものである

ように思われる。 

第二に、教員のファシリテーターとしての役割

の重要性である。自由記述欄に「課題は、議論（和

訳）が行き詰った時にどう介入するかであるよう

に考えた」と書いた学生がいた。これは、学生同

士の活動に関する意見ではあったが、同時に、教

師の学生との関わり方においても重要な点である。

「グループワークをしている時に、教師がひそか

にヒントを言うのもとても良かったです」と書い

た学生がいたように、ひとつの英文について何度

も英文を声に出して読み合いながら、意味を考え

ている学生たちの議論を聞きながら、筆者も「こ

の文の主語は何？」、「〇〇って、どういう意味？」

などと聞いてみたり、「〇〇を辞典で調べてごらん」

といった示唆を与えることで、学生たちの思い込

みを修正したり、学生たちが既に知っていると思

い込んでいる単語に別の意味や品詞があったりす

ることに気づかせたりすることはしていた。そし

て、それらのヒントをきっかけとして、学生たち

が自ら辞書や参考書を使って確認をしながら、正

しい理解を導き出す様子はしばしば見られたこと

も事実である。しかし、ファシリテーターとして

の教師の役割については、今後も更に検討を重ね

る必要があろう。また、この点に関しては、「和訳

を少しやって他のこともやった方が良いと思う。

穴埋めのプリントを作成すれば、和訳をやりなが

ら、内容理解ができるのかなと思った」という意

見に見られるように、様々な具体的な工夫が今後

も更に必要である。 

そして、最後の課題として、学生の実力に合わ

せた課題や時間の配分が挙げられる。「課題が多か

った！ 一回の量は１つ分がちょうど良いかと思

います」という学生の回答に代表されるように、

この授業の課題は、学生たちの多くにとって決し

て楽なものではなかった。テキストの英語そのも

のが難しいと感じていた学生も多く、そのために、

実際の授業では、各 Unit の中にある 3 つの英文の

うちの「1 つ分」しか進まず、その和訳に 30 分ど

ころか 1 時間以上も必要になることがしばしばで

あった。それに伴い、レポート課題に関するグル

ープ・ワークにかける時間が短くなってしまった。

「レポートの発表の時に質疑応答の時間があった

らいいと思った」という学生の声は、レポート課

題で学生たちが調べてきたことに対する彼らの興

味・関心の大きさを物語っている。今回の授業で

は、英語の教員を目指す学生たちもいたため、イ

ギリスに関する事柄よりも英語力の向上を優先さ

せていたが、元来が「イギリスの生活の文化」と

いう科目名が示すように、イギリスに興味・関心

がある学生たちが履修していたことを考え、最初

に提示した 2 つの活動をもっとバランスよく行う

必要があった。授業も目的と内容の明確化が必要

であった。 

 

６．まとめ 

 

「イギリスの生活と文化」における共同学習の

導入は、最初にも書いたように、試験的な試みで

はあった。しかし、以上の報告は、今回の共同学

習の試みが、ある程度ということではあるが、学

生たちに英語の勉強の仕方を自ら学ばせつつ英語

力の着実な向上を実現しながら、「生涯にわたって

学び続ける力、主体的に考える力」の育成という

「質的転換答申」が求めていた姿勢をも身につけ

させることができたことを明らかにしている。 

そして、同様の姿勢の育成が、小学校や中学校

の教育現場でも求められているという点は、最後

に触れておく必要があろう。2017 年 3 月に公示さ

れた小学校と中学校の新学習指導要領では、「予測

が困難な」「厳しい挑戦の時代」を生き抜く力を育

成するために、「主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善」を求めているが、その目的は、



安田比呂志：英文読解の授業における協同学習の有効性について 181 

「総則」の「第 1 小学校教育／中学校教育の基本

と教育課程の役割」の 2の第 3項目にあるように、 

１）「基礎的・基本的な知識及び技能」の確実な習

得、２）これらを活用した「課題を解決するため

に必要な思考力，判断力，表現力等」の育成、３）

「主体的に学習に取り組む態度」の養成、４）「個

性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実」

にある。これら 4 点の目標は、まさしく、「質的転

換答申」が求めていたものと同一のものであると

考えることができる。このことは、現在の文部科

学省が小・中・高・大学の児童・生徒・学生たち

に対して、等しくアクティブ・ラーニングの視点

に立った授業改善を求めることにより、「予測が困

難な」「厳しい挑戦の時代」を生き抜く力の育成を

一貫して求めていることを表している。このよう

に考えた時、今回の大学における「共同学習」を

取り入れた授業実践は、小・中・高等学校におけ

る実践においても、同様の効果や成果を生み出す

可能性を示唆していると考えることができるよう

に思われる。 

学生に対するアンケートの最後の質問は、「この

ような授業形態は、今後（来年度以降）も続ける

べきだと思いますか」というものであった。「まっ

たく思わない」と回答したのは0名で、「少し思う」

が 3 名、「結構思う」が 4 名、「強く思う」が 4 名

であった。「少し思う」と応えた 3 名のうちの 2 名

が英語力の高い学生であった事実は、筆者の授業

における更なる工夫の必要性を明らかにはしてい

る。しかし、この結果は、程度の差はあるとして

も、学生たちがそれぞれに自分たちの潜在能力を

活性化させ、英語力の向上を実現させながら、イ

ギリスそのものへの興味・関心を高めてくれる「共

同学習」の有効性を認識していたことを表してい

る。今後も、更なる工夫を重ねながら、よりブラ

ッシュアップされた「共同学習」の実践を実施し

て行きたいと考えている。 
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１．はじめに 

2017 年 3 月、小学校の新学習指導要領が公示さ

れた。この中で、特に英語の教員養成との関連で

重要な変更点として挙げられるのは、次の 2 点で

あろう。ひとつは、全教科に共通する「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行

うという点であり、もうひとつは、これまで 5 年

生と 6 年生を対象としていた「外国語活動」が 3
年生と 4 年生におろされ、5 年生と 6 年生には「外

国語」が正式な教科として教えられることになる

という点である。

これらの変更点が、とりわけ2つ目の変更点が、

特に英語を不得手とする多くの小学校の先生方に

大きな不安や混乱を与えていることは確かである。

しかし、（いまだ仮説の域を出ないとはいえ）ネイ

ティブ・スピーカーのような言語能力を身につけ

られるのは 12、3 歳の思春期の始まりの時期まで

であるという臨界期説（白井、32 頁）を信じるな

らば、外国語の学習開始年齢は早ければ早いほど

良いことは確かである。また、高学年の「外国語」

の学習指導要領の「３ 指導計画の作成と内容の

取扱い」の冒頭で「第 3 学年と第 4 学年並びに中 

学校及び高等学校における指導との接続に留意」

することが求められているように、今回の改訂に

よって本当に「小・中・高等学校一貫した学び」

が「重視」されることになるならば、現在以上に、

小学校 3 年生から高校 3 年生までの 10 年間で、確

実に子どもたちの「外国語能力の向上を図る」こ

とも可能になると言えよう。そして、今回の新学

習指導要領には、このように日本の英語教育を大

きく変容させる可能性を秘める理念と、その実現

のための方法が、明確に記されているのである。

そこで、本論では、新学習指導要領の記述に準

拠しながら、それを整理する形で、最初に、上述

の「主体的・対話的な深い学び」と小学校の「外

国語学習」と「外国語」の目標を明らかにし、次

に、その目標を実現するための、小学校の「外国

語学習」と「外国語」の内容について検証する。

そして最後に、「主体的・対話的で深い学び」との

関連性を考慮しながら、小学校における英語教育

の現場でどのような授業が可能であるのかを検討

するとともに、そこで可能とされる授業を実現す

るためにこれからの教員に必要とされる資質につ

いて述べて行くこととする。以上の考察は、「主体

的・対話的で深い学び」を踏まえた小学校におけ

る英語教育の理論と方法の一端を明らかにすると

ともに、小学校の教員を目指す学生たちの今後の

英語への取り組み方に関しても、ひとつの示唆を

与えるものとなるはずである。

2017 年 11 月 16 日受理 

Possible Activities in English Classes Based on the Policy of 
“Proactive, Interactive, and Deep Learning”: Theory and 
Methods in the New Official Guidelines for Elementary 
School English Education 
*1 Hiroshi YASUDA
開智国際大学 教育学部 

「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業展開に関する考察 

～小学校における英語教育の理論と方法～ 
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２．「主体的で対話的な深い学び」と小学校に

おける英語教育 

２．１．目標 

小学校の新学習指導要領は、「第 1 章 総則」の

「第 3 教育課程の実施と学習評価」の１において

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善」を求めている。その目的は、「第 1 小学校

教育の基本と教育課程の役割」の「2」に記されて

いる 3 項目を「偏りなく実現」することにあるの

であるが、特に英語の教員養成との関連で考えた

場合、これらの 3 項目のうちの特に第 1 項目は重

要になる。ここには、「主体的・対話的で深い学び」

が目指す具体的な目標として、１）「基礎的・基本

的な知識及び技能」の確実な習得、２）これらを

活用した「課題を解決するために必要な思考力，

判断力，表現力等」の育成、３）「主体的に学習に

取り組む態度」の養成、４）「個性を生かし多様な

人々との協働を促す教育の充実」の 4 点が掲げら

れており、これらはすべて、小学校の英語教育に

おいても目指されるべき最終的な目標と見做すこ

とができるからである。すなわち、3，4 年生を対

象とした「外国語活動」や 5，6 年生を対象とした

「外国語」の授業においても、単なる「基礎的・

基本的な知識及び技能」の習得にとどまらない、

「思考力，判断力，表現力等」、「主体的に学習に

取り組む態度」、「個性を生かした多様な人々との

協働」を実現する教育の充実が求められているの

である。

新学習指導要領が上記４項目を実現する「主体

的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」

を行おうとしている背景には、小学校学習指導要

領解説の「総則編」の「第１章 総説」の冒頭に

示されているように、「急激な少子高齢化」や「生

産年齢人口の減少」，「グローバル化の進展」や「人

工知能（AI）の飛躍的な進化」に代表される「絶

え間ない技術革新等」によって、子どもたちがこ

れから「予測が困難な」「厳しい挑戦の時代」を迎

えることになるという時代認識がある。「主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改革」は、

まさしく、このような時代を子どもたちが生き抜

くための力を育成するために必要な方策とされて

いるのである。

このことは、「第 3 教育課程の実施と学習評価」

の「１」の（１）にも明らかである。ここには、「児

童が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働か

せながら、知識を相互に関連付けてより深く理解

したり、情報を精査して考えを形成したり、問題

を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基

に創造したりすることに向かう過程を重視した学

習の充実を図ること」と明記されており、単なる

知識の獲得にとどまらない、獲得した知識や情報

を自身で整理しながら、あるいは、自ら発見した

問題を解決しながら、自身の思いや意見を発信し

て行く能力の育成の必要性が説かれているのであ

る。このことは、この文言の前にある「特に各教

科等において身に付けた知識及び技能を活用した

り、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、

人間性等を発揮させたりして、学習の対象となる

物事を捉え思考することにより、各教科等の特質

に応じた物事を捉える視点や考え方が鍛えられて

いく」という記述にもみられる。「主体的・対話的

で深い学び」は、まさしく「予測が困難な」「厳し

い挑戦の時代」を子どもたちが生き抜くための能

力を育成するために必要不可欠なものであるとい

うことが強調されているのである。

そして、小学校の英語教育の目的もまた、これ

と同様の「生きる力」の育成にあると言うことが

できる。中学年の「外国語活動」の目標は、「第 4
章 外国語活動」の「第１ 目標」に「外国語に

よるコミュニケーションにおける見方・考え方を

働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言語

活動を通して、コミュニケーションを図る素地と

なる資質・能力」を育成することと記されている

ように、ここでは、外国語の能力の育成が、飽く

までもこ「コミュニケーションを図る素地となる

資質・能力」の育成のための手段として扱われて

おり、人間としての他者や社会との関わりの重要

性が示唆されているからである。
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このことは、上記の「目的」の内容を吟味する

ことによって明らかになる。「外国語によるコミュ

ニケーションにおける見方・考え方」とは、2016
（平成 28）年 8 月 26 日に出された「中央教育審

議会 外国語ワーキンググループにおける審議の

取りまとめ」によると、「外国語で表現し伝え合う

ため、外国語やその背景にある文化を、社会や世

界、他者との関わりに着目して捉え、目的・場面・

状況等に応じて、情報や自分の考えなどを形成、

整理、再構築すること」を意味しているが、ここ

でもまた、「外国語で表現し伝え合う」という双方

向のコミュニケーションが強調されている。そし

て、それを実現するためには、言語や異文化、社

会や他者との関わりに関する知識や認識を獲得し

ながら、自分の考えなどを形成、整理、再構築し

つつ、外国語を使う目的や状況に即して発信する

必要があるということが示されているのである。

これは、単なる知識としての言語の個人的な習得

で終わることのない、まさしく、「グローバル化の

進展」がみられる「厳しい挑戦的な時代」を生き

抜くために子どもたちに必要とされる「主体的・

対話的で深い学び」の性質を表していると言うこ

とができよう。

しかし、ここで注意しなければならないことは、

「外国語活動」は飽くまでも「コミュニケーショ

ンを図るための素地となる資質・能力」の育成を

目指しているという点である。「第 1 目標」の（１）

に記されているように、「コミュニケーションを図

るための素地となる資質・能力」の育成の具体的

な内容は、「外国語を通して、言語や文化について

体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の

違い等に気付くとともに、外国語の音声や基本的

な表現に慣れ親しむようにする」ことであり、必

ずしも外国語を知識として習得するということで

はない。ここで目指されていることは、飽くまで

も体験を重視した学習を通して、外国語に「慣れ

親しむ」ことなのである。

これに対し、高学年の「外国語」の目標は、「コ

ミュニケーションを図るための基礎となる資質・

能力」を育成することとなっている。教科となる

以上、ここでは体験的にコミュニケーションを図

るというだけにとどまることなく、それを知的に

理解することが要求されることは確かである。し

かし、「第 10 節 外国語」の「第 1 目標」の（２）

に、「音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基

本的な表現を推測しながら読んだり、語順を意識

しながら書いたりして、自分の考えや気持ちなど

を伝え合うことができる基本的な力を養う」と記

されているように、高学年の「外国語」もまた、

基本的には「外国語活動」で「十分に慣れ親しん

だ」内容に関する知的な理解を要求しているので

ある。

２．２．内容 

そして、以上の目標が、小学校における「外国

語学習」と「外国語」の授業内容に直接反映され

ることになる。外国語に「慣れ親しむ」ことを目

標とする「外国語活動」では、言語活動は「聞く

こと」と「話すこと［やり取り］」と「話すこと［発

表］」の３つに限定され、その目標も、「２ 各言

語の目標及び内容等」の「１ 目標」に記されて

いるように、それぞれの言語活動において、「自分

のことや身の回りの物」、「自分や相手のこと」、「身

近で簡単な事柄」、「身近な人」、「自分の考えや気

持ち」、「挨拶、感謝、簡単な指示」について、「簡

単な語句」や「基本的な表現」で構成された英語

表現を、聞いたり話したりするということになっ

ている。その内容も、「２ 内容」の［知識及び技

能］の（１）の「ア」に記されているように、「言

語を用いて主体的にコミュニケーションを図るこ

との楽しさや大切さを知ること」が何よりも重要

であるとされており、これを実現するために、「イ」

に示されているように、子どもたちが「英語の音

声やリズムに慣れ親し」み、「日本語との違いを知

り、言葉のおもしろさや豊かさに気付」き、「日本

と外国との生活や習慣、行事などの違いを知り、

多様な考え方があることに気付」き、そして「異

なる文化をもつ人々との交流などを体験し、文化
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等に対する理解を深めること」ができるようにす

ること求められているのである。

高学年の「外国語」では、「外国語活動」で行わ

れる 3 つの言語活動に「読むこと」と「書くこと」

が加わることになり、「２ 内容」の［知識及び技

能］の（１）の「ア 音声」には、「現代の標準的

な発音」や「語や句、文における基本的な強勢」、

「文における基本的なイントネーション」、「文に

おける基本的な区切り」の他にも、「語と語の連結

による音の変化」のような専門的な内容も扱われ

るようになっている。「エ 文及び文構造」には、

現在中学校 1 年生で教えられている内容の多くが

盛り込まれており、教えられる語彙数も、「外国語

学習」で扱った語を含めて 600～700 と程度（現

行の中学校の英語の学習指導要領では 1,200 語程

度）となっている。これだけをみると、まさしく

中学校での英語の授業を想像してしまいそうにな

るが、ここで重要なのは、「第２ 各言語の目標及

び内容等」の「１ 目標」で扱うことになってい

る内容が、「外国語学習」の場合と同様に、「自分

のことや身近で簡単な事柄」や「日常生活に関す

る身近で簡単な事柄」、「自分や相手のこと及び身

の回りの物」、「自分の考えや気持ちなど」であり、

それらを「簡単な語句」や「基本的な表現」で聞

いたり、読んだり、話したり、書くこととなって

いるという点である。先にも述べたように、「外国

語」は、飽くまでも「外国語活動」で「音声で十

分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現」

を知的に理解することを目標としているのであり、

「コミュニケーションを図るための基礎となる資

質・能力」を育成することにより、「コミュニケー

ションを図る資質・能力」の育成を目指す中学校

への橋渡しの役割を与えられているのである。

３．授業 

３．１．使用場面 

それでは、小学校の教育現場で、実際にどのよ

うな授業が可能なのであろうか。新学習指導要領

の「外国語活動」の「第 2 各言語の目標及び内容

等」の「２ 内容」の「（３）言語活度及び言語の

働きに関する事項」の「②言語の働きに関する事

項」には、教室内で言語活動を行う際に有効に使

うことができる具体的な「使用場面」と「言語の

働きの例」を紹介している。「使用場面」としては、

「家庭での生活」や「学校での学習や活動」、「地

域の行事」、「子どもの遊び」などの「児童の身近

な暮らしに関わる場面」と、「挨拶」や「自己紹介」、

「買物」、「食事」、「道案内」などの「特有の表現

がよくつかわれる場面」が紹介されており、また、

「言語の働きの例」としては、「挨拶をする」や「相

づちをうつ」などの「コミュニケーションを円滑

にする」方法や、「礼を言う」や「褒める」などの

「気持ちを伝える」方法、「説明する」や「答える」

などの「事実・情報を伝える」方法、「申し出る」

や「意見を言う」などの「考えや意図を伝える」

方法、「質問する」や「依頼する」や「命令する」

などの「相手の行動を促す」方法が紹介されてい

る。これらの「使用場面」と「言語の働きの例」

は、実際に授業内での活動を考える際の基本とな

るものであり、これらを盛り込むことにより、容

易に具体的な授業計画を立てることが可能になる。 
この「使用場面」と「言語の働きの例」は、高

学年の「外国語」でも踏襲されており、それに、「特

有の表現がよくつかわれる場面」として「旅行」

が加わり、「コミュニケーションを円滑にする」方

法には「呼びかける」と「聞き直す」と「繰り返

す」が、「気持ちを伝える」方法には「謝る」が、

「事実・情報を伝える」方法には「答える」の代

わりに「報告する」と「発表する」が、「考えや意

図を伝える」方法には「賛成する」と「承諾する」、

そして「断る」が、それぞれ加えられることにな

る。

このように、新学習指導要領には、授業を行う

際の「使用場面」や、そこで使用されるべき「簡

単な語句や基本的な表現」がどのようなものであ

るのかを知るためのヒントが示されているのであ

る。
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３．２．英語の理解度 

新学習指導要領には、また、これらの活動を行

う際に、子どもたちがどの程度の内容理解をして

いるべきであるのかという点についても示されて

いる。「（３）言語活度及び言語の働きに関する事

項」の「①言語活動に関する事項」の、たとえば

「ア 聞くこと」の（ア）に、「身近で簡単な事柄

に関する短い話を聞いておおよその内容を分かっ

たりする活動」と記されているように、「おおよそ

の内容」がわかれば良いとされているのである。

ここには、「外国語活動」を行う教員が注意しなけ

ればならないことが示されている。先にも述べた

ように、「外国語活動」は飽くまでも「コミュニケ

ーションを図る素地となる資質・能力」の育成が

目標なのであり、子どもたちに求められているこ

とは、決して完璧に英語をマスターするというこ

とではない。なによりも「外国語の音声や基本的

な表現に慣れ親しむ」ことによって、「素地」を育

成することが重要なのである。

このことは、同じ「ア 聞くこと」の（イ）や

「ウ 話すこと［発表］」にも明らかである。ここ

には、「身近な人や身の回りの物に関する簡単な語

句や基本的な表現を聞いて、それらを表すイラス

トや写真などと結び付ける活動」や、「身の回りの

物の数や形状など」や「自分の好き嫌いや欲しい

物などについて、人前で実物やイラスト、写真な

どを見せながら話す活動」、そして、「時刻や曜日、

場所など、日常生活に関する身近で簡単な事柄に

ついて、人前で実物やイラスト、写真などを見せ

ながら、自分の考えや気持ちなどを話す活動」が

紹介されており、子どもたちのコミュニケーショ

ンを成立させるために、「イラストや写真」、ある

いは「実物」を有効に活用することが求められて

いる。「３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の（２）

の「オ」が、「児童の興味・関心をより高め、指導

の効率化や言語活動の更なる充実を図る」ための

「視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワ

ーク、教育機器などを有効に活用」を求めている

ように、子どもたちが英語に慣れ親しむためには、

「児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態、

教材の内容などに応じて」多様なツールを活用す

ることが可能なのであり、実際にそれが求められ

ているのである。言葉だけでコミュニケーション

を成立させなければならないという発想は、ここ

にはない。

そして、このような「イラストや写真」、あるい

は「実物」の有効活用は、高学年の「外国語」に

おいても求められていることは重要である。もち

ろん、「外国語」には「読むこと」と「書くこと」

が加えられており、たとえば「イ 読むこと」の

（イ）にあるように、文字を見てその発音を適切

にする活動や、あるいは（ウ）にあるように、掲

示やパンフレットから自分が必要とする情報を得

る活動も行えるようになってはいる。しかし、（ウ）

の活動においても、使用する掲示やパンフレット

は「日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容と

する」ものであり、（エ）に言及されている絵本の

活用も、その用途は、「音声出ず雨紛に慣れ親しん

だ簡単な語句や基本的な表現」を、その中から「識

別する」ことにあり、必ずしも絵本を初見で正確

に読むなどということではない。「オ 書くこと」

においても、書くのは、（イ）にあるように、「身

近で簡単な事柄」に関する「音声で十分に慣れ親

しんだ簡単な語句」であり、あるいは（エ）にあ

るように、「自分に関する簡単な事柄」について書

く場合でも、それは、「音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から選

んで書く活動」の中で行われることになっている

のである。高学年の「外国語」の目標は、飽くま

でも「コミュニケーションを図る基礎となる資

質・能力」の育成にあり、多様な英語を初見で正

確に発音することや、最初から正確な英文を自力

で書くことを求めているわけではないのである。

３．３．「主体的・対話的で深い学び」を実現する

授業 

このように、小学校の「外国語」は、「外国語活

動」で「十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的
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な表現」に基づく活動を行うことによって、「コミ

ュニケーションを図る素地となる資質・能力」を

「コミュニケーションを図る基礎となる資質・能

力」へと展開することを求めている。しかし、小

学校の英語教育が目指しているものが、決して「知

識及び技能」にはとどまらないという点は重要で

ある。「コミュニケーション能力」を構成する要素

が、「文法能力」や「ディスコース能力」だけでは

なく、「社会言語学的能力」や「ストラテジー能力」

をも含む（米山、46 頁）ということにも明らかな

ように、コミュニケーションは言語に関する単な

る知識だけではなく、それを使う人間を取り巻く

他者や社会との関係性の中で初めて成立するもの

であり、したがって、小学校における英語教育に

おいても、他者や自分が所属する社会と関係を持

つことが非常に重要となるのである。

このことは、「２ 各言語の目標及び内容等」の

「１ 目標」に記されていた、それぞれの言語活

動で伝えられる内容が、「自分のことや身の回りの

物」だけではなく、「相手のこと」や「身近な人」

のことをも含んでおり、また、「自分の考えや気持

ち」を伝える場合でも、あるいは、「挨拶、感謝、

簡単な指示」を行う場合でも、常に「相手・他者」

が想定されているということにも明らかであるが、

同様のことは、「外国語活動」と「外国語」の「第

２ 各言語の目標及び内容等」の「２ 内容」に

関する記述にもみられる。ここでは、「思考力・判

断力・表現力等」を「情報を整理しながら考えな

どを形成し、英語で表現したり、伝え合ったりす

ることに関する事項」と言い換えた上で、「外国語

活動」では、「ア 自分のことや身近で簡単な事柄

について、簡単な語句や基本的な表現を使って、

相手に配慮しながら、伝え合うこと」と、「イ 身
近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちな

どが伝わるよう、工夫して質問をしたり質問に答

えたりすること」を、「外国語」では、「ア 身近で

簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理

した上で、簡単な語句や基本的な表現を用いて、

自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと」を求め

ており、ここにも言語活動における「相手」と「伝

え合う」ことの重要性が示されているのである。

コミュニケーションは常に「対話」を前提とする

ものであり、この「対話」（＝協同）を通して、子

どもたちに、単なる「知識と技術」に終わらない、

コミュニケーション能力を身につけさせることの

重要性が、ここには示されているのである。

そして、この「対話的な学び」が、「主体的な学

び」によって促進されるものであるということも、

新学習指導要領には示されている。「３ 指導計画

の作成と内容の取扱い」の（１）の「エ」（「外国

語」の場合には「オ」）には、子どもたちの「主体

的な学び」を促進するための題材選びに関して、

次のように述べられているのである。「言語活動で

扱う題材は、児童の興味・関心に合ったものとし、

国語科や音楽科、図画工作科など、他の教科等で

児童が学習したことを活用したり、学校行事で扱

う内容と関連付けたりするなどの工夫をするこ

と」。ここには、子どもたちが主体的に学ぶための

3 つのポイントが示されている。 
第 1 のポイントは、「児童の興味・関心に合った」

題材を選ぶということである。もちろん、特に「外

国語学習」を始めたばかりの頃には、歌やチャン

ツ、ゲーム、あるいは TPR（Total Physical 
Response、全身反応法）などの、英語をまったく

知らない子どもたちでも楽しめる活動から始める

ことは、非常に有効である。しかし、久埜も述べ

ているように、「英語に少しずつ慣れてきた頃」に

は、「子どもが強い関心を示している素材を扱うと、

そのために必要な英語を難しいとは思いません。

聞き取って、自分でも言えるようになりたい、と

いう動機が高ま」ることになる（久埜、佐藤、永

井、粕谷、69 頁）。したがって、たとえ新学習指

導要領が子どもたちに求める英語運用能力が「身

近で簡単な事柄」や「自分の考えや気持ちなど」

を「簡単な語句や基本的な表現」を用いて伝える

能力であるとしても、先に述べた「使用場面」と

「言語の働きの例」の範囲を超えてはいけないと

いうわけではない。逆に、粕谷も述べているよう



安田比呂志 :「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業展開に関する考察 189 

に、「英語だからという理由で発達段階よりはるか

に幼稚な題材」を選ぶことは不適切でさえあり得

る（久埜、佐藤、永井、粕谷、55 頁）のである。 
実際に、授業で扱われる「身近で簡単な事柄」

や「自分の考えや気持ちなど」が子どもたちの「興

味や関心」と深く結びついたとき、子どもたちが

使う英語は、容易に「簡単な語句や基本的な表現」

の範囲を超えたものになり得る。たとえば、「特有

の表現がよくつかわれる場面」として挙げられて

いる「自己紹介」をする際などに、話す内容を膨

らませ、自分が好きなプロ野球チームの選手の特

徴を、教師の助けを借りながら英語でまとめ、そ

れをお互いに紹介し合うという活動を行うだけで

も、選手の背番号やポジションから、顔や身体の

特徴、打率や（ピッチャーの場合には）防御率、

優れている能力や過去の名プレイ、保持している

記録、あるいは、選手の個性的な性格や逸話に至

るまで、様々な事柄を表すために様々な語句や表

現が使用されることになる。子どもたちは自発的

に、難易度の高い語句や表現を知り、使おうとす

ることになるのである。

しかも、このような活動は、言語形式（どのよ

うに言葉を使うのか）と意味内容（何を表すのか）、

そして言語機能（いつ、どこで、何の目的のため

に言葉を使うのか）といった言語習得の 3 要素（和

泉、14 頁）を併せ持つ活動となるために、使って

いる英語そのものも、子どもたちの考えや実感に

合致した「生きた英語」（和泉、15 頁）となる。

このような「生きた英語」を使った活動は、たと

えば、給食の直後の授業で“I’m hungry.”のよ

うな言語機能を無視した「死んだ英語」を子ども

たちに反復練習させて覚えさせるというような活

動では起こり得ない、「外国語能力の向上」を実現

する機会となるのである。更に、自分が発表で使

った、あるいは友達が発表で使った英語の語句や

表現が気に入った子どもは、その語句や表現を友

達や両親に対して繰り返し披露することにより、

インプット、インテイク、アウトプットという言

語習得のプロセスを、楽しみながら、自発的に辿

ることになる。そして、それが引き金となって、

子どもたちは英語を学ぶ意欲を一層強く持つよう

になるのである。子どもたちの「興味・関心に合

った」題材選びは、このように、子どもたちに英

語に慣れ親しませ、持続的に「主体的」な学びを

させて行く上で、非常に有効な手段となるのであ

る。

そして、このような「主体的」な学びを促進す

るとともに、「対話的」な学びを一層強化すること

ができるのが、第 2 のポイントである「学校行事

で扱う内容と関連付け」た題材の選択である。た

とえば、「修学旅行」がある場合、決められたスケ

ジュールの中で自分たちが自由に使ってよい時間

があれば、その時間をどのように過ごすようにす

るのかを、子どもたちは学級活動などの中で既に

話し合っているはずである。そこで話され（決め

られ）た内容を、英語の授業の中でどのように英

語で表現すればよいのかをグループで考えながら、

英語版の「旅程表」を作成するという活動も行う

ことができる。英語版の「旅程表」のように目に

見える結果は、特に子どもたちに喜びと満足感を

与えるものであるため、英語を更に学びたいとい

う動機づけにも結びついて行く。このように、「学

校行事で扱う内容と関連付け」られた活動では、

共通した一つのテーマに関して子どもたちが話し

合い、時に教員の援助を得ながら、様々な語句や

表現を提案し合いながら授業を進めて行くことに

なるので、しかも、その内容が子どもたちにとっ

てとても楽しみなものであるだけに尚更、子ども

たちは「主体的」で「対話的」な英語の学びを積

極的に楽しむことになる。そして、互いに提案を

していくプロセスで、それぞれの子どもたちが、

それまで知らなかった語句や表現に出会い、自分

たちが訪れる場所に関する知識を新たに獲得し、

あるいは、より良いスケジュールへと組み直した

りする「主体的・対話的」な英語の学びを通して、

より「深い」学びが実現されて行くことになるの

である。

そして、第 3 のポイントである「他の教科等で
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児童が学習したこと」の「活用」は、授業中に扱

う語句や表現の幅だけではなく、その内容をも広

げたり、深く掘り下げたりする機会となる。高学

年の「外国語」の「３ 指導計画の作成と内容の

取扱い」の（３）の「イ」には、教材として、「英

語を使用している人々を中心とする世界の人々や

日本人の日常生活、風俗習慣、物語、地理、歴史、

伝統文化、自然などに関するものの中から、児童

の発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を

変化をもたせて取り上げること」と記されている

が、ここで言われている「他の教科」は、もちろ

ん、「国語科や音楽科、図画工作科」にはとどまら

ない。「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の

「２」に記されている「第３章 特別の教科道徳

の第２に示す内容」はもちろん、算数や理科、社

会、家庭科など、すべての教科がそこに含まれる

ことになる。

確かに、他教科で日本語で学んだ内容を「外国

語学習」や「外国語」の時間に英語で表現するこ

とは、小学生でなくても難しいことである。しか

し、藤田が述べているように、「母語である日本語

を通して内容について学び、すでに概念として理

解していることに対して必要な語彙や表現などを

与えつつ、改めて英語を通じて考え、意見を英語

で交換しあう」ようにすれば、「テーマや設問の設

定の仕方次第で、小学生もけっして無理ではなく

なる」ことが考えられる。そして、藤田が次に述

べているような「双方向」の授業展開を行うこと

ができるならば、英語教育の可能性は大いに広ま

ることが期待できる。藤田は、こう述べているの

である。「英語での意見交換の際に表現力の不足な

どの理由で言い足りなかった部分については（言

語能力の問題のない）日本語で行われるそれぞれ

の授業に戻ってさらに中身を深化させるように議

論を続けることも大切である。英語と他教科など

との間は一方通行ではなく、双方向に関連付けら

れることで教育課程全体が活性化し、主体的・対

話的で深い学びが実現される」（吉田、63 頁）。英

語の授業内容を英語の時間内での活動だけに限定

させるのではなく、文字通り「教科横断的な視点」

に立った授業展開をすることにより、より充実し

た内容の英語の授業を実現することができるよう

になるのである。

そして、新学習指導要領の「第 1 章 総則」の

「第２ 教育課程の編成」の「２ 教科横断的な

視点に立った資質・能力の育成」には、英語の授

業をより充実させることになる「教科横断的な視

点」が更なる充実と発展を促す可能性を明らかに

示している。ここには、「教科横断的な視点」を取

り入れる目的として、「児童の発達の段階を考慮し、

言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、

問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・

能力」と、「児童や学校、地域の実態及び児童の発

達の段階を考慮し、豊かな人生の実現や災害等を

乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現

代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」

の育成を掲げているが、これらの資質・能力は、

まさしく、新学習指導要領が「主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善」を求める原因

となっている、「予測が困難な」「厳しい挑戦の時

代」を子どもたちが生き抜くために必要とされる

資質・能力そのものでもあるからである。新学習

指導要領は、このように、他教科との連携を通し

て、小学校の英語教育を「主体的・対話的で深い

学び」を実現する場としているのである。

以上に述べてきたように、授業で扱われる題材

が子どもたちの「興味・関心に合った」ものであ

り、また、子どもたちが共有する「学校行事で扱

う内容」に関わるものであり、あるいは、「他の教

科」との連携が図られるものである場合には、子

どもたちが使用する英語の範囲は、高学年の「外

国語」の「第 2 章 各言語の目標及び内容」の「２

内容」の「（１）英語の特徴やきまりに関する事項」

の「ウ 語、連語及び慣用表現」に記されている

「600 語～700 語程度」をはるかに超え、あるい

は、「エ 文及び構造」の「（ア）文」に記されて

いる「単文」のみならず、必要に応じて、中学校

で学ぶことになる「重文」や「複文」に及ぶこと
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も、あるいは、to 不定詞や進行形、完了形、受動

態、あるいは、新学習指導要領で高等学校から中

学校に降りてきた「仮定法のうち基本的なもの」

さえに及ぶこともあり得る。それだけではない。

これらの「知識及び技術」の獲得とともに、「予測

が困難な」「厳しい挑戦の時代」を生き抜くために

必要な資質・能力の育成をも可能にし得るのであ

る。小学校の英語教育は、このように、無限の可

能性を秘めているのである。

４．小学校の教員に求められる英語運用能力 

先に述べた子どもたちの「関心・興味に合った」、

あるいは、「学校行事で扱う内容」や「他の教科」

と連携した題材選びは、中学校でよりも、小学校

でこそ有効に行えるものであるということは、こ

こで強調しておく必要があろう。それは、子ども

たちの「興味・関心」や「学校行事」、そして「他

の教科」のことを最もよく知っているのは、常に

子どもたちと活動を共にし、ほとんどすべての教

科を教えている「担任」にほかならないからであ

る。授業の時だけ子どもたちと対峙する中等教育

の英語の教員には、これらを網羅的に行うことは

できない。そして、先にも述べたように、小学校

における英語教育が無限の可能性を秘めているの

が事実だとすると、それを担う小学校の教員が負

うことになる責任は非常に重大なものとなる。

それでは、小学校の教員にはどのような資質・能

力が求められるのであろうか。第 1 に求められる

のは、なによりも子どもたちの「関心・興味に合

った」、あるいは、「学校行事で扱う内容」や「他

の教科」と連携した題材選びができるように、子

どもたちのことをよく知り、子どもたちとの良好

な関係性を築き上げ、それを維持する資質・能力

であろう。そして、第 2 に求められるものとして、

もちろん、これまでの場合と同様に、英語以外の

各教科をしっかりと教えられる学力（知識・技術）

が挙げられる。しかし、中学年から英語教育が導

入されるこれからの時代の教員には、更なる資

質・能力が求められることになる。それは、言う

までもなく、英語で授業を展開することを可能に

するに十分な英語運用能力である。

しかも、その能力は、これまでに述べてきた、

教室内での活動の内容、すなわち、「身近で簡単な

事柄」や「自分の考えや気持ちなど」を「簡単な

語句や基本的な表現」を用いて伝えることができ

るだけの英語運用能力だけでは不十分である。も

ちろん、先に述べた様々な「使用場面」を「言語

の働きの例」を交えながら具体的に想像し、そこ

で使用されるであろう様々な語句や表現の習得は

最低限必要なものとなる。しかし、子どもたちの

「関心・興味に合った」、あるいは、「学校行事で

扱う内容」や「他の教科」と連携した題材選びを

行うことを想定した場合には、必然的に扱う内容

の範囲が広範囲に及ぶため、それに見合った多様

な語句や表現が必要になってくる。もちろん、子

どもたちが尋ねてくる知らない英語の語彙や表現

を、教師も知らないということがあってもかまわ

ない。その時には、子どもたちと一緒に辞書を使

って調べてみるという活動を行うことも可能であ

ろう。このような活動は、子どもたちが自律した

学習者になるための助けとなる。しかし、教員に

は、子どもたちの予想できない質問に対して、そ

の場その場で自然に対応して行く必要がある。し

かも、授業中には可能な限り英語を多用した方が

良い。狩野も述べているように、小学生の、特に

中学年の子どもたちは、「音を聞いたとおりに丸ご

と受け入れ、それを丸ごとのまま再現する力に長

けて」おり、「この時期にこそ、子どもならではの

特性をおおいに発揮できるような形での音声のイ

ンプットが意味を持ち、価値がある」（吉田、68
頁）からである。いわゆる「教室英語」にとどま

らず、様々な局面で、教師が可能な限り英語で子

どもたちに話しかけることが、子どもたちの英語

力の向上には不可欠なのである。2019（平成 31）
年度から大学の教職課程に導入されようとしてい

るコア・カリキュラムが、初等教育専攻の学生に

対しても小学校において外国語活動・外国語の授
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業ができる国際的な基準である CEFR の B1 レ
ベル（英検 2 級程度）の英語力を身につけること

を求めている（東京学芸大学、２頁）のは、まさ

しく、このような状況に常に対応できる英語運用

能力が、これからの教師には求められることにな

るからである。

英語が苦手であるという学生たちにとって

は、確かに、CEFR の B1 レベルの英語力を身に

つけることは容易なことではないかもしれな

い。しかし、以上に述べてきたように、子ども

たちの英語力の向上を最も確実に実現できるの

は、子どもたちの担任をおいてほかにはない。

子どもたちが楽しみながら英語に慣れ親しみ、

英語力を着実に向上させるために、そして、こ

れから訪れるであろう「予測が困難な」「厳し

い挑戦の時代」を子どもたちが笑顔でたくまし

く生き抜く力をつけて行くために、これから小

学校の教員を目指す学生たちには、自身の英語

力を磨くことが求められているのである。

５．まとめ 

以上に述べてきたように、新学習指導要領は、

小学校における英語教育の理念と方法を非常に具

体的に伝える内容となっている。本論では、この

新学習指導要領の内容に準拠しながら、それを整

理する形で、小学校の英語教育における「主体的・

対話的で深い学び」がどのようなものであり、ま

た、どのような授業でその実現が可能になるのか

を検討してきたが、以上の考察は、「第１章 総則」

の「第 1 小学校教育の基本と教育課程の役割」の

「2」の第 1 項目に記されていた「主体的・対話的

で深い学び」が目指す 4 つの目標を、着実に達成

し得るものとなっている。すなわち、新学習指導

要領で提案されている授業を通じて、子どもたち

が「基礎的・基本的な知識及び技能」を確実に習

得し、「課題を解決するために必要な思考力，判断

力，表現力等」や「主体的に学習に取り組む態度」

を身につけさせることを可能にする、「個性を生か

し多様な人々との協働を促す教育の充実」を図る

ことができると考えられるのである。斎藤は、「小

学校で英語を先取りする移行措置が始まれば、少

なくない保護者が対応しようとするだろう。これ

によって、『英語を話すことを恐れない』子どもた

ちが、2019 年度以降、大量に中学校現場に出現す

ることが予想される」（斎藤、20 頁）と述べて、

新学習指導要領が求める英語教育が功を奏した場

合に生じ得る、中学校における、そして、ひいて

は高等学校における英語教育の本質的な変容を予

見しているが、小学校の教員になることを目指す

学生たちは、このような小・中・高等学校の連携

を可能にする第一歩を踏み出すためにも、自らの

英語力を着実にして行く必要があるのである。そ

れは、英語が苦手な学生にとっては大変な苦労と

なるかもしれない。しかし、その苦労は、英語を

楽しみながら積極的に発信し、コミュニケーショ

ンを図って行こうとする子どもたちの笑顔に囲ま

れながら、一緒になって活気のある雰囲気を作り

上げて行くときの喜びや、将来に向けてたくまし

く成長して行く子どもたちの姿を見ることによっ

て、必ずや報われるものとなるはずである。 
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「思春期の生徒のメンタルヘルス」、教員免許状更新講習 、開智国際大学、千葉
（柏）、2017.8.24.

論文（単）
書評論文「PRO et CONTRAⅡ（江頭太助先生没後十年献呈論集）」、『有島武郎研究』、
第20号、pp.75-78、2017.5.1.

講演会
「坪内逍遥が描いた<恋>と<結婚>」、柏市内大学図書館合同企画講演会、開智国際大
学、千葉（柏）、2017.10.29.

教育研究業績一覧＜2017年１月～１２月＞

阿部雄一

飯森豊水

佐久間祐子

小池裕子

佐々木さよ
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講座
「森鷗外『鴈』にみる幕末から明治―「明治十三年の出来事」」 、開智国際大学公開講
座、開智国際大学、千葉（柏）、2017.11.29.

講習会
「「小品」を使って文学教育の可能性を探る」、教員免許状更新講習 、開智国際大学、
千葉（柏）、2017.8.24.

著書（共）
「道徳性の発達：社会の秩序はなぜ保たれるのか」、『道徳教育の理論と方法』、成文
堂、pp.31-52、2017.6.30.

研究ノート（単）
「大学教育における文科系専門ゼミに関する一考察：専門教育とキャリア教育との接
点」、『開智国際大学紀要』、第16号、pp.163-178、2017.3.1.

講習会 「教育の最新事情」、教員免許状更新講習会、開智国際大学、千葉(柏）、2017.8.21.

論文（単）
「計算指導における思考力の育成－尋常小学算術５年上をもとに－」、『開智国際大学
教職センター研究報告』、第1号、pp.31-35、2017.11.20.

講演 「校内研究会」指導、妙典小学校、千葉県、2017.2.2.

講演 「校内研究会」指導、米本小学校、千葉県、2017.5.18、6.22、8.24、10.31.

講演
「研究会」講師、市川市算数・数学教育研究会、市川市立鬼高小学校、千葉県、
2017.10.11.

講演 「研究会」講師、千葉県数学教育研究会、袖ケ浦市立昭和中学校、千葉県、2017.11.22.

講演 「研究会」講師、教大研、茨城大学附属小学校、千葉県、2017.7.29-30.

講習会
「問題解決による算数・数学の授業」、教員免許状更新講習 、開智国際大学、千葉
（柏）、2017.8.25.

論文（共）
「幼児のつくりうたの音楽的構造分析：A幼稚園での事例をもとに」、『日本女子大学大
学院紀要』家政学研究科・人間生活学研究科、第23号、pp.235-243、2017.3.20.

監修（単）
International Journal of Creativity in Music Education vol.5，Institute of
Crativity in Music Education．Tokyo，158p，2017.3.31.

監修（単）
『音楽の授業づくりジャーナル』、新しい音楽教育を考える会、第1号、63p、
2017.12.9.

研究ノート（単）
「アジアの竹の文化とフィリピンの楽器トガトン：その教材化の可能性を展望する」、
『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.75-79、2017.11.20.

学会シンポジウム
「学校と社会を結ぶ音楽教育」、プロジェクト研究１（シンポジウム）、日本音楽教育
学会、愛知県、2017.11.21.

学会発表（共)
“Sharing a Simple Rhythmic Pattern with Children : The Use of a Pattern Common
in Many Styles of Music(共ポスター）,”Asian Pacific Society for Music
Education Research，Malaysia，Malacca，2017.7.19.

講演会等(単）
「音楽づくりとは、その理念と実際」、日本認知科学会、東京大学、東京都、
2017.10.28.

研究会シンポジウム
“Musical Creativity through Breaking the Rules and the Tradisions（企画、司
会）,”Insititue of Creativiey in Music Educaion，Tokyo，2017.3.19.

研究会シンポジウム
「第28回音楽づくりワークショップ」（企画・構成・司会）、新しい音楽教育を考える
会、東京都、2017.8.9-10.

研究会シンポジウム
「From Little Acorns to Great Oaks!,(座談会）」、新しい音楽教育を考える会、東京
都、2017.8.10.

出張授業
「中等音楽教育指導法〜音楽づくりと創作について」、洗足学園音楽大学、神奈川県、
2017.5.26.

柴原宜幸

島田 和昭

佐々木さよ

坪能由紀子
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出張授業
「邦楽器ワークショップ」、現代邦楽研究所、洗足学園音楽大学、神奈川県、
2017.5.30.

出張授業 「中等音楽教育指導法〜音楽づくりと創作について」、玉川大学、東京都、2017.5.31.

出張授業 「初等教科教育法（音楽）」、宮崎大学、宮崎県、2017.11.6.

研究授業指導助言 東京都大田区音楽教育研究会、都立小池小学校、東京都、2017.6.27.

講習会
「即興を生かした創作活動について」、八王子市中学校音楽教育研究会、八王子市立打
越中学校、東京都、2017.2.21.

講習会
「音楽づくり・創作を通じてクリエイティビティとコミュニケーション能力を育む」、
宮崎県教育センター、宮崎県、2017.8.4.

講習会
「『音楽科』の授業づくりの理解」、世田谷区音楽教育研究会、東京農業大学世田谷
キャンパス、東京都、2017.8.22.

講習会
「誰にでもできる音楽づくり・創作の授業」、教員免許状更新講習、開智国際大学、千
葉（柏）、2017.8.24.

講習会
「音楽づくり・創作を通じてクリエイティビティとコミュニケーション能力を育む」、
秋田県教育センター、東京都、2017.8.31.

講習会 「創作指導の充実を図る授業実践講座」、福島県教育センター、福島県、2017.10.4.

講習会
「主体的・創造的な活動を目指す『創作』の授業づくり」、長崎県教育センター、長崎
県、2017.10.19.

講習会
「これからの音楽教育を実現する創造的音楽の学び」、青森県総合学校教育センター、
青森県、2017.11.29.

論文（単）
「NCAST教材を活用した次世代育成に関する心理教育の実践と評価：実習を取り入れた実
践についての検討」、『開智国際大学紀要』、第16号、pp.55-66、2017.3.1.

論文（共）
“Related visual impairment to mother-infant interaction and development in
infants with bilateral retinoblastoma，”European Journal of Oncology Nursing，
vol.28，pp.28-34．2017.

報告・資料（単） 「親準備期における子育て支援」、『小児看護』、40巻第9号、pp.1204-1206、2017.08.

報告・資料（単）
「アクティブ・ラーニングにおける特別な教育的配慮に関する教育実践的考察」、『開
智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.43-51、2017.11.20.

報告・資料（単）
「特別支援教育における自立活動とコミュニケーション指導に関する一考察」、『開智
国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.53-59、2017.11.20.

報告・資料（単）
「初等中等教育における児童生徒の発達の支援と特別の教育的ニーズ」、『開智国際大
学 教職センター研究報告』、第1号、pp.61-65、2017.11.20.

報告・資料（単）
「特別の教育的ニーズに対する「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」」、『開
智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.67-74、2017.11.20.

学会発表（単)
「大学生のキャリア発達を促す予備的プログラムの実施と評価」ポスター、日本発達心
理学会第28回大会、広島国際会議場（広島大学）、広島県、2017.3.25.

学会発表（単)
「大学生のキャリア発達を促す予備的プログラムの実施と評価：個々の変化プロセスに
着目して」ポスター、日本教育心理学会第59回総会、名古屋国際会議場（名古屋大
学）、愛知県、2017.10.8.

講座
「市民大学『まなび屋』心の健康：高齢者のメンタルヘルスについて」、NPO法人パート
ナーとうかつ、日本生命ビル ニッセイ・セミナールーム、千葉県、2017.7.11.

講習会
「第15回日本語版NCAFS講習会」、乳幼児保健学会、東京医科歯科大学、東京都、
2017.8.24.

坪能由紀子

寺本妙子
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寺本妙子 講習会 「教育の最新事情」、教員免許状更新講習会、開智国際大学、千葉(柏）、2017.8.21.

報告・資料（共）
「日本語あなうめテストJACKET」、
http://www17408ui.sakura.ne.jp/tatsum/webtest.html#fib、2017.6.10.

学会発表（共)
「TAEによる教育実践の振り返り―教師成長の端緒―」小山貴之/ポスター、日本語教育
学会2017（平成29年度）春季大会、早稲田大学早稲田キャンパス、東京都、2017.5.21.

講演会等(単） ｢TAEとは」、株式会社リアセック、株式会社リアセック本社ビル、東京都、2017.4.15.

講演会等(共）
｢TAEの“交差”を楽しみましょう」、村里忠之、第一回アジアフォーカシング国際会
議、生田神社会館、兵庫県、2017.8.26.

講演会等(共）
「学生の経験を言語化し、学びを深めるライティング指導−TAE（Thinking At the
Edge）をベースにした「経験をことば化する方法−」」、成田秀夫・山本啓一、初年次教
育学会第10回大会、中部大学、愛知県、2017.9.6.

講演
「身近なものを教材にしよう」、出張授業、ダイナミックビジネスカレッジ、東京都、
2017.6.23.

講座
「日本語を教えるとしたら？」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉(柏）、
2017.9.22.

報告・資料（単）
「日本古典文学と国語教育―芭蕉の俳句を教材として『思考力・判断力・表現力』を養
う―」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.81-87、2017.11.20.

講演
「和歌に詠まれた光と闇」、ＮＰＯ法人パートナーとうかつ、日本生命ビル、千葉県、
2017.2.14.

講座
「原典で読む『奥のほそみち』」、柏市大学連携講座、柏市教育委員会、開智国際大
学、千葉（柏）、2017.8.3.

講座
「味読『百人一首』」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉（柏）、
2017.11.22.

論文（単）
« André Breton critique d’art : l’exemple de Watteau »,  L’Or du temps :
André Breton 50 ans après （MÉLUSINE , XXXVII)，pp.173-186，2017.3.

論文（単）
「異文化コミュニケーション・ツールとしての文化教育：フランス初等・中等教育にお
ける『芸術文化教育』に照らして」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1
号、pp.89-94、2017.11.20.

講座
「アントワーヌ・ワトーの優雅な革命」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉
(柏）、2017.10.24.

研究ノート（単）
「社会志向型企業の経営戦略の構造モデルに関する一考察」、『開智国際大学紀要』、
第16号、pp.179-189、2017.3.1.

研究ノート（単）
「情報と文化に基づく授業の構造化モデル」、日本国際情報学会誌『Kokusai-Joho』、2
（1）、pp.34-41、2017.7.2.

学会発表（単)
「混合型システムにおける四領域モデルについて」発表、情報文化学会第25回全国大
会、名古屋文理大学、愛知県、2017.10.7.

講座
「2045年問題と人工知能（AI）」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉
（柏）、2017.11.18.

学会発表（共)
「自己覚知の喚起を促す企業研修によって自己概念は変わるか―リーダーの自己概念の
変容による多様化がリーダー行動におよぼす影響（1）―」ポスター、日本応用心理学会
第84回大会、立正大学、東京都、2017.9.26.

学会発表（共)
「従業員の自己覚知を促す企業研修による自己概念の変容 ― リーダーの自己概念の変
容による多様化がリーダー行動におよぼす影響（2）―」、経営行動科学学会第20回年次
大会、同志社大学、京都府、2017.11.4.

講習会
「自律的組織変革のためのリーダーシップ」、九州・アジア経営塾 (KAIL碧樹館プログ
ラム)、電気ビル共創館、福岡県、2017.1.8.

原田　操

服部一枝

得丸智子

宮入小夜子

符　儒徳
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宮入小夜子 講習会
「自律的職員組織のチームマネジメント」、千葉県病院局 平成28年度幹部職員研修（病
院長・事務局長）、千葉県庁、千葉県、2017.1.11.

著書（編著）
『学校にゆとりを生み出す副校長・教頭の多忙にならない仕事術』、八尾坂修、「副校
長・教頭の一日（ゆとりを生み出す健康経営マネジメント方策）」ほか、教育開発研究
所、pp.1-8・92-93・106-107・158-159・162-164、2017.6.1．

論文（単）
「新学習指導要領の理念を教育委員会はどう受けとめるか」、『教育時評』、41号、
pp.4-11、2017.3.30.

論文（単）
「授業改善を共有する視点からの”校内研修”の意義と課題」、『教育展望』、63-7
号、pp.36-40、2017.8.1

論文（単）
「学校における業務の適正化に向けた環境改善方策」、『私学経営』、509号、pp.25-
29、2017.7.1.

論文（単）
「教職課程再課程認定下での学校インターンシップのあり方と実施上の課題」、『私学
経営』、511号、pp.24-31、2017.9.1.

論文（単）
「スクールカウンセラー等への役割期待―チーム学校におけるSC,SSWの職務展開に焦点
を当てて」、『SYNAPSE』、55号、pp.48-53、2017.2.25.

論文（単）
「スクールカウンセラー等との連携に対する支援―SC,SSWの職務展開への学校・教育行
政支援」、『SYNAPSE』、56号、pp.52-57、2017.4.25.

論文（単）
「教育を支援する専門スタッフへの役割期待」、『SYNAPSE』、57号、pp.58-63、
2017.6.25.

論文（単）
「教育を支援する専門スタッフへの役割期待(2)」、『SYNAPSE』、58号、pp.50-55、
2017.8.25.

論文（単）
「学校安全を巡る状況と学校安全推進方策・支援(1)―「第2次学校安全計画」をふまえ
て」、『SYNAPSE』、59号、pp.48-53、2017.10.25.

論文（単）
「これまでの学校経営からチームとしての学校経営へ」、 『新教育課程ライブラリー
Ⅱ』、ぎょうせい、10号、pp.84-87、2017.10.25.

論文（単）
「試補(インターン)制度」、『教師教育研究ハンドブック』、日本教師教育学会、ｐ
ｐ.250-253、2017.9.30.

論文（単）
「学校安全を巡る状況と学校安全推進方策・支援(2)―学校事故に対する指針を手がかり
に―」、『SYNAPSE』、第60号、pp.48-52、2017.12.25.

書評
「鈴木大裕『崩壊するアメリカの公教育―日本への警告』岩波書店」、『教育展望』、
68・4号、p.51、2017.5.1.

エッセイ 「「学び舎」教科書採択の灘中」、産経新聞朝刊、15版、2017.8.10.

エッセイ 「大都市ほど学力二極化？」、西日本新聞朝刊、3面、2017.8.29.

エッセイ 「対教師暴力悩む現場」、西日本新聞朝刊、3面、2017.10.30.

エッセイ 「[九段線入り地球儀販売]地球儀の表記、民間任せ」、産経新聞朝刊、1版、2017.1.3.

学会シンポジウム
「教職コアカリキュラムにおける大学の創意性と連携―実践的課題探究力の育成」（シ
ンポジウム）、一般社団法人全国私立大学教職課程協会37回研究大会、玉川大学、東京
都、2017.5.20.

学会シンポジウム
「校長、教育長免許・養成政策の新たな展開―日本への示唆」（シンポジウム）、アメ
リカ教育学会29回大会、愛知教育大学、愛知県、2017.10.28.

学会発表（単）
「教育行政における学校支援策と課題」、日本教育経営学会209回、関東地区研究例会、
第一法規、東京都、2017.1.29.

学会発表（単）
「学校業務改善としての健康経営―福岡市の先駆的事例をふまえて」、九州教育経営学
会98回研究例会、九州大学、福岡県、2017.6.24.

八尾坂修
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講演（単） 「学校における教師の力量形成」、沼津市中堅教員研修会、静岡県、2017.8.24.

講座
「学校が多忙にならないための支援策を考える」、開智国際大学公開講座、開智国際大
学、千葉(柏市）、2017.11.16.

講習会 「教育の最新事情」、教員免許更新講習会、開智国際大学、千葉(柏市）、2017.8.21.

論文（単）
「18世紀ロンドンにおけるパントマイムと奴隷制度―『ハーレクィン・マンゴー』の歴
史的重要性―」、『開智国際大学紀要』、第16号、pp.87-103、2017.3.1.

報告・資料（単）
「スキミング、スキャニング、ジグソー法を用いたreading指導」、『開智国際大学 教
職センター研究報告』、第1号、pp.95-100、2017.11.20.

報告・資料（単）
「共同学習で行う英語のpresentationを伴うreading指導～学習指導要領が求める英語の
4技能の「総合的」育成をめざす授業の実践報告」、『開智国際大学 教職センター研究
報告』、第1号、pp.101-107、2017.11.20.

報告・資料（単）
「学生によるシェイクスピア講義～アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善の
試みの一環としての、校外学習を伴う学生のプレゼンテーションを中心とする文学演習
～」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.109-114、2017.11.20.

報告・資料（単）
「千葉県立東葛飾中学校高等学校「英語教育拠点校」に係る授業公開及び中・高指導評
価協議会　参加報告」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.115-
123、2017.11.20.

学会シンポジウム
「シンポジウム　これからの日本の英語教育を考える～小学校・中学校の新学習指導要
領と大学教職課程におけるコアカリキュラムを起点として」、国際異文化学会第19回年
次大会シンポジウム、国際異文化学会、東京都、2017.11.25.

講習会
「アクティブ・ラーニング型の英語の授業について考える」、教員免許状更新講習 、開
智国際大学、千葉（柏）、2017.8.22.

[准教授]

教員名 種別 研究業績

報告・資料（共）
「初等教育教育法（音楽）におけるアクティブラーニングについての考察～講義反復練
習型授業との学習効果の比較を通して～」、『開智国際大学紀要』、第16号、pp.191-
224、2017.3.1.

講演
「長野県上田市吹奏楽指導者研修会」講師、ヤマハミュージックメディア、上田市立第
三中学校、長野県、2017.2.12.

講演
「静岡県高等学校吹奏楽指導者研修会」講師、静岡県吹奏楽連盟、市立柏高等学校、千
葉県、2017.2.26.

講演
「千葉県ボーイスカウト指導者研修会」講師、千葉県ボーイスカウト連盟、暁星高等学
校、千葉県、2017.3.5.

講演
「柏市教員キャリアップ研修会」講師、柏市教育委員会、市立柏高等学校、千葉県、
2017.4.30.

講演 「千葉県楽曲研究会」講師、千葉県吹奏楽連盟、開智国際大学、千葉（柏）、2017.6.3.

講演
「柏市小中学生吹奏楽講習会」講師、柏市教育委員会、市立柏高等学校、千葉県、
2017.6.17-18.

講演
「茨城県高等学校文化活動推進事業教員研修会」講師、茨城県教育委員会、笠間陶芸美
術館、茨城県、2017.08.17.

講座
「小中学校音楽教師のための効果的な吹奏楽指導法～主体的、対話的で深い学びのある
合奏・基礎から応用まで～」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉(柏)、
2017.11.25.

石田修一

八尾坂修

安田比呂志
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教員名 種別 研究業績

著書（単） 『校長の力は話す力・聞く力で決まる』、第一公報社、20ｐ、2017.10.5.

著書（共）
『教育の質を高める教育原理』、田中正浩他、「教育方法」著、大学図書出版、160p、
2017.4.1.

論文（単）
「カリキュラムマネジメントを推進する学校経営」、『小学校時報』、No.792、pp.4-
8、2017.8.10.

論文（単）
「国語科を通して考える学級力の向上」、季刊『理想』、第125号、pp.9-10、
2017.9.25.

論文（共）
「教職大学院の学部卒等新卒学生におけるキャリアパスの研究」、『早稲田大学大学院
教職研究科紀要』、第9号、pp.53-72、2017.3.1.

報告・資料（単）
「墨田区教育委員会主任教諭研修会テキスト　主任教諭ハンドブック」、p.10、
2017.8.2.

報告・資料（単）
「伝統的な言語文化と言語の特質の学習を通して培う子後もの生活の質の向上～小学
校・中学校の国語教育から～」、『開智国際大学 教職センター報告書』、第1号、pp.5-
9、2017.11.20.

講演会(単）
「主体的・対話的で深い学びを実現する小学校国語教育について」「新しい時代の道徳
について」のタイトルで、東京都公立小学校で2017年中に全40回講演。

研究会シンポジウム
「これからの学級力について」、理想教育財団学級力向上委員会シンポジウム、理想教
育財団学級力向上委員会、東京都、2017.7.30.

講習会(単）
「学級経営につながる国語科教育法」、教員免許状更新講習 、開智国際大学、千葉
（柏）、2017.8.22.

著書（共）
“The Unwinding of the Globalist Dream: EU, Russia and China,” Steven
Rosefielde et al., Chapter 10, Finance, World Scientific Publishing Inc. ,
Singapore, pp.193-212, 2018.

論文（単）
“Financial Inclusion in Russia: Challenges for the Promotion of Long-Term
Savings and Investments,”The Journal of Comparative Economic Studies，Vol.12，
pp.121-133，2017.

論文（単）

“Jyaponskie banki na rossijskom rynke: Motivacia i osnovnye napravlenija
dejatelnosti [Japanese Banks in Russia: Motivation and Major Investment
Activity],”Sbornik materialov vtoroj mezhdisciplinarnoj nauchnoj konferencii
russkogovoryashih uchyonyh v Japonii [Proceedings of the Second
Interdiciplinary Scientific Conference of Russian-Speaking Scientists in
Japan] , Aoyama Gakuin University, Tokyo，Japan，pp.24-27，22 October 2017. (In
Russian)．

論文（単）

“Shkol'noe obrazovanie v Japonii: Sovremennye vyzovy[School Education in
Japan: Contemporary Challenges],”Sbornik  material ov  vtoroj
mezhdisciplinarnoj nauchnoj konferencii russkogovoryashih uchyonyh  v
Japonii [Proceedings of the Second Interdiciplinary Scientific Conference
of Russian-Speaking Scientists in Japan]，Aoyama Gakuin University，Tokyo，
Japan，pp.42-47，22 October 2017. (In Russian)．

論文（単）
“Jyaponskie banki na rossijskom rynke [Japanese Banks in Russia],”Mirovaja
Ekonomika i Mezhidanrodnye Otnoshenija [World Economy and International
Relations，Vol.61，Issue 11，pp.24-33，2017．(in Russian).

論文（単）
“Structural Changes in the Russian Outward Banking Foreign Direct
Investment,”KIER Discussion Paper，Kyoto Univeristy，No.977，pp.1-14，2017.

論文（共）

“Trade Remedies: Global Trends and the Case of Japan,”Proceeding of the 17th
International Scientific Conference “Globalization and Its Socio-Economic
Consequences, Part IV”Univeristy of Zilina，The Faculty of Operation and
Economics of Transport and Communications，Department of Economics，Slovak
Republic，pp.2018-2025，2017.

遠藤真司

Victor
Gorshkov
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教員名 種別 研究業績

論文（共）

“Japono-Rossijskoe sotrudnichestvo v sfere torgovli i investicij [Japan-Russia
Trade and Investment Cooperation],”Materialy mezhdunarodndoj konferencii
“Evolutsiya mezhdunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy
[Proceedings of the international conference  “Evolution of International
Trading System: Prospects and Challenges] ,”St. Petersburg State Univeristy，
St. Petesburg，Russia，2017．(in Russian).

論文（共）

“Vneshnjaja torgovl'ja Japonii: sovremennye tendencii i mesto Rossii[Japan's
Foreign Trade: Contemporary Trends and Russia”, Mezhudanrodnaja Torgovl'ja i
Torgovaja Politika [International Trade and Trade Policy]，No.12，pp.23-37，
2017．(in Russian).

論文（共）
“Gearing Up for the Olympics in English Classes,”In P. Clements, A. Krause, &
H. Brown (Eds.)，Transformation in Language Education．Tokyo: JALT，pp.273-
279，2017.

論文（共）
“Motivating English Learning through International Friendship Letter
Exchanges,”Kaichi International University Bulletin，No.16，pp.67-85，2017.

翻訳（単）
“Economic, Social, and Budget Problems of the Russian Regions in 2013-16,”The
Journal of Comparative Economic Studies，Vol.12，pp.53-78，2017.

報告・資料（共）
“Authentic Learning in English Classes: The Olympic Games Facilitating
Intercultural Communication,”≪開智国際大学 教職センター研究報告書≫，pp.125-
129，2017.11.20.

学会シンポジウム

Kyoto International Conference and EACES-Asia Workshop“The Future of
Transition Economics: Emerging Multinationals and The Historical Perspective ,”
Kyoto Institute of Economic Research，Kyoto Univeristy，Kyoto，2017.12.8-9.
Conference Co-Chair and Secretariat. KIER Young Scholars on Comparative
Economics , Chair.

学会シンポジウム
“Structural Chnages in The Russian Banking Outward Foreign Direct
Investment”, Asia Economic Community Forum , Grand Hyatt Incheon, Incheon,
South Korea, 2017.10.31-11.2.

学会発表（単）

“Structural Changes in Inward and Outward Banking FDI: The Case of Russia,”
Kyoto International Conference and EACES-Asia Workshop “The Future of
Transition Economics: Emerging Multinationals and The Historical Perspective ,”
Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto Univeristy, Kyoto, Japan，
2017.12.8-10.

学会発表（単)

“Tapestry of Cultures: Authentic L2 Learning Through National Mascots and
Symbols,”Global Issues in Language Education SIG FORUM，JALT 2017: Language
Teaching in a Global Age，Tsukuba International Congress Center，Tsukuba,
Ibaraki, Japan, 2017.

学会発表（共)
“Financial Inclusion in Russia: A Myth or Reality?,”Second World Congress of
Comparative Economics: Revolution and Evolution in Economic Development 1917-
2017，St.Petesburg，Russia，2017.6.15-17.

学会発表（共)
“Trade Remedies: Japan vs. Emerging Economies,”Second World Congress of
Comparative Economics: Revolution and Evolution in Economic Development 1917-
2017，St.Petesburg，Russia，2017.6.15-17.

学会発表（共)
“Authentic Writing Projects Animating International Communication and Cultural
Exchange,”Poster Presenattion，PanSIG 2017，Akita International University，
Akita, Japan，2017.5.19.21.

研究会シンポジウム（単）
“Structural Changes in the Russian Outward Banking FDI,”比較経済体制研究会第
36回年次研究大会、松山大学、愛媛県（松山）、2017.8.20−21.

研究会発表(単）

“Russia's Banking Sector: Structural Changes in Inward and Outward Foreign
Direct Investment,”京都大学経済研究所共同利用共同研究拠点平成２９年度プロジェ
クト研究「海外直接投資の構造変化と多国籍企業の行動様式に関する研究」比較経済体
制研究会−マクロ経済学・経済システム研究会と共済−、京都大学経済研究所、京都府、
2017.7.1.

講演
「生産のグローバル化とは何か–サプライチェーンの仕組みを理解する」、出張授業、ヨ
シダ日本語学院、東京都、2017.10.17.

Victor
Gorshkov
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教員名 種別 研究業績

その他
（外部資金受け入れ、競
争的研究資金の採択）

2017.4.1-2018.3.31
平成29年度京都大学経済研究所プロジェクト研究
研究課題名「海外直接投資の構造変 化と多国籍企業の行動様式に関する研究｣(一般研究
課題、研究代表者、98万円）

その他
（外部資金受け入れ、競
争的研究資金の採択）

2017-2018
平成29年度京都大学経済研究所共同利用・共同研究拠点国際会議等開催支援事業(70万
円)

その他
（外部資金受け入れ、競
争的研究資金の採択）

2017−2018
公益財団法人KIER経済研究所財団
平成29年度研究会及び講演会・シンポジウム助成採択額(30万円）

論文（単）
「孟浩然の「坐」と「徒」について─「臨洞庭上張丞相」詩解釈の試み─」、『大東文
化大学漢学会誌』、第56号、pp.33-57、2017.3.10.

論文（単）
「新しい学習指導理念を生かした国語学習指導－陶淵明「飲酒二十首その五」詩を用い
て―」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第1号、pp.23-29、2017.11.20.

講演 「道教とは何か？」、柏文化財ゼミナール、パレット柏、千葉県、2017.3.29.

報告・資料（単）
「本学学生の身体組成に関する研究－第2報－」、『開智国際大学紀要』、第16号、
pp.225-235、2017.3.1.

報告・資料（単）
「新学習指導要領を踏まえた体育科教育における授業展開－ネット対陣型ボール運動
「ミニテニス」導入について－」、『開智国際大学 教職センター研究報告』、第１号、
pp.37－41、2017.11.20.

講座
「若さと健康をサポートします！生涯スポーツ「ミニテニス」」、開智国際大学公開講
座、開智国際大学体育館、千葉(柏）、2017.9.19・26.（全2回）

研究会発表(単）
「自己への問いかけを深め、よりよい生き方を求める道徳教育～道徳の授業、学級活動
で自己の生き方を考える学習を深める～（問題提起）」、公益財団法人モラロジー研究
所第54回教育者研究会、JA共済埼玉ビル、埼玉県、2017.8.3.

講演
「子どもたちの心を豊かにする子ども会育成会活動～子どもたちを支援する育成者の心
得?!～」、川越市子ども会育成団体連絡協議会、川越市大東市民センター、埼玉県、
2017.5.13.

講演
「考え・議論する道徳への転換」、川島町教育委員会、川島町民会館、埼玉県、
2017.8.22.

講演
「こらからの道徳の授業づくり」、小川町教育委員会、リリックおがわ（小川町民会
館）、埼玉県、2017.10.31.

講演
「豊かな人間性を育む小中一貫教育～考え議論する道徳授業を目指して～」、入間市教
育委員会、入間市立西武中学校、埼玉県、2017.11.10.

講演
「これからの道徳の授業づくり～『主体的・対話的で深い学び』のある授業をどう創る
か！～」、坂戸市教育委員会、坂戸市立南小学校、埼玉県、2017.11.17.

講座
「『特別の教科 道徳』に変わる！」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉
（柏）、2017.12.19.

講習会
「道徳教育の理論と方法」、教員免許状更新講習 、開智国際大学、千葉（柏）、
2017.8.23.

論文（共）
「批判的思考法の学修における否定的反応の生成プロセスとそれに対する介入モデルの
形成－大学における批判的思考力育成への実践的応用に向けて－」、『開智国際大学紀
要』、第16号、pp.41-54、2017.3.1.

報告・資料（単）
「臨床と研究をつなぐ試みーSWAPから考える精神分析における研究の展望」、『精神分
析研究』、61-４、pp.145-148、2017.11.25.

学会シンポジウム
「SWAP-200の司法領域における活用」、第５５回大会ミニシンポジウム、日本犯罪心理
学、東京都、2017.9.3.

講習会
「精神病：統合失調症」、精神分析的心理療法セミナー、AP西新宿、東京都、
2017.11.16.

鳥越淳一

土井雅弘

高橋早苗

三枝秀子

Victor
Gorshkov
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教員名 種別 研究業績

著書（単）
“National Anthems,”In J. Arnold & E. Herrick (Eds.)，New Ways in Teaching
with Music．Alexandria，VA，USA: TESOL．pp.215-216，2017.7.28.

監修（共）
“Transformation in Language Education,” JALT 2016 Postconference
Publication，member of the Editorial Advisory Board，Tokyo，Japan: JALT，
2017.8.1.

論文（共）
“Authentic Learning in English Classes: The Olympic Games Facilitating
Intercultural Communication,”≪開智国際大学 教職センター研究報告書≫，pp.125-
129，2017.11.20.

論文（共）
“Gearing Up for the Olympics in English Classes,”In P. Clements，A．Krause，
& H. Brown (Eds.)，JALT 2016 Postconference Publication on Transformation in
Language Education．Tokyo，Japan: JALT，pp.273-279．2017.8.1.

論文（共）
“Motivating English Learning through International Friendship Letter
Exchanges,”Kaichi International University Bulletin，No.16，pp.67-85，
2017.3.1.

学会シンポジウム

“Motivating Language Learning Through National Anthems,”Roundtable Exchange
on College & University Education: Global Issues in Language Education (GILE)，
Language Teaching in a Global Age: Shaping the Classroom，Shaping the World，
43rd Annual International Conference on Language Teaching and Learning &
Educational Materials Exhibition，JALT 2017，Tsukuba International Congress
Center，Tsukuba，Ibaraki，Japan，2017.11.18.

学会シンポジウム

“Authentic Learning: National Anthems,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Osh Pedagogical Institute of Humanities, Osh, Kyrgyzstan，
JALT THT，2017.9.7.

学会シンポジウム
“International Friendship Letter Writing,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Osh State University，Osh, Kyrgyzstan，JALT THT，2017.9.8.

学会シンポジウム

“Authentic Learning: National Anthems,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Osh FORUM English Teachers’Association，Osh, Kyrgyzstan，
JALT THT，2017.9.9.

学会シンポジウム

“International Friendship Letter Writing,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Bishkek Humanities University，Bishkek，Kyrgyzstan，JALT
THT，2017.9.12.

学会シンポジウム

“Authentic Learning: National Anthems,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Bishkek Humanities University，Bishkek，Kyrgyzstan．JALT
THT，2017.9.13.

学会シンポジウム

“International Friendship Letter Writing,”Teachers Helping Teachers (THT)
Kyrgyzstan 2017 Conference，Seminars & Workshops on Paths towards Successful
Language Learning，Bishkek FORUM English Teachers’Association，Bishkek，
Kyrgyzstan．JALT THT，2017.9.14.

学会発表（共)

“Tapestry of Cultures: Authentic L2 Learning Through National Mascots and
Symbols,” Global Issues in Language Education SIG FORUM，Language Teaching in
a Global Age: Shaping the Classroom，Shaping the World，43rd Annual
International Conference on Language Teaching and Learning & Educational
Materials Exhibition，JALT 2017，Tsukuba International Congress Center，
Tsukuba，Ibaraki，Japan，2017.11.18.

学会発表（共)

“Authentic Writing Projects Animating International Communication and Cultural
Exchange,”Poster Presentation，JALT PanSIG Conference: Expand your Interests，
Akita International University (AIU)，Akita，Akita Prefecture，Japan，
2017.5.20.

研究発表（共）
“My Town Tokyo―Another Face of Multicultural City Shinjuku,”Interview-style
presentation with Fumiko Kohama at Rissho University，Department of Sociology，
Faculty of Letters，Tokyo，Japan，2017.1.6.

Elizabeth
Lange
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［講師］

教員名 種別 研究業績

論文（単）
「総合学習の参加過程に包摂される『音楽づくり』の意義－うたの創作活動を中心とし
て－」、『音楽の授業づくりジャーナル』、第1号、pp.39-64、2017.12.9.

論文（単）
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（12）原稿の末尾に脱稿年月日を記入して提出する。 

（13）執筆者校正は 2 校までとする。原則として加筆修正は認めない。 

（14）句読点については、以下①～③のいずれを使用してもよい。但し、論文の中での統一を図ること

とする。 

①「、」と「。」 

②「，」と「.」  

③「，」と「。」 

 

 

紀 要 編 集 委 員 会 

改定 平成 29年 3月 1日 

 



編 集 後 記 

開智国際大学「紀要」第 17号をお届けする。「原

著論文」5本、「報告・資料」9本、合わせて 14

本となった。 

創刊以来、掲載にあたっては査読を行ってきた

ため、これまでも実に多くの方々からお力を賜っ

てきたが、今号も多くの査読者から貴重なご意見

をいただいての刊行となった。編集にあたっては、

学術研究の発展のためということのみを頼りに、

広く遠くにまで査読者を求めてきたが、査読をお

引き受けくださった学内外の研究者の方々にはこ

の場を借りて深く御礼を申し上げる。 

 昨年の編集後記で米大統領選に触れたことを思

い出す。あれから一年経った。国際情勢の先行き

も日本国内の先行きもどうなることかという思い

は、増しこそすれ減じることはない。しかし、学

術の社会的使命の一つが冷静に現状分析を重ねて

人間にとってより良い新たな地平を切り拓くこと

であり、特に大学教員は未来へと生きる学生の良

き導き手でなければならないということには賛同

を得られると信ずる。地平の彼方を視界に捉えた、

思考の体幹がしっかりした学生を育てたい。教育

学部と国際教養学部の 2学部体制が来年度に 2年

目を迎えるにあたって、改めて思う。 

 最後になったが、編集にあたっては図書館事務

局に大変お世話になった。とりわけ主任の中田路

子氏には長年に亘ってご尽力を戴いた。今号では

新たに村川紗弥氏と平山ちひろ氏のご協力を得る

ことができた。こうした方々が通常の図書館業務

に加えてご尽力くださったことに、投稿者および

委員一同、深く感謝を申し上げる。 

        

 （編集委員長 佐々木 さよ）
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