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1）日本大学文理学部

．はじめに

日本大学文理学部における教職インターンシッ

プの仕事を一緒に担当させていただいている体育

学科の青山清英教授からの御依頼により本稿の執

筆を決意した。筆者は，いわゆる教育学を専門的

に学んだことも研究したこともない。また，高等

学校の教員免許をもたないため，いわゆる出前授

業を除いては，高等学校の現場で教えた経験もな

い。しかし，高等学校のすべての課程を修了した

ての大学一年生の学科専門基礎科目を長年にわた

り担当してきた経験から，現行の高等学校での数

学教育及び大学における「数学」教員養成につい

て，通常とは異なる視点からの意見をもつように

なった。そして，本稿を通じてそれらを「数学」

教職志望の文理学部学生たちへのメッセージとい

う形で書き記したいと考えた。図々しい言い方を

許してもらえるのなら，教職志望学生に対して

“岡目八目”の貢献が，本稿を通じてほんのわず

かでもできたならば，幸甚の至りである。

本稿は，日本大学文理学部数学科に在籍する一

年生や，現役の教師をしている本学卒業生たちか

ら直接，あるいは間接的に聞き取った数多くの教

職に対する考え方や意識を基にした考察から成り

立っている。わかりやすさのために，あえて極端

と思われる事例を紹介することもあるが，わずか

数か月前には現役の高校生だった大学一年生の数

数学教師を目指すとはどういうことか

―文理学部の「数学」教職志望学生への一メッセージ―

山浦　義彦 1）

大学一年次基礎科目の講義担当，および，三四年次ゼミナールにおける学生指導を通じ

て，教職志望学生たちの教職に対する考え方や意識に数多く接してきた。その経験に基づい

て，筆者個人が考える中学校，高等学校の数学教師として必要な資質について述べてみた

い。「数学」という科目に対して，公式を器用に使いこなして試験で高得点を取る科目であ

るという以上の興味，関心をもたないまま数学科に入学する。大学の専門数学に対しても，

試験でよい点数をとり，単位を取得することのみを目標とし，それ以上数学の奥底に本来隠されて

いる原理や本質を心から理解する努力をしない。その結果，数学の本当の面白さや魅力にほ

とんど気づくことなく卒業する。そして，今度は自分たちが数学教師になって生徒を指導す

る立場になる。以上のような学生が最近特に増えているように見受けられる。数学の本当の

魅力を知らない教師は数学嫌いか，良くても受験問題解法至上主義，公式暗記主義の生徒を

作り出すのが関の山である。最近では，「受験問題はスラスラ解けて点数はとれるが，数学

自体は実につまらない科目なので嫌いである」という感想を述べる高校生が増えているとい

うこともまた耳にするようになった。このような「負の連鎖」を断ち切るために教師に求め

られる資質についての持論を，数学教師を目指す文理学部学生諸君への一教員からのメッ

セージという形で書き記した。

キーワード：数学教育，大学の基礎科目，数学の本質と原理の指導，数学教師の資質 
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の出発点である「極限」の概念を，多分に文学

的，感情的，もしくは時間的な動きを連想させる

「限りなく近づく」という表現によって定義する

ことからすべての議論を出発させているため，数

学Ⅲは数学を厳密に扱うというより，あくまで雰

囲気に慣れ親しむ科目になっていることは否めな

い。つまり，高等学校の数学Ⅲの内容は18世紀

の数学者ジョセフ・フーリエ以前の数学である，

という言い方ができる。解析学の歴史上のまさに

衝撃であったフーリエの論文『熱の解析的理論』

をきっかけとして，19世紀に入ってからは著名

な天才数学者たちがこぞって数学の厳密化に取り

組み，百年以上をかけてようやくそれを完成させ

るに至った。その完成された数学がほぼ，現在の

大学初年次に教育される微分積分学という科目の

内容である。そこで筆者は，本学一年生向けの

「微分積分学」講義では，問題のための問題の解

法テクニックやノウハウを修得してもらうのでは

なく，苦悩の歴史の末に生まれた「19世紀の数

学」に少しずつ触れる経験をしてもらうことをそ

の第一目標としている。高等学校の教科書では証

明なしに認めて使っている定理についても，タイ

ミングを見計らって背景と意義，そして証明を紹

介している。高等学校であいまいな直感的理解に

とどまっていた定理の主張などが鮮明に理解でき

るようになる，という18世紀の数学から19世紀

の数学への厳密化の変遷を一つの講義の中で経験

できるのだから，恩着せがましい言い方が許され

るのならば，学生たちはさぞかし目前の霧が晴れ

る気持ちがするであろう，と考えていた。しか

し，ある受講生から次の指摘を受けたことがあ

る。自分は高等学校では「数学」を，試験直前に

暗記した公式や解法パターンをそのまま使って得

点する科目であると考えていた。数学は暗記がす

べてであり，何も考えることなく形式的に公式に

当てはめるだけで正解にたどり着けるという，ま

さにその点に数学という教科の魅力と面白さを感

じていた。ところが，大学で公式の「裏側」を詳

しく講義で聞かされることで，数学が実は頭を

使って考える学問であったことを初めて悟り，逆

に数学が嫌いになった。さて，この学生の発言の

中で最も注目すべきことは，高校時代に数学とい

学の学修状況や，教職を目指す学生の様々な意

見，そして現役の教師である卒業生たちの仕事に

対する意識を知ることもまた，教師になるために

は必要な事であろうと考えて記載した。

ところで，本稿で述べる考察に対して「それは

机上の理想論に過ぎず，実際の教育現場では教師

には生徒たちを大学受験に合格させるという重大

な使命があるのだから“真の教育”とやらに割く

時間は皆無であり，到底実現不可能なことであ

る」とのご指摘も多々あろうかと思われる。しか

し，教科書の定義の振り返りや受験問題の解説内

容に絡めたり，定期試験が終わった直後の授業の

十五分間を使うだけでも，受験数学にはない数学

の本当の原理，面白さ，魅力を伝えることが工夫

次第ではいくらでも可能なはずではないだろう

か。そのようなちょっとした機会を設けるだけで

も，受験問題をパターンで解くことに興味を持て

ない生徒に，数学の魅力の一端でも感じてもらえ

るかもしれない。いかなることも新しい試みを始

めるためにはある程度以上の困難や苦労を伴うも

のである。始めてみなければ，反省することも実

践的な考察もできない。試行錯誤を伴う挑戦や数

学に対する理解を深める自らの努力を，無意識

に，あるいは意識的に避け，多くの教育現場で長

年行われてきている受験問題解法パターンに終始

する教育が正しいと信じて，頑なにそれを踏襲し

続けることこそが最善の策である，と主張する教

育現場の保守主義には警鐘を鳴らしたい。

最後に，本稿を通じて中学，高等学校における

数学教育に特化した持論を展開するが，そこには

筆者自身の大学生への「数学教育」に対して当て

はまることも多く含まれる。その意味で，強い自

戒の念を込めて執筆したことを書き添えたい。

． 大学初年度専門基礎科目の教育に携わった経

験からの考察

1．数学の公式

筆者は本務校の大学一年生を対象とする数学科

専門基礎科目「微分積分学」を長年にわたって担

当してきた。新入生たちは高等学校の「数学Ⅲ」

という科目で，すでに一通りの微分積分学を修得

してから入学してくる。しかし，高等学校ではそ
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るようである。ここまでの事態を見ると，生徒の

勉強不足も否定できないものの，暗記ばかりを勧

め，その本当の意味を，折に触れ教え込むことを

しなかった教師側の責任も鮮明になってくる。

正弦関数の極限公式 は高等学

校の検定教科書であれば必ず紹介されている重要

な公式である。しかし，その意味や背景をきちん

と教わることなく，単に暗記する学生は試験期間

が終わるとたちまち記憶があいまいになる。そし

て，いずれ sin と の分数形の極限は 1である

という短絡的，かつ，あいまいな理解になり，つ

いには というような誤りを平気

でするようになる。極限の意味を考えながら考察

し直すようにアドバイスをしても，これまで公式

暗記でしか極限をとらえたことのない学生たちは

何をすればよいのかすらわからず，ただ無為に時

間を過ごしてしまうことが多い。これこそが公式

暗記主義の弊害と言えよう。数学の理屈を自分の

頭で考えようとせず，公式の暗記に頼ろうとする

のである。一方，実に興味深い事実がある。それ

は，高等学校で数学Ⅲを修得することなく数学科

に入学した学生に，極限の意味を教えた直後に

を出題すると，そもそも公式を知ら

ないため，上記のような誤りをすることはない。

それどころか自らの頭で考え，完璧ではないにせ

よ，分母と分子の挙動を考察して，正解に近い証

明まで自力でたどり着けることが多い。このこと

から見えてくることは，現行の高等学校の教育で

は，公式を紹介するとすぐに問題練習に入り問題

を解くことを最終目標にしているのではないだろ

うかということである。実際，検定教科書では公

式を「使って慣れる」問題が列挙されているだけ

であり，公式の意味を数学的に熟考したり理解の

助けとなるような良問に巡り合うことは，残念な

がら滅多にない。このため，生徒たちは公式さえ

正しく暗記していれば点数が取れる，という虚偽

の安心感のもとに満足してしまうものと考えられ

る。極限公式を教える教師の側は，これは試験で

よく使うから暗記しておいて，という教育に終始

するのではなく，タイミングを見計らって，極限

の意味や，この極限公式の背景やそれから得られ

る事実を解説していくべきではないだろうか。

う科目が好きであった理由が，頭を使うことなく

問題が解けることにあった，という点ではないだ

ろうか。数学教師を目指す学生がこのような意識

を変えることなく卒業し，今度は自分が教壇に立

つとすれば，これは大変憂慮すべきことである。

このような負の連鎖が現実にあるのだとすれば，

数学に面白さを感じられずに文系を選択した生徒

の中にさえ，数学自体に興味がもてなかったので

はなく，現行教育によって施される問題解法至上

主義に興味がもてなかったという生徒が少なから

ず含まれているであろうことは想像に難くない。

大学で学ぶ専門数学に興味をもてずに辟易してい

る教職志望の学生に，数学の教師を目指した理由

を聞いたことがある。返答は，自分は部活の顧問

になりたいのだが，そのためには教員免許を取得

して教師になるしか方法がない。そこで，あらゆ

る教科のうちで最も教えるのが楽である数学の教

師を目指すことに決めた，というものであった。

耳を疑うようなこの学生の発言も，高校時代に数

学は単に公式に当てはめて答えを出したり，解法

のパターンを暗記する科目である，かのようにす

りこまれ，生徒自身も「それこそが数学である」

と誤認していたのだとすれば，それほど不思議な

ことではない。おそらくこの学生は，本当の意味

で良い数学の教師にこれまで巡り合うことがな

かったのであろう。

2．公式の暗記の弊害

公式は，それを形式的に適用することで議論の

見通しがつけやすい，という点において数学とい

う学問が身に着けた一つの重要な特徴的文化であ

るという言い方ができる。その一方で，公式の背

景や意味，さらにはその証明を理解することな

く，公式自体を鵜呑みにして字面によって丸暗記

し，単に当てはめる，という姿勢にはどのような

弊害が潜んでいるか，いくつか例を挙げて考察し

てみよう。

最初の例は， (左辺のダッシュ記

号はカッコ内の関数の導関数を意味する )という

誤解である。「教師に暗記することを勧められた

微分公式 の変数 に忠実に 2を代

入しただけだ」という学生の言い分が聞こえてく
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た2aをたすき掛けのように書いて，それらの割

り算をすれば として求まる，という

のである。軸の方程式を求める最も基本的な方法

は「平方完成」という代数テクニックを使う計算

手法である。このテクニックは，高校数学の様々

な場面で応用されるだけでなく，大学数学でもし

ばしば使われる重要なテクニックである。2乗型

の因数分解の一般化という背景をもち，平方完成

された式は多くの重要な情報を提示してくれる。

そして，平方完成された式から適切に情報を読み

取ることは，大切な数学的思考の訓練にもなる。

上記の方法を生徒たちに教えた教師の言い分は

「計算ミスをするよりは，短時間で正確に答えら

れた方が少しでも点数が伸びるだろう」というこ

とだったと推測されるが，これが数学の教育と言

えるだろうか，と首をかしげるばかりである。何

の理屈も教えられず，ただ言われた通り公式をひ

たすら暗記し，仮に試験で高い点数がとれたとし

ても，その生徒が数学に魅力を感じることはない

だろう。そして，いつの日か暗記すべき公式の分

量がその生徒の限界を超えたとき，嫌気がさし，

あっさりと数学から離れていくのであろう。生徒

の気持ちを考えれば，同じ暗記をしなければなら

ないのなら，社会科などの文系科目で暗記をする

方がまだ楽しい，となっても当然ではないだろう

か。公式暗記を生徒に勧めることは，生徒たちの

数学における視野を狭め，ひいては数学嫌いを作

り出す事にもつながりかねないことは教師側は十

分に理解しておくべきであろう。

以上のように，公式は短時間で正確に答えを導

き出せるという意味からすれば非常に便利な道具

と言える。しかし，その公式の証明や背景，簡単

な導き方，その他の公式との関係性の理解などを

怠ると，たちまち思わぬ誤解，あるいは誤用をし

てしまうことがある。もちろん，検定教科書や教

科書傍用問題集では，問題のための問題が並んで

いるので，それらを練習している限りにおいて

は，失敗することはないが，ただ練習問題が解け

るというだけのことである。そのような形式的な

ルーチンワークによって生徒たちが数学という科

目に興味を示すことはないだろう。練習問題が正

確に解けるだけ，というのは真の意味での数学の

等式 が誤りであることは少なく

とも高等学校で数学を学ぶ以前は誰でも当然，

理解していたはずである。しかし近年，これは

正しい計算である，と頑なに言い張る大学一年

生が急増している。そのような学生に，等式

(nとmは自然数 )は正しいと思う

かと問うと，これは文字式だから誤りであるが，

最初の例は具体的な数の等式だから紛れもなく正

しい，と答える学生も多い。今の学校教育が何故

このような学生を生み出すのかを考察してみよ

う。当の本人はこの誤りの等式が正しいと信じて

疑わないから，本人にいくら尋ねても決して勘違

いの理由は分からない。そのため，あくまで推測

に過ぎないが，高等学校の数学Ⅲの積分の単元で

学ぶ「部分分数分解」という計算テクニックの誤

解からくるのではないだろうか，と筆者は考え

る。高等学校で数学Ⅲを履修しなかった学生には

決して起こりえない誤解であることからも，この

推測の信ぴょう性は高いように思われる。公式が

どういう目的で作られているのか，さらには，そ

れがこれまで知っていた事実といかなる関係にあ

るのか，という関連付けをしっかり自分の頭で考

えることなく，計算方法だけを鵜呑みにしてきた

ことの弊害と言えよう。そしてこの例に関して

も，教師が検定教科書の記述の順番を最善のもの

と信じてそれを愚直に守り，教科書通りに積分計

算方法を羅列して説明し，計算方法同士の関係

や，奥底に隠された共通の原理を明確に説明しよ

うとしない，という学校教育現場における積分教

育の課題が見えてくる。

最後に，放物線の軸の例を紹介しておこう。平

方完成という代数テクニックが苦手な学生にどの

ようにして放物線を描くのか，と尋ねたことがあ

る。すると「自分は高校時代，平方完成という計

算方法を教わることなく放物線の軸を求めてい

た」とのことであった。微分を使うなど，平方

完成を使わなくても放物線の軸の方程式は求め

られないわけではないが，一体どのようなト

リックを教師から教わったのか，と尋ねてみる

と次のようなものであった。放物線を表す式

= 2+ + の 2の下に の係数 を－1倍し

た－ を，そして， の下に 2の係数 を 2倍し
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教えても生徒には難しすぎて理解できないばかり

か，混乱を招くだけである。そもそも，受験には

無関係である。これら一つ一つの言い分には一理

はあるものの，だからと言って，教える教師の側

も生徒と同じレベルで本当の答えを知らなくてよ

い理由にはならない。少なくとも教える側の教

師は，真の答えを知っていなければ，原理に接

近するような本物の説明ができようはずもな

い。大学の数学は高等学校の教育現場には不要

である，と短絡的に切り捨ててしまう人たちの授

業内容がいかに薄っぺらいものであるかは，容易

に想像できる。

具体例を挙げてみよう。高校数学でベクトルの

内積を学ぶ。ところが検定教科書では内積を余弦

を用いて「定義」する。これには多くの高校生が

初見で「いったいどういう必然性から“余弦”が

出てきたのか」というもっともな違和感をもつよ

うである。この生徒の疑問に対して，多くの教師

が直交射影という幾何学的意味を図を用いて説明

したり，物理学の「仕事量」の計算に役立つとい

う説明をすると聞く。しかし，これらの説明は内

積の定義を甘んじて受け入れた上でそれを幾何学

的に「解釈」した結果論に過ぎず，なぜ余弦を用

いて定義するのか，あるいはそれがいかに自然な

ことであるか，という高校生がもつ疑問には何も

答えたことにはなっていない。一方，大学の微分

積分学では，全微分という 2変数関数の微分の概

念を学ぶ。1変数関数の微分の概念の自然な拡張

として定義されるのであるが，数学者たちが考案

したこの拡張方法を深く理解すれば，内積はベク

トルの成分表示による定義を出発点とする方が格

段に自然であることに気づくであろう。その結

果，幾何学の余弦定理を用いれば，内積は余弦を

用いて「定義する」のではなく，「表現できる」

ことがきわめて自然に説明できる。このように，

大学で学ぶ微分積分学の深い理解は，高校での数

学教育の説明に様々な重要なヒントを与えてくれ

る。なお，検定教科書の内容と順番を変えて説明

するのであれば，科目全体への影響まで込めて，

入念な準備を伴う慎重さが求められることは言い

添えておこう。

もう少し大学の微分積分学の重要性に関する実

理解とは大きく異なるものである。

． 教職志望学生の教育に携わった経験からの考察

1．教職志望学生たちの不安

数学の教職志望学生は，自分に数学の教師が務

まるかだろうか，という不安を大学三年生頃にな

ると，にわかに口にしだす。自分に大学入試問題

が解けるだろうか，という危惧であることが多い

が，そのような学生たちの観点には違和感をも

つ。受験問題が思うように解けなければ教師とい

う仕事が務まらないことだけは断言できる。しか

し，受験問題をスラスラ解けさえすれば教師が務

まるだろうか。むしろ受験問題の解法の解説を終

えた時点が，本当の数学を考える出発点になるの

ではないだろうか。別解答を準備しておいて，そ

れを生徒に考えさせることも意義があるだろう。

また，大学の専門数学から俯瞰した問題の背景や

意図，そして，無関係と思える単元との関連性，

さらには，一見全く別のように見える問題も，観

点を変えれば全く同じ発想に基づいている，とい

うことなども適宜指摘することもできる。このよ

うな本当の意味での問題解説は，入試問題を模範

解答を参考にしながらそのまま解説してそれで完

結させることに比べれば比較にならないほど難し

いし，それを実現するためには時間をかけた綿密

な事前準備が必要である。自分には大学受験問題

は解けるだろうか，というレベルではなく，原理

に基づく，深みある説明ができるだろうか，とい

う点にこそ不安を感じるべきではないだろうか。

2．大学で学ぶ基礎科目の重要性

前節で述べたような深みある授業を実現するた

めには，大学初年度で学ぶ微分積分学の理解およ

び知識が不可欠である。高等学校の数学Ⅲの内容

と大学の微分積分学を比較することで，18世紀

の直感数学がどのようにして厳密化されていった

のか，という歴史を知ることもできる。数学教師

をしている卒業生のほとんどが，教育現場では大

学の微分積分学の知識は不要の長物であると考え

ている。彼らの言い分は次のとおりである。大学

の微分積分学の内容は明らかに文科省指導要領を

超えた内容であり，教えるわけにもいかないし，
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じるため，正確に 3にはなり得ないと，考えるか

らであろう。また，厳密な実数であると答えて

も，その根拠を数学的に説明できる学生は極めて

稀である。この体積の議論は高等学校で学ぶ数学

Ⅲの立体の体積の単元で学んでいるはずのことだ

から，大学生で答えられないこと自体が恥ずかし

いことであるが，実はそれを厳密に議論するため

には大学微分積分学の「重積分」の考え方が必要

になる。言い換えれば，重積分という考え方の背

景や意義に至るまで十分に理解している必要があ

る。つまり，中学生に円錐の体積を教えるだけで

も，少なくともそれを教える側の教師は重積分ま

で知識としてもっていなければならないことにな

る。本当の答えを知っているのと知らないので

は，説明相手がたとえ中学生であろうと，説明に

込められる重みは全く違ってくる。教職を目指す

学生に，あなたは本当の答えを知っている教師と

知らない教師の授業ならどちらの授業を聴きたい

と思うか，と尋ねると学生たちは異口同音に「答

えを知っている先生の方が良い」と答える。教え

てもらう生徒の立場ならそのように感じるという

のであれば，自らもそのような教師を目指すべき

ではないだろうか。筆者が大学一年生に微分積分

学を教えていると，学生たちから多くの実に素朴

な質問を受ける。それらは決して頓珍漢な質問な

どではなく，18世紀以前の数学者たちが当時の

直感数学に対して抱いた問題意識に通じる重要な

疑問であることが多い。フーリエ以降の天才数学

者たちがどのようにしてその素朴な疑問に立ち向

かい，壮絶な論争の末に厳密な数学を生み出し，

克服したのか，という歴史を知らなければ，高校

生からの素朴な質問を「馬鹿げた質問をしてく

る」と一笑に付してしまうような教師になるだろ

う。一例を述べてみてみよう。高等学校で積分を

学ぶ。その積分は原始関数のことであるとして定

義される。生徒から「どんな関数にも原始関数は

存在するのですか?それが担保されなければ，積

分自体が定義できないこともあるのではないです

か?」と質問されたら，皆さんはどのように答え

るだろうか。「教科書にそのように書いてあるの

だから，存在するに決まっている」あるいは「そ

ういうことは大学で勉強する。今はそんなことを

例を挙げよう。媒介変数を含む方程式によって記

述される直線の通過領域を求める入試問題があ

る。方程式の解の存在に帰着させることによっ

て，もちろん高校の数学の範囲で解ける問題であ

るが，その根底に大学数学で学ぶ包絡線の考え方

が隠されている。包絡線の存在を理解するために

は，大学の微分の集大成ともいえる陰関数定理の

理解が不可欠となる。また，媒介変数で表示され

た曲線で囲まれた領域の面積を求める問題の中に

は，大学微積の最終目標とも言えるガウス・グ

リーンの公式と密接に関係する問題もある。陰関

数定理は高等学校で学ぶ中間値定理の高次元拡張

であり，ガウス・グリーンの公式は微分積分学の

基本定理の高次元拡張である。もちろん，陰関

数定理やガウス・グリーンの公式を高校生にそ

のまま説明することはさすがに無謀なことでは

あるが，教える側は少なくとも，高校で学ぶ定

理には高次元版があることまで知識として知っ

ていなければならない。以上のように，大学の

微分積分学は検定教科書には書かれていないよ

うな重要な教育的視点を与えてくれる宝庫とも

言える学問である。

ここまで触れてきたことは，中学校の数学の教

育においても往々にして起こり得る。いや，むし

ろ数学の内容が初歩であればあるほど起こり得る

ことである。円錐の体積が円柱の体積の であ

る，という事実がある。この事実を中学生にどの

ように説明するか，と教職志望の学生に問題提示

すると「円錐形と円柱形の容器を準備して水を

使って実験をして実証してみせる」と答える学生

が意外なほど多い。そのような実験を見た生徒た

ちは，自分たちの理解レベルで大いに納得はする

だろうから，実験自体の教育効果を否定するつも

りはない。しかし，実験だけで数学的に解決した

かのような印象を生徒たちに与えることは，数学

という学問がもつ本当の原理を大きく誤解させる

ことにつながる。実際，大学一年生に「円柱の体

積が円錐の体積の 3倍である」という事実の“3 ”

という値がおよその実数なのか，厳密な実数なの

かどちらだと思うか?と問うと，半数程度の学生

はおよその数であると答える。それは，いくら精

密に実験をしても，実験データには必ず誤差が生
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ろう，という教科書作成者の配慮であると思われ

る。しかし，それが生徒だけでなく教師にとって

さえも不可解な記述になってしまうのであろう。

本学数学科では，入学直後の一年次から始まり四

年間を通じてあらゆる学科専門科目の中で「論

理」を徹底的に理解できるように配慮された教育

カリキュラムが組まれている。このような環境で

数学を学んだ卒業生たちは，高等学校の検定教科

書におけるあいまいな表現も厳密にわかりやすい

形にただちに書き下すことができるはずである。

しかし，それが思うように身についていないこと

については，筆者自身の学生への教育の非力を感

じる。それでも質問をしてくるのだから意識が高

いという言い方もできる。生徒から質問されて，

解決できずにそのまま放置していたり，その問題

点に気づくことすらなく授業を続けている卒業生

がいる可能性が否定できないことを考えると，教

員養成の名の下に学生を育て教育現場に送り出し

てきた自分自身の責任を痛感させられる。このよ

うに，教科書に書かれたさりげない一行の真意を

とらえるためにも大学で学ぶ集合論と論理もま

た，数学教師にとって非常に重要な科目であり，

教師である限り学びつねに続けなければならない

分野の一つと言えよう。

3． 数学の説明に「日常のたとえ」を使うことに

ついて

教職志望の学生に，生徒にわかりやすく説明す

るにはどのような工夫が必要か，という質問をす

ると，「日常のたとえ話をして，生徒が数学に対

して苦手意識をもたないように配慮しつつ，練習

問題が解けるようになるような指導する」と答え

る学生がとても多い。いったんはわかった気にさ

せて，生徒に「形式的に数学の問題が解ける」と

いう成功体験をさせることは，新しい単元の初期

の段階では重要なことではあるが，それだけに終

始してしまっては，生徒たちが数学の本当の魅力

に気づくことはないだろう。数学は数学を使って

説明し，数学本来の美しさ，自然さを生徒に理解

させてこそ，本当の「数学の授業」と呼べるので

はないだろうか。たとえば，高等学校で教えられ

る「数学的帰納法」が良い例であろう。多くの検

知らなくても受験問題は解けるように作られてい

るのだから気にしない方が良い」などと言う返答

はまさに論外と言うべきであろう。実はこの疑問

は，フーリエが，自らが打ち立てた理論を当時の

著名な数学者たちから猛烈に批判された際に，彼

自身が考えた問題意識そのものである。当時，

フーリエは積分の議論を「面積」から出発する

「逆転の発想」をはじめて提起したのである。こ

れが大学微分積分学で学ぶリーマン積分の理論に

他ならないのである。このような歴史を知ってい

れば上記のような生徒からの質問に，それはとて

も大切な質問である，と答えることはあっても，

余計なことを考える必要はない，という返答にな

るはずがないだろう。

数学科初年次に履修する学科専門基礎科目「線

型代数学」についても述べておきたい。一つ一つ

の計算は中学生でもできる実に単純な代数計算に

過ぎないが，その積み重ねによって完成される理

論には，実に興味深い原理が隠されている。実

際，この科目の醍醐味の一つは，平面または空間

の「基底の取り換え」によって，複雑な計算が驚

くほど簡単な計算に置き換えられる点にある。こ

のことを心から理解すれば，その理論の魅力に取

りつかれてしかるべきの科目と言ってよいだろ

う。このように「見方を変えれば物事が極めて簡

単明瞭になる」という一驚を喫する体験に基づい

て，今度は自分が教師という立場で，生徒の心の

琴線に共鳴を起こさせるような数学教育を目指す

ことが可能になるだろう。そのために何よりも大

切なことは，言うまでもなく，まずは自分自身が

線型代数学を心から理解するという経験をしてみ

ることである。

現役の数学教師をしている卒業生から，教科書

にどうしても納得できない箇所がある，と質問を

受けることがある。その多くが「必要十分性」に

関する検定教科書の記述に対する質問である。高

等学校の教科書には論理を学ぶ単元が設けられて

おり，必要十分性についても教えられることに

なっている。ところが，論理の単元以外の箇所で

は論理的記述はしばしばあいまいな表現にとどめ

ていることが多い。厳密さを優先するがゆえの

仰々しさに過ぎると，生徒にはわかりにくいであ
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また，それだけで数学的に完全解決したかのよう

な印象を生徒たちに与えることにも大きな疑問を

感じる。

4．難しい説明は生徒には無理なのか

生徒には専門性の高い説明はしても仕方ない，

だから自分はそのような説明はしない，という考

え方をもつ教師は多いものと考えられる。数学に

強い興味をもつ生徒から「絶対に理解してみせま

すので本当の原理を教えてほしい」と強く頼まれ

たとしよう。普段から専門性の高い解説は大学の

役割であり，高等学校ではそのようなことは気に

せず，受験問題さえ解ければよい，という割り

切った教育をし，自らの専門性を高める努力をし

ていない教師が，このような生徒に有意義なこと

を説明できるだろうか?生徒には無理であること

を言い訳にして，指導要領の範囲を超えた専門性

を身につける自らの努力を避けて通るのではな

く，つねに勉強し続ける姿勢が，教師には必要で

はないだろうか。

ところで，専門性の高い説明には大きな課題が

あることを言い添えておこう。筆者は，解析学の

大家として御高名な藤田宏先生から，数学教育に

ついて二つのアドバイスをいただいたことがあ

る。一つ目は，教育者は「ひな」になる前に卵の

殻を割るようなことをしてはならない，というこ

とである。つまり，生徒の数学に対する理解度，

達成度，興味の度合いを無視した専門教育の一方

的な押しつけは避けるべきである，という教訓で

ある。二つ目は，猫の生物学的な定義を理解して

から猫を飼う人はいない，ということである。こ

れは，数学の概念の理解には，厳密な定義の前に

「柔軟な理解」も必要であり，大雑把にとらえて

理解するという段階もまた不可欠であることを述

べている。このように，原理的な説明をする際に

は生徒の理解度の十分な見極めが必要である。し

かし，クラスのすべての生徒の理解度の足並みを

そろえることは不可能であろう。そうなれば，最

良の方法はプリントにして渡すことではないだろ

うか。生徒一人ひとりが，その説明が自分にとっ

てふさわしくなった時点でそのプリントを読み返

し，数学に対する理解を深めていけばよいだろ

定教科書に「ドミノ倒し」の絵が描かれてあり，

生徒のイメージがわきやすいように工夫されてい

る。そのこと自体は間違っていない。しかし，教

える側の教師自身がいわゆる「数学的帰納法の原

理」を知らずに，ドミノ倒しのイメージがすべて

である，と考えて教えているのだとすれば，それ

は問題であろう。本当の原理を知っている教師な

ら，タイミングを見計らって，耳学問としてでも

良いので「本物の数学への接近」という若者たち

にとっては実に新鮮な体験をさせることができる

のではないだろうか。

もっと初歩的な単元でもこのようなことは起こ

り得る。中学校の最初に学ぶ「正の数，負の数」

の単元では，多くの教育現場では温度計のプラス

マイナスや，お金の貸し借り，利益と損失といっ

た「日常のたとえ」を使う説明がなされ，それ以

上原理は何も説明されないようである。このよう

な教師側の「配慮」が生徒たちにとんでもない誤

解を生じさせることもあり得ることは，教師は心

得ておかなければならないだろう。かえって日常

のたとえ話が納得できずに数学から離脱する生徒

がいるとすれば，ほかならぬ「生徒想いの」教師

自身が数学嫌いの生徒を作り出す事にもなりかね

ない。ここでも大学初年次に学ぶ線型代数学が大

きなヒントを与えてくれる。単に「ものの集ま

り」として定義されるある種無味乾燥な「集合」

に対して「演算という構造」が入るときその集合

のことを特に“線型空間”とよび，その元のこと

を「ベクトル」と名付けるという，学生がこれま

での人生で経験したことのない，全く逆の発想に

よる「驚きの数学」がそこにある。線型空間の定

義を心から理解できたならば，このことは学生に

とっては青天の霹靂ともいうべき人生史上の大事

件のはずである。このように，線型空間について

深く理解したという体験をもってすれば，「正の

数，負の数」の単元においても，日常のたとえで

は到底語ることのできない，本物の数学による魅

力ある説明もまた，工夫によっては中学生向けに

も可能なはずである。日常のたとえ話もタイミン

グによっては奏功することもあるだろうが，生徒

全員が阿吽の呼吸でそのたとえだけでわかりやす

い，と「理解」できるかどうかは不透明である。
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元で何が最も重要なことであり，他の単元との関

係はどうなっている，ということが深く理解でき

ていれば，指導案や授業での話術は自ずとそれに

追随してくる。逆に，数学的な理解が表面的なら

ばいくら完璧な指導案を作成しても，あるいは，

どんなに上手に話をしても，生徒に「結局，あの

先生は何が言いたかったのだろうか」と言わしめ

る，中身のない授業になってしまうだろう。

話術に関してもう一つ重要なことがある。話術

に長けた教師がその「圧巻の」話し方と迫力で数

学を解説すれば，論点がわずかにずれていたり，

最悪の場合として間違ったことを教えてしまった

としても，生徒はその場の雰囲気にのまれ，内容

を鵜呑みにして深くうなずき「わかりやすい」と

感想を述べてしまうこともある。しかし，そのよ

うな生徒の反応を，教師はそれこそ鵜呑みにすべ

きではない。授業を終えたときには毎回必ず，自

分がした説明を客観的に振り返って反省すること

が大切である。生徒からの質問に答えたときもし

かりである。生徒の質問に本当に数学的に的を射

たことを答えただろうか?生徒のわからない事の

本質を自分は本当に理解していただろうか?と自

問自答をすべきである。生徒のわからないポイン

トはまさに十人十色である。筆者自身の反省から

書くのであるが，事後に学生の質問の意味を深く

じっくりと考え直してみると，論点がわずかにず

れていた，ということは意外なほど多い。そのよ

うな場合には，素直に訂正をするべきである。以

上のことはベテラン教師であっても，全く同じこ

とが言えると考える。教師自身の数学の理解が進

めば進むほど，また新たな問題点が出てきてしか

るべきである。ベテランだから教え方が上手であ

る，というおごりはもたない方が良い。話術はぎ

こちないよりは流暢な方が良いことは確かであ

る。しかし，あまりの流暢さ故，数学的に不適切

なことを言っても自ら気づかないで素通りしてし

まう教師になることは絶対に避けるべきであろ

う。数学は深く理解していなければ決して良い説

明はできない。迫力ある話しっぷりの教師を目指

すのではなく，迫力ある数学の話ができる教師を

目指してほしい。

う。受験問題とその模範解答をプリントにするこ

とはさほど困難なことではない。何故なら，参考

書の模範解答をほとんどそのまま写すだけでも作

ることができるからである。一方，教科書や参考

書には書かれていないような，生徒が純粋な気持

ちで興味をもつような数学的に気の利いたこと

を，自分のオリジナルとして書くことは，単なる

模範解答作成とは比較にならないほど難しい。そ

れを実現するためには，深い数学の理解と知識が

必要になるからである。学生たちは大学でも「卒

業論文」として数学的文章を作成する経験をす

る。しかし，それを審査するのは数学を専門的に

知っている大学教員である。ところが，教育現場

で配布するプリントの読者は，まだ数学の理解に

おいて成熟しきれていない生徒たちであることを

忘れてはならない。内容が難しすぎたり，わかり

にくかったりするとたちまち「あの先生のプリン

トは難しくて理解できないから読んでも仕方な

い」と，プリント作成者側の苦労が，にべもなく

一蹴される羽目になるだろう。自分の数学専門性

をつねに高める努力をし，知識をつけておかなけ

れば，わかりやすいプリントは作れるはずもない。

5．授業での話術

教育実習を目前に控えた大学四年生から教育実

習での授業方法についての相談を受けることがあ

る。相談内容のほとんどは「指導案の作成方法」

と「授業内での話術」についての相談である。た

だし，本稿で言う「話術」とは，生徒にとって親

しみやすい雰囲気をもつ「流暢で上手な」話し方

のことを指す。このような相談は多くの場合「問

題のすり替え」に過ぎない。つまり，奥底に潜む

真の問題はその学生の数学に対する理解不足にあ

る場合がほとんどである。多くの学生が「数学は

答えが一つだから勉強しやすい」という。前述の

とおり，問題は解いた後の考察の方が重要であ

る。定石やパターンに従って解けたが，他の方法

では解けないのか，別の問題とのかかわりはある

のだろうか，問題の奥底にある真理は何なのか，

など多くのことを考えて詰める必要がある。しか

し，上記の相談をしてくる学生たちは，そこまで

の数学の理解が出来ていないことが多い。その単
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るが，単にそれだけのことである。教師ならば，

解法を詳細に教えすぎたり，模範解答の解法がた

だ一つの方法であるかのように指導することが，

その生徒の数学的理解の成長を阻害することすら

あり得る，ということもまた忘れるべきではな

い。ときにはヒントだけ与えてあとは自力で考え

よ，あるいは，模範解答とは別の解法を自分であ

みだしてみよ，と課題を出し生徒の反応や理解に

応じて適切なアドバイスを出すことで，生徒の能

力を引き上げるといった工夫も必要になるだろ

う。大学受験問題を器用に解くだけの高校生が，

他人に数学の本当の魅力を伝えたり，数学という

科目を通して，聞き手の人生を豊かにすることは

ほぼ不可能に近い。教師は，長い目で見てその生

徒の成長を促す存在であってほしい。受験問題の

解法パターンを教えることで生徒から感謝された

い，ということが教師になりたい唯一の動機であ

るならば，教師になること自体を考え直した方が

良いかもしれない。

7． 現場に立てば，いつしか立派な教師になれ

る?

「採用試験に合格して教師として現場に立って

経験を積めば，いつしかなんとかなるものだ」と

いう考え方を耳にすることがある。しかし筆者

は，教師になってなんとか「なること」と「なら

ないこと」があって，それらの間には厳然とした

壁が存在すると考える。教師になり経験を積むこ

とでいつしか自然にできるようになることは，生

徒とのコミュニケーションと話術であろう。従っ

て，これらは就任時点で多少ぎこちなくても，い

ずれは自然に上手になっていくことである。一方

で，本稿の主題でもある真の数学教育力は，教職

に就く時点でその素地をもち，それをさらに伸ば

していこうという高い意識がなければ，何年教師

を続けても決して身につくものではないだろう。

教育力の基礎を定着させることができる最も重要

な時期は大学時代である。先輩の現役教師たち

が，大学の数学は勉強しても教育現場では役に立

たない，というのであれば，あえて自分は大学の

微分積分学，線型代数学，集合論と論理を勉強し

続けるくらいの意地をもってほしい。

6．塾講師のアルバイトについて

学習塾で講師のアルバイトをする教職志望の学

生は多い。学生たちからそこにおける授業形態を

聴いてみると，多くの学生が一二名の生徒を相手

にし，質問に応じたり，問題の解法を教えたりす

るいわゆる個人指導をしていると聞く。そして，

多くの学生たちが，受講生たちからわかりやすい

説明である，と大変感謝されるようである。その

ような経験を通じて生徒とのコミュニケーション

能力と話術という点について自信をもって良いで

あろう。一方で，そのことで自分には本物の数学

を教える力があると過信することは禁物である。

実際，過大な自信をもつことにより大学数学の勉

強を軽視し，数学を学ぶ姿勢まで失ってしまう学

生をこれまで実に多く目にしてきた。また，塾の

アルバイトに熱心になるあまりに大学の専門数学

の勉強がおろそかになる，ということは本末転倒

の極みである。塾講師という仕事は生徒たちを合

格に導くという責務に基づく立派な職業である。

しかし，塾講師の「アルバイト」は全くの素人で

あっても，答えを見ながら推測程度でもどうにか

できてしまうことである。一方，将来就くであろ

う教師という職業は免許制の下の教育専門職であ

り，生徒たちに数学の魅力を伝えるべき仕事であ

る，ということを忘れてはならない。より極端な

例でいえば，高校時代に隣の席の友達に問題の解

き方を教えたところ，とても分かりやすいと深く

感謝されたので教師を目指したいと思ったという

学生も多い。教師を目指す動機づけとしてこれを

否定するつもりは全くないが，そのことによって

自信をもちすぎる事には警戒しなければならな

い。もしもその程度のことで優れた教師になれる

のであれば，国は教員免許制度を廃止し，塾講師

アルバイトで「活躍」する学生を直ちに教師とし

て登用すればよい。さらに言えば，隣の席の友達

に解法を教えることのできる高校生なら，高校を

卒業してすぐに教師になれる制度があってもよい

ことになる。しかし，以上のような仕組みが全く

のナンセンスであろうことは，誰の目にも明らか

ではないだろうか。問題解法を知りたい相手にし

てみれば，答えを家庭教師のように手取り足取り

解説してくれる相手は，実に都合の良い存在であ
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数学的概念の理解の最も重要な箇所で，安易に

ICT機器によるお仕着せの教育をしてしまって

は，人間が本来もっている能力を引き出し，将来

に向けた可能性を育むことは，できようはずもな

い。

小学校の教諭は物語の内容を知りたいという児

童たちに，映像化された作品を見るよりも原作の

小説を読むことを勧めるだろう。映像を受動的に

鑑賞することに比べると，小説を一ページごとに

能動的に読み進めることは，地道な作業であり努

力も必要である。しかし，文章を通じて物語を理

解することにより映像鑑賞では得られない深い感

動を得ることができることもまた事実である。そ

れだけでなく，読書を通じて未知の言葉や表現に

出会い，その意味を調べて身につけることにより

豊かな言葉の表現が可能になる。さらに，文字を

通して理解したことを自分の頭で考えることで想

像力が育まれ，独自のオリジナルな想像の世界を

膨らませることができるのである。

以上のことは，数学の勉強においてもまさに同

じことであるように思われる。例えば，三次元の

立体を想像してそれをある平面で切断して，その

切断面を想像したり，立体を頭の中で回転させて

見えない裏側の状態を想像することはとても大切

なことである。自分の頭で考えさせることなくす

ぐに完成された画像を見せてしまうことは，機械

的に問題の解法パターンだけを教え，分かった気

にさせるお仕着せ教育と全く同じである。数学的

に深く理解していれば，コンピュータ画像よりむ

しろ重要なポイントが強調された映像イメージが

頭に鮮明に浮かぶようになるものである。これこ

そが数学の理解に於いて最も重要なステップでは

ないだろうか。なお，映像を見せることによって

わかりやすくなり，生徒の数学への興味関心を引

くことくらいはできるだろう，と考える向きもあ

ろうかと思われる。しかし，上記の小説の話題で

もそうであるが，いったん映像によって受動的に

理解するという経験をした生徒が，苦労して原作

を一字一句読んでみよう，となることはほとんど

期待できない。この状況は，数学においても同じ

であろう。数学はその本質，原理を自分の頭で苦

労して考え抜いて，心から理解できた瞬間に，魅

8．ICT教育の光と影

筆者が学生や卒業生たちから耳にする「学校教

育現場における ICT数学教育」は，電子黒板やタ

ブレットに画像を映し出して行う授業形態であ

る。ここでは，そのことについて考察をしてみた

い。数学における概念図や関数のグラフを適切に

描けない学生がここ数年で劇的に増加しているよ

うに感じられる。たとえば，関数のグラフにおけ

る「変曲点」は，画像を見ればなんとなく理解で

きるが，正確にイメージして，自らの手を使って

それを描画することができないのである。そうい

う学生たちに話を聞いてみると，高校のとき数学

の授業中に自分の手でグラフを描いた経験がほと

んどない，ということである。要するに描き慣れ

ていないのである。同様に，立体を想像したりそ

れを頭の中でそれを動かすことができない学生も

顕著に増加している。たとえば，大学の微分積分

学で学ぶ 2変数関数の偏微分の概念は，その幾何

学的意味と関連付けて理解することが大切であ

る。端的に言えば曲面を平面で切断したときの切

断面を考察するのであるが，このことが全く想像

できないという事態になっている。さらには，大

学初年度で学ぶ「写像」という概念を頭の中で図

的イメージを伴って理解することができない学生

もまた急増している。筆者はこのような現状の一

因として，昨今注目され，取り入れることが革新

的な教育方法であるかのように思われている

“ICT教育”が深く関係しているものと推測する。

数学における ICT教育を全面的に否定するつもり

はないが，それが若者の数学における幾何学的想

像力の貧困化の一因になっている可能性もあると

考える。大学微分積分学でも，テイラー級数展開

やフーリエ級数展開が具体的な関数に対してどの

くらい良い近似を与えるか，ということについて

は数学的な理論の後にコンピュータグラフィック

スで見せることは，あくまで「参考」という位置

づけではあるが，効果的であろう。しかし，人間

にできてコンピュータにできないことがたった一

つだけあることを忘れてはならない。それは「無

限」を想像 (イメージ )することである。しか

し，そのような人間の能力も，訓練をしなければ

活用することはできない。イメージを必要とする
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な本当の答えを自分自身が明確に理解していない

ために返答に窮し，思わず「これは受験問題解法

の定石だから，余計なことを考えずに覚えてしま

いなさい」と指導した，という経験をもつ学生は

少なくないだろう。学校教育現場ですら，このよ

うなことは多いと聞く。最悪な状況は，そのよう

に指導することが生徒の偏差値向上のための最善

の策であると教師側が盲信しているケースであ

る。生徒から説明困難な質問をされた場合は，教

師は事後に専門書にかじりついてでも猛勉強し

て，それを解決すべきであろう。試験で高得点を

とる生徒より，いわゆる数学が苦手な生徒の方

が，真摯に答えようとすると返答に窮するような

素朴，かつ原理的な疑問を投げかけてくるもので

ある。教師はそういう瞬間を決して見逃してはな

らない。そして，どうせこの生徒は数学をまるで

分かっていないのだから，そのような頓珍漢な質

問にはまじめに答える必要はない，などと考えて

はならない。とことんまで疑問点を聞き出し，適

切な答えがでるまで自分自身で考え抜いて，それ

をかみ砕いて説明すべきである。その場で解決が

つかなければ，事後に勉強し，その結果をわかり

やすくプリントにして渡すのもよい。以上のこと

は結局は，教師としての謙虚さが重要である，と

いうことに帰結されるだろう。教師である限り大

学の微分積分学や線型代数学，そして，集合論と

論理は学び続けなければならない。それは謙虚さ

がなければ決してできることではない。そして，

たびたび話題に出しているような数学の歴史を知

り，過去の大数学者たちの偉大な業績に畏敬の念

を抱けば，大学受験問題をスラスラ解く程度で自

分が優れた教師であると得意になることもなくな

るだろう。本当に数学的に魅力ある授業をする教

師のことを生徒たちは「あの先生は頭が良すぎ

る」ではなく，「あの先生の授業は本当にために

なる。聞いた後は必ず勉強をしようという気持ち

が沸き起こってくる」と評するだろう。

なお，教職に就いてすぐに本物の数学を教えた

り，魅力を伝えられるようになれるほど数学は甘

いものではない。しかし，謙虚な姿勢で自らの勉

強を続け，原理の追究を続けていればいつの日か

きっと有意義な授業ができるようになるに違いな

力を感じるものではないだろうか。高校生に完成

された解答である画像や動画を安易に見せてしま

うのではなく，授業ごとに徹底的に図を描く練習

をし，静止画を描いてそれを頭の中で動画にする

訓練をさせる必要がある。たとえば，立方体を

使ったベクトルの問題を解く場合は，電子黒板で

表示させた図形を見せながらスマートに説明する

のではなく，教師自身が黒板を使ってフリーハン

ドで生徒たちの前で模範的な図を描いて見せ，そ

れに倣って，生徒たちも正確な図を描けるように

する教育が重要である。図を描くことも，教育的

な意味からとても大切なことである。授業内で生

徒の一時的な興味を引くことを目的とするのでは

なく，将来にわたり長い目で見て生徒たちの成長

に繋がる教育が必要である。事前事後の綿密な検

証と共に，細心の注意を払いながら ICT教育を導

入すべきであろう。学校教育から離れ，ひとたび

社会に出れば今の時代はコンピュータ無しでは何

もできない時代である。だからこそ，学校教育現

場では「自らの頭でイメージを膨らませる」とい

う，いわゆるローテクを数学教育を通じて生徒た

ちに体験してもらうことが大切ではないだろうか。

9．謙虚な姿勢

「あの先生は聡明すぎて自分とはかけ離れた存

在だ」という生徒による評判は，教育者にとって

は決して名誉なことではない。生徒たちは，あま

りにも生徒目線から外れた皆目理解不可能な説明

を自己満足のもとにひたすら続ける教師に対して

そのような評価を下すのである。従って，この評

判は教育者にとってはむしろ大変な不名誉であ

り，それを聞いて得意になることほど滑稽なこと

はない。生徒からこのような評価を受けたとした

ら，大いに反省し授業方法を根本的に見直すべき

である。現役教師である卒業生たちから「うちの

学校の生徒は文字式への数の代入もできない」と

いうような嘆きを耳にすることが多い。嘆く暇が

あったら，代入という操作の数学的本質は何なの

か，何故その生徒は躓くのか，そして，どのよう

にして教え直すべきか，という課題に真摯に取り

組むべきである。塾の生徒から，自分が疑問に

思ったこともない素朴な質問をされ，その数学的
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教師を目指すのであればなおさら，大学数学の初

歩である，微分積分学，線型代数学，集合と論理

の勉強と理解は不可欠になるだろう。

11．学生時代に経験しておくべきこと

「学生時代には色々な経験しておいた方が良い」

と多くの本学卒業の先輩教師たちが後輩の教職志

望学生たちに「親切な」アドバイスをする。生徒

からの相談に対して，自分もそれと同じ経験をし

たことがあれば適切な助言ができるから，という

のがその理由である。もっともな意見ではある

が，いくら様々な経験をしても，長い期間教師を

していれば，自分が経験していないことに対して

アドバイスをしなければならない場面にもたくさ

ん遭遇することになるはずである。たった一つの

事でもそれに真剣に取り組み，その中で様々な苦

しみや喜びを経験すれば，未経験のことに対して

も適切なアドバイスができるようになるものでは

ないだろうか。

ところで，「色々な経験」の中で最も大切なこ

とが「大学数学を学ぶことで本物の数学を経験す

ることである」と説諭する卒業生は，実に残念な

ことにほとんどいない。数学を心から理解しよう

と真剣に取り組めば，そこには多くのドラマがあ

る。自分が正しいと思っていたことが完全に間

違っていることに自ら気づいたり，理解できなく

て苦しい時間を過ごし，それでも理解しようと必

死に努力を重ねているうちにある時突然目の前が

明るく開けてくる，あるいは，突然ひらめいた別

の見方で今まで考えてきたことを眺め直してみる

と信じられないほど深く明快に理解出来たりす

る，といった経験である。やっとのことで心から

数学を深く理解した瞬間は，それを作り出した過

去の偉大な数学者たちに頭の下がる思いがするも

のである。このような数学という科目に特有の貴

重な経験こそ，将来数学教師を目指す学生たちは

大学時代にしておくべきであろうと筆者は強く感

じる。学生時代には科目単位を取得することに終

始し，本当の意味での数学を経験をしたことがな

い教師が，想像だけで生徒たちに数学の本当の魅

力を伝えることは，それこそ不可能なことであろ

う。大学を卒業して学校教育現場に出れば，学生

い。文理学部の数学教職志望の学生たちには，是

非，将来そのような努力ができる教師になってく

れることを期待する。

10．中学校での数学教育は「楽」なのか?

中学校の教師を志望する学生から，中学校の数

学の内容は高等学校のそれに比べて易しいのでそ

の分，教えるのも楽である，という学生の意見を

しばしば耳にする。しかし，それは果たして本当

だろうか。数学教育は教える対象の学年が下がれ

ば下がるほど難しくなる。繰り返しになるが，円

錐の体積や，負の数同士の積が正の数になること

などを適切に教育することは，初等的な事実を認

めた上で進められる高等学校の数学の教育に比べ

格段に難しい。むしろ，原理を知らなければ本来

はとても教えられることではない。

学修レベルの低い生徒を相手にするのなら，教

師自身も専門的な数学の知識は不要である，とい

う学生たちの意見もまたしばしば耳にする。これ

についてもまた，筆者はかなり否定的な見解を

もっている。数学が理解できない生徒たちは，意

外なほど純粋で素朴な原理の段階での疑問に躓い

て先に進めないでいることが多いからである。そ

の生徒の躓きのポイントを的確に判断し，それに

応じて適切な説明をすることは，かえって学修レ

ベルの高い生徒たちを指導することよりも高度な

数学が必要とされると考えるからである。中学数

学の花形ともいえる平面幾何学を教えるためには

教師自身が，少なくとも，ユークリッド幾何学の

公理の内容とその存在意義は十分に理解しておく

必要があるだろう。また，中学数学には高等学校

で習う「極限」の概念は使われないから，中学校

教師を目指す自分には関係のない単元である，と

考えるのは大きな間違いである。中学校の数学で

も極限の考え方は多く登場する。反比例のグラフ

に対する，いわゆる漸近線はすでに極限の考え方

を示唆する重要な学習対象である。さらに，無限

に続く小数も極限そのものである。この，極限に

つながる大切な話題を有意義に活用するために

は，少なくとも教師は公理から始まる実数論を知

識としてもち，その概要を俯瞰できるように頭に

入れておく必要があろう。このように，中学校の
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．最後に

「自分は無理をしてまで“良い数学教師”になり

たいとは思わない。教科書を教科書通り忠実に教

えられるごく普通の平凡な教師になって，部活指

導に力を注げればそれで十分である。だから大学

の数学を学び続けるなどという特別な努力は自分

には不要である」と主張する学生もいる。そのよ

うな学生に是非，知っておいてほしいことがあ

る。それは，検定教科書が，数学を知り尽くした

数学の専門家たちが極めて巧みに難点を回避する

ことによって執筆されている，という事実であ

る。例えるならば，一歩踏み外すと深い崖下に転

落するようなきわどい山の斜面に，安全第一を

モットーとして敷かれているレールの上を走る電

車のようなものである。真の意味で教科書を教科

書通り教えるには，専門数学まで込めた数学に対

する相当深い理解，知識と見識が必要である。そ

して生徒たちは，試験の点数によって測られる，

いわゆる偏差値とは無関係に，意外なほど素朴な

教科書の「回避」を教師に質問してくる。教科書

の記述から一切逸れることなく忠実に説明し，生

徒からの素朴な疑問を「教科書にそのように書い

てあるのだから，そういうものだと思って覚える

しかない。それで受験には影響ないだろう」と

言ってその場を巧みにごまかす教師ではなく，そ

のような疑問をもった生徒に真摯に向き合い，わ

かりやすい言葉を使って裏の裏まで説明できる教

師を目指してほしい。闇雲に暗記を勧めるような

教育を施すことは，教師自らが生徒たちの成長の

芽を摘んでしまうことに繋がるだろう。

最近の教育界では「生徒の心に火をつける」と

いう言葉がはやっていると聞く。良い言葉だとは

思うが，数学教育に関する限り，ただ火をつけさ

えすればよいということではない。普段から教師

自身が高い意識をもち続け，より質の高い火をつ

けることが第一義として求められることではない

だろうか。それは，受験が終わればあっさりと消

えてしまうような頼りない火などでは決してな

く，生徒の心に生涯にわたり細々とでも燃え続

け，いつの日かまた激しく燃えるような火である

べきである。教師として生徒にそのような火をつ

けることができたならば，受験に向けた勉強に対

時代とは比較にならないほど自由な時間は減る。

だからこそ今のうちに勉強以外のことを色々経験

しておこう，ではなく，だからこそ今のうちに生

涯の教育の基礎となり得る数学の経験を可能な限

りたくさんしておこう，となるべきではないだろ

うか。日々「少年老い易く学成り難し，一寸の光

陰軽んずべからず」を肝に銘じて，努力を続けて

ほしいと願う。

．結　論

数学の教師の果たすべき重要な役割は，生徒た

ちに本当の意味での数学の魅力を伝えることであ

り，また，試行錯誤の末に苦労して本物の数学を

理解し，さらには，視点をわずかに変えるだけで

全く異なる物の見方ができる，という体験の機会

を与えることにあると考える。その実現のために

教師には，大学で学ぶ微分積分学，線型代数学，

集合論と論理を中心とする教師自身の数学の深い

理解と知識が不可欠である。数学の理解と教育力

は決して一朝一夕に身につくものではない。本稿

で述べてきたような現行教育を変えるような，あ

るいは本来あるべき教育ができる本物の数学教師

を目指すのであれば，専門数学を勉強する最適な

環境に身を置いている今から意識を高くもち，一

つでも多くの数学的内容を少しでも深く理解する

努力を重ねるべきであるし，卒業後もそれを継続

していかなければならないだろう。そのために最

も重要なのは大学卒業時点で，数学の理解と教職

に対する意識を最大限に高めておくことである。

同じ十年でも意識をもって学び続ける姿勢をもつ

十年とそうでない十年ではとてつもない差が生じ

る。一歩一歩，着実に不断の努力を続けていれ

ば，いつの日か必ず本当の意味で生徒の魂を揺さ

ぶる数学教育ができる教師になっていくであろう。

本物の数学の授業とは，理系志望の生徒が受験

問題解法テクニック以上の数学の原理，本質の前

に思わず感銘を受け，また文系志望の生徒たち

に，数学は興味深い学問だから受験勉強でいった

ん遠ざかるが，またいつの日か学んでみたい，と

言わしめる，そんな授業ではないだろうか。
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【文献補足】

［3］は日本全国の数学の教師を対象とした2019年度教

育セミナー（金沢，名古屋)において木内保先生が発表さ

れた内容に関する記事である。［4］は，本文で述べた18

世紀の直感数学から，フーリエの論文提出を機に始まっ

た，19世紀の数学の厳密化の歴史が極めて明快に解説さ

れている見事な力作である。全体的に大学生には少し難

易度が高い記述が多いが，解析学の歴史的背景を読み解

くには最適な書籍である。高校数学教師なら，書棚につ

ねに置き折に触れ読み続けたい一冊である。［5］は高等

学校で普通に行われている数学教育と，その裏に隠され

ている本物の数学が対比的に紹介されている，高等学校

の数学教師には，実に恰好な良書と言える。教師を目指

す学生には是非一読をお勧めする。［6］の“TECUM”と

は，現行の学校現場における数学教育を変えることを目

指して長岡亮介先生が立ち上げた団体（NPO法人)である。

謝辞

筆者が本学において真剣に学生の教員養成に力を注ぐ

ようになったのは，わずか十年ほど前からであるから，

比較的最近のことである。ところが，本物の良い教師を

育てようと思えば思うほど理想と現実のはざまで名状し

がたい違和感がつのり，ここ数年は教職志望学生に対し

てまさしく隔靴掻痒の感を強めていた。

まさにそのような折に，日本大学附属櫻丘高等学校に

赴任されたのが文理学部数学科卒業生でもある木内保先

生である。同先生の授業は，幾度か拝見したが，いわゆ

る原理に基づく本物の数学教育である。私的な形ではあ

るが，数学教育の観点からの高大連携について多くの議

論をさせていただいている。本稿はそれに基づく考察も

多く含まれる。しばしばゼミナール学生への直接指導の

機会もいただいている木内保先生には心からの御礼を申

し上げたい。

2018年度文理学部数学科サマースクールで，長岡亮介

先生のご講演を拝聴する機会を得た。ご講演内容は，い

みじくも現行の学校教育現場における数学教育が内包す

る慢性的問題点を数学の歴史や数学の原理，そして，独

自の明快な理論のもとに喝破するものであり，筆者は大

いに留飲の下がる思いがした。この長岡先生との衝撃的

な邂逅は，筆者の教員養成に対してもっていた考え方を

振起せしめるには十分過ぎるものであった。本稿で述べ

た数学教育に対する考え方は，長岡亮介先生との会話と

参考文献に挙げさせていただいた高著の拝読に負うとこ

ろも非常に大きい。本稿執筆を終え，長岡亮介先生に心

からの深い感謝の意を表したい。

する熱意という火は生徒自らが自分に対してつけ

るであろうし，本来そうあるべきものである。

本稿で述べてきたことは，大学教員という立場

で学生たちに上から諭すつもりは毛頭ない。実

際，大学生からの数学に関する素朴な質問に真摯

な態度で答えようとすると，意外なほどに，専門

数学まで踏み込んで議論する必要が生じること

を，筆者自身がしばしば経験しているからであ

る。また，本稿は現行の中学校，高等学校の教

育，および教育方法に対する持論を展開する記述

になったが，大学での数学教育にも多くの問題点

があることもまた事実である。高等学校で「その

内容は高度だから大学で学ぶことである」と言わ

れた生徒が，大学入学後に学科専門科目の勉強を

していてそのことに気づくことは，現状ではまれ

なことではないだろうか。それは大学教員が高等

学校での数学教育の現状を正しく把握していない

ことが原因であると思われる。どのような項目を

説明する場合でも，中学校，高等学校の数学との

関係を述べることが大切であろう。また，言葉使

いや記号法あるいは習慣が異なれば逐一解説を加

えるべきであろう。中学校，高等学校の教育は原

理の解説という新しい方向を目指し，大学の教育

は，中学校，高等学校での数学からのスムーズな

接続を強く意識することが大切であろう。そし

て，そういうことこそが真の意味での高大連携へ

の模索なのではないだろうか。

参考文献

［1］ 木内　保「数学教室」（国土社）“なぜ，どうして～原
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19.

［2］  木内　保「数学教室」（国土社）“選んで並べる”，

No.774（2016）pp.46-47．

［3］  「第6回夏の教育セミナー」日本教育新聞2019年9月16

日発行記事

［4］  岡本　久・長岡亮介「関数とは何か．近代数学史か

らのアプローチ」（近代科学社）

［5］  長岡亮介「数学の二つの心」（日本評論社）

［6］  「TECUM letter」TECUM定期刊行誌
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1）日本大学文理学部

．緒　言

小学生・中学生年代のバスケットボールやサッ

カーなどのボールゲームでは，ゲームパフォーマ

ンスを高めるために，基本的にボール操作とボー

ルを持たないときの動きを学習内容として位置づ

ける必要がある（吉村ほか，2018）。なかでも，

一人のプレイヤーがゲーム中にボールを保持する

時間はわずかであることから，空いている空間へ

移動したり，空間を創出したりするボールを持た

ないときの動きが重要であることが指摘されてい

る（高橋ほか，2010）。また，ゲームの成果に

は，このボールを持たないプレイヤーに大きく左

右されることも明らかにされている（Stiehlerほ

か，1988）。したがって，ゲームを優勢に展開さ

せるためにはボール操作にも増して，「ボールを

持たない時の動き（off the ball movement）」が必

然的に重要な動きになってくる。

この「ボールを持たないときの動き」の習得に

むけては，一般的なバスケットボールの攻撃指導

では，防御者全員が防御態勢を整えてゴール付近

で守備陣系を形成しているハーフコートのセット

オフェンスや攻撃者の人数が多く設定されるアウ

トナンバーの場面が設定され，そこでの個人や集

団での動き方が想起されるのではないか。しか

し，防御者が態勢を整えている状況を突破するの

は，①防御者の防御しようという明確な意識，②

ゴール付近における攻防双方のプレイヤーの人口

密度等から，先の年代の選手の場合，一定の時間

内で課題を達成することは困難になることが多い

（土田，2011）。

そのため，なるべくボールをはやくゴール付近

へ移動する，いわゆる速攻（ファストブレイク攻

撃）であれば，プレイヤー個々の役割が明確にな

るためゲーム理解と動き方の習得にふさわしい

（土田，2011）。なお，すべてのプレイヤーが未熟

練であったバスケットボール考案当初，速攻が最

初の攻撃法（吉井，1980b）であったことから

も，同動きの指導の系統性からも適切であろう。

しかしながら，ファストブレイク攻撃の戦術指

導の方法に目を向けると，パス交換からドリブル

シュートといったボール移動に特化した練習が採

用される。例えば，「ツーメン」はその典型であろ

う。だが，ツーメンといった練習は相手や状況を

想定可能な一定の修練を積んだ競技者たちの間で

は有意味になるが，初学者や再文脈化が困難な学

習者に繰り返し実施させたとしても，同じ成果を

得ることはできない。そして，このように「ゲー

ムの文脈から外れた状態（isolated situation）」（北

澤ほか，2011）の対応をいくら重ねようとも，そ

れらがゲームにおいて活かされることは稀である。

確かに，これまで先駆者たちによって培われて

きた指導法や練習方法は，有益である。だが，そ

れらを学習者の内在経験に迫ることなく，自得に

任せて方法のみを適用しても動きを習得すること

はできない。

そのため，指導者に求められるのは活動の提示

に留まらず「呈示された習練課題を解決しようと

して，自らの運動感覚世界のなかで，私のコツを

つかむために，悩み苦しんでいる」（金子，2002）

学習者の内在経験を読み取り運動感覚能力を促発

していくことである。言い換えれば，学習者がど

バスケットボールのファストブレイク攻撃における

創発身体知の形成過程

城間　修平1）・伊佐野　龍司1）
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は，ゲームにおける現象を自然科学的方法に則り

数量的に把握されているため，個人は等質化され

ており，動き方については完了したこととして取

り扱われる。

一方，バスケットボールをした学習者自身が実

際にプレイしているコート上で「どのような感じ

で動こうとしているのか」，「どのような感じで動

いたのか」という，当事者の動感を紐解く研究

は，バスケットボールにおける情況判断力の動感

分析（中瀬ほか，2012）や状況を読み解く身体知

に関する考察（中瀬ほか，2013），優れた競技能

力を有するポイントガードの選手が読み解くゲー

ムの流れの構造（中瀬ほか，2017）の開示が着手

されている。このような情況判断に関する研究が

提出されている中で，本研究が問題の所在とする

ファストブレイク攻撃時の「ボールを持たないと

きの動き」については，城間ほか（2015）によっ

て一流選手が保有する「先走り」に関する実践的

な知識の開示がされている。

コーチングに関わる指導者らは，先行研究の対

象となる動感の価値意識を有する選手の育成を志

すことが求められよう。だが，選手自身の運動感

覚を図式化できるよう，その自得発生を促す指導

が求められる一方，指導者自身が動感志向形態の

発生様態を自分自身で厳密に分析できる創発身体

知が形成される過程を詳らかにした研究は着手さ

れていない。特に，戦術的な系統性においても初

期に発生するファストブレイク攻撃の「ボールを

持たないときの動き」については，小学校・中学

校年代の指導者にとっては喫緊の課題であろう。

　そこで本研究は，バスケットボールの「ファス

トブレイク攻撃（速攻）」における「ボールを持

たないときの動き」の創発身体知の形成過程を開

示することを目的とする。

．方　法

1．調査対象者の選定と調査内容

対象とした授業は，平成28年度に行われたN

大学T学科の「バスケットボール実技」を履修し

た学生，45名（男子32名，女子13名）であっ

た。学習者への指導は，バスケットボールの競技

歴（17年）に加え，大学生の指導歴（10年・日

のように動こうとしているのか，どのような感じ

で動いたのかという「動感世界」や「うまくいっ

た」とか，「感じよく動けた」などの価値意識を

読み解くことである。そのために指導者は，動感

促発分析を可能にする分析者自身の創発分析能力

を有していなければならない。現在，コーチング

においても，学習者の内在経験に迫り，承け手が

自らの運動感覚を図式化できるよう，その自得発

生を促す指導が求められている。

この運動者の運動感覚図式の構成の発生地平ま

で遡源して解明を試みる「発生論的運動分析」に

先鞭をつける金子（2002，pp.454-532）は，運動

者が自らの運動感覚図式を発生させる「創発能

力」と運動指導者が運動感覚の図式化を促して形

態発生させる「促発能力」の二つの領域とその下

位能力を示している。さらに，それらの能力に

よって行動する創発身体知の発生分析（金子，

2005，pp.2-72）と促発身体知の発生分析（金

子，2005，pp.74-253）を体系的に示している。

金子の発生論的運動分析を敷衍すれば，運動指導

者には児童・生徒らの現象的身体の深層意識に関

わることができるようにするために，素材分析能

力と処方分析能力によって構成される促発分析能

力（金子，2005，pp.57-59）を有する必要があ

る。そのためにも，指導者養成段階における学習

者（以下，「学習者」とする）に促発分析のため

の身体知が形成されていなければ，プレイヤーの

動感発生を促すことは保証できない。

これまでバスケットボール初動攻撃である

「ファストブレイク攻撃」の研究に焦点化すれ

ば，川面ほか（2014）は，ファストブレイク攻撃

における「流れ」を統計学的に相関分析し，攻撃

の傾向やプレイの「流れ」を抽出すること，ま

た，高橋（2013）は，オフェンスの攻撃形態が試

合にどのような影響を及ぼし，勝敗に関係してい

るのかについて，ファストブレイク攻撃を3種

類，セットオフェンスを5種類に分類し，比較検

討を行っている。大神（2013）は，全日本女子バ

スケットボールチームを分析対象として，ファス

トブレイク攻撃及びアーリーオフェンスのゲーム

に及ぼす影響力の大きさを捉えることに成功して

いる。しかしながら，これらの先行研究において
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焦点化した創発身体知の発生分析方法を参考に

した（表2）。

なお，調査は，90分の授業の内，75分の実技

と15分の調査用紙記入であった。なお，講座担

当者は，毎回の授業終了後に，「攻撃時」の

「ボールを持たないときの動き」を調査用紙に，

記入するように指示した。

その結果， バスケットボール実技受講者のう

ち，バスケットボールの運動経歴はもちろん，他

球技の運動経歴がまったくなかった，学習者A

（平成28年度受講者，1名：女子）を採用した。

また，学習者Aを採用した理由として，全ての授

業に出席し，動感発生への希求努力の確認に加

本バスケットボール協会公認C級ライセンス保

有）を有した当該学科に所属する講座担当者であ

る。本授業は，平成28年4月12日から7月5日に

かけて計12回の授業（表1）が実施されたが，第

1回目から第3回目の授業内容が，ボールハンド

リング・シュート・パス等のスキル練習，第12

回目の授業では，本授業のまとめに時間を割いた

ため，それらの時間を除く，計8回の授業を対象

とした。対象とした計8回の授業時にボールを保

持していない学習者の動きの形成過程及び変容過

程を記録するため，調査用紙を用いた。調査用

紙は伊佐野ほか（2018）が開発したボールゲー

ムにおける「ボールを持たないときの動き」に

表 1　授業展開

期日 活動内容

4 /12

「スキル練習①（シュート）」

1．シュートスキル
　①ドリブルシュート

　　（右サイド・左サイド・中央）

　②ドリブルストップシュート

　　（右サイド・左サイド・中央）

2．ゲーム（10分×2）

4 /19

「スキル練習②（ボールハンドリング）」

1．ハンドリングスキル（各10秒間）
　①ボールタッチ

　②リバウンドキャッチ

　③ボールキャッチ　

　④フィギュアエイト

2．ゲーム（10分×2）

4 /26

「スキル練習③（ドリブル・パス）」

1．ドリブルスキル（各10秒間）
　①スピードドリブル

　②コントロールドリブル

　③パワードリブル

　④チェンジ・オブ・ディレクション

　⑤チェンジ・オブ・ペース　

2．パススキル（各10秒間）
　①チェストパス

　②ワンハンドプッシュパス

　③バウンドパス

　④オーバーヘッドパス

　⑤ビハインド・ザ・バックパス

3．ゲーム（10分×2）

5 /10

「1次攻撃」
1．役割・準備・ポジショニング
　①リバウンド獲得からのボールの移動

　　（1回のパスでボールを移動させる）
　②前方に走り出すタイミング

2．チームミーティング
3．5vs5（10分×2）
4．チームミーティング（まとめ）

　

5 /17

「2次攻撃」
1．役割・準備・ポジショニング
　①リバウンド獲得からのボールの移動

　　（2回のパスでボールを移動させる）
　②中継者が中継するタイミング

2．チームミーティング
3．5vs5（10分×2）
4．チームミーティング（まとめ）
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3，Q1），始原身体知を支える運動感覚能力（表

3，Q2～Q12），形態化身体知，洗練化身体知（表

3，Q15～Q20）の発生分析を企図している。②質

問項目，表3，Q18～Q20は，その動きの為に必

要となる事柄を取り出す為に，本質直観に至る3

つの主要な段階を取り入れている。③調査用紙の

記述は，定量的な枠組みに回収されることはなく

「追－感」（Nach-fühlen）（シュトラッサー，

1978，pp.212-215）をもって学習者の「動く感

じ」を表した「意味をもった事実」（シュトラッ

サー，1978，p.175.）として解釈される。

授業終了後，記入された調査用紙を回収し，

え，質問項目1から17に対して丹念に回答してい

たことが挙げられる。朝岡（1997）や青山ほか

（2009）が指摘するように，運動内観の報告は対

象者の運動内観能力と言語発表能力に依存するこ

とから，回答の量や質は本研究の考察対象の選定

の条件としていた。

2．調査用紙と解釈

本研究で用いる調査用紙は「ボールを持たない

ときの動き」の創発身体知7領域に対応した20問

をVASと記述3項目によって作成されている。そ

の調査用紙の大要は，①原志向的体感能力（表

5 /24

「3次攻撃」
1．役割・準備・ポジショニング
　①リバウンド獲得からのボールの移動

　　（3回のパスでボールを移動させる）
　②中継者が前方にパスを出し、それと同時

　　に中へ走り込むタイミング

2．チームミーティング
3．5vs5（10分×2）
4．チームミーティング（まとめ）

5 /31

「4次攻撃」
1．役割・準備・ポジショニング
　①リバウンド獲得からのボールの移動

　　（3回のパスでボールを移動させる）
　②中継者が前方にパスを出し、それと同時

　　中へ走り込む+次の学習者が走り込むタ 
　　イミング

2．チームミーティング
3．5vs5（10分×2）
4．チームミーティング（まとめ）

6 /7

「1次攻撃から4次攻撃までのまとめ①」
1．役割・準備・ポジショニング
2．チームミーティング（チーム内での確認）
3．4vs4（3分×1）

4．チームミーティング（まとめ①）
5．5vs5（10分×1）
6．チームミーティング（まとめ②）

6 /14

「1次攻撃から4次攻撃までのまとめ②」
1．役割・準備・ポジショニング
2．チームミーティング（チーム内での確認）
3．5vs5（10分×1）（ドリブル制限）

4．チームミーティング（まとめ①）
5．5vs5（10分×1）
6．チームミーティング（まとめ②）

6 /21

「1次攻撃から4次攻撃までのまとめ③」
1．チーム再編成
2．チームミーティング（チーム内での確認）
3．5vs5（10分×1）（パス制限）

4．チームミーティング（まとめ①）
5．5vs5（10分×1）
6．チームミーティング（まとめ②）

6 /28

「1次攻撃から4次攻撃までのまとめ」
1．チーム再編成
2．チームミーティング（チーム内での確認）
3．5vs5（10分×1）

4．チームミーティング（まとめ①）
5．5vs5（10分×1）
6．チームミーティング（まとめ②）

7 /5 「攻撃の原則のまとめ」5vs5
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表 2　調査用紙
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や5人対5人のグループに分け，タスクゲーム

（ドリブル制限やパス制限など）を中心に授業を

行った。

ここで，選択されたファストブレイク攻撃は

表1に図示した4つの攻撃形態である。

まず，最初の攻撃形態である1次攻撃は，相手

方が何らかのパスミスやドリブルミス，シュート

ミス等で攻撃権が自チームに移った際に，瞬時に

前方に走り出している味方のプレイヤーに一回の

ロングパスでボールを移動させ攻撃を仕掛けるパ

ターンである。次に1次攻撃のように前方に走り

出している味方のプレイヤーに一回のロングパス

でボールを移動させ，攻撃を仕掛けようとする

が，何らかの理由（例えば，ディフェンスマンの

一人が早くフロントコートへ戻りボールの移動を

阻止してきた状況など）により前方へパスが出来

なかった。その際に，安全且つ的確にボールを移

動させるため，ボール保持者と前方に走り出して

いる学習者との間に，「中継者」が入り，その中

継者を通じて，前方に走り出している味方プレイ

ヤーにボールを移動させ攻撃を仕掛けるパター

ン，これが2次攻撃である。

続いて，2次攻撃と同様に中継者が前方に走り

出している味方プレイヤーにパスを出し，ボール

を移動させようとするが，何らかの理由（例え

ば，ディフェンスマンが簡単にボールを移動させ

ないように阻止してきた状態など）によりパスが

できなかった。その際に，前方に走り出している

味方プレイヤーはゴール付近でボールをもらうこ

とができないと判断をしたら，その場に留まら

ず，瞬時に中継役に回り，第一中継者から第二中

継者にボールを移動させ，第一中継者は，ボール

を移動させたと同時にゴール前付近に走りだし，

攻撃を仕掛けようとする。このパターンが3次攻

撃である。

最後は4次攻撃である。4次攻撃は，3次攻撃同

様ゴール下付近でボールを保持し，攻撃を仕掛け

ようとした味方プレイヤーが，何らかの理由によ

りボールをもらうことが出来なかった。すると攻

撃開始時にボールを保持した学習者が，空いてい

るスペースへと走り込んで攻撃を仕掛ける，いわ

ゆる波状攻撃を行う。この一連の流れが，本授業

VASはチェックされた位置を計測しグラフ化され

た。資料の解釈は，朝岡（1999）が指摘するよう

に，事実は，人がそれに語らせない限り語ること

がないため，誰かがその関係を考え，表現しなけ

ればならない。したがって，「事実をもった意味」

としてのVASや記述の結果を解釈するために

は，共同体にとって相互主観的に了解可能な意味

付与の枠の中に移行することが要求される（朝

岡，1991）。それゆえ本研究においても先行研究

（伊佐野ほか，2018）に倣い，「追感」をもって

「事実の意味」の世界に立ち入り，それを発生運

動学の視座から解釈し，表すこととした。

その上で，先に記した講座担当者は，促発指導

を心掛けて実施していることに加えて，自らの豊

富な運動感覚的経験から蓄積された学習者の運動

感覚的経験，さらに多様な情況によって蓄積され

た経験を有しているために，当該授業の学習者に

よって記述された運動体験を「追感」し，研究者

間において相互主観的に了解可能な概念化が図れ

ると判断された。また，当該調査用紙を用いて授

業を展開し，学習者がわからない点については調

査用紙に説明を施した上での返却や直接説明を施

すなど講座担当者と学習者との間でやり取りが行

われた。

3．授業展開

本授業では，バスケットボールのゲーム中に現

れるファストブレイク攻撃を行う際に，ボールを

保持していない学習者に着目し，実施した。第4

回目から第7回目までの授業では，ファストブレ

イク攻撃を4つの攻撃形態（以下，1次攻撃から4

次攻撃）に区分して指導を行った。

ファストブレイク攻撃の攻撃形態は，相当数あ

るにも関わらず，当該攻撃形態を選択した理由と

して，本受講者には未熟練者が多く散見されたこ

とから，彼／彼女らが本授業内でファストブレイ

ク攻撃の本質を理解し，さらに実践することが可

能（攻撃完了人数を最大3人までで完結できる攻

撃形態を選択）であると判断したため採用するこ

ととした。

続いて，第8回目から第11回目までの授業内容

は，オフェンス・ディフェンス共に，4人対4人
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伸長能力や，先読み能力などが発生していない情

況が記されている。すなわち，その場の「情況の

読み取り」，またそれによっての「情況に応じた

動き」が出来ていないことにより，定位感（表

3，Q4）が低い値を示していると考えられる。し

かしながら，「～なりたくて」と記述されている

ことから，プレイ事態は上手くはいっていないが

「志向努力」が記されていた。

その一方で，2次攻撃を主とした授業であった

5月17日の遠近感（表3，Q6，7，8，9），気配感

（表3，Q13，14），時間化身体知（表3，Q10，

11，12）は5月10日よりも「わかる」と感じてい

る。しかしながら，上記の定位感の潜勢運動が行

われていないことを勘案すると，この場合は自ら

の潜勢運動の世界において試行錯誤していた状態

といえよう。このように解釈すると，5月10日の

情況に応じた動きができずに「ボールに対して自

分が対角線にいるようにすると，ボールもよく見

えるし，自分についているマークの人とか相手も

よく見えるようになるというアドバイスをもらっ

た！」表4（下線部2）のような仲間からアドバ

イスをもらった内容が，感覚的な印象として残る

ように，自らの行動意図に反逆した身体の動感意

識に直面した（金子，2009）ことが，情況に応じ

た志向性を高めたと考えられる。

そのため，5月17日の授業に記されているよう

に（表4，下線部3），再度仲間から「相手ゴール

と自分のゴールの真中くらいのところに立つ」と

いうアドバイスを貰いそのことを，心がけるよう

になったことで，自分自身の位置取りは把握し始

めてきている。また，表4（下線部4）の「ボー

ルに合わせて動けるようになった」「パスを回し

てもらえる回数が増えた」との記述から，味方の

動きの意図等は把握することが可能になってきて

いることが読み取れるが，表4（下線部5）の

「ボールをキャッチ出来ても次のパスを出すまで

に時間がかかって」と記述されていることから，

「情況の先読み」はまだ出来ていないことが考え

られる。また，Q17-2，15-2，16-2が示すよう

に，味方の動き方の意図は把握しているが，自分

自身の動き方がわからないことが読み取れる。

で行うファストブレイク攻撃と定義づけて授業を

行った。また，このような攻撃形態の基，本授業

実践では，学習者が主体となって授業を行えるよ

う，授業内容の作成及び授業展開を構成した。例

えば，集団的練習（チーム練習）終了後，ゲーム

開始前，ゲーム終了後に，学習者自身が直ぐに対

話し，振り返ることができるように，チームミー

ティング・各個人同士でのコミュニケーションの

時間の確保や，学習者らによるチーム戦術・戦略

の立案，また，個人・チームとしての問題点，改

善点などを話し合う時間を取り入れるなどし，学

習者が主体となって授業を取り組めるような環境

に配慮した。 

．考　察

本授業実践では授業終了後，学習者Aに質問項

目1から17を記入させた。その回答結果を集計し

たのが表3である。また，質問項目18から20の

記述内容を示したのが表4である。以上の資料に

ついて，講座担当者とコーチング学，体育科教育

学，発生運動学を専門領域とする研究者間で解釈

手続きを相互了解した上で，学習者Aの「追感」

内容を共有し，発生運動学の視座から解釈した。

1．自らの動感作用と向き合う段階

授業開始の5月10日は，バスケットボールの

ゲーム中に現れる最初の攻撃形態であるファスト

ブレイク攻撃（1次攻撃）の「ボールを保持して

いないときの動き（自チームがボールを保持する

前段階での情況判断）」の動感発生について主眼

が置かれた。授業開始当初の回答結果を確認する

と，相手の定位感（表3，Q4）については「わか

らない」様子が読み取れる。特に，本授業は第1

回目ということもあり，球技の競技経験がまった

くない学習者Aにとっては，潜勢運動（金子，

2002，p25.）も十分に行うことが「できなかっ

た」ことが読み取れる。また，情況投射（表3，

Q15～Q17）も同様に，いずれの項目も「わから

ない」状態である。この「わからない」状態を露

にするように，表4（下線部1）の反省分析の記

述には，「ボールに上手く反応したりできない」

「足も速くなくて，パスに追いつけない」など，
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表 3　学習者AのVAS回答結果集計表

Q1

Q2
Q3
Q4
Q5

(

Q6
Q7
Q8
Q9

(

Q13
Q14

(

Q10
Q11
Q12

Q15-1
Q15-2
Q16-1
Q16-2
Q17-1
Q17-2

アドバイスをした。このようにゲームにおけるA

の動いている感じを追感しながら，当人の運動経

験においても実現可能な動き方を処方することで

「ボールをもらえそうな位置に動いて，パスをも

らえる」（表4，下線部7）ことが達成された。こ

の成功が「もらえる場所にいるだけでボールの流

れを止めてしまっているなと感じたので，パスを

もらう時は止った位置でもらうのではなく，ボー

ルの流れに合わせて自分も動けると，攻撃のチャ

ンスも増える」表4（下線部7）と新たな気づき

を生み出す契機にもなっていた。

その後のプレイでは，表4（下線部8）の「リ

バウンドを取ったタイミングで周りを見て走り出

せるようになったので，ボールをもらう回数，パ

スを出す回数も増えたし，ゴールのサポートも多

少はできたと思う」と自分自身が思い描くような

プレイが出来ていた。これは，指導者の言葉掛け

によって戦術的な気づきの促進と，これまでの授

業の中で体験した動感素材をもとに潜勢運動が成

功したことによるものと考えられる。そして，そ

2．動感素材を統覚していく段階

5月24日，5月31日は，ファストブレイク攻撃

（3，4次攻撃）に主眼が置かれ授業が展開され

た。そこでの回答結果を紐解くと学習者Aは，表

4（下線部6）に記されているように，バスケッ

トゴールに対して中継者が「少し遠い位置」にい

ることが多かったため，ボールを素早く移動する

為には，ボールを受ける位置取りを修正する必要

があった。指導者からは学習者Aも同様の距離に

位置取り，ボールを受けることが出来ていない状

況が続いていたため，味方がゴール下近辺でノー

マークの状態であっても，パスを出すことができ

ていないように感じ取れた。このときの学習者A

には定位感能力が発生していない状態と読み取れ

た。そのような学習者Aに対して指導者は，始原

身体知の発生を目論み，「味方がボールを受けた

と同時に，このセンターサークル付近でボールを

受けようとするよりは，向こうのあのライン付近

（フリースローライン付近）に走った方がボール

を受けることが出来るよ」と位置取りについて，
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表 4　学習者Aの記述内容

期日 印象 項目 内　　容

5 /10 15-1

Q18

仲間のプレーを見ていて，相手がシュートしてリバウンドを

取った後，○で囲んだように，早く反応して走っている人が，

試合前に練習してたようなファーストブレイクが実行出来てい

た。○で囲んだ人たちが1発でシュートを決められなくても，
ゴール下にいた人たちがパスを出してからすぐに自分のチーム

のゴール側に走って来ていて，リバウンドを取られて相手が出

したパスを阻止していて，ゴール側に寄っているから，またす

ぐにシュートまでつなげることができていた。

Q19

自分はみんなみたいに（1）
かもしれないか

ら，自分のチームのゴール下でロングパスを待つようにす

る！！少しずつボールに合わせて動けるようになりたくて，仲

間の経験者に聞いたら，（2）

あとは，パスに対して直線上を走らないようにす

る。

Q20

前回の授業でやった試合よりも，19に書いた仲間たちや先生か
らのアドバイスで，ボールに触った回数も増えたし，シュート

する回数，チャンスも増えたので少しずつチームに貢献できる

ように頑張りたい。ゴール下でみんなよりも速く待っている作

戦は上手くいくこともあるけど、ロングパスになるから途中で

相手チームにカットされてしまうことも何度かあったので、

ボールを待つだけではなくて、相手がどこにいて自分はゴール

下のどの辺にいれば上手くパスが通るのかなども徐々に試合中

に考えながら動けるようになりたい。次の授業では今日よりも

ボールに積極的に関われるように、多くパスがまわってくるよ

うに反省を踏まえて頑張りたい。

5 /17 16-1

Q18

ファストブレイクをするためにリバウンドを取った後、ロング

パスを出したいけれど間に相手チームの人がいてパスがカット

されてしまいそうな時、同じチームの人が上手く中継をつない

でゴール前までボールを運べていた。（→：人の動き→：ボー

ルの流れ）自分のチームのゴール下では、シュートが入らな

かった時に真下にリバウンドを取る人がいて、シュートが打ち

やすい場所にもう1人いて、1回外れてもすぐにパスを出しても
う1度シュートが打てるような状況が作られていた。

Q19

前回はゴール下で待ってることだけしか出来なかったけれど，

今回は何回か中継に携わることが出来た。チームの男の子や経

験者の人たちは18で記入したみたいに走ってボールに合わせて
動いていたけれど，自分は追いつける自信がなかったので，

キャプテンに聞いたら（3）
というアドバイスをもらったので，

心がけるようにした。

Q20

今回の授業では前回よりもボールに合わせて動けていたと思

う。決定率はあまり良くはなかったけれど，シュートを打つ機

会も回数も増えて，少しずつ出来ないなりにゲームに携われる

ようになった。（4）
分， のは良いことだが，パ

スをうまくキャッチ出来なかったり，（5）
相手チームにマークされ

てしまったりするので，次回の授業では改善できるようにした

い。トラベリングにも気を付けるのと，ゴールの決定率を上げ

たい！！
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指導者が細部にわたって，位置取りを指示しなく

とも，自ら位置取ることができたのは，第1次攻

撃，第2次攻撃の動き方の類似図式を直観化させ

れらをゲームにおいて顕勢的運動遂行によって，

情況投射を示す表3，Q15，16，17もすべて前回

より「わかった」ことが示されている。つまり，

期日 印象 項目 内　　容

5 /24 16-1

Q18

1番良いパターンはファストブレイク ，それができなかった

時に ， もできなかった時が今日の課題であった のパスま

わしになる。自分のチームの人たちは， のボールの流れが上

手くできていた。しかし，リバウンドを取った人から1番にパ
スをもらう中継の人が（6）
ため，ゴール下までボールが運べず途中でカットされてしま

うことも少なくなかった。

Q19

まず、今日の課題が三次攻撃だったため、みんな三次攻撃の形

ばかり意識してしまっていて、ファストブレイク、二次攻撃が

できる時も三次攻撃をやろうとしていたのを見たキャプテンか

ら「まずファストブレイク、次に二次攻撃、その2つができな
かった時の三次攻撃だから、ファストブレイクを狙うのは忘れ

ないように」と言われた。パスを出す場所に関してはなるべく

ゴールに近い人にまわせるようにする。

Q20

19でキャプテンに言われたこと，先生と話したことを踏まえて
一度，記入したようにシュートにつながるパスが出せたので良

かった。（→：ボールの流れ）一回目の授業よりも（7）

と思った。ボールを持つと焦ってしまうので，仲間

に上手くパスがまわるようにマークを引きつけるなど，出来な

いなりにチームに貢献できることを頑張ります。

5 /31 16-1

Q18

リバウンドを取った人から中継の人へパスが出て 中継の人か

らゴール近くの人へパスが出て ゴール近くの人は外から中に

入って来た人にパスを出す という形が何度も成功していた。

までのパスで決まらなかった場合もリバウンドを取った人へ

再びパスを出してゴールが決まる（四次攻撃）も上手くいって

いた。 自分は中継の人からボールをもらう位置にいることが

多かった。

Q19

試合前の練習や，試合途中で先生からタイミングのアドバイス

をもらうまでは，記入してある場所で立って待っていることし

かできなかったけれど，（8）

Q20

今日は2試合フル出場だったので，いつもみたいに客観的に外
から見ることはできなかったけど，出場していたからこそ，今

まで考えていたことを実践する機会が多く，タイミングや感覚

を少しずつつかめてきて，いつもより楽しく感じた。周りを見

て動けるようになってきた分，ボールを持つ，パスをもらう回

数も増えてきたのは良いことではあるが，その分相手チームに

マークされることも多くなってパスを出すのが遅いとどんどん

シュートが打ちにくい状況になってしまうから，仲間の動きを

見て，素早く判断し，パスを出したりシュートしたりできるよ

うに頑張りたい。
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れている。この達成には，「試合を外から見てい

る時，自分のチームの3次攻撃がたくさん決まっ

ているのを見て，人の動き方やパスを回す時の

ボール保持者の注意力などがよくわかって，いつ

もより多くのことが学べた」（表4，下線部16） 

と記載されるように，人の物理的移動に着目する

のではなく，他者観察によってコート内の仲間の

動感を読み取ることができたことが背景にある。

また，仲間の動感を読み取ることで，Aは自身が

有する能力について自覚可能となったことで，

「自分は攻撃に携わるのは難しいそうだ」（表4，

下線部17）との判断に至り，「中継」の役割を担

うことの決断を後押ししている。この時の決断の

様子を読み取った講座担当者は，アドバイスを求

めてきたAに対して，動感対話となるようコート

内にいるかのうように「ディフェンスの位置に

よって，ゴールとゴールを挟んだ位置でパスを受

け，前方にボールを進めることが良いよ。なぜな

ら，最短距離でボールを運ぶことができ，今まで

以上に速く攻撃を仕掛けることができるよ。」と

指導した。そのことにより「先生にパスをもらう

時に気を付けることを教えてもらった」（表4，

下線部18）ことを身体が了解し，「あえてゴール

から離れる」（表4，下線部14）といったボール

保持者，また，ボールを持っていないプレイヤー

の動く意図の把握や「あえて」と記されるように

ゲーム情況全体の見通しを促進させていった。

こうした情況を共にする講座担当者・仲間との

動感対話により，Aは情況との関わりの中で「有

意味に自ら動く主体」（金子，2002，p.323.）とし

ての認識に向っていると考えられる。そのため， 

A自身が「あえてゴールから離れる」（表4，下線

部14）また「距離をはかる」（表4，下線部15）

等のボールを持たないときの動きに関する志向努

力が生じたのだろう。

こうした仲間の意図の把握が促進されているこ

とは当日のVASにも確認される。学習者Aは自身

に関わる定位感・遠近感・時間化（表3，Q2，

4，6，8，10，12）は低い値であるが，仲間に関

する項目（表3，Q3，5，9）は前時より高い値を

示している。これはゲーム中の自らの動きの意識

が「隠れ」，仲間の動き対する意識が「現れ」て

たことが考えられる。このように，当該授業にお

いては指導者による「位置取りの指導」に対する

動感指導によって学習者Aは動感素材と出会い，

それらを統覚化していった。これは金子（2002，

pp.417-430）の形成5位相に照らし合わせれば，

形態化位相（形態統覚化）に移行していく段階で

あると考えられる。

3．速攻時の動きかたの形態化

6月7日は，これまで取り組んできたファスト

ブレイク攻撃をゲーム情況に応じて実施すること

に主眼が置かれ授業が展開された。質問項目，表

4（下線部9）では，「少し周りを見て動けるよう

になってきた分，ボールをもらえる回数が少しず

つ増えてきた」様子が記されている。学習者A

は，自分自身が周りの情況に合わせてボールを受

ける中継者の役割は遂行できたことが読み取れ

る。しかし，学習者Aはボールを受けることは出

来ているが，「中継者としてボールをもらったあ

とに，誰に，どこにパスを出せば良いか分から

ず」（表4（下線部10），また「近くに味方の人が

来てくれないとパスが出せない」（表4，下線部

11）と記されているように，送る側と受ける側の

相互の意図が図れていないことが読み取れる。ま

た，質問項目Q20（表4（下線部12））でも，「攻

め方の仕組みだったり，やり方だったりは一応わ

かっているけれど，試合に出て実行してみよう！

となるとなかなか思っているように動けず」と記

されている。これはA自身も自覚するように，戦

術的には理解が及んでいるが，それを実現しうる

ための動感を選択し決断することができていない

状態に陥っている。すなわち，運動的な意味の了

解に至っていないことが読み取れる。Aの場合，

各攻撃スタイルの潜勢運動は実現できていたが，

固定された展開とは異なるゲーム情況に応じて攻

撃スタイルを判断する場合，潜勢運動の実現が困

難であった。

6月14日も前時と継続して情況に応じた攻撃ス

タイルの判断が主とした授業展開であった。潜勢

運動の実現が困難であったAであるが，本時にお

いては「3次攻撃が成功 !!」（表4（下線部13））

と快感情（朝岡，1999）が読み取れる内容が記さ
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る。

6月21日は，これまで組まれていたチームのメ

ンバーを再編成して，ゲームを多く取り入れた。

学習者Aは，自分自身の役割を教員に確認を取っ

いると考えられよう。言い換えれば，対私的から

情況投射へと差異化現象（金子，2002，p.500.）

が生じている。それを裏付けるように表3，Q15-

1，16-1は前時より向上していることが読み取れ

表 4　学習者Aの記述内容（続き）

期日 印象 項目 内　　容

6 /7 17-2

Q18

（9）
が，（10）

ボールを持ったまま止まってしまって，周りに人が集まっ

てきてパスが出しにくくなり，（11）

Q19

ボールをもらえそうな位置にいるなら，ボールをもらってから

誰に・どこにパスを出せばいいのか考えるのではなく，ボール

をもらう前から予想したり，仲間のいる位置，動きを把握して

ボールをもらってからすぐにパスを出せるように準備してお

く。

①リバウンドを取った人が走って来ているところへパスを出

す。②ゴール近くでノーマークの仲間にパスを出すなど。

Q20

（12）

，ボールをもらっても仲間がもらいに

来てくれないとパスが出せなかったりしてみんなに頼ってばか

りになってしまうので，今日の最後に反省したように「次に何

をするのかある程度考えて動く」のを次回は心がけて頑張りた

いと思います。相手チームのマークの人との距離感や，仲間の

ボール保持者との距離感も意識してプレー・ゲームに貢献でき

るようにしたいです。

6 /14 16-1

Q18

（13） 相手ゴールの下でリバウンドを取っ

た仲間が，近くにいる仲間にパスを出して(中継)また次の近く
にいる仲間にパスを出す。パスが回されている間にリバウンド

を取った人はゴール近くに走っているので，この人にパスを出

してもよいが，相手チームのマークが着いて来ているため，

（14） 元々，ゴール近くにいた人も

同じことをして，違う仲間にパスが渡りゴール。

Q19

◎パスをもらう時に気をつけることは？ →なるべく相手のマー
クから離れて自分のチームのゴールに近い位置でもらえるよう

に（15）
◎自分がディフェンスだった時の動き方 →相手チームのボール
保持者と自分がマークしている人の間に入るように心がけて動

く。

Q20

（16）

（17）
（18）

，バスケ部の人にディフェンスをする時のコツや動

き方を教えてもらったので，点を決めることだけに集中してし

まわずに，防御する方にまわって自分のできそうなことで少し

ずつチームに貢献できるように頑張りたい。
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合わせて評価が行われている。こうした学習の成

果はQ20（表4，下線部20全文）にも示されてい

るように，攻撃の仕組みをゲームにおいて身体で

了解する認識的な理解から運動感覚的な理解に

至っている。

た（表4，下線部19全文）後にゲームに望んだ。

この確認とは単に自分自身の動作の確認だけでは

なく，自らの価値覚能力の評価も行っていると読

み取れた。これまで一緒に活動していた仲間とは

異なっていても，自らの情況の類型化についても

表 4　学習者Aの記述内容（続き）

期日 印象 項目 内　　容

6 /21 16-2

Q18

リバウンドを取った人がドリブルで自分のチームのゴール近く

まで来て，ゴール横にいる人にパスを出そうとしたがマークに

付かれてしまっていて，ゴール正面があいていたので走ってそ

の空間に入りパスをもらってゴールを決めることができた。

ファストブレイクから，中継に入り二次，三次，四次攻撃と上

手くパス回しできていたので良かった。

Q19

（19）

Q20

（20）

6 /28 15-2

Q18

（21）

→シュートを打つチャンスをたくさん作ることに繋がった。更

に，一度シュートが外れてもリバウンドを仲間が取ってくれ

て，二度目のシュートで決まったので（22）

Q19

相手にリバウンドを取られた時にディフェンスに戻るのを早く

する！！

自分たちがシュートを外してしまい，相手チームにリバウンド

を取られた時ファストブレイクを防ぐために相手ゴールに近い

人はすぐにディフェンスに移るようにする。　

→相手は攻撃しようと自分たちのゴールに向かっているため，

途中でパスがカットできれば自分のチームのシュートチャンス

になる！！

Q20

今日は試合で今までに学んだことを活かせたと思います。先週

から試合経験が増えて少しずつどうやって動けば良いか，どこ

に動くのが良いかがわかるようになってきて，前のチームで同

じだった人に「前より攻めるようになってる」と言ってもらえ

たので良かったです。（23）

あとはもう少し相

手チームとの距離感だったり，仲間との距離感を考えてパスミ

スを防げるように来週は頑張りたいと思います。
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．結　論

本研究は，バスケットボールの初動攻撃であ

る，ファストブレイク攻撃（速攻）を行う際に，

「ボールを持たないときの動き」に着目し，そこ

で発生している学習者自身に動因されている創発

能力の形成過程を提示することを目的とした。こ

の目的達成に向けて，バスケットボール競技歴と

指導歴を有した講座担当者によって，自らの体験

を振り返ることで導出された，創発身体知の7領

域に対応した20問を，VASと記述3項目によって

回答する調査用紙を用いた。そして学習者の授業

中の動きや記述された調査内容について発生運動

学の観点から解釈した。記述内容から運動の内観

報告を実現させる言語発表能力を有すると判断さ

れた考察対象者，学習者Aは授業当初，内在経験

を感じ取ることが未熟であったが，「自らの動感

作用と向き合う段階」から，講座担当者・仲間か

らの戦術行動に関するアドバイスを得ることに

よって，潜勢運動の成功，さらにそれを契機に

「動感素材を自我身体に統覚化」している段階と

なった。この度の事例では，5月24日の授業の際

に「ボールの流れに合わせた動き」また，5月31

日の授業の際に「タイミングの指導」に対する動

感指導によって，VASも向上し，理解が促された

かと思料されたが，6月7日の授業では前時まで

の学習が活かされる様子はなかった。その後の6

月14日の授業では，「3次攻撃が成功！」と快感

情が読み取れる内容が記載されていることから，

試合を外から眺めることによって，人の物理的移

動に着目するのではなく，他者観察をすることに

よって，コート内での仲間に運動感覚的共感を働

かせたことが背景にあった。また，「中継」の役

割を担うことの決断を後押しした，担当者による

運動理解を処方したことで，学習者Aはゲーム情

況全体の見通しを促進させたことが考えられた。

つまり，授業において動感的な反省を体系的に入

れて実践することができた。

それと言うのも，動感観察・交信・代行を心掛

けて指導を実施していることに加えて，自らの豊

富な運動感覚的経験，多様な情況によって蓄積さ

れ経験したことが要因にある。

前時において類型化された学習者Aは6月28日

の最終授業においても，「相手ゴール下にいる仲

間がリバウンドを取るタイミングで自分たちの

ゴールに向って走ることができた」（表4，下線

部21）や「連係プレイができた」（表4，下線部

22）等，チーム戦術の達成を記載している。また

Q20（表4，下線部20）では「今までは仲間に

シュートするチャンスを作ってもらっているよう

な感じだったけれど，わかってきたら自分でチャ

ンスを作れるようになりました」と記入されてい

る。ここにおいては，味方と相手の「行動の未来

を先取りしながら，過去のさまざまな模索を要約

し，経験の特殊な情況を転じて類型的情況」

（M.メルロ=ポンティ，1964）として感じ取り，

その上で学習者Aの動き方，関わりかたの中から

動感図式を選び出し，決断と承認を実行してい

る。6月14日に対私的から情況投射へと相互隠蔽

原理（金子，2002，p.482）が生じたことで，運動

感覚的にゲームを把握できていることがVASの向

上からも読み取れる。授業終了時にはAの動感形

成位相は，形態化位相に入り，修正への志向を経

てわざ幅への志向（金子，2002，p.427-428.）にま

で到達しようとする段階であったと評価できる。

以上，これまでの授業における反省分析を振り

返ると，Aは速攻時の「ボールを持たない動き」

の創発身体知を，「自らの動感作用と向き合う段

階」，「動感素材を自我身体知に統覚化」，「速攻の

動きかたを形態化」といった動感形成位相の順序

性を辿りながら形成していった。その動きの発生

を促したのは，講座担当者や仲間との「戦術行

動」「位置取り」についての動感対話であった。

さらに，統覚化された動感を用いて他者観察を図

ることでコート内の仲間の動感を読み取り，つい

には潜勢運動に成功したことが，運動の意味を身

体が了解したことに結実した。さらには，類化さ

れた図式を他のゲーム情況に変化させていくこと

で，たとえチームメンバーが変わっても情況と仲

間の意図を把握できているとし，戦術の成功に導

いていた。そこでのAは，自我中心化身体知が

「隠れ」，伸長能力，先読み能力，シンボル化能力

に支えられた情況投射身体知が「現れる」までに

至っていた。
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されている。
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1）日本大学文理学部

．問題提起

学校や大学で語学を教授する場合，一般的には

おおかた定着している文法項目を─学校文法と

言ってもよかろう─年間計画でどのように配分し

て授業を進めていくかが重要になる。高等学校ま

での外国語のように学習指導要領および解説で決

められている場合もあるが，大学の初修外国語の

ように 1年間（2セメスター）で一応の完結を想

定しなければならないときは，文法項目の選択を

迫られることもある。

しかし残念なことに，こうした文法項目の選択

行為はあっても，学校文法そのものが本当に当該

言語の実態に適切な概念なのか，というプリミ

ティヴな疑いを抱いて授業を改善する行為はほと

んど顧みられていないのではないか。

本稿はドイツ語教育を中心に，ドイツ語学習の

成立史を辿りつつ，学校文法と実際のドイツ語の

姿のギャップについて指摘し，今後の語学教育に

は何が必要かを考察したいと思う。

．はじめにルターありき

そもそもドイツ語が学校で教授されるように

なったのは16世紀からのことで，これにはル

ターの宗教改革が絡んでいる。神と人との信仰に

よる結びつきは聖書を読むことで成立すると考え

たルターは，1522年新約聖書のドイツ語訳を刊

行した。それまでは僧侶ですらまともに聖書を読

んでおらず，ローマ教皇の教えを神の教えとし

て，しかもラテン語で民衆に発してきた。それを

ルターは民衆が理解できる母語ドイツ語で，聖書

に書かれていることを知ることができるようにし

た。

同時に彼は支持を得ている諸侯に宛てて男女の

差別無く義務教育をするべきだという手紙を送っ

た。これが1524年の „An die Ratsherrn aller Städte 

der deutschen Landes, dass sie christliche Schulen 

aufrichten und halten sollen“（ドイツ全市の市参事

会宛：キリスト教精神の学校設立・運営）とい

う文書である。これを受けてプロテスタント諸

侯の国々では義務教育が始まり，その学校で初

めて母語であるドイツ語が教授されることと

なった。当然教科書が必要となるわけで，1537

年にはRotenburgの校長Valentin Ickelsamerによ

る „Teutsche Grammatica“（『ドイツ語文法』）を

始めとしたドイツ語の文法書が刊行された。

当時の文法書はドイツ語を教授するとともに，

もうひとつの役割も担っていた。1618年刊行の

Johannes Kromayer „Deutsche Grammatica“（ヨハ

ネス・クロマイヤー『ドイツ語文法』）の序文に

はこうある。

Dieses Büchlin einer deutschen Grammatik/ mit 

fleiß zusammen bracht vnd auffgesetzet worden/ in 

sonderlicher Gleichförmigkeit mit der Lateinischen/ 

Griechischen/ vnd Hebräischen Grammatiken/ 

welche wir auch vnter henden haben/

このドイツ文法の小著が特に意図していること

は，我々がよく知っているラテン語，ギリシア

語，ヘブライ語文法と類似した文法形態である。

この時代，大学ではラテン語で講義が行われて

ドイツ語はどのように教えられてきたか

─ことばの実態と学校文法の乖離─

宮澤　義臣1）
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この 6つの格はすなわち Nominativ（主格），Genitiv

（属格），Dativ（与格），Akkusativ（対格），Vokativ

（呼格），Ablativ（奪格）であり，ラテン語の格変化

の枠組みそのままである。ドイツ語には呼格と奪

格は存在しないが，それを無理矢理  „O du 

thier“（おお，汝動物よ）， „von dem thier“（動物

から）という訳語を作って当てはめている注3）。

動詞の変化についても同じ事が言える。まず態

をActivum（能動態），Passivum（受動態），Neu-

trum（中動態）の 3つに分けている。ギリシア語

には確かに中動態はあるが，ドイツ語には存在し

ない。クロマイヤーはギリシア語に存在する3つ

の態のパラダイムに，他動詞の能動態，受動態，自

動詞を当てはめた。能動態に関して他動詞と自動

詞を区別する理由など全くない筈だが，彼は既に

ある 3つの「文法的枠」を埋めるべく知恵を絞っ

たのであろう。さらに時制に関しては Präsens

（現在形），Präteritum imperfectum（未完了過去

形 ），Präteritum perfectum（ 完 了 過 去 形 ），

Präteritum plusquamperfectum（過去完了過去

形），Futurum（未来形）の 5つを設定してい

る。未来完了形を付加すればラテン語の動詞時制

と同じである。注目すべきは Imperfectum とい

う文法用語である。ラテン語の所謂「過去形」は

imperfectum といって，現在で言えば「～してい

た」という過去進行形の意味なのである。ラテン

語では通常「～した」は完了形を用いる。現行の

学校文法では Imperfekt とは言わずに Präteritum

（過去形）と表記している部分を，クロマイヤー

はラテン文法の述語のままで記載している。

こうしたルター派による義務教育で用いるドイ

ツ語教科書の文法は，17世紀になってより学術

的な規範文法へと発達する。当時ドイツ語圏を席

巻したフランス語大流行による外来語の大量流入

が，母語を愛する人々に Sprachgesellschaft（国

語協会）という母語を保護する団体の設立を決断

させることになった。この国語協会はドイツ語圏

各地にでき，そこでは外来語の代わりとなる新語

の提案や，規範的なドイツ語文法の構築が議論さ

れた。現在使われている合成語 Wörterbuch（単

語の本→辞書）や Aufzug（引き揚げ→幕），

Rechtschreibung（正しく書くこと→正書法）と

おり，ルターが義務教育を訴える前の学校教育と

は，大学進学のための教会付属のラテン語学校の

ことを指していた。ゆえに母語としてドイツ語を

教えるにあたっても，ラテン語文法の枠組みを用

いて後にラテン語を学ぶ際に有益になるようにア

レンジされていた。ヨーロッパで伝統的に学ばれ

てきたラテン語文法は，その起源を辿ればローマ

時代の学者 Marcus Terentius Varro （116 B.C.-27 

B.C.）の『ラテン語論』やAelius Donatus（ca.310-

ca.380）の『文法学』などの伝統を継承したもの

であり，さらにこうしたローマ人の文法はDiony-

sios Thrax（紀元前 2世紀頃）らを中心としたア

レキサンドリア学派のギリシア語文法をラテン語

に焼き直したものであった。

1．クロマイヤーの文法から見た伝統

前述のクロマイヤーの『ドイツ語文法』を眺め

ると，古典語の枠組みがいかに反映されているか

が手に取るようにわかる。

例えば彼は品詞を Nomen（名詞），Pronomen

（代名詞），Verbum（動詞），Participium（分詞），

Interjectionen（間投詞），Conjunctionen（接続

詞），Praepositionen（前置詞），Adverbien（副詞）

の 8つに分類した。この 8品詞というのはVarro

やDonatusがラテン文法で記した品詞と全く同じ

であり，さらにこのローマの文法家たちはこの分

類をアレキサンドリア学派の 8品詞のarthron

（冠詞）を interjectio（間投詞）に変えて受け継い

だに過ぎない。ラテン語には冠詞がなかったから

である。ちなみに現代の学校文法でもこの8品詞

は健在で，伝統的な英文法では分詞を形容詞に変

えて 8品詞としている注1） 。

名詞の格変化に関して，ドイツ語では 4つの格しか

存在しないのにクロマイヤーは 6つの格を示す注2）。

     der Singular          der Plural

    N.  das Thier /        N.  die Thiere /

    G.  des  thiers /       G.  derer thiere /

    D.  dem thier /        D.  denen thieren /

    A.  das thier /         A.  die thiere /

    V.   O du thier /        V.   O ihr thiere /

    A.  von dem thier /      A.  von denen thieren /
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2． 現在のドイツ語文法の基礎をつくったBauer-

Duden文法

ドイツ語教授の文法的枠組みはドイツ統一の機

運が高まった19世紀になっても旧態依然であっ

た。Jacob Grimmの『ドイツ語文法』（1819年）

を端とする比較文法がヨーロッパの言語学で大流

行し，ライプツィヒ大学の卒業生を中心とした

Junggrammatiker（青年文法学派）が活躍してい

た19世紀後半，1871年にはドイツ帝国が誕生，

そして1901年に初めて正書法がドイツ語圏の

国々で承認されたこの時期に，標準的な学校教授

用ドイツ語文法が成立する。Friedrich Bauer  

„Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik für 

höhere Bildungsarten“（フリードリヒ・バウアー

『高等教育施設のための新高地ドイツ語文法梗概』

1850年）である。この文法書はバウアーが勤め

る農業・実用専門学校の学生のために書かれ，後

にドイツ語正書法を確固たるものにしたギムナジ

ウム校長のKonrad Duden（1829-1911）が改訂を

重ねてドイツ語圏のギムナジウム，高等専門学校

で採用され，現在最も信頼されている『ドゥーデ

ン文法』に引き継がれていく。

では手元にあるBauer-Duden „Grundzüge der 

neuhochdeutschen Grammatik für höhrere Bildungs- 

arten“（第25版1905年）を見てみよう。

品詞の数はSubstantivum（名詞），Adjektivum

（形容詞），Pronomen（代名詞），Numerale（数

詞），Verbum（動詞），Adverbium（副詞），Präpo-

sition（前置詞），Konjunktion（接続詞），Interjek-

tion（間投詞）の 9つになっている。数詞を品詞

として新たに加えている一方で，冠詞は品詞とし

ては認めていない。その理由が書かれている注5）。

Der Artikel bildet keine besondere Wortart. Der 

bestimmte – der, die, das – ist das abgeschwächte 

unbetonte Pronomen demonstrativum, der un-

bestimmte – ein, eine, ein – ist das abgeschwächte 

Zahlwort.

冠詞は特に品詞を構成するものではない。der, 

die, das のような定冠詞は弱められた強勢のない

指示代名詞であり，ein, eine, ein のような不定冠

詞は弱められた数詞である。

いったドイツ語はこの時代の産物である。それぞ

れ外来語 Lexikon, Akt, Orthographie を避けるため

に考案されたものである。国語協会で主導的な地

位を保っていた Die Furchtbringende Gesellschaft

（実を結ぶ会，1617年ヴァイマールにて設立）の

会員で規範文法をまとめた人物として Justus 

Georg Schottelius（ユストゥス・ゲオルク・

ショッテリウス1612-1676）が著名である。彼の

主著 „Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt 

Sprache“（『ドイツ語に関する詳細な研究』，1663

年）はこの時代の模範的な文法と目されてきた。

1500ページにも届くその文法を見ても，名詞の

格は 6つであり，時制は 5つでクロマイヤーと違

いはない。態についてはクロマイヤーで記載され

ていたNeutrum（中動態）はなく，本来ドイツ語

にある能動態と受動態の 2つに留まっている。国

語協会会員であるショッテリウスは従来ラテン語

で記していた文法用語の多くをドイツ語に訳して

置き換えた注4）。

（名詞の格）

Nominativus→Nennendung（ 名 乗 る 語 尾 ），

Genitivus→Geschlechtendung（属性の語尾），

Dativus→Gebendung（ 授 与 の 語 尾 ），

Accusatuvus→Klagendung（ 訴 訟 の 語 尾 ），

Vocativus→Rufendung（呼びかけの語尾），

Ablativus→Nehmendung（剥奪の語尾）

（動詞の時制）

Präsens→die Gengenwertige（現在の時間），Im-

perfectum→ die Fastvergangene （ほとんど過ぎ

去った時間），Perfectum→die Vergangene （過ぎ

去った時間），Plusquamperfectum→ die Gantz-

vergangene（ 完 全 に 過 ぎ 去 っ た 時 間 ），

Futurum→die Künftige （来たるべき時間）

（動詞の態）

Activum→Zeitwort wirkender Art（動作している

様の動詞），Passivum→Zeitwort leidender Art

（受け身になっている様の動詞）
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 a） Futurum（未来形）

 b） Futurum exaktum（未来完了形）

未来完了形が時制に加えられたのは中世の文法と

は異なっている。このBauer-Dudenの文法は 

Konrad Duden の死後編集を引き継いだ Otto 

Basler による1935年版ドゥーデン文法でも完全

に踏襲されている。この記述がより現代の学校文

法に近づくのは第二次世界大戦後の1959年に 

Paul Grebe により全面改訂された版からである。

つまりドイツにおける支配的な規範文法は

16-17世紀に上梓されたラテン語の枠組みに無理

矢理ドイツ語を押し込んだものが20世紀の前半

に至るまで有効だった。このことは世界中でドイ

ツ語が学ばれる際に用いられる文法に影響を与え

ている。日本人がドイツ語を学び始めたのは江戸

時代の末期，プロイセン王国が江戸湾に使節を派

遣した1860年以降のことである。その後1871年

明治政府が西洋医学受容のため招聘した二人のド

イツ人軍医が着任したので，西洋医学を学ぶ者は

彼らから学ぶためドイツ語を習得していなければ

ならなかった。ちょうどBauerの文法が出版さ

れ，ドイツ語圏で定着した時期に日本ではドイツ

語が学ばれ始めた。当然その当時の教科書はドイ

ツ本国で用いられているものから影響を受けてい

る。即ち，明治期の日本のドイツ語教授用文法も

あの16-17世紀に考案されたラテン文法の枠組み

に無理矢理押し込んだドイツ語文法の域を出てい

ない。

ここからは日本のドイツ語教科書を例に出しな

がら，日本の学校文法がいかにこの時代の文法か

ら不変であるかを実際に確認してみたいと思う。

．1格̶2格－3格̶4格という順番は

    なぜなのか

日本や中国では格変化は番号をつけて 1格，2

格，3格，4格と呼んでいる。言語学の標準的名

称は主格，属格，与格，対格であるのに対して，

日本のドイツ語教育でこの名称が使われることは

まずない。（中国のドイツ語文法書ではこの名称

を併記しているものもある。）ところが本国ドイ

ツでは番号をつけた 1. Fall という表現は現在で

今までの文法では分類やパラダイムの様相を示

すだけだったのに対し，この文法は枠組みについ

て理由を述べている。さらに格変化についても中

世以来の 6格から現在の 4つになっている。

Werfall (Nominativ), Wesfall (Genitiv), Wemfall 

(Dativ), Wenfall (Akkusativ）

そしてVokativとAblativについてコメントをつ

けている。

Während das Lateinische für die Anrede eine be-

sondere Form entwickelt hat, den Vokativ, dient im 

Deutschen der Nominativ auch zur Anrede, und ein 

großer Teil dessen, was im Lateinischen durch den 

Ablativ bezeichnet wird, wird im Deutschen durch 

den Dativ mit Präpositionen bezeichnet. 注6）

ラテン語は呼びかけのために特別な形，呼格を発

達させたが，ドイツ語では呼びかけには主格が用

いられる。さらにラテン語では奪格によって示さ

れるものの大部分がドイツ語では前置詞と与格に

よって示される。

動詞についてはクロマイヤーの文法とほとんど

変わりない。まず態だが，クロマイヤー文法の3

態が踏襲されている。つまりMeduim（中動態）

がある。ただしこの Medium は現在の文法では

再帰動詞のことを指している。もともとギリシア

語の中動態とは再帰的な表現が動詞の変化のみで

表されるものであるから，この対応は間違っては

いない。

時制については現在・過去・未来の 3時制に分

けて，そこに様々な動詞の変化形を結びつけてい

る。

Gegenwart（現在）：Präsens（現在形）

Vergangenheit（過去）：

 a） Präteritum oder Imperfektum（過去形又は未

完了形）

 b） Perfektum（完了形）

 c） Plusquamperfektum（過去完了形）

Zukunft（未来）：
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ろを「一格」と訳している。この差異は平塚の訳

本だけではなく，同じ本を訳した馬島珪插による

1886年出版の『挿訳注釈シェーフェル氏独逸文

典一名実用独案内』でも

 a.   den  Wer＝Fall （Nominativ）注9）

　　　　一　  格       主格（羅）

と訳している。その後日本人が執筆したドイツ語

教科書，例えば俗に「三太郎文法」と呼ばれた大

村仁太郎，山口小太郎，谷口秀太郎による『独逸

文法教科書』（1897年）でも，また東大出身者で

初めて（ドイツ文学ではなく）ドイツ語学を専門

にした青木昌吉の『邦語独逸文典』（1901年）で

も当たり前のように 1格，2格，3格，4格と表

記されている。

日本人が格変化と出会ったのは実はドイツ語が

初めてではない。鎖国時代も貿易を続けたオラン

ダの言語オランダ語も文語では格変化を形式的で

はあるが維持していた。よって江戸時代の蘭学者

たちも格変化の情報を知っていた筈である。彼ら

の文法用語はどうなっているかといえば，蘭語学

で最も功績のある中野柳圃『三種諸格』（1781

年）における格の表記は以下の通りである。

＜六格所用ノ詞　六格ノ蘭語ハ zes naam vallen 

トアリ＞

 正1　nominativus, noemer voorzetzel

　　　 「アリ」「ニアリ」「ハ」「モ」「ヤ」「ナ

リ」「ノ如シ」「徒」（徒ハテニヲハノツ

ナムヲ云フ）

 生2　 genetivus teeler 是ニハ van ヲ用ユ又 

der, des ナドヲ使フ

　　　 「ノ」　是ハ何某ノ書ナド云フ時ノ「ノ」

ナリ

 与3　 dativus geever　是ニハ aan, in, tet, voor 

ナドヲ用ユ

　　　「ニ」「ト」

 所4　 accusativus aanklaager　是ハ voorzetzel, 

ナシ発声等ノ変アルノミ

　　　 「ヲ」ik heb eenen zoon ナレバ「アリ」

ト訳スベケレドモ，俗ニ子ヲ持リト云ノ

は小学校低学年を除けばまずしないし，外国人向

けのドイツ語教材でもこの表記はしない。ただし

変化表を載せるときの格の順番は学校文法の伝統

的に従うと Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ で

ある。この章ではまず数字を用いた格表記のルー

ツは何かを考察し，さらにNominativ, Genitiv, Da-

tiv, Akkusativの順番に何の意味があるのか調査し

たい。

1． 主格ではなく1格と数字がついている経緯は

何か

明治10年代くらいまでのドイツ語学習の黎明

期はまだ日本語によるドイツ語教科書がほとんど

存在しなかったので，洋書で教授された。当時最

も用いられたのが Edmund Schäfer „Leitfaden 

beim Unterrichte in der deutschen Sprache für die 

unrteren Klassen höherer Lehranstalten“（『高等

教育機関低学年のドイツ語授業用入門書』）だっ

たが，このドイツ語書籍を直訳した，今で言う

「教科書ガイド」や「虎の巻」，「あんちょこ」の

ようなものが出版されている。原書とこの直訳本

（平塚定二郎『シェーフェル氏独逸文法独学』 

1885年）を参照すると，格の名称には明らかな

違いがある。

3）Man unterscheidet  in der Einzahl und Mehr- 

zahl vier verschiedene  Biegungsfälle (Casus) ; 

nämlich :

 a.  den Wer-Fall (Nominativ, Wer- oder Was-Fall), 

welcher  auf die Frage: Wer? steht und an 

welchem noch keine Beziehung auf einen 

anderen Begriff ausgedrückt ist. – Das Subjekt 

e ines Satzes steht immer im Wer-Fal le 

(Nominativ) ; 注7）

第三）人ガ単数及ヒ複数ニ於テ四ツノ種々ナル曲

ケノ格（格）ヲ区別ス即チ

 a.  一格（主格），夫レハ「誰レガ」ナル問ヒノ

上ニ立チ而シテ夫レニ於テハ尚他ノ意義ノ上

ニ一ノ関係カ云ヒ出サレテアラヌ所ノ（一格）

文章ノ主カ常ニ一格（主格）ニ於テ立ツ注8）

原書では Werfall/Nominativ と書かれているとこ
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den Akkusativ， 4.  Fall oder Wenfall (Frage : Wen 

oder was?) 

ただしなぜ番号で呼んでいる表現もあるのかにつ

いては何も説明はない。番号のついた格表記につ

いてギムナジウムの教師向けに書かれた Sütterlin

（1901）に解説がある。

Von Fällen finden sich in der heutigen Sprache noch 

vier vor. Man bezeichnet sie nach der Art, wie sie 

erfragt werden können, der Reihe nach als Wer-, 

Wessen-, Wem- und Wenfall oder benennt sie nach 

der Stelle, die sie herkömmlich in ihrer Reihenfolge 

einnehmen, als ersten bis vierten Fall. Aus der 

lateinischen Sprachlehre stammen die Namen 

Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, die selbst  

wieder – teilweise ungenaue ― Übersetzungen 

älterer griechischer Ausdrücke sind. 注12）

格は今日のドイツ語には 4つある。それぞれに対

して問いかけの形式に従ってWerの格，Wessen

の格，Wemの格，Wenの格と表記するか，慣習的

に載せられている順番通りに1格から4格で呼ぶ

かしている。Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ 

というのはラテン語学習に端を発したものだが，

これ自身が（一部不正確ではあるが）古典ギリシ

ア語の文法表記の翻訳である。

Sütterlin（1910）から明らかになったことは番

号つきの格の呼称というものは学校の授業で変化

表の順番を呼んだためということである。つまり

正式にはWerfall または古典語由来の Nominativ を

使うべきだが，授業などで変化表の通り簡略化し

て呼ぶときに用いられたものらしいということで

ある。明治期のドイツ語学習はドイツ人によるド

イツ語を用いての直接教授法がほとんどだったた

め，Schäfer のような教科書に Werfall, Nominativ 

と書いてあっても，教員が 1. Fall と呼んでいた

のかも知れない。そうなれば前述の「教科書ガイ

ド」的な直訳本も 「主格」とは訳さず「1格」と

訳してもおかしくはない。日本のドイツ語文法を

席巻している 1格という名称は文法書からではな

く授業中の教員の言葉から発しているのかも知れ

格ナル故此格ナリ

 呼5　 vocativus rooper　 是 ニ ハ ô man, o 

vrouw, o kind, o mannen, ナドニハ発声

モナシ oナキモアリ　

　　　「ヨ」

 取6　 ablativs nemer　是ハ van, úit, ter, ten, 

op met, door, ナドヲ用ユ 

　　　「ヨリ」「ヲ以テ」

中野はこの本の種本として Wilhelm Sewel „Ne-

derduytsche Spraakkonst“ というオランダ語の文

法書を使っているが，この原書には番号をつけた

格表記はない。中野は主や生といった格の名称の

横に番号を記している。ただし文法説明にこの番

号を用いて 1格というような表現はしていない。

そもそもなぜ日本のドイツ語文法では 1格とい

う番号で格を表記するのか，ラテン語やギリシア

語，ロシア語など格変化を持つ言語を学ぶとき

は，主格，属格，与格，対格という名称で学び，

1格などとは絶対に言わないのである。しかも明

治の初年から日本では番号つきで呼んでいる。こ

のドイツ語学習特有の呼び名について，関口存男

は次のように説明している。

1，2，3，4の順序は，ドイツ語のみに用いられる

順序であって，他の語，すなわちラテン語，ロシ

ア語等と並行して論ずるときには，Nominativ

（名格），Genitiv（属格），Dativ（与格），Akkusativ

（目的格）等の名称を用いるべきである注10）。

ドイツ本国において格を番号づけで呼んでいる

文法書を探してみると1956年の刊行以来東ドイ

ツの規範文法的な役割を演じてきた „Die 

deutsche Sprache“ に記述がある注11）。

Wir unterschieden im Deutschen vier Fälle (Kasus):

den Nominativ， 1.  Fall oder Werfall (Frage : Wer 

oder was?),

den Genitiv，   2.  Fall oder Wesfall (Frage : Wes-

sen?),

den Dativ，    3.  Fal l oder Wemfal l (Frage : 

Wem?),
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2．N-G-D-Aの順番にはどんな意味があるのか

番号つきの表現をせずとも，Nominativ-Genitiv-

Dativ-Akkusativ という順番はまさに1格－2格－

3格－ 4格の順番だが，この順番にはどんな意味

があるのだろうか。前述のSütterlin（1901）にあ

るようにこの順番のルーツは古典語の学習に端を

発する。

中世までのヨーロッパではラテン語が大学での

教授言語であった。学生になるにはラテン語の習

得が不可欠で子弟はそのために教会に隣接してい

る学校に通ったのである。今日grammar school 

とかGymnasium, lycée といわれる大学進学のた

めの学校は中世のラテン語教授学校に遡ることが

できる。当然この学校での「文法」とはラテン語

の文法のことである。こうしたラテン語学校で教

科書として使われてきたのが Aelius Donatus の

Ars minor （『小文法』）である。文法を非常に完

結に書いたこの本の格の部分について紹介してみ

よう注14）。

casus nominum quot sunt?（名詞の格はどうなっ

ているのか？）

sex. （6つ）

qui?（何があるのか？）

nominativus genetivus dativus accusativus vocati-

vus ablativus.（主格，属格，与格，対格，呼格，

奪格）

そしてこの主－属－与－対－呼－奪格の順番は

ローマの文法家が範としたギリシアの文法家の著

作からの継承である。ギリシア語文法を確立した

Dionysios Thrax の文法において格はこのような

順番で書いてあった。

 注15）

オノマ（名詞）の格は 5つである。即ち主格，属

格，与格，対格，呼格である。

古典語の伝統的な順番とはここから来ているの

である。Ⅱ．の1．で確認したように，ルターの

宗教改革の副産物としてできた義務教育，国語の

ない。

Sütterlin は1924年にAdolf Matthias 編集のギム

ナジウムのためのドイツ語教授用ハンドブックシ

リーズの 1冊として文法の本を書いている。 

„Neuhochdeutsche Grammatik“（1924）という名

で出版されたものだが，残念なことに刊行された

のは第 1巻（導入，音韻論，形態論）のみで第 2

巻（語構成，統語論，総索引）は未刊に終わっ

た。この第 1巻で，Sütterlin は番号つきの格の呼

称について前著より一歩踏み込んで付け加えてい

る。

Die heutige Sprachlehre schreibt dem Nhd. vier 

Fallformen zu, deren griech.-lat. Namen Nomina-

tiv, Genitiv, Dativ, Akkusativ man deutsch am 

besten mit Wer-, Wes(sen)-, Wem-, Wenfall wie-

dergibt, und die man in Kürze nach dieser über-

liefenden Reihenfolge bei der Einzahl durch die 

fortlaufenden Ziffern 1-4 bezeichnet (bei der Mehr- 

zahl mit 5-8).  注13）

今日のドイツ語の授業では新高地ドイツ語（＝標

準ドイツ語）に 4つの格変化形を書き添える。こ

の変化形のギリシア・ラテン語の名称Nominativ, 

Genitiv, Dativ, Akkusativ はドイツ語でWerfall, 

Wes(sen)fall, Wemfall, Wenfallと翻訳されたり，ま

た短く縮められて，伝統的な単数形の順番に従い

1から 4の番号をつけて表されたりする。（複数

形は 5から 8で表される）

Sütterlin（1924）によれば 1格から 4格という

番号は単数形を表していて，複数形の主格は 5，

属格は 6，与格は 7，対格は 8という番号が付与

されるということになる。これが教室で格変化を

教えるときの実態だとしたら，主格が 1格という

認識は間違いで，1格は単数主格ということにな

る。明治期には定着していたと思われる 1格，2

格という番号つき表記は，教室から生まれた授業

用の略号が本来の文法用語を駆逐して，さらに

（本来ならば 5格－ 8格で示される）複数の形に

まで波及し，日本のドイツ語教育では現在にまで

至るということになる。
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ドイツ語文法の範となっているDuden 文法も

2005年の第 7版全面改訂版から16の格変化のマ

スを同じ変化語尾になっているもの同士を隣接さ

せて簡単にする表に変えた。Dudenband4（2005）

によれば伝統的な男性名詞－女性名詞－中性名詞

－複数形の縦軸に 1格から 4格の横軸を引く16

マスの変化表から男性名詞－中性名詞－女性名詞

－複数形の縦軸に 1格と 4格を隣接させた横軸を

引く変化表にする議論は既に1979年のHeinz 

Vaterの論文にも取り上げられているという注17）。

日本のドイツ語教科書ではこの新しい変化表は

ほとんど採用されていないが，筆者は千石とシュ

タインベルグ（1976）の文法読本において課を進

めながら第 1課名詞の性，第 2課名詞の数，第 3

課 4格，第4課 3格，第 5課 2格と学習するドイ

ツでの教授方法と同じ内容の教科書が存在してい

たことを確認している。日本にも1970年代にド

イツ本国と同じ合理的な格の教授方法を採用して

いた教科書が僅かながら存在していたということ

である。

欧米のドイツ語学習が暗記の負担を軽減させる

方向へ傾いているのに対し，日本のそれは旧態依

然のままといえる。文学者でドイツ語教授でも

あった内田百閒が著した文法書『独逸語征伐』で

は格変化の暗記についてこう述べている注18）。

独逸語の初歩の学習に必要にして有効な方法は暗

記です。意味も理解も後廻しで沢山です。ただ棒

を呑み込むやうに覚えてしまえばいいのです。そ

れが何よりの秘訣です。よく解らないと思ふこと

でも，どうせ初歩の文法にそんな六づかしい事の

ある筈はないのですから，解らないなりに覚えて

しまへば，解らないと思った事も，いつの間にか

解ってしまひます。よく解らない事は覚えられな

いなどと云ふ様な贅沢な心掛けでは，外国語の学

習はとても物になりますまい。定冠詞の変化もた

だ無暗にデル，デス，デム，デンと覚えてしまふ

に限ります。よく云ふ事ですが，独逸語の定冠詞

の変化は，丸で夫婦喧嘩のせりふの様です。出る

だの，出すだ，或いは出んだのと穏やかでない云

ひ争ひをしてゐる様に聞こえます。そんな気がし

たら，さう思って，その連想で覚えても結構で

教授は将来大学進学する者がラテン語を容易に習

得できるようにラテン語文法の枠組みを使ってド

イツ語を教授した。当然格変化の順番もラテン語

の通りになる。それがN－G－D－A，換言すれ

ば 1格－ 2格－ 3格－ 4格の順番が生まれた真実

である。

そうなるとドイツ語学習においてこの順番に意

味が見い出せるのであろうか。そもそも現在のド

イツ語は名詞の語尾が格変化するのは男性と中性

の 2格，複数の 3格のみで，他の格は冠詞部分が

語尾変化する。例えば定冠詞の変化表をみると男

性名詞を除けば 1格と 4格は同じ形になる。3つ

の性と複数形，それが 4つの格に変化するのだか

ら4×4＝16で16の変化になるが，実際には -er, 

-ie, -as, -es, -em, -en の 6つの変化語尾を16のマス

に分配しているに過ぎない。語学教育の見地から

すれば，この伝統的な順番は非常に覚えにくい。

男性名詞 女性名詞 中性名詞 複数形

1格 der Vater die Mutter das Kind die Kinder

2格 des Vaters der Mutter des Kindes der Kinder

3格 dem Vater der Mutter dem Kind den Kindern

4格 den Vater die Mutter das Kind die Kinder

ドイツ本国ではこの順番に対して随分前から改

善がなされている。Sütterlin（1910）では格の紹

介では伝統的な 1－2－3－4で表記しながらも，

定冠詞（指示代名詞）の変化表では1－4－2－3

の順番で書いてある。また外国人向けのドイツ語

教科書の多くは Nominativ-Akkusativ-Dativ-Genitiv 

の順番で変化表が書かれている。なお英語で書か

れたドイツ語文法書はN-A-G-Dの順番が主流の

ようである注16）。日本の大学のように格変化を一

気に教えることは稀で，名詞の性，数（つまりこ

こでの形は 1格）を教えてから，4格（男性名詞

以外は 1格と変わらないので暗記の負担が少な

い）を取り上げ，つぎに 3格，最後に所有関係を

表す 2格を学ぶ教授方法が中心である。

男性名詞 中性名詞 女性名詞 複数形

1格 der Vater
das Kind die Mutter, Kinder

4格 den Vater

3格 dem Vater, Kind
der Mutter

den Kindern

2格 des Vaters, Kindes der Kinder
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てしまう誤答が必ずある。「が・の・に・を」は

初歩の初歩では理解しやすい教え方かも知れない

が，ドイツ語の統語構造の本質とは全く関係がな

い。格変化を一気に登場させる多くの日本の教科

書では，語形変化の暗記が主流になってしまい，

格の用法を学ぶ余裕がない。従って1格が主語に

なったり主語とのイコールの関係を表す同格の語

（英語でいうSVCのC，補語にあたる）の役割を

もつなどという説明がなされないために，Ich bin 

Student. のStudentが 1格であることなど理解し

ていない学生がでてしまう。また 4格を「を」だ

と思い込んでしまうと，英語のevery dayに当た

る jeden Tagがなぜ jeder Tag（1格）ではなく4

格を使うのかわからない。名詞を副詞として使う

とき，ドイツ語は 4格（または古い表現では 2

格）を選択するという説明がされないからだ。つ

まり用法を教えずに変化形の暗記一辺倒の教授が

伝統的に最優先されてきた。「が・の・に・を」

はその伝統的教授法では学生に格を一瞬で理解さ

せるための都合の良い方法だったのである。

格の用法についてページを割く教科書が現れた

のはごく最近のことで，大学テキスト用の教科書

はまだ旧態依然のまま「が・の・に・を」一辺倒

のものが多い。

．言語史からみた語尾変化の ‒ e - 

次に日本の文法書や独和辞典に何の説明もなく

書かれる語尾がある。辞書で Buch を引いたと

き，伝統的な独和辞典 は 中 ～[e] s / Bücher と

表記する。これを読んで 2格の形をつくるときに 

des Buchs，des Buchesのどちらがより適切なの

か学生は首をかしげる。同じように，kaufenの命

令形をつくろうとして辞書をみるとkauf[e]! とあ

る。「買え！」はkauf!なのかkaufe!なのか？さら

に lesenの直説法現在人称変化を調べると du 

lies[es]t と書いてある辞書がある。そうするとdu 

liest なのかdu liesestどちらでもいいのか判断で

きずに気分で好きな方を書いてしまう学生がい

る。上記の例はすべて -e- が問題になっている。

学生の心理としては，沢山書いた方が無難なので

は？と思って kaufe! と書くものもいれば，生真面

目に des Buch[e]s と辞書のまま書くものもいる。

す。横にデル，ディー，ダス，ディーと覚えると

不便です。上から下へデル，デス，デム，デンと

いう風に暗記する方が便利です。

このデア（現在ではデルとは発音しない），デ

ス，デム，デンは今でも学生が声を出して暗記し

たり思い出したりする場面をよく見かける。つま

り格変化について不変の教え方がなされている証

拠である。もはやドイツ語を学習した後でラテン

語を学ぶわけではないのだから，N-G-D-Aの順番

には意味があるのだろうか。日本では昔のままの

番号が合理的な格変化理解の邪魔をしているとし

か言いようがない。

3． が・の・に・を  に固執するとドイツ語がわ

からなくなる

それと同じくらい頻繁に学生が呪文のように唱

えるのが「が・の・に・を」という「格変化形の

訳語」である。この「が・の・に・を」の歴史も

調べてみると古い。三太郎文法（1894年初版）

にもあるし，前述の平塚定二郎訳の『シェーフェ

ル氏独逸文法独学』（1885年）でも「ガ・ノ・

ニ・ヲ」の訳がつけられている。

「が・の・に・を」は，漢文を読むような要領

で外国語を学習し始めた日本人にとっては非常に

解りやすくとっつきやすいものだが，しかしなが

ら 1格がすべて「が」ではないし，helfen（助け

る）の目的語は「～を（助ける）」でも 3格を取

る。また fragen（質問する）の目的語は「～に

（質問する）」だが 4格支配である。さらに 3格と

4格の両方を支配する rauben（奪う）は「3格か

ら 4格を（奪う）」という訳になる。だから何で

もかんでも「が・の・に・を」と 1つの格が 1つ

の訳語に対応することなどない。にも関わらずこ

れに固執するがゆえに，「私は映画館にいきま

す。」（正解は Ich gehe ins Kino.）を*Ich gehe 

dem Kino.と「映画館に」だからとdas Kino（映

画館）を3格にしてしまったり，「この鞄は私の

父のものです。」（正解はDie Tasche gehört mei-

nem Vater.）を*Die Tasche gehört meines Vaters.

とgehörenは 3格支配の動詞なのに「のもの」と

いう日本語に固執してmeines Vaters と 2格にし
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こうした [   ] のついた表記は説明がなければどう

してよいのか判断つかないのは当然だと思う。

最近の辞書は大変親切になってきたので Buch 

を引いても 中 （単2）　–es（まれに -s）/（複）

Bücher（3格のみ Büchern）と書かれている初級

用辞典があり，これを見れば Buchs よりも Bu-

ches のほうが無難であることはわかると思いた

い。また lesenに関してもスイスドイツ語でしか

使われない liesest は記載しない初級用辞書が多

くなったのでこれも戸惑う材料が少なくなったと

思いたい。問題は辞書の巻末にある動詞の変化表

で命令形を探したときである。結論から言えば，

この -e- はつけるものとつけないものがある。ネ

イティヴのドイツ人にとってもこの疑問は大いに

あるようで，Duden出版社から出ている Stolper-

steine der Grammatik（『文法のつまづき石』）に

は説明がある。

Abgesehen von der gehobenen Sprache wird heute 

bei den meisten Verben die Form ohne Endungs-e 

bevorzugt.

荘重なことばを除外すれば今日ほとんどの動詞に

おいて -eの語尾のない形が好まれる。

この説明によれば基本は kauf! のように -e はつ

けないのである。しかしその後の説明で，-ern, 

-elnで終わる動詞，-t, -d で終わる動詞，子音と

m, nで終わる動詞には –e をつけると書いてあ

る。handeln : handle!, achten : achte!, atmen : 

atme! のような動詞である。これらの動詞は現在

人称変化で –e- を削ったり添える動詞である。

handeln : ich handle（handelの -eが消失し変化

語尾の -eが保持される）

achten : du achtest, atmen : du atmest（語幹と

語尾 -stの間に -e-が挿入される）

語尾変化の -e について現代ドイツ語の様相だ

けで考えれば以上の説明で終わってしまうのだ

が，言語史から見るとこれら変化語尾の -e- は歴

史的変遷の証拠であることが理解できる。

1．語尾変化の母音は古いドイツ語ほど豊かだった

ドイツ語学では文献上残存しているドイツ語を

今日 4つの時代区分に分けている。Althoch-

deutsch（古代高地ドイツ語），Mittelhochdeutsch

（中世高地ドイツ語），Frühneuhochdeutsch（初期

新高地ドイツ語），Neuhochdeutsch（新高地ドイ

ツ語）である。この 4つの時代区分の名詞や動詞

の語尾変化を表にしてみると，変化語尾について

いる母音の種類が時代を経るに従って減少してい

くことが明らかになる。

Tag (昼) の格変化

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

単数1格 der tag der tac der Tag der Tag

　　2格 des tages des tages des Tages des Tages

　　3格 demo tage dem (e) tage dem Tage dem Tag (e) 

　　4格 den tag den tac den Tag den Tag

複数1格 dê taga die tage die Tage die Tage

　　2格 dero tago der (e) tage derer Tage der Tage

　　3格 dêm tagum den tagen denen Tagen den Tagen

　　4格 dê taga die tage die Tage die Tage

lesen（読む）の直説法現在人称変化

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

ich lisu lise lese lese

du lisis lisest list / liesest liest

er / sie / es lisit liset list / liset liest

wir lesemes lesen lesen lesen

ihr leset leset leset lest

sie lesent lesent lesen lesen
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る。初級の授業でここまで説明する時間はないか

も知れず辞書にはただ -[e]s と記述されているだ

けなので des Hauptmanns と des Hauptmannes は

どちらがよりポピュラーなのかがわからないこと

になる。

さて，命令形の -e であるが，古代高地ドイツ

語，中世高地ドイツ語においては所謂強変化動詞

（不規則な変化をする動詞）は子音で終わるが，

弱変化動詞（規則的な変化をする動詞）は母音が

付されている。しかしショッテリウスの文法を見

ると初期新高地ドイツ語においては弱変化動詞も 

-e を付さずに変化させている一方，クロマイ

ヤーの文法では弱変化動詞だけではなく多くの強

変化動詞にも -e を付している。

ここでも変化語尾の母音はなくなっている傾向

にあると考えられる。よって初歩の学習者には 

arbeiten や finden のような直説法現在形 2人称単

数形に -e- が挿入されているもののみ命令形でも 

arbeite! , finde! のようになる情報を与えれば十分

である。これもしかし 2人称単数の命令形は，

「原則として変化形から変化語尾 -stを除く」と

いう情報があれば arbeitest → arbeite，findest → 

finde は予想がつくと思われる。

残念ながら現行の大学教授用ドイツ語教科書の

中には以下の様な記述をもって学習者を惑わす説

明書きがある注20）。

duに対する命令形：動詞語幹＋ [e] ! （語幹その

もの，または語幹＋e）

duに対する命令は［語幹］＋eの形にします。

しかしこの語尾 -e はふつう省略されます。ただ

し，直説法で  du arbeitest  のように口調上  -e が

入るものは -e を省略しません。

教科書が全てを網羅するという趣旨で書かれて

古代高地ドイツ語では -e- と並んで変化語尾の

母音には -a-, -i-, -u-, -o- と多様な母音が用いられ

ていたことがわかるが，それが中世高地ドイツ語

になると -e- に統一され，さらに新高地ドイツ語

になるとその -e- の数が減っていく。つまり現在

のドイツ語はできるだけ変化語尾に母音をつけな

い傾向にあり，どうしてもつけないと語尾変化が

表示できないもの，例えば動詞ならば 1人称単数

の -e, 複数形 1人称と 3人称の -en を除けば基本

は子音だけで語尾変化できる。lesen の場合は変

化語尾 -st が動詞語幹の lies と縮約された形で 

liest となっている。こうした現在の傾向をふま

えても，発音の関係上どうしても変化語尾に -e- 

を入れないと発音できないものに限り -e- が挿入

される。

　finden → du findest, er findet, ihr findet 

　arbeiten → du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet

　werden →  ihr werdet （du と er は不規則変化で 

-e- の挿入はない； du wirst, er wird）

男性・中性名詞の 2格語尾 -es に関しては 1音

節の単語に -es が付されることがほとんどであ

り，2音節以上の単語には通常 -s のみがつく。

これも発音上の都合であると考えられる。

　der Mann（男）→  des Mannes

 しかし 2音節のder  Vater（父）→ des Vaters

　das Blut（血）→  des Blutes

 しかし 2音節のdas Leben（生命）→ des Lebens

ただしドイツ語の厄介なのはこの規則が合成語

になっても変わらないので，1音節のMann が 2

音節の合成語 Hauptmann になっても，Blut が 2

音節の合成語 Geblüt になっても 2格は des 

Hauptmannes, des Geblütes となるところであ

強変化動詞（nehmen）と弱変化動詞（hören）の命令形（2人称単数）の比較

古代高地ドイツ語 中世高地ドイツ語 初期新高地ドイツ語 新高地ドイツ語

nim nim nimm nimm
hori hœre hör hör

※初期新高地ドイツ語はショッテリウスに書かれている例を挙げた。クロマイヤーの文法にはnehmen, hören の変化例は
書かれていないが，凡例に従って変化させるとそれぞれ nehme または nimm du, höre du となる。
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ない。そして以下の説明が記されている注25）。

Der Imperativ wird von der 2. Person Singular 

Präsens abgleitet. Die Endung  -st fällt weg.

命令形は現在形 2人称単数からつくられる。語尾

の -st が脱落する注26）。

Früher hatte der Imperativ der 2. Person Singular 

die Endung -e: (中略 ) Diese Formen werden heute 

in der gesprochenen Sprache nicht mehr gebraucht 

und auch in der geschriebenen Sprache nur noch 

selten benutzt. 

以前は2人称単数の命令形には語尾 -eがあっ

た。（中略）この形は今日話し言葉ではもはや使

用されず，書き言葉でもごく稀に用いられるだけ

である。

ここまで書かれてしまっていると会話中心のテ

キストが多くなった日本の教科書も命令形の記述

を考え直さなければなるまい。かつての第二外国

語のように，1年次に文法習得を速成し，いきな

りゲーテやシラーといったドイツ文学の名作を読

むような授業はほとんどないはずである。現在出

版されている大学教授用ドイツ語教科書には会話

テキスト中心の，コミュニケーション重視のもの

が増えている。そうなれば命令形に -eをつけた

形はテキストにも出てこないのではないか。

．時制の名称と使い方の乖離 

この章では動詞の時制（伝統的には時称とドイ

ツ語文法では訳されてきた。）の名称と用法の

ギャップについて考えたい。

Ⅱ．で示したとおりヨーロッパの近代語文法は

古典ギリシア語・ラテン語文法の語形変化表（パ

ラダイム）に当該言語を無理矢理押し込んだもの

であった。よって動詞の時制に関しても名称，変

化表は古典古代のものを踏襲していた。すなわち 

Präsens, Imperfekt（のちにPräteritum）, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur である。古典ギリシア

語，ラテン語はこの5つの時制は語尾変化のみで

表現できるのでパラダイム化されたわけである。

ところがドイツ語や英語では完了形，過去完了

いるならば -e の記述が避けられないのかも知れ

ないが実際の言語運用ではほぼ用いられないので

あるから余計な説明は避けた方がよいと思われ

る。明治・大正・昭和初期時代のドイツ文法では

どうなっていたかというと，

命令法ハ動詞の詞幹ニ単数ニ於テ e ヲ附シ

… 注21）

弱変化ノ動詞ノ命令法ノ形ヲ作ルニハ動詞ノ幹

ニ単数ニ於テハ e 複数ニ於テハ t ヲ加フ注22）。

　

規則動詞例へば loben 賞める，（中略），のdu

（汝）に対する命令法は，動詞の語幹に -e を附

け，ihr（汝等）に対する命令法は，語幹に -tを附

けるのです。従って Lobe! Lobt! となります注23）。

この記述をみても分かるとおり，戦前のドイツ

語教科書では命令形は基本的に -eがつくものと

教えられている。ところが Bauer-Duden（1905）

にはすでに trag（e）! のように省略が可能であ

るように表記されている。

この状況からすると，日本の学校文法での命令

形のつくりかたは19世紀のドイツ文法を踏襲し

ていることになる。ちなみに最新版のドゥーデン

文法ではこのように記述されている。

Bei den meisten Verben sind Imperativformen mit 

und ohne  -e möglich: (中略 ) Die Formen ohne  -e 

sind unter anderem in der gesprochenen All-

tagssprache verbreitet. Die Formen mit  -e sind 

eher in der Schriftsprache und im gehobenen 

mündlichen Stil üblich. 注24） 

ほとんどの動詞は命令形で -e をつけてもつけな

くてもよい。（中略）-e のない形は特に日常の口

語で広く普及している。 -e のついた形はどちら

かと言えば文語や荘重な言い方で使われている。

さらにDeutsch als Fremdsprache「外国語とし

てのドイツ語」（DaFと省略して呼ばれる）の分

野では著名なDreyer and Schmitt（2009）では命

令形の章にはもはや -e のついた形が示されてい
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また過去を表す表現だが，「私は映画に行った」

は文脈によって以下の 2つの表現が可能である。

6）Gestern hatte ich keine Vorlesung, darum bin 

ich ins Kino gegangen.（昨日は講義がなかった

から映画に行ったんだ）

7）Damals wohnte ich neben dem Kino und ging 

täglich ins Kino.（あの頃映画館の隣に住んでい

たから毎日映画に行ったよ）

現代のドイツ語では会話で「～した」と言うと

きは現在完了形を用いる。一方で過去のことを思

い出すような陳述ならば過去形を用いる。6）の

現在完了形 bin ... gegangenは英語ならば過去形 

went を使う場面である。

このようにドイツ語の時制の名称はその名称通

りの時制では用いられないことがある。最近の

ドゥーデン文法ではこの時制の名称と用法の乖離

に触れている。

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die 

Systematisierung der Verbformen, （ 中 略 ) , auf 

morphologischen Unterschiedungsmerkmalen 

basiert und dass die traditionellen Tempora – 

Präsens, Präteritum, Perfekt, usw. – nach dem 

Vo r b i l d  d e r  l a t e i n i s c h e n  G r a m m a t i k 

zusammenges te l l t  s ind .  Man so l l t e d iese 

Bezeichnungen als reine Namen verstehen, die nur 

wenig über die Funktionen der entsprechen 

Verbformen aussagen. 注27） 

明確にしなければならないのは，動詞のシステム

は語形・語尾変化の違いがベースになっており，

伝統的な時制，現在形，過去形，完了形などとい

うものはラテン語文法を手本にして構成されてい

形，未来形は語尾変化では表せない。助動詞が必

要となる。しかしどちらの言語でも学校文法では

時制としてこの 3つは考えられている。

動詞が「時」の概念を包括する品詞であること

は古くはアリストテレスが言葉をオノマとレーマ

に分析した際にすでに触れている。以来古典語文

法のverbum という言葉はドイツ語独自の表現で

は Zeitwort（時の言葉）と訳されてきた。しかし

ドイツ語の現在形や過去形が「時」の一部分を表

しているかといえば，用法的にはもっと広範囲な

使い方をする。

1）Der Mensch ist sterblich. 

   （人間は死すべきものである）

2）Der Zug kommt.（電車がきます）

3）Heute kaufe ich ein Buch.

   （今日本を買うんだ）

4）Morgen kaufe ich das Buch.

   （明日その本を買うよ）

5）Jetzt esse ich einen Hamburger.

   （今ハンバーガーを食べているところだよ）

例文 1）から 5）の動詞は全て現在形である

が，この中で話者が話しているその時間軸にまさ

に行為されていることを表現しているのは 5）の

みである。2）から 4）は話している直後以降に

起こることであるし，1）に関しては時間軸には

関係ない陳述内容である。4）には morgen（明

日）という副詞が入っているので未来形を使うこ

ともできるが，未来形を使うとニュアンスが変わ

り，不確実性が表現される。つまり明日必ずその

本を買うならば現在形が，必ず買うとは確約でき

ない陳述ならば未来形が用いられる。

古典ギリシア語 ラテン語 ドイツ語 英語

Präsens（現在形） do ich gebe I give

Präteritum（過去形） dabam ich gab I gave

Perfekt（完了形） dedi ich habe gegeben I have given

Plusquamp.（過去完了形） dederam ich hatte gegeben I had given

Futur（未来形） dabo ich werde geben I will give

「私は与える」の変化
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【重要】未来の事柄は未来を表す副詞と現在形で

言われることが多い。Morgen haben wir einen 

Test.  明日私たちはテストがある。

一方明治の文法教科書において，現代のそれよ

りも動詞時制の説明として評価できるところが1

つある。それはPräteritum を Imperfekt と記して

「過去形」とした点である。ドイツ語の過去形は

英語の過去進行形の意味をも含んでおり，古典ギ

リシア語，ラテン語の文法では「未完了」と称し

ているものと一致している。当時のドイツ本国の

文 法 書， 例 え ば Bauer-Duden（1905） に は 

Präteritum（Imperfektum）と記しており，明治

のドイツ語の教科書は図らずもこの表記を踏襲し

たため過去形は「～していた」を意味する形で，

「～した」は現在完了形（三太郎文法では「現在

過去」という名称を用いている）が担当している

ことが記されている注31）。

2． 現在過去トハ説話ノ際動作ノ結了シタルヲ云

フ

例　 Ich habe das Buch gelesen  我ハ書ヲ読ミタリ

（今読ミ了リタルノ意）

3． 過去トハ過去ニ於テ動作ノ持続セシヲ云フ

例　 Ich las  das Buch,（als mein Freund gestern 

mich besuchte）

    我友人ガ昨日我ヲ訪問セシ際我ハ書ヲ読ミキ

（其当時読ミテ居リシ意）

 過去ハ此説明ノ如ク用ヒラルヽノ外尚ホ単ニ過去

ノ事蹟ヲ物語ルトキニ用ヒラルヽモノニシテ之ヲ

物語ノ過去（Historisches Imperfekt）トイフ．

残念ながら，現行の大学用ドイツ語教科書の多

くは字数の制限なのか，またはドイツ語では現在

完了形の方が日常会話では重要という認識から

か，過去形についてはその作り方が説明されてい

るだけで，用法については書いてあっても「書き

言葉で用いられる」程度の説明ばかりである。

るということである。〇〇形という表記は該当す

る動詞形態の機能についてほんの一部分しか表し

ていないのだと理解すべきである。

こうなると語尾変化だけで形成できるPräsens

（現在形），Präteritum（過去形）という名称はそ

れを包括する法である Indikativ（直説法）の二つ

の形態変化と捉えたほうが紛らわしくない。あた

かもKonjunktiv（接続法）の二つの形態変化を

Konjuntktiv I（接続法Ⅰ），Konjunktiv II（接続法

Ⅱ）と呼ぶように Indikativ I（直説法Ⅰ）, Indi-

kativ II（直説法Ⅱ）と名づけたほうが良いので

は？と考えたくなる。最近のドゥーデン文法では

事実これに触れており，Indikativ Tempusgruppe I

（直説法時制グループⅠ）, Indikativ Tempusgrup-

pe II（直説法時制グループⅡ）と呼んでいる注28）。

日本の教科書ではここまで踏み込んだ名称はさ

すがに使われていないが，進歩的な教科書の中に

は過去形と現在完了形の使い方の違い，未来を表

すときの現在形使用，未来形使用の違いを記述す

るものも出てきたことは安心材料である。しかし

それはまだほんの一部の教科書でしかないことも

事実である。

ドイツ語の現在完了形は英語と同様に，話し手が

語る時点での動作の完了・結果を表します。しか

し日常の話しことばでは，単なる過去の事柄を表

す場合にも過去形ではなくて，現在完了形を用い

ることがよくあります。（英語とは違って，例え

ば「きのう」ということばが入っていても現在完

了形で表現していっこうに差し支えないのです。）

そのためドイツ語では，過去形よりも現在完了の

ほうがずっと重要だと言えます注29）。

未来形によって表されるのは，未来の事柄よりも

話者の意志や推量であることが多い注30）。

1人称（意志）：Ich werde morgen nichts machen. 

私は明日は何もしないつもりだ。

2人称（推量）：Du wirst sicher müde sein. 君は

きっと疲れていることでしょう。

3人称（推量）：Peter wird zu mir kommen. ペー

ターは私のところへ来るでしょう。
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表現として sein ＋ am/im/beim 動名詞 が用いら

れる。

Ich bin am Überlegen.（今考え中です。）

Ich bin beim Aufräumen. 注34）（今片付けの最中で

す。）

 

上例の出典元であるドゥーデン文法の解説にも

あるとおり，この表現はまだ文法化されていない

し，用いる前置詞が an, in, bei のどれを用いるか

も一定ではなく，さらに不定詞を大文字化した動

名詞のみが接続でき目的語や補足語を付け加える

ことができない。（ケルン方言では可能だそうだ

が。）しかし新聞，雑誌などの文章語にも広がっ

ている表現であり，学習者が生のドイツ語と向き

合うときには恐らく直面する表現であろう。この

表現はドゥーデン文法を遡ると1959年の戦後最

初の版から取り上げられている注35）。そこには er 

ist am Schreiben（statt : er schreibt）と書かれてお

り，1966年の第2版では（landsch）「方言的」と

いう文言が加えられ，さらに脚注で am, beim, im 

と用いられることなど詳しく付加されている注36）。

この表現は決してこの十数年間でできた類の

ものではない。なぜならば Sütterlin（1924）に

もすでに記述があり，以下の例文が載せられて

いる注37）。

Der Rhein ist im Steigen.（ライン川が増水してい

る。）

Wir sind am Essen，an der Arbeit.（私たちは今食

事中だ，仕事中だ）

Ich war beim Briefschreiben.（私は手紙を書いて

いたところだ）

このような場合，外国語を教授する立場とし

て，触れないということはいかがだろうか。それ

どころか今でも「ドイツ語には進行形はありませ

ん。」と教科書だけではなく，インターネットで

の「ドイツ語講座」的なウェブサイトにも堂々と

書かれていることが多い。学習者に単純な文法を

提示するためにこうした表現をしているのかもし

れないが，多用されている言語運用の実際を無視

．ことばの変遷をとめることはできない 

Ⅱ．からⅤ．までで日本のドイツ語教科書がい

かに明治期の輸入文法書の邦訳的存在から逸脱し

ていないかということを確認してきた。一方ドイ

ツ本国の（学習者向けの）文法書では中世からの

文法的枠組みを可能な限り吟味し直して，より現

代のドイツ語の姿を反映したかたちに改訂してい

るのを紹介した。

外国語を教授する際に常に念頭に置かねばなら

ないのが，教科書が扱う外国語は当該外国語の話

されている姿と同一ではない可能性があること，

つまり標準〇〇語を教授しているのであり，日常

話されている〇〇語（言語学的には方言と言って

も差し支えないだろう）を教えているのではない

ということである。しかし学習者はその言語を学

ぶことで現地の人々とコミュニケーションをとる

ことを期待しているわけで，このギャップは看過

できない。標準語（あるいは共通語）を学んでい

るのだから通じないわけはないのだが，しかし，

日常語としては普通に用いられる文法的表現が学

習単元にない場合もある。例えば比較的説明の詳

しい大学教授用ドイツ語教科書にはこのような記

述がある。

なお，ドイツ語では，現在進行形も現在形で表し

ます。

Ich trinke（今，お酒を楽しんでいるところだ）

（現在進行中）注32）

確かにドイツ語の直説法現在形は単なる陳述以

外に未完了のアスペクトももっているので，特に

継続状態を表現する副詞とともに「現在進行形」

を表すことができる。

Ich schreibe gerade einen Brief.（ちょうど今手紙

を書いているところです。）

Zur Zeit beträgt der von Russland gefordete 

Gaspreis 485 Dollar. 注33）

（現時点でロシアから要求されているガス料金は

485ドルに達している。）

同時に現在のドイツ語では進行形を強調する口語
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い発達は，けっしてこれによって停止されるもの

ではない。この発達は，あらゆる言語活動より切

り離すことができないからである注39）。

かつての言語教育はゆるぎない規範を重要視し

てきた。それはドイツ語でも同じである。クロマ

イヤー や ショッテリウスが記そうとした文法は

まさに規範文法である。前述したヘルマン・パウ

ルの指摘にもかかわらず，この規範文法を基準に

したドイツ語教育が長年ドイツでも実施されてき

た。しかし1992年欧州評議会によって主導され

た「ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章」がヨー

ロッパ各国で批准されたことを境に，先程のよう

な日常語では頻繁に用いる文法的表現が，標準語

の中でも躊躇せずに文章語として書かれるように

なったし，また文法書でも無視されることがなく

なったように思う。規範文法から記述文法に変

わった証しとも言えよう。

．結　語

ここまでで明らかにしてきたように，日本にお

いてドイツ語を教授する際には，その学習到達目

標が一体何であるかを再考せずに，明治以来の伝

統的な学校文法そのままを教え続けていれば良し

としてきた観がある。その一方で本国ドイツでは

時代の要求に合わせてどんな文法を教えるべきか

改変しようとする流れがあった。

日本の語学教育においても，学校文法がこのよ

うな時代の流れを受けて，学習者が学習する言語

を，運用できることを念頭において記述するべき

ならば，学習効果に疑問のある伝統的なパラダイ

ムから脱却する必要がある。残念なことに，現行

の大学教育ではドイツ語を学習する機会が減少し

ている傾向にあり，教科書の需要も発行部数もか

つてに比較すれば少なくなっていることは否めな

い。しかしながらそれを理由に文法記述が不変で

良いわけはない。明治時代に輸入したままの旧態

依然のドイツ文法ではますます現在のドイツ語の

姿とのギャップが広がってしまう。

グローバル社会に突入し，語学学習が従来の教

養主義からプラグマティズム指向に傾いているの

は自明の理である。その社会的ニーズに応える語

することが学習者の益に繋がるのか疑問に思う。

これとは別に sein と不定詞を用いた次のよう

な表現も日常会話ではよく使われる。

Hans ist （in der Stadt）essen. 注34）（ハンスは（街

に）食事に行っている。→ここにはいない。）

これは俗に Absentiv（不在構文）と呼ばれる

表現である。

ドイツではドゥーデン文法に記載されているこ

とが，正しいことばと容認するので，この 2つの

構文，進行形と不在構文は今後もドイツ語運用で

は頻繁に用いられることが予測される。一方日本

ではその表現が正しいかどうかを判断する機関が

ないにもかかわらず，所謂「ら抜きことば」のよ

うに実際には多くの運用が見られるのに，自分自

身が使う，使わないを基準にして，「正しくない」

と断ずる人がいる。

ことばは広く運用されれば容易に変遷してい

くものである。辺境で文化交流に乏しく厳しい

気候環境でさらに『エッダ』ということばの模

範を示す書物が存在したという特殊な状況下で

話されてきたアイスランド語や，2000年前の死

語を復活させた現代ヘブライ語などの僅かな例

を除けば，500年も1000年も前のことばをその

まま日常語として運用している言語話者はいな

い。ことばが変遷する以上は，外国語を学習す

る教材も時代に合わせて変遷した当該言語の姿

を示す必要があるだろう。青年文法学派の代表

的存在である Hermann Paul は主著『言語史原

理』（1909年）ですでにことばの変遷は食い止め

ることができないことに触れている。

Mit welcher Bewusstheit und Absichtlichkeit aber 

auch eine schriftsprachliche Norm geschaffen 

w e r d e n  m a g ,  n i e m a l s  k a n n  d a d u r c h  d i e 

unbeabsichtige Entwickelung, die wir in den 

vorhergehenden Kapiteln besprochen haben, zum 

St i l l s tand gebraucht werden; denn s ie i s t 

unzertrennlich von aller Sprechtätigkeit. 注38）

文語の規準がどんな意識と意図とをもって創造さ

れても，これまでの章で論述したような意図のな
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1）日本大学文理学部

．研究の背景と目的

中央教育審議会の「初等中等教育と高等教育の

接続の改善」についての答申（文部科学省，

1999）に，キャリア教育の必要性が盛りこまれた

のが今から20年前の1999年，その5年後の2004

年には「キャリア教育の推進に関する総合的調査

研究協力者会議」が「キャリア教育推進」の指針

となる報告書をまとめた（文部科学省，　2004）。

さらに2010年には，大学設置基準の改定によっ

て従来の就職指導課などによる就職ガイダンスや

就職支援講座だけでなく，大学の教育課程として

位置づけられたキャリア教育に取り組むことが求

められるようになった。

こうした動きの一方で，キャリア教育のあり方

については，必ずしも共通理解が得られているわ

けではない。本田由紀は「教育の職業的意義」を

論じる前提として，「あらかじめの反論」という

タイトルの序章を置き，「教育に職業的意義は不

必要だ」など5つの否定的な反応に対する反論を

述べている（本田，2009）。永作稔は，大学での

キャリア支援の進め方をめぐって，事務組織と教

学組織の二項対立や専門家教員と非専門家教員と

の二項対立があると指摘している（永作，

2012）。中里弘穂は，大学におけるキャリア教育

の現状と課題を整理した中で，授業を外部の就職

支援会社に委託する場合があることに関して，

「大学にキャリア教育を行うノウハウが不足して

いるために，このような外部委託を行う場合があ

り，そのことがキャリア教育は就職支援を行って

いるとの誤解を生じる原因となっているのであろ

う」と述べている（中里，2013，80ページ）。さ

らに児美川孝一郎は『キャリア教育のウソ』とい

う刺激的なタイトルの著書で，そもそもキャリア

プランが可能なのかといった問題提起を行ってい

る（児美川，2013）。

筆者は現在，「キャリアデザイン2」という科

目名でキャリア教育を担当するとともに，日本大

学文理学部の就職委員として学生の就職活動支援

にも関わっている。筆者は永作が指摘するような

二項対立を実感することはなく，本田が想定した

否定的な反応に反論するという場面も経験してい

ないが，授業内容や方法について常に自問を続け

ている。大学でのキャリア教育をめぐっては，専

門家・スタッフの不足や教育内容の軸が曖昧であ

るといった運営上の課題が指摘されている（国立

大学協会，2005）。筆者自身もキャリア教育の専

門家というわけではなく，いわば試行錯誤をしな

がら大学でのキャリア教育に携わってきたという

のが実情である。　

以上のような背景を踏まえ，本稿では，筆者が

担当している「キャリアデザイン2」の授業に対

する履修学生の反応を材料として，大学でのキャ

リア教育のあり方を検討する。分析対象とする学

生の反応は，授業内容に違いがある三つの年度を

比較する。幅広い分野のゲスト講師を招いた年

度，企業の人事担当者を中心としたゲスト講師を

招いた年度，ゲスト講師なしで教員の講義だけで

展開した年度の三つである。この三つは10年間

にわたって試行錯誤を重ねた結果として収斂して

いった経緯を示すものでもある。いずれも大教室

での講義形式という環境下で，何をどう取り扱え

思い込みの轍からの脱却を促すキャリア教育

―履修学生の反応の分析をもとにした一考察―

中瀬　剛丸1）
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た質的向上にも目をむけねばなるまい」（望月，

2011，54ページ）と指摘している。

キャリア教育のあり方をめぐっては，導入当初

から様々な論議がある。先に触れた国立大学協会

の報告書「大学におけるキャリア教育のあり方―

キャリア教育科目を中心に―」では，キャリア教

育科目の現状の中で，期待する学生の姿（教育目

標）として，「『就職活動のための準備』から『発

達課題や生き方の学習』まで幅がある」「『社会や

産業に関する情報学習』から『職業観などの内的

発達』まで幅がある」，「『多くのモデルから学ぶ

こと』から『自己との対話による個性の確立』ま

で幅がある」という 3点を指摘して，幅の広さを

強調している（国立大学協会，2007，7ペー

ジ）。また，運営上の現状の中で，対応する大学

の教育実施組織や考え方について，「授業科目の

名称・内容は多様―生き方の選択という位置づけ

は曖昧である」，「『キャリア教育』推進のための

専門家・スタッフの確保・育成が不十分であ

る」，「安易に外部に委託し，独自性が見られない

傾向もある」など 7点を上げている（国立大学協

会，2003，7ページ）。科目名の多様性が象徴し

ているように，キャリア教育科目は何をどう取り

扱かえばよいのかが定まっていない多様性が大き

な特徴であり，それぞれの大学で模索が続いてい

ると言えよう。

様々なキャリア教育が展開されている中で，教

育内容に関する批判もある。花田光世らは，「時

としてキャリア教育は，学生の職業に対する夢や

願望を無責任に膨らませるばかりで，現実的な対

応や柔軟な進路変更を妨げているのではないか」

（花田ら，2011，80ページ）といった批判を紹介

している。その上で，「キャリア教育は，一個人

がある時点で優れたプランニングをすることで何

かを達成できるようなものではなく，社会，産

業，ビジネス，組織がダイナミックに変化する中

で，自らの役割をどうとらえ，それを自分が成長

する契機としていくのか，継続的に試みることを

促すものでなくてはならないはずである」と指摘

している（花田ら，2011，80-81ページ）。児見川

も，「キャリア教育を，学校教育の中のひとつの

『領域』や『分野』であるとは考えないほうがよ

ば学生の主体的なキャリア形成に資することがで

きるのかを模索してきた。その模索と学生の反応

の変化をもとに，大学でのキャリア教育科目の意

義について若干の考察を行う。

．大学でのキャリア教育の現状と

あり方に関する議論

ここではまず，日本学生支援機構が実施した

「大学等における学生支援の取り組み状況に関す

る調査」の結果を望月由起がまとめた分析報告

（望月，2018，2011）をもとに，大学でのキャリ

ア教育の現状について概観する。

必修科目として設定したキャリア科目の開設状

況を設置者別に見ると，2017年度の設置率（「全

学で開設している」＋「学部あるいは学科単位で

開設している」）は，国立が63.9％，公立が

45.5％，私立が64.6％となっている。2010年度の

開設率（「全学」か「学部学科」かの区別はない）

は，国立が36.9％，公立が22.1％，私立が38.2％

であり，開設率はいずれも大幅に上昇している。

大学設置基準の改定という政策の影響が大きいと

考えられる。

キャリア教育科目の主な授業担当者（複数回答

可）を私立大学についてみると，専任教員（大学

院・学部等所属）が88.4％，専任教員（大学院・

学部等所属以外）が7.6％，大学教員を本業とす

る非常勤講師が15.3％，大学教員を本業とする者

以外の非常勤講師が28.7％などとなっている。こ

れについて望月は，「大学において，大学教員を

本業とする者以外が，必修科目の主たる授業担当

者になりうる点は，キャリア教育科目の特徴のひ

とつではなかろうか」（望月， 2018，106ページ）

と指摘している。

2010年度の分析報告では，キャリア教育科目

の科目名を尋ねた結果が列挙されている。「キャ

リア」とつく主なものだけでも，「キャリア教育」

「キャリアプランニング」「キャリアデザイン」

「ライフプラン・キャリアプラン」など33に上

り，実に多様な科目名がつけられている。これに

ついて望月は，「キャリア教育・就職支援の正課

カリキュラムとしての授業化が進む現在であるか

らこそ，量的拡大のみならず，内容や水準といっ
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状況の悪化がキャリア教育科目の提案を後押しし

たとは言えるが，単に就職活動支援を目的として

考えていたわけではなかった。筆者がキャリア教

育の必要性を感じるようになったのは，その前年

の2007年に大学教員として教壇に立つように

なった頃に，大学生の卒業後の進路のデータを見

た時の違和感を出発点としていた。

文部科学省の学校基本調査によると，2006年 3

月の大卒者の就職率（卒業生分母）は63.7％で，

前の年に比べ4ポイント上がっている（文部科学

省，2007）。当時，大学生の就職状況は改善した

と報道されていた。しかし学校基本調査での統計

カテゴリーの中には「左記以外の者」があり，そ

の人数は 8万2,000人，卒業生分母の比率が

14.7％となっている。残余のカテゴリーである

「左記以外の者」は，「家事手伝いなど就職でも

『大学院等への進学者』や『専修学校・外国の学

校等への入学者』等でもないことが明らかな者で

ある」と説明されていた。その「左記以外の者」

の比率は，「大学院等への進学者」の比率12.1％

よりも高い。例示されている「家事手伝い」がこ

れほどまとまった人数いるとは考えられない。大

卒者のおよそ7人に1人は，自分が何をするのか

定かではない状態で卒業式を迎えていたのであ

る。

学校基本調査では「左記以外の者」という残余

のカテゴリーであるが，卒業後は，求職活動をし

ているならば失業者，求職活動をしていないなら

ば無業者とカテゴライズされる存在と言える。公

務員試験や教員採用試験を目指して勉強をしてい

るケースも含まれるとは言え，そうした場合も本

人としては不本意な状態で卒業したと考えられ

る。しかも大学生の就職状況は改善していると伝

えられていて，そうした実態があることは社会的

に問題視されていなかった。

こうした状況の中で，卒業後の進路が決まらな

いまま卒業式を迎える学生を一人でも減らしたい

という考えが，キャリア教育に取り組もうとする

行動の動機となっていた。その意味では，「就職

活動の準備」の側面はあったが，就職指導課が

行っている就職支援行事とは別の方向性を持った

ものを目指していた。なぜならば，就職活動を上

い」と述べている（児見川，2013，54ページ）。

キャリア教育は生涯を通じたキャリア形成の出発

点として重要な役割を担っているものではある

が，カリキュラムの中の一つの科目を受講するこ

とで，その役割を果たすことはそもそも困難であ

ろう。

さらには，児島功和が指摘している大学生活の

「まじめ」の構造にも留意する必要がある。児島

は「のんびり暮らしたいというある意味で“まっ

とう”な価値観を抑制し，現在の社会では一生懸

命に働く必要があり，またそうでなければならな

いという勤労倫理が大学生活にも広範に影響を及

ぼしている」と指摘している（児島，2017，276

ページ）。キャリア教育は，企業が使いやすい人

材を養成するという役割を担うために行うわけで

はない。本田は教育の職業的意義について，「若

者の生活の質の向上」を強調している（本田，

2009）。この「若者の生活の質の向上」という視

点を持って，大学でのキャリア教育としての授業

科目において何ができるのかを検証したいと考え

ている。　

．キャリア教育提案の経緯と授業内容の変遷

1．キャリア教育科目提案時の問題意識

日本大学文理学部で「キャリア」とついた名称

の科目が開講されたのは2010年，大学設置基準

の改定が行われた年である。ただし，科目の提案

はその前年であり，大学設置基準の改定を意識し

たものではなかった。学際的な分野や現代的な課

題に関する科目の提案を募るプロジェクト教育科

目の一つとして，筆者が「キャリアデザイン基礎

講座」という名称の科目を提案して採択されたの

が始まりである。「キャリアデザイン基礎講座」

はその後2012年まで 3年間，プロジェクト教育

科目として提案を続けた。

キャリア教育科目を提案しようと考えていた

2008年の秋に，アメリカの投資会社が経営破綻

したことをきっかけに広がった世界的な経済危

機，いわゆるリーマンショックが起きた。景気の

後退は雇用の不安定化を招き，採用内定を取り消

す「内定切り」という言葉がメディアで報道され

る状況になっていた。リーマンショック後の就職
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2．授業内容の変遷

ここでは，筆者が取り組んでいるキャリア教育

科目の原型である2010年度の「キャリアデザイ

ン基礎講座」と学生の反応の分析対象とした3つ

の年度の「キャリアデザイン2」で，どのような

内容の授業を行ったかを紹介しながら，キャリア

教育をめぐる論議の中で指摘されている多様性の

問題やゲスト講師の役割などの検討課題について

述べる。

「キャリアデザイン基礎講座」をプロジェクト

科目として提案した際に，授業テーマとしては

「職業選択と自己実現―自分のキャリアをデザイ

ンしよう」という文言を掲げ，授業の狙いとして

「自分の個性や価値観について理解を深めた上

で，キャリアデザインの重要性を理解して，目的

意識を持って大学生活を送る姿勢を身につけると

ともに，社会人としての基礎力であるプレゼン

テーション能力の向上をめざす」と述べている。

この授業テーマと授業の狙いは，その後も基本的

に踏襲している。

表1はそれぞれの年度の授業の概要である。初

回のガイダンスでは，授業計画や成績評価の方法

に加えて，文理学部の卒業生の進路のデータを取

りあげて，進路未決定のまま卒業する「左記以外

の者」が一定程度存在することに焦点をあてて，

会社と学生とのミスマッチの問題，その要因とし

てイメージに左右される学生の会社選びの問題を

解説している。

2010年度の第 2回から第 4回は，そもそも働

くということはどういうことかを考える機会とし

て置いた。その中では，筆者の20代の頃の給与

明細の実物を見せて税金や社会保険料をいわゆる

天引きされていることを示した上で，働くことで

社会を支え合う側面があることを伝えようとし

た。

ゲスト講師を招いた回は計 6回，多彩なゲスト

講師5人に依頼した。「会社員として感じる仕事

のやりがい」をテーマにした講演の回のゲスト

は，大手電機メーカーの広報セクションで働く全

盲の会社員である。普段学生が話を聞く機会が少

ないと考えられるゲスト講師で構成している。ま

た，NHK日本語センターのアナウンサーには，

手く乗り切れずに結果的に進路が決まらない学生

が一定程度いるのは，就職状況が厳しいかどうか

の問題だけではなく，仕事や就職先についての学

生のイメージと実情との食い違いが大きいという

要因があると考えていたからである。

リーマンショックを契機とした景気後退は雇用

の不安定化を招き，派遣社員が契約を打ち切られ

る「派遣切り」といった事態を生んだ。一部で

「内定切り」と呼ばれる内定取り消しを行った企

業もあった。しかしながら，2010年卒の大学生

の求人倍率は1.62倍であった（リクルートワーク

ス研究所，2009）。学生の民間企業就職希望者44

万7,000人に対して，民間企業の求人数は72万

5,000人であり，多くの企業は大卒の人材の採用

計画を充足できない状態だったのである。リク

ルートワークス研究所は求人倍率調査の結果につ

いて「求人倍率は1.62倍と，昨年，一昨年の新卒

採用の過熱ぶりに一段落」と伝えている。その

後，就職氷河期と言われた時期に入り，2012年

に大卒求人倍率は1.23倍にまで落ち込んだが，1

倍を切ることはなく上昇に転じた。

2010年卒の大卒就職は「過熱ぶりに一段落」

という表現が使われる状況だったにもかかわら

ず，学校基本調査によると「左記以外の者」と分

類される状態で卒業式を迎えていたのは8万

7,000人（16.1％）であり，大学生の 6人に 1人の

割合だった（文部科学省，2010）。大卒の人材を採

用したいと考えていても採用できていない企業があ

る一方で，企業に就職したいと願っていても結果的

に就職先を決められない学生が存在する。この状況

を少しでも改善することを念頭に置いて授業内容を

検討して，プロジェクト科目としてキャリア教育科

目を提案した。

なお，プロジェクト科目の一つとしてスタート

した文理学部でのキャリア教育科目は，その後順

次科目数やコマ数が増えていった。2013年度か

らは主に 1～2年生向けに将来の進路や働くこと

について考える「キャリアデザイン1」と2年生

以上向けに具体的な職業選択を考える上で必要な

知識や材料を得るための「キャリアデザイン2」

の二つの科目名称で，それぞれ複数コマが開講さ

れてきた。
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る（中瀬，2013）。ただし，履修した学生たちが

実際に仕事を選択したり，就職活動に取り組んだ

りする際に，授業で聞いたゲストの話がどの程度

活かされているのかは分からない。自分とは違う

特別な人と感じる学生もいると思われるゲストの

人選でもある。そうしたゲストの話は刺激になる

ことは間違いないと考えたが，学生の主体的な

キャリア形成にどの程度貢献できるか確信は持て

ない。どのようなゲストを招くのかについては，

その後試行錯誤が続いた。

分析対象のうち2016年度は「キャリアデザイ

ン基礎講座」の内容を基本的には踏襲している。

特徴はゲスト講師の講演を全体の半数を超える8

回設定していることであり，ゲストの人選も学生

「人前で話す基本」をテーマに実践的な課題を盛

りこんだ講義をお願いした。企業が求めている人

材の資質・能力として，コミュニケーション能力

が求められているが，学生は私的な会話の場面で

のおしゃべり好きをコミュニケーション能力と勘

違いしている場合があるという問題意識を持ち，

パブリックな場面での意思伝達＝人前で話すこと

の基本を理解して欲しいと考えた。「人前で話す

基本」のエッセンスは，その後の年度でも盛りこ

んでいる。

2010年度の授業の最後に行った授業改善アン

ケートでの授業満足度は，それまでに筆者が担当

していた社会学科の専門科目に比べて高く，ゲス

ト講師の講演は意義のあるものだと受けとめてい

表 1　授業内容の変遷

2010
「キャリアデザイン基礎講座」

2016
「キャリアデザイン2」

2017
「キャリアデザイン2」

2019
「キャリアデザイン2」

1 ガイダンス(授業計画、成
績評価などの説明)

ガイダンス・業界企業研究
の意義

ガイダンス・業界企業研究
の意義

ガイダンス・業界企業研究
の意義

2 働くことの意味＋会社につ
いての基礎知識

会社と就職活動についての
基礎知識

資格と職業～大学で学ぶ意義 資格と職業～大学で学ぶ意義

3 仕事を通じて社会を支える
ゲスト①調査会社（文理学
部OB社長）

会社と就職活動についての
基礎知識

会社と就職活動についての
基礎知識

4 仕事を選ぶ上で何を重視す
るか　　

職種を知る～ステレオタイ
プの罠

職種についての基礎知識
働く意味、社会貢献として
の仕事

5 希望についての講義とテレ
ビ番組視聴　

ゲスト②印刷会社（役員） 会社選びの視点と方法 職種についての基礎知識

6 ゲスト①テレビ番組プロ
デューサー

ゲスト③電機メーカー（総務）
ゲスト①ビル空調サービス
会社（人事）

営業職についての基礎知識

7 ゲスト②NPO法人理事 ゲスト④テレビ番組プロ
デューサー

ゲスト②給食サービス会社
（役員）

仕事選びの視点①IT系、現
代のものづくり

8 ゲスト③電機メーカー社員
（広報セクション）

仕事のやりがいをどう考え
るか

グローバル時代の日本企業
仕事選びの視点②グローバ
ル化するビジネス

9 ワーク・ライフ・バランス
について

ゲスト⑤飲料メーカー（商
品開発）

ゲスト③精密計測機器メー
カー（人事）

仕事選びの視点③給料が高
い会社の特徴

10 ゲスト④アナウンサー「人
前で話す基本」

ゲスト⑥航空会社（調査）
ゲスト④
外資系エレベーターメー
カー（人事）

仕事選びの視点④クリエイ
ティブな仕事

11 ゲスト⑤アナウンサー「敬
語の基本」

ゲスト⑦医療機器メーカー
（人事）

ゲスト⑤
防災機器メーカー（人事）

働き方改革の実情～生産性
向上とは何か

12 労働条件と労働政策
働く意味、社会貢献として
の仕事

人前で話す基本、自己ア
ピールのポイント

人事労務政策とブラック企業

13 ゲスト⑥IT系企業人事担当
役員

ゲスト⑧映画会社（文理学
部OB社長）

働く意味、社会貢献として
の仕事

人事は何を見るのか、採用
選考の基礎知識

14 まとめ 課題学習（社会人の話を聞く） 課題学習（社会人の話を聞く）
人前で話す基本、自己ア
ピールのポイント

15 試験（論述形式） 幸せな仕事の見つけ方 幸せな仕事の見つけ方 幸せな仕事の見つけ方

成績
評価

授業参画度（毎回の授業内
課題）50％
試験（論述形式）50％

授業参画度（毎回の授業課
題）70％、レポート（社会
人に仕事の話を聞く）30％

授業参画度（毎回の授業課
題）70％、レポート（社会
人に仕事の話を聞く）30％

授業参画度（毎回の授業課
題）70％、レポート（自分
の興味のある業界・企業の
研究）30％
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教育科目の幅の広さを指摘できる。職業観という

内的発達，労働条件を左右する労働政策の問題

点，コミュニケーション能力，企業の採用担当者

の視点といった形で幅広い内容を取りあげてい

る。こうした幅の広さをどのように収斂させてい

くのか，あるいは幅の広さを授業として活かして

いくことができるものなのか，今も検討課題と

なっている。

　 ．分析の対象と方法

文理学部のキャリア教育科目の中で，筆者が担

当している「キャリアデザイン2」は民間企業へ

の就職を希望している学生向けとして開講してい

る。授業を履修した学生のほとんどは，自分の進

路として民間企業就職を想定している学生であ

る。半期の授業の最終回に「授業全体を通じて一

番印象に残っていること，それについて自分なり

に考えたことを簡潔に述べなさい」という指示を

して，短いレポートを書かせている。授業評価を

求めたのではなく，授業を通じて伝えたいと考え

ている内容が学生に届いているのかどうかを把握

しようというのが目的である。そのレポートの記

述を分析の対象としたが，分析資料としては内在

する限界性がある。

まず，授業内レポートは授業参画度として成績

評価の材料となるものであり，学生は教員に評価

されることを意識して書いていることに留意しな

ければならない。また授業の最初の頃に取り扱っ

たか，後半で取り扱ったかで印象の強弱に違いが

出ることも予想される。そもそも文理学部の学生

の中で，筆者の授業を履修しようと考えた学生の

反応であり，大学生一般を代表するサンプルでは

なく，文理学部生を代表するサンプルでもない。

そうした限界性を持つ資料ではあるが，「授業

を通じて一番印象に残っていること」という問い

かけの答えとして，授業内容のどの点に注目した

のか，どんな知見が役に立つと感じたのかを把握

する資料とはなりえる。また授業の感想だけでな

く，これからの進路の希望や悩みについて書く学

生もいて，自分の思いを語る手記という側面を

持っている。記述からは授業への反応だけでな

く，仕事や働くことについての意識もくみ取れる

にとっての人気企業や憧れの仕事に携わっている

社会人，文理学部の卒業生で「社長」として活躍

しているOB，そして会社の知名度は低い「B to 

B」ビジネスの企業の人事担当者と多彩である。

2017年度はゲスト講師の人選を一変させて，

知名度の低い「B to B」企業の人事担当者ら5人

にお願いをした。いずれも東京都経営者協会の出

前講座の登録講師である。東京都経営者協会の出

前講座は大学での正規の授業への派遣の実績も多

い。単なる会社説明ではなく，「女性としての働

き方」や「マーケティングの活用事例」といった

講演テーマを持つ登録講師の中から人選をした。

大卒の求人倍率は一定程度あるにも関わらず，

卒業後の仕事が確保できないまま事実上のフリー

ター状態になる学生が一定程度いるのは，学生の

志望企業が知名度の高い「B to C」の企業に極端

に偏っているからだという問題意識をキャリア教

育科目のスタートの時点から持っていた。実際に

授業に取り組んでから，その問題意識は強くな

り，学生の視野を拡げることに重点を置いた授業

計画を組んだ。授業を履修する学生のほとんど

は，そもそも「B to B」や「B to C」という言葉

さえ知らない。普段テレビCMなどで名前を聞く

機会が多い「B to C」の企業が大手の優良企業と

いう思い込みを持って就職活動に突入する。その

結果，思うように就職活動で成果を得られない現

実を知ってから，ようやく「B to B」にも目を向

けるというのが実情である。その思い込みを早め

に修正する必要があると考えたため，「B to B」

の企業に絞ったゲスト講師を組み立てたのであ

る。

2019年度は，ゲスト講師の講演の回はなく，

15回すべて筆者の授業である。キャリア教育科

目を10年間にわたって担当してきた中で，様々

なゲスト講師に講演をお願いして，自分自身も触

発され，多くの知見を得てきた。その蓄積をもと

に，学生の視野を拡げて，就職に関する思い込み

に囚われずに仕事を選ぶことができるように，基

礎的な知識を伝えることに重点を置いた授業計画

を組んだ。

以上のような授業内容からは，先に触れた国立

大学協会の報告書で取りあげられているキャリア
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程度である。中には枠をはみ出して書く学生がい

る一方で，3行程度で文字通り「簡潔」に書く学

生もいる。

本稿で取りあげた学生の記述の具体例は，主旨

が分かりやすくまとまっているものを選んでい

る。また記述の中で，中核となる部分を取り出し

ている。

．分析結果

1．「仕事の選び方、視点」

学生が「一番印象に残っていること」として上

げた項目を 4つに分類して，全体に占める割合を

年度ごとに示したのが図 1である。「仕事の選び

方や仕事を選ぶ視点」は，もともとの授業テーマ

である「職業選択と自己実現」を目指して授業内

容を構成していることもあって，各年度とも最も

高い割合となっている。このカテゴリーに分類し

た学生の記述を例示する。なお（　）の数字は，

何年度の授業の履修生かとその記述をした学生の

学年を示している。

  　一番印象に残っていることは，大切なのは就

職してからどうするかだということだ。この授

業を受ける前はいかに有名な企業に就職するか

が大切なのだと考えていた。しかし，（中略）

その仕事に就いて何をしたいかを考えることが

必要だと理解した。（2016，1年）

  　授業を受けて仕事の選び方について具体的に

学ぶことができました。今までは就職＝コミュ

ものがあった。そのため筆者が行っている授業内

容の改善だけでなく，記述の質的な分析によって

大学におけるキャリア教育科目のあり方を検討す

る材料としても活用できると考えた。

分析にあたっては，まず何が印象に残ったかを

数値データとして把握した。あらかじめ用意した

カテゴリーではなく，「印象に残っていること」

を読み取りながら，順次，同質のものを統合して

いく手法をとり，結果的に 4つのカテゴリーに分

類する形となった。「仕事の選び方，視点」「働く

意味，生き方」「能力，資質」「就活，採用選考」

の4つである。学生のレポートの中には，主旨が

わかりにくい記述や焦点が絞れていない記述も含

まれているが，「一番印象に残っていること」と

いう問いかけなので，可能な限り一人につき一項

目に絞ってデータ化した。二つの項目を同列に書

いていて，一つに絞れないものは一部複数のカテ

ゴリーに重複してカウントしたものがある。分析

対象とした授業内容は年度によって特徴があり，

それぞれの授業内容の中のどの事柄に学生が興味

を持ったかを比較できる。ただし厳密な数値では

なく，大まかな傾向として受け止める必要があ

る。

その傾向を踏まえて，授業内容のどういう情報

に反応し，どう受けとめているのか，何を知見と

して得られたと感じているのかなどについて，再

度，記述内容を読み取っていった。罫線を引いた

枠を印刷したA4の用紙に書かれた文章であり，

概ね10行から15行程度，字数にして150～300字

2016年度（N=81）

2017年度（N=121）

2019年度（N=74）

仕事の選び方、視点 働く意味、生き方 能力、資質 就活、採用選考

%

57

73 11 5 11

69 18 4 8

21 16 6

図 1　一番印象に残っていること
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に関する見方が大きく変わった。自分のなりた

い職かお金や生活面を考えた職をとるか，非常

に大事なポイントだと思った。色々なゲストの

方の講義を聞き，考えた結果，自分はあこがれ

の職業に就きたいと思った。（2016，3年）

  　将来就く仕事について今までゆっくり考える

時間が無かったのですが，自分自身が好きな仕

事をしてやりがいのある仕事にするためには簡

単にうまく就けるわけではないことを知りまし

た。ですが，今からでも自分の就きたい仕事を

見つけ活動的に進んで行けば，まだ可能性が少

しでもあるのだと感じました。（2017，2年）

  　自分の好きな事じゃなくても，やっていくう

ちにその仕事の魅力ややりがいを探していくの

も良いなと思いました。また，仕事を続けてい

く上で，給料なども大事な条件だけど，会社の

雰囲気や人間関係もすごく重要だなと感じまし

た。（2019，2年）

  　自分は好きなことを仕事にすることはとても

重要だと考えるが，好きということだけでは仕

事をこなすのは難しいと思い，他の判断材料も

必要でしっかり準備も必要だと学んだ。

（2019，2年）

  　仕事を選ぶ上で一番重視することについての

話が一番印象的だった。（中略）やりたい仕事

も無く，就活についての知識もなく，とにかく

焦っていた。そんな時に授業で仕事の選び方に

ついて色々あると知り，まずは，自分で何を重

視したいのか考えることから始めようと思っ

た。（2019，2年）

同じ授業を聞いても，反応の方向性は学生に

よって違う。授業を通じて伝えたいことは「好き

なことを仕事にするか，就いた仕事を好きになる

か」は人それぞれであり，自分なりの判断基準を

持つことが重要だということである。学生の記述

からは，そのことは一定程度伝わっていると受け

とめている。

「仕事の選び方，視点」には，この他，職種に

ついての記述（総合職と一般職の違いや営業職に

ついて理解できたこと）やワーク・ライフ・バラ

ンスに関する記述，それに企業の将来性について

ニケーション能力が絶対的に必要だと考えてき

ました。しかし，価値観やどういう生き方をし

たいのかによって，仕事の選び方は一人一人

違ってくるということを知り，少し安心したと

同時に自分にしっかり向き合う覚悟ができたと

思います。（2017，2年）

  　今まで良い企業というのはCMとかで見たこ

とがあるような有名企業であると思っていまし

たが，その考えが180度変わりました。名の知

られていない企業でも良い会社はたくさんある

し，むしろ，有名企業の方が労働条件が良くな

いなんてこともあると知って本当に驚いた。

（2017，1年）

  　一番印象に残ったのは，名が知れた企業が良

い条件の企業とは限らないことです。（中略）

人気のある企業だから，有名だからという風に

企業選択するのではなく，自分が仕事をする上

で，優先したいことは何かを明確にして，業界

研究をしていきたいと思いました。（2019，2

年）

授業では毎年，「B to B」と「B to C」を織り

交ぜて具体的な企業名を上げて，その中から従業

員数や売上高，従業員の平均年収の高い企業をク

イズ形式で尋ねる課題を出している。そして，ほ

とんどの学生が名前を知らない企業でも従業員の

平均年収が1000万円を超える事例がある一方

で，誰もが名前を知っていて学生の人気が高い企

業の平均年収が400万円台にとどまっている事例

がある事を紹介する。「仕事の選び方や仕事を選

ぶ視点」の中で，「知名度が低い優良企業の存在

を知った」という主旨のことを上げたのは，2016

年度が6件，2017年度が39件，2019年度が27件

である。2017年度はゲスト講師の人選を「B to 

B」に絞り，2019年度は志望企業選びの視点とし

て強調したことがデータに反映している。

学生が志望企業を選ぶ上で，好きなこと，やり

がいを重視するか，それとも給料や待遇を重視す

るかという視点がある。その視点に関しては，次

のような記述があった。

  　キャリアデザインの授業をとって，就職活動
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とって華やかなイメージのある仕事についている

人の講演に対して反応が出ている。2017年度は

ゲストの人選を「B to B」の企業に絞ったことか

ら，ゲスト講師の回に関しての記述は37件

（31％）で，前の年より割合が低下した。なお37

件のうち13件は「一番印象に残ったこと」の内

容としては「知名度の低い優良企業の存在」につ

いてであった。

ゲストの講演に関して，「働く意味，生き方」

についての記述として分類した例を上げると次の

ようなものがある。

　　　

  　来てくださったどの方もターニングポイント

があったということだ。（中略）ターニングポ

イントがその役割を果たすのは，自分次第であ

ると私は思った。過去にあった話だから，当た

り前としてこの会社をやめてここに入ってと語

られていたが，その当時は自分の悩みや葛藤が

存在しているはずである。そこを乗りこえてい

たからこそ，成功がある。（2016，3年）

  　私も好きなことを仕事にしたいと思います

が，これといった深い趣味がないので，様々な

人や社会に貢献できる方々の一員になり，やり

がいのある仕事について，〇〇さん（ゲスト講

師）のように仕事が好きで明るい社会人になり

たいと考えました。（2016，3年）

  　会社に守ってもらうのではなく，自分の力で

道を切り開いていくという姿勢に胸を打たれま

した。何かの一員の一人として終わるのではな

く，その代表となれるように頑張りたいです。

（2016，3年）

企業のトップとして活躍している自分たちの先

輩やテレビ番組のプロデューサーは，学生にとっ

て目標となりえるゲストであり，その話を聞いて

感銘を受けたことがうかがえる。そうしたゲスト

の講演は仕事の選び方や視点にとどまらず，そも

そも何を求めて働くのか，あるいはどういう生き

方をするのかを考える機会になると言える。2017

年度とゲスト講師の回はない2019年度には，企

業への就職だけが働くことではないという視点

で，起業家やＮＰＯ活動の事例を紹介している。

の記述などを含めた。そうした例を上げる。

  　自分は文系なので医療関係の企業とは関係が

ないと思っていたので，文系でも出来る仕事が

意外とたくさんあって，おどろきであった。あ

まり知らない分野だったため思ったよりいい給

料などの対価が得られる企業もたくさんあるこ

とが分かった。（2016，2年）

  　激務をこなして多くの収入を得るよりも，仕

事を楽しんで自分のライフプランに合う会社を

選択し長く働いていけるようになりたいという

自分の価値観や優先順位もなんとなくではあり

ますが，定まってきたように思います。

（2017，3年）

  　業界における企業の立ち位置，そしてその業

界のこれからを読むことが就活で必要なことだ

と感じました。（2019，1年）

  　営業職や事務職，総合職等のちがいを詳しく

知ることができ，自分はどの業務が合うか，考

える機会ができてよかったです。（2019，3年）

こうした記述からは，会社や仕事についての基

礎的な知識が不足している状態で就職活動に入る

学生の姿が思い浮かぶ。大学卒業後のキャリアの

スタートとなる仕事を選ぶ前提として，会社や仕

事についての知識が必要である。その知識が乏し

ければ，自分で判断して主体的に選ぶことは難し

い。授業が自分の知識の乏しさを自覚する機会に

なっている事がうかがわれる。

2.「働く意味，生き方」「能力，資質」

次に「働く意味，生き方」についての記述の割

合の変化を見ると，2016年度の21％から2019年

度は11％へと半減している。また，「能力，資

質」も2016年度の16％から2017年度の 4％，

2019年度の5％へと減少している。これはゲスト

講師の有無と人選の影響が大きいと考えられる。

2016年度は81件のうち，47件（58％）がゲス

ト講師の回に関しての記述である。その中で個別

のゲストや企業の名前を上げているものが33件

あり，映画会社の社長（文理学部OB）が10件，

テレビ番組のプロデューサーが 9件と，学生に
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その中の社会起業家としてバングラディッシュで

活動している女性を取りあげたドキュメンタリー

番組についての記述が 2年で計15件あり，すべ

て「働く意味、生き方」として分類した。例え

ば，次のような記述である。

  　働くと聞くと，会社員のイメージしかいまま

でありませんでしたが，ＮＰＯやボランティ

ア，自営業といった働き方があるということに

気づきました。こういった活動は素晴らしいと

思いますが，私には出来ないことだと見ていて

思いました。この回の授業で，やりたいことを

やるためには，やらなければならないことがあ

る。儲けなければ続けられない。儲けだけでは

続けられない。という話がすごく響きました。

（2017，2年）

ゲストの講演に関連して，「能力，資質」につ

いての記述をする場合，英語力やコミュニケー

ション能力といった具体的な能力についてではな

く，下記の例のように「プライド」や「ガッツ」

といった仕事に対する姿勢を取りあげたものが含

まれている。

  　どのゲストの方も自分の仕事にプライドを

持って，就いた仕事が好きなんだということが

わかったのが一番印象に残った。私も将来仕事

をする上で自分の仕事にプライドを持って仕事

をしたいと思った。（2016，1年）

  　ゲストでいらしていたどの企業の人もガッツ

がある人，何事にも熱心にやる人は大成すると

言っていました。私はこれといって特別な能力

もないし，仕事をうまくできるか今から不安で

しょうがなかったが，仕事をするようになった

らどんな仕事でも熱心にやれば評価してくれる

ということに安心した。（2017，3年）

授業では，毎年，経済産業省が提唱している

「社会人基礎力」を何度も取りあげて紹介してい

る。しかし，能力，資質についての記述の中で，

「社会人基礎力」を上げたものは 3年間でわずか

に 1件だけであった。

また英語力を上げたものは 3件で，その内 1件

は実際にTOEICを受けてみたという行動を伴う

記述であった。

  　私は今まで英語が嫌いでずっと避けてきたも

のの，このキャリアデザインでの影響なのか，

TOEICを受けてみようという気になり，実際

に受験しました。ほとんどの企業がグローバル

化を唱えていたので，逃げることはいけないと

この授業が後押ししてくれたのだと思います。

（2016，3年）

ゲスト講師の講演から伝わる仕事に対するプラ

イドや熱意に比べると，基礎的な能力の話は印象

に残りにくいと思われる。それでも「一番印象に

残ったこと」として英語力が武器になることを上

げて，実際に英語の勉強に力を入れるようになっ

たという学生も存在している。

3．「就活，採用選考」

冒頭の研究の背景と目的の中で，中里（2013）

の「キャリア教育は就職支援を行っているとの誤
4

解
4

を生じる原因」（傍点筆者）という言葉に触れ

た。誤解という表現は，本来，就職支援は教育と

しては位置づけられないという含意を持っている

と言える。筆者も「キャリアデザイン」の授業と

しては，就職指導課が行っている「厚生補導」と

しての就職支援とは別のものを目指している。た

だし，学生の反応が多かった「仕事の選び方や仕

事を選ぶ視点」は，自分にあった仕事を選べるよ

うになることを目指すものであり，広い意味では

就職支援にほかならない。授業では，大学生の就

職状況や企業の採用選考の流れを説明したり，面

接対策としても役に立つ「人前で話す基本」を解

説したりする回も設けている。またゲスト講師か

ら，選考する立場からのアドバイスを聞くことも

ある。ここでは，そうした狭い意味での就職支援

に関する反応を「就活，採用選考」として分類し

た。

この「就活，採用選考」は，2016年度が 5件

（6％），2017年度が10件（8％），2019年度が 8

件（11％）となっている。授業内容として，2017
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に関する記述もなかった。

学生の立場からすると，日本企業の雇用労働政

策の特徴や問題点を説明されると，自分たちでは

どうしようもない問題だと受け止めて，かえって

不安を感じてしまう場合もあると考えられる。そ

れよりも，エントリーシートの書き方や自己ア

ピールのポイントといった「就活対策」のほうが

印象に残りやすいだろう。ただし学生の記述を読

み込むと，単に印象に残りやすいというだけでな

く，卒業後の仕事に対する漠然とした不安を抱い

ている場合，就職活動対策の知識を得たという実

感が不安をやわらげる効果があると言えそうだ。

「就活，採用選考」に関する記述の中から，も

う一つ，学生の不安について検討したい。いわゆ

る「学歴フィルター」に関するものである。

　　ゲスト講師で映画会社に勤めている方の回が

一番印象に残っている。理由はいくつかある

が，日大文理の先輩で，今の私と同じような学

生生活を送っているからである。（中略）いい

会社は高学歴の人しかいないと思っていたのだ

が，OBから刺激的な話を聞くことで前向きに

頑張ろうと思える回だった。（2016，2年）

　　この授業を通して，全ての会社が学力で足き

りしているわけではなく，またコミュニケー

ション能力もただ友人らとおしゃべりすること

ではないとバイアスから解放されました。

（2019，2年）

　　日大に入ったということで，大企業には入る

ことはできないと言われていたので，そう言わ

れるという事は大企業に入ることが一番よいこ

となんだと考えていました。なので就活という

ことに前向きに取り組める気がしなかったで

す。しかし，この授業を受けて，幸せな仕事

や，やりがいのある仕事，様々な人の働き方を

知って，まだ二年生だが，早めに企業研究をし

て，後悔のないように就活を頑張ろうと思うよ

うになりました。（2019，2年）

就職活動においては入試難易度の高い有名大学

の学生が有利であり，自分たちは有名企業や大手

企業に入るのは難しいという思い込みがある場

年度は「人前で話す基本・自己アピールのポイン

ト」という回を設け，さらに2019年度は「人事

は何を見るのか，採用選考の基本」という回を設

けているので，2016年度に比べると割合は高め

になっている。

  　私が最も印象に残った回は，エントリーシー

トについて教えていただいた回です。（中略）

薄っぺたい志望理由にならないように，自分の

軸をしっかり持つと共に，伝えられるように，

これからじっくりと自分と仕事について考えよ

うと思いました。（2017，2年）

  　面接やESに関する内容が印象に残ってい

る。自分は話すのが苦手で，はっきりと大きな

声で話すことはできない。しかし，いくら内容

がよくても聞き取れなくては意味がない。自分

の名前をしっかり届けて，結論を先に述べるこ

とが大事であると言っていたが，自分の名前は

言い慣れているがゆえにサラッと言ってしま

う。本当に気にしておかなければいけないこと

である。（2017，2年）

  　私がこの授業で一番印象に残っているのは自

己ＰＲの書き方です。一番前の一番目につく部

分に一番伝えたい結論を持ってくるというのは

とても重要なことであるが，忘れがちなことだ

と思いました。（2019，2年）

濱口桂一郎は日本の企業の新卒採用の特徴とし

て，職務を限定しない「メンバーシップ型」の雇

用を上げている（濱口，2013）。ゲスト講師の中

にも「ひと言でいえば，一緒に働きたいと思う人

材かどうか」という表現を使って「メンバーシッ

プ型」の雇用のもとでの選考の実情を話してくれ

た人もいる。メンバーシップ型であるが故に，応

募する学生からすると採用基準は抽象的であり，

曖昧だと感じるものとなる。

授業では「会社と就職活動に関する基礎知識」

の回などで，濱口が指摘する「ジョブ型」と「メ

ンバーシップ型」の違いを重要なポイントとして

説明しているのだが，学生がこの点に触れた記述

は 1件もなかった。また2019年度には，「働き方

改革関連法」について取りあげたのだが，その回
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事だと思っています。（2017，3年）

　　授業内で紹介されていた「儲けなければ続け

られない。儲けだけでは続けられない」が非常

に印象に残った。おそらくこれは，一生をかけ

て考えなければならない問題であるが，私はた

とえどれだけ儲けられても，自分がやりたいこ

とにつながらないなら決してそれを仕事にする

ことはできないだろう。たとえ様々なものを犠

牲にしても自分が本気でやりたい仕事に私はつ

きたい。（2019，3年）

  　今思えば，昔より圧倒的に調べることが易し

くなったのに，どうして調べなかったのだろう

と思います。大学卒業後に自分が何をしたいの

か，大学で何をするべきかを考えるきっかけを

与えてくれました。（2019，2年）

　　　

Ⅳの「分析の対象と方法」で述べたように，学

生の記述は資料としての弱点を持っている。あく

まで筆者の「キャリアデザイン2」を選択履修し

た学生の反応であり，さらには成績評価にも関係

するものとして書いている。したがって批判的な

記述はほとんど見られない。学生の立場からする

と，何かしら前向きな記述をしようとする圧力が

かかっていることが想像できる。「自分で決める

ことが一番大事」「一生かけて考えなければなら

ない」といった言葉は，授業の最終回に思い浮か

んだ気持ちとしては正直な心情の吐露だと言える

だろう。だからといって，生涯を通じて考える姿

勢が身についたと受け止めることはできない。し

かしながら，就職活動を前にした学生が，たとえ

一瞬ではあっても自分で選ぶキャリアという視点

を持ったことに意義はあると考えている。

．思い込みの轍からの脱却

キャリア（career）の語源は車輪の跡，つまり

轍であり，そこから人が歩んだ跡としての経歴の

意味でも使われるようになったとされる。轍は，

車輪が通った跡に結果的にできるものなのだが，

授業に対する学生の反応，例えば「いかに有名な

企業に就職するかが大切なのだと考えていた」や

「今まで良い企業というのはCMとかで見たこと

があるような有名企業であると思っていました」

合，その思い込みに囚われて，将来を前向きに考

えることもできなくなってしまう。そういう状態

をなくすことは，キャリア教育科目を提案した時

から，大きな課題として意識していた。2016年

度は，文理学部OBの社長二人に，ゲスト講師と

して来ていただいた。その後も，ビジネスに限ら

ず様々な分野でOB・OGが活躍していることを

紹介したり，大手企業の採用実績を具体的に示し

て大学名でいわば門前払いする企業はごく一部で

あることを説明したりしている。「B to B」と「B 

to C」の説明に力を入れていることも，「学歴

フィルター」という言葉による呪縛によって生じ

る不安の解消にもつながると考えているからであ

る。

4．自分で選ぶキャリア

「職業選択と自己実現―自分のキャリアをデザ

インしよう」という授業テーマを掲げて，授業内

容の試行錯誤を重ねてきた。自分の価値観にあっ

た仕事を自分で選ぶことができるようになること

を目指して，ゲスト講師の人選や取りあげる項目

を検討して，授業内容を変化させてきた。ただ

し，その中に自己分析ツールを使った振り返りや

性格テスト的な適職診断といったものは盛りこん

でいない。キャリアデザインはその場で答えが出

るようなものではなく，生涯を通じて考え続ける

必要があるものだから，授業の目標としては何よ

りもまず自分で考える姿勢を養うことを意識して

いる。この点に関しては，次のような記述から若

干なりとも手応えを感じることができる。

  　私の親は「会社の知名度」をとても気にする

ので，先生の言葉を聞かせたいです！（笑）親

が知名度にとらわれないためには自分がほこり

を持って「この企業に入りたい！」と説明でき

るようにします！！（2017，2年）

  　自分の価値観や労働条件を真剣に考え四季報

などのデータを組み合わせて，納得のいく企業

を見つけていけばよいと分かりました。今まで

親や友人に頼って決めてもらうことが多くあり

ました。でも自分の人生，後悔しないように過

ごすには，自立して自分で決めることが一番大
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きると言える。

ただし，こうした反応に対しては，「何かに取

り組むこと自体が先行し，『面白かった』『楽し

かった』『気づいた』という気持ち主義的な経験

だけで効果をうんぬんしてしまってよいのか」

（五十嵐，2016，37ページ）という批判がある。

筆者自身も，どういうゲストのどういう話がより

望ましいのかをめぐる試行錯誤を続けてきた。確

かにゲスト講師の講演が気持ちにとどまらずに，

知識として蓄積されるのか，あるいは行動につな

がるのか，さらには能力や技能の向上をもたらす

のかなどについては学生の記述からは分からな

い。しかし，そもそも気持ちが動くことなく何ら

かの行動を引き起こすとしたら，それは別の轍に

はめてしまうことなのかもしれない。

就職情報会社のサイトには万単位の求人情報が

掲載され，それぞれのサイトに自己分析や適職診

断のツールを用意して学生の取り込みを競ってい

る。インターンシップも就職情報会社のサイトを

通じた募集が，年々活発になっている。民間企業

を志望する学生は膨大な選択肢のなかから自分の

志望企業を選択するのだが，選択肢が多すぎるか

らこそヒューリスティックな判断をしてしまいが

ちである。その判断材料が企業の知名度や大学入

試の難易度である。

志望企業をヒューリスティックな判断で決める

ことの危うさに気づくために「名前は知らないけ

れども仕事のやりがいや労働条件の面で自分の目

標として掲げることができる企業はある」という

知識が役に立つ。業界の立ち位置や企業の技術力

が志望企業の選択のポイントになり得るという知

識があれば，知名度を重視した志望企業の選択を

避けることができるだろう。そしてそうした知識

を伝えることは，大教室の講義形式の授業でも可

能な内容である。

学生は知名度の高い企業が優良企業であるとい

う思い込みだけではなく，採用選考で試されるコ

ミュニケーション能力や学歴フィルターの問題，

さらには文系・理系の適職の違いや範囲など，

様々な思い込みを持っている。そうした思い込み

から離れて，自分が選択できることとして捉え直

すように促すことをキャリア教育の役割の一つと

といった記述からは，すでにある一筋の轍に沿っ

て進めるかどうかが重要だという受けとめ方が浮

かび上がってくる。思い描いている轍が自分に

とって望ましいものかどうかを検討する視点がな

く，目指すべき道だと思い込んでいる状態だから

こそ，授業を通じてそれが自分の思い込みだった

と気づいたことを「一番印象に残っていること」

として上げるのではないだろうか。

「180度変わった」「本当にびっくりした」と

いった感情表現を伴う記述から，学生の思い込み

の強さがうかがえる。そうした思い込みは学生が

勝手に身につけたものではない。家庭，学校，メ

ディアなど学生がこれまで生きてきた環境のもと

で構築されてきたものである。そして，その思い

込みの轍によって，学生たちは自分の選択の幅を

狭める傾向がある。今回の授業への反応の分析か

ら，思い込みの轍からの脱却を促すことが大学で

のキャリア教育の一つの役割であると確認するこ

とができたと考えている。

「選択」について研究を続けたシーナ・アイエ

ンガーは，「わたしたちが『選択』と呼んでいる

ものは，自分自身や，自分の置かれている環境

を，自分の力で変える能力のことだ。『選択』す

るためには，まず『自分の力で変えられる』とい

う認識を持たなくてはならない」として指摘して

いる（アイエンガー，2010，23ページ）。また希

望の社会的意義を考察した玄田有史は，「個人に

とって，どれだけ自分の可能性が大きいと思える

かが，希望を持てるかどうかを左右しているので

す」と述べている（玄田，2010，70ページ）。学

生たちが思い込みの轍によって自分の選択の幅を

狭めてしまうと，「自分の力で変えられる」とい

う認識が弱まり，希望を持ちにくくなるという問

題が生じるのである。

ゲスト講師として文理学部OBの社長に来てい

ただくことを考えたのも，自分の選択の幅を狭め

るような轍からの脱却の面での影響力を期待した

からである。ゲスト講師に対する反応としては，

働く意味や生き方，仕事に対する熱意などに関し

て触発される傾向があることが分かった。そうし

たゲスト講師は，学生が思い込んでいる轍とは別

の道があることを，説得力を持って示すことがで
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．問題の所在と研究目的

戦後日本の特別な支援ニーズのある子どもに対

する幼児教育・保育は，特に障害のある子どもに

着目すると，1960～70年代に幼稚園，保育所等で

の受け入れが進み，1980年代以降全国的に展開し

始めたことが知られている。また田中（2015）で

示されているように同時期には主に幼児期の言葉

の障害に関しては「幼児ことばの教室」が，知的

障害や肢体不自由，難聴等の障害のある子どもの

支援に関しては精神薄弱児通園施設，肢体不自由

児通園施設，難聴幼児通園施設や心身障碍児通園

事業等の通園施設・通園事業が地方公共団体（基

礎自治体）等に設置され，専門的な支援体制の確

立が目指され支援機関の整備が進められてきた。

この時代の幼稚園，保育所等における受け入れ

に関しては，当時北野（1976）が「基盤的活動

（集団活動）と所謂『障害に即した』個別的活動

（指導）の同時的展開」である「交叉共存状況

（接在共存状況）の展開」と示したように，障害

のない子どもの集団に障害のある子どもの参加を

想定するインテグレーションが目指されていた。

そのため先述のように専門的な支援機関の整備が

なされつつも，吉野・本宮・中村（1974）で「聴

覚障害児をインテグレートさせてゆくには早期か

ら何をしなければならないか」という視点から

「幼稚園，保育園における普通幼児と一緒になっ

た園活動を基盤にした，専門的な個別的治療教育

的サービスを保障してゆくこと」の必要性が指摘

されていたように，幼稚園，保育所で障害児を受

け入れ，インテグレーションつまり「統合保育」

が目指されていたのである。

1980年代に入ると「完全参加と平等」の目標

を掲げた1981（昭和56）年国連国際障害者年に

関連して，日本でも地域社会の中で障害のある

人，ない人の共生を進めるための生活環境整備の

必要性・重要性等が示され，福祉のまちづくり等

の政策が進められていく。そして1990年代には

1994（平成6）年サラマンカ声明によりインク

ルージョンの原則が国際的に示されて以降，日本

社会においても機運が高まり，幼児教育・保育領

域においてもインクルージョン保育を目指した取

組が進められ今日に至っている。

このような歴史的経緯の中で，幼稚園，保育所

での障害のある子どもの受け入れ状況に係る先行

研究の到達点を整理すると，佐久間・田部・高橋

（2011）では全国85％以上の公立幼稚園で「グレー

ゾーンを含む特別な配慮を要する幼児」の在籍が

確認されている（佐久間・田部・高橋，2011，

155）。同傾向の調査結果は地方都市を対象とした

河野（2010）でも示されており，今日の日本にお

いては公立幼稚園が障害のある子どもの支援を通

してインクルージョン保育を担う一機関として機

能していることがうかがわれる。

その中で，インクルージョン保育の質的向上を

図るうえでは，障害のある子どものみならず多様

な支援ニーズのある子どもの支援の充実も求めら

れる。しかしながら，公立幼稚園における支援に

地方公共団体における特別な支援ニーズを有する幼児を対象とした

支援制度の特質に関する事例研究

―浜松市公立幼稚園における市単独事業「発達支援の部屋」の取組を中心に―

田中　謙1）・鈴木　麻耶2）
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⑧予算，⑨浜松市「発達支援教育」についてであ

る。

浜松市内の「発達支援の部屋」設置公立幼稚園

6園（東区：1園，西区：1園，南区：1園，浜北

区：1園，北区：2園）を対象に，2018（平成30）

年11月～12月に質問紙調査（郵送法，一部電話聞

き取り調査併用）と設置園に対する支援場面の観

察・聞き取り調査を実施した。本報告では主に後

観察調査結果ついて報告を行う。主な調査内容は

園内における「発達支援の部屋」の取組および専

任職員による実際の支援事例についてである。

．浜松市および「発達支援の部屋」の概要

浜松市および「発達支援の部屋」の概要に関し

ては，主に行政への聞き取り調査結果からまとめ

ることとする。

1．浜松市の概要

静岡県浜松市は静岡県西部に位置する地方自治

法第252条の19に基づく指定都市である。浜松市

は，2007（平成19）年に指定都市へ移行したこ

とに伴い，7つの行政区（中区，東区，西区，南

区，北区，浜北区，天竜区）が設置されている。

世帯数・人口は，2018（平成30）年12月 1日

現在337,601世帯，804,931人である。また，浜松

市の公立幼稚園数は2018年 5月 1日現在全60園

（中区：1園，東区：8園，西区：7園，南区：5

園，北区：16園，浜北区：13園，天竜区10園）

であり，在籍園児数は，3歳児796人，4歳児

911人，5歳児 1 ,086人の合計 2 ,793人である。

2．「発達支援の部屋」設置を巡る政策背景

浜松市長鈴木康友（在職2007（平成19）年5月

1日－現在）は，教育政策として「特別支援教育」

ではなく，「子供たち一人ひとりの発達段階と教

育的ニーズに応じて健やかな成長発達を支援して

いく」という「発達支援教育」を唱えている注1）。

この「発達支援教育」と特別支援教育の差異に関

しては，「特別」ではなく，一人ひとりの発達を

支えるという理念の重点の置き方の違いがあげら

れ，個々の子どものニーズには応じながらも，障

害児に対する支援ではなく，障害児を含む集団等

関しては，平澤他（2011）において「園での特別

支援教育体制の整備」（平澤他，2011，177）や，

原口・野呂・神山（2015）において「障害児だけ

でなく，診断されていない気になる子どもに対す

る支援の充実」の必要性が示唆される等（原口・

野呂・神山，2015，33），支援体制の充実に係る

課題が示されている。

以上のような歴史的経緯と今日指摘されている

公立幼稚園における体制整備の課題に鑑みると，

今後地方公共団体（以下，自治体）に焦点を当

て，公立幼稚園における支援体制整備に資する研

究の進展が求められるといえる。本研究はこの支

援体制整備に関する研究の蓄積を目指し，先駆的

な取組の一例として静岡県浜松市の公立幼稚園に

おける「発達支援の部屋」事業を取りあげ，その

支援制度の特質を明らかにするものである。

浜松市「発達支援の部屋」事業は，公立幼稚園

において特別な支援ニーズがあり個別の支援を必

要とする子どもを対象に，在籍する学級における

保育活動に参加しながら，「発達支援の部屋」担

当の専任職員により個別の支援も併せて受けられ

る支援体制を整備する事業である。「発達支援の

部屋」は市内6園に設置され，設置園の幼児は在

籍する学級での支援と「発達支援の部屋」での個

別の支援を同施設内で一体的に受けることが可能

である。園としても支援に関する情報を教職員間

で共有しながら組織的な支援を進めている。

浜松市「発達支援の部屋」事業の取組は専任の

職員配置に可能となっているため，本報告ではこ

の職員および支援に焦点を当てながら，インク

ルージョン保育を進めるうえでの担任教員以外の

職員の支援の役割を検討する一助としたい。

．研究方法

本研究では，以下の方法で調査を実施した。

2018（平成30）年 8月20日（月）13：00-14：

00に，浜松市役所こども家庭部幼児教育・保育

課に対し「発達支援の部屋」事業に関する聞き取

り調査を実施した。対象は同課課長および担当職

員 2名である。聞き取り調査の調査項目は，①政

策背景，②実践，③設置園選定，④担当職員像，

⑤小学校との連携，⑥園内の連携，⑦研修体制，



71地方公共団体における特別支援

3．「発達支援の部屋」設置目的

「浜松市立幼稚園における『発達支援の部屋』

設置要綱」によれば，「発達支援の部屋」の目的

は「個別の支援を必要とする幼児の成長や発達を

促すことを目的とし，保護者の理解を得て個の

ニーズに応じた支援を行う」ことである。

同要綱によれば，対象児は設置幼稚園に在籍し

ている子どもであるとされ，対象児への支援とし

ては，（1）対象児の身辺自立に関すること，（2）

対象児の情緒の安定に関すること，（3）対象児の

コミュニケーション力の育成に関すること，（4）

対象児の対人関係能力の育成に関すること，（5）

その他，対象児の成長発達に関することである。

同要綱から浜松市「発達支援の部屋」の対象は障

害に限定されず，障害と診断されていない子ども

も対象児に含む特別な支援ニーズを有する子ども

であると考えられる。

また，「発達支援の部屋」では，担当の専任職

員3名以内で配置される。配置される担当職員は

幼稚園免許所有者の他，小学校教員免許状を持つ

職員も配置されるため，就学に向けて長期的な視

野を持った職員による支援を通して，小学校との

接続の支援も行うことが考えられている。

4．「発達支援の部屋」の特徴

浜松市「発達支援の部屋」の特徴としては，ま

ず担当職員の資格があげられる。「発達支援の部

屋」担当職員の採用は，幼稚園教諭免許状，保育

士資格所有者だけでなく，小学校教諭免許状所有

者も対象に含まれている（詳細は後述の各園担当

職員に関する情報参照）。担当職員として小学校

教諭免許状を有する担当者（かつ，実際には小学

校教諭経験者が多い）を配置することで，小学校

までにどのように育っていることが望ましいか

等，小学校教諭の経験を活かし，小学校以降の教

育との接続を考慮した支援が可能となる点を考慮

している。

個々の子どもに対する支援に関しては，浜松市

立幼稚園では園長のリーダーシップをもとに発達

支援教育コーディネーターが中心となり，「キッ

ズサポーター」注2）や担当職員が連携して園内支

援体制を確立している。行政では各園の支援体制

全体の支援を行っていくという考えが強調されて

いる。同市ではこの「発達支援教育」制度下で小

中学校に「発達支援教室」（通級指導教室），「発

達支援学級」（特別支援学級）を中核に支援体制

を整備している。「発達支援の部屋」もこの「発

達支援教育」制度の就学前期に位置づくと考えら

れる。

鈴木市長は「療育」ではなく「幼児教育」の中

で特別な支援ニーズを有する子どもに対する支援

ができるかを考え，第二期にあたる2011年 3月

27日告示，4月10日執行の浜松市長選時の「マニ

フェスト」の中に「発達支援の部屋」の取組を提

案し，再選後政策化した。二期「マニフェスト」

工程表の中では，「発達支援の部屋」の取組を

「市立幼稚園の通常学級における障がいのある園

児への個別支援」として記し，「園内体制のもと

で発達支援教育を推進する」ことを目的として

2011（平成23）年度より「モデル事業として実

施，評価検証し，増設を推進する」ことが示され

た。「発達支援の部屋」はこの「マニフェスト」

に基づくモデル事業として開始され，本格的に事

業化が図られ，今日にいたるまで拡充整備が進め

られている。

「発達支援の部屋」は市内では原則的に 1行政

区に 1園を指定する形で浜松市こども家庭部幼児

教育・保育課所管で事業化が図られてきた。設置

園の選定条件として，行政区内で交通アクセスが

便利な場所や駐車場が使いやすい場所，空き教室

がある場所，小学校との連携が可能である場所，

子どもや担当職員の人数が条件を満たしている場

所等が検討条件となっている。浜松市の 7つの行

政区（中区，東区，西区，南区，北区，浜北区，

天竜区）の中で，2019（令和元）年 8月現在 5つ

の行政区の市立幼稚園 6園（東区：1園，西区：

1園，南区：1園，浜北区：1園，北区：2園）

において「発達支援の部屋」の取組が行われてい

る。北区に関しては隣接する中区には市立幼稚園

が 1園のみ設置されていることを考慮し，中区民

の利便性を考慮し，中区民が利用しやすい北区園

を選定して「発達支援の部屋」が設置された。



72 教師教育と実践知　第 5巻，69～86.

3名，キッズサポーター（支援員）5名，預かり

保育キッズサポーター1名，「発達支援の部屋」

担当 2名，園務員 2名の計15名の教職員で構成

されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級20名，4歳

児学級は 1学級22名，5歳児学級は 1学級20名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級6

名，5歳児学級 5名の計11名であった。2018（平

成30）年12月時点では，3歳児学級 4名，4歳児

学級 9名，5歳児学級7名の計20名の園児が利用

している。

浜松市立A幼稚園の環境構成の特徴は，敷地が

1,000坪あり園庭が広く，園庭には複数の遊具，

大きな土山やプール等が設置してあり，広いス

ペースの中で遊ぶことのできる環境が整っている

点である。発達支援の部屋「にこにこルーム」は

園舎の端に設置されている。設置場所の選定は

「落ち着いている場所」であるという理由による

ものであり，そのため園舎 2階の東側奥に位置し

ている。園舎配置図はFig. 1のとおりである。

（2）発達支援の部屋「にこにこルーム」

1）担当職員および所有免許・資格

2016（平成28）年に発達支援の部屋「にこに

こルーム」が開設され，2018年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「にこにこルーム」担当職員

整備を進めるため，現場のニーズに応じた研修を

年 5回程度行っている。園長やコーディネーター

に対する研修やはもちろん，園長同士，担当職員

同士等各担当職同士の学び合いの場も設けられて

いる。「発達支援の部屋」に関しても，各園の取

組を相互に発表して共有する場や，新規の「発達

支援の部屋」設置園に対する運営支援として，他

の「発達支援の部屋」設置園の職員も参加して

「発達支援の部屋」を整備していくための学習の

場が設けられている。

「発達支援の部屋」の予算に関しては，各幼稚

園の空き教室や，一般の保育で使っているものを

利用しているため，施設整備の費用はほとんどか

かっておらず，独自での予算立ては行われておら

ず，「発達支援の部屋」運営に係る「人件費」や

「備品」の費用は，幼稚園の運営費に加算されて

いる。

．観察調査結果

1．浜松市立A幼稚園

（1）浜松市立A幼稚園の概要

浜松市立A幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月19日（月曜日）8：30～13：15である。

浜松市立A幼稚園は浜松市東区に位置する

1950（昭和25）年開設の幼稚園である。

浜松市立A幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任（フリー）1名，教諭

Fig. 1　A幼稚園園舎配置図



73地方公共団体における特別支援

信を持てるようにすること」「活動内容は変わる

こともあるが，基本的には毎日同じ流れで行い，

子どもが混乱しないようにすること」「子どもの

望ましくない行動を予測し，あらかじめロールプ

レイをすること」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「にこにこルーム」は，鉄

棒やマット，トランポリン等が配置されている。

積み木や絵カード，絵本等の教材も多くあり，子

どもの特性に応じた支援を行える環境が整ってい

る。教材が入れてある棚は布で覆われ，子どもが

活動に集中できるよう工夫されている。「にこにこ

ルーム」配置図はFig. 2のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，「にこにこルーム」で

行った活動は記録表に，活動内容，子どもの成長

している部分，支援方法の反省，気づいたところ

等を記述し，活動の様子の写真を貼る。記録表

は，学級担任，主任，園長間でもそれぞれ書き込

みを行い，共有している。

5）「にこにこランド」

さらに浜松市立A幼稚園では「にこにこラン

ド」の取組を行っている。「にこにこルーム」や

担当職員に子どもが親しみを持ってもらえるよ

う，全園児を対象とした「にこにこランド」とい

う運動遊びを行っている。「全園児に運動機能を

身につけてもらいたい」という思いから，学級担

2名のうち，1名が担当歴が 1年 8か月であり，

幼稚園教諭免許状，小学校教諭免許状，特別支援

学校教諭免許状，自閉症スペクトラム支援士等の

免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「にこにこルーム」は，浜松市発達支援教育の

理念を基に，個別の支援を必要とする幼児の成長

や発達を促すことを目的とし，保護者の理解を得

てから，一人ひとりに合った支援を探りながら進

めている。

支援方法としては，毎日，担当職員と学級担任

で打ち合わせを行って利用園児を確認し，その日

の一定時間（45分程度），「にこにこルーム」にお

いて，個別支援保育「にこにこレッスン」を行

う。学級での一斉活動（主活動）以外の時間に取

り組むように配慮し，同じ学級の子ども 1～5名

のグループで，一人につき週 1～2回行っている。

支援内容に関しては，個々の課題に応じて個別

に指導内容を考え，遊びを通して支援を行ってい

る。そのような支援から，自分の思いを言葉で表

現できる力，社会性，巧緻性を高めたり，基本的

な生活習慣の定着や，身体づくりを進めたりする

ことをねらいとしている。

支援を行う中で担当職員が心掛けている点とし

て，「普段怒られる経験を多くしている子どもが

多いため，『にこにこルーム』では褒めたり，で

きることを認めたりすることで子どもが自分に自

Fig. 2　「にこにこルーム」配置図
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（2）発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2014（平成26）年に発達支援の部屋「たんぽ

ぽの部屋」が開設され，2018年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「たんぽぽの部屋」担当職員

は，担当歴が 5年と 2年であり，このうち 1名は

小学校教諭免許状，中学校教諭免許状，高等学校

教諭免許状等の免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「たんぽぽの部屋」は，子供一人ひとりのニー

ズや困り感に応じ，それを軽減し各自が自信や自

己肯定感を持って生活できるような支援をするこ

とを目的としている。

支援方法としては，「たんぽぽの部屋」では，

希望者を対象に週に 1～2回継続的に「たんぽぽ

レッスン」という個別支援を行っている。活動

は，登降園準備や学級活動の区切り（自由遊びを

行っている時間，片付け，室内活動への準備時間

等）等を活用し，学級での存在感を大切にしてい

る。また，担当職員は「たんぽぽの部屋」の活動

以外でも，在籍する学級で常に子どもに寄り添っ

てサポートを行っている。在籍する学級でサポー

トを行う際は，対象児のみではなく，全園児を視

野に入れて支援を行っている。

支援内容に関しては，「たんぽぽの部屋」で

は，「一人ひとりのニーズに沿って支援して困り

感を減ら」しながら，「凹凸をなめらかにしてい

く手助け」を行っている。「たんぽぽ 1」と「た

任から要望があれば，クラス単位で遊戯室や「に

こにこルーム」において30分程度の活動を行っ

ている。

2．浜松市立B幼稚園

（1）浜松市立B幼稚園の概要

浜松市立B幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月20日（火曜日）8：30～12：00である。

浜松市立B幼稚園は浜松市北区に位置する

1955（昭和30）年開設の幼稚園である。

浜松市立B幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長1名，主任1名，教諭5名，「発達

支援の部屋」担当 2名，キッズサポーター3名，

園務員 1名の計13名の教職員で構成されている。

在籍園児数は，2018（平成30）年12月時点

で，3歳児学級は 1学級18名，4歳児学級は 1学

級26名，5歳児学級は 1学級25名であり，その

中で「発達支援の部屋」を利用している園児の人

数は，3歳児学級 5名，4歳児学級 8名，5歳児学

級 4名の計17名である。

浜松市立B幼稚園の環境構成は，緑豊かな田園

地帯の中央に位置している。小学校と隣接してい

る利点を活かして交流が図られており，「地域か

らも温かく支えられ」ているという。「発達支援

の部屋」は，ハサミやクレヨン等の作業遊び中心

の「たんぽぽ 1」と，ハシゴやトランポリン等の

運動遊びをする「たんぽぽ 2」の 2部屋に分かれ

て設置されている。園舎配置図はFig. 3のとおり

である。

Fig. 3　B幼稚園園舎配置図
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たり，写真を貼ったりして記録して，情報共有を

図っている。以前は回覧板形式で記した記録を職

員間で回覧していたが，回覧が滞る等の課題か

ら，今では職員室内に設置場所を定め職員間で共

有している。

5）「たんぽぽランド」

さらに浜松市立B幼稚園では「たんぽぽラン

ド」の取組を行っている。時期，行事等によって

回数に変化するものの，月に一回程度（希望者の

みではなく）全園児を対象として，少人数で順番

に「たんぽぽランド」の活動を行っている。活動

を通して，子どもの「たんぽぽの部屋」に対する

抵抗感をなくすことや，対象児と他の子どもを同

時に支援することで，対象児が他児をモデルにし

ながら取り組めるようにすることを促している。

3．浜松市立C幼稚園

（1）浜松市立C幼稚園の概要

浜松市立C幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年11月22日（木曜日）13：30～15：00である。

浜松市立C幼稚園は浜松市浜北区に位置する

1954（昭和29）年開設の幼稚園である。

2018（平成30）年 5月 1日時点で，浜松市立C

幼稚園は，園長 1名，主任 4名，教諭 5名，非正

規・臨時教諭 8名，「発達支援の部屋」担当3名

の計21名の教職員で構成されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 2学級44名，4歳

んぽぽ 2」の 2部屋を利用し，作業遊び，運動遊

び，言葉遊び等，個に応じた支援を行っている。

支援を通して，言葉の表現を豊かに伝える力，社

会性や巧緻性を高めたりすることや，運動機能を

高めたり，集団活動に入るワンクッションとなっ

たりすることをねらいとして取組を行っている。

支援を行う中で担当職員が心掛けている点とし

て，「大人数では難しい行動を少人数で行うこと

で，『できる』という体験を通して自分に自信を

持てるようにし，在籍する学級でもできるように

支援をすること」「子どもが活動の見通しを持て

るよう，視覚的な方法で明確に伝えること」「活

動は訓練ではなく，子どもが『面白そうだから

やってみよう』と思えるような雰囲気作りをする

こと」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については「たんぽぽ 1」の部屋は，

作業遊びを中心とした教材が置かれている。作業

遊びが終わった子どもから遊べるサーキットのス

ペースがあり，活動中はパーテーションで区切ら

れている。「たんぽぽ 2」の部屋は，トランポリ

ン，鉄棒，はしご等運動遊びの遊具が設置されて

いる。「たんぽぽ 1」「たんぽぽ 2」の配置図はそ

れぞれFig. 4，Fig. 5のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，担当職員が，毎回その

日のうちに行った活動内容や子どもの様子を書い

Fig. 4　「たんぽぽ1」の配置図
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1回程度個別支援を行っている。

支援内容に関しては，壁面を作る活動を行った

り，手先の運動や粗大運動を行ったり等，毎月

テーマを決めて活動している。在籍する学級の活

動で終わりきらなかった活動や，在籍する学級で

行う予定の活動を事前に予行することもある。生

活発表会等の行事がある際は，行事に向けた取組

を行っている。在籍する学級の活動で大人数の前

では困難なことがあった場合に，「発達支援の部

屋」を利用して少人数で行い，できるという気持

ちを持ち，在籍する学級の活動でできることにな

るように繋がるという，子どもの自信を高めてい

くことをねらいとしている。支援を行う中で担当

職員が心掛けている点として，「対象児は，自己

肯定感が低く，『できなくてもいい』と思ってし

まっている子どもが多いため，『やればできる』

という気持ちになるよう，子どもが自分からやる

気になれるような言葉掛けを行うこと」「子ども

の良い部分を声に出して褒めること」等があげら

れる。

3）環境構成

環境構成については，「うさぎのへや」は，玩

具や教材が置いてあるスペースと活動を行うス

ペースが扉で仕切られている。教材が入っている

棚は布で覆われ，子どもが活動に集中できるよう

工夫されている。「うさぎのへや」配置図はFig. 7

児学級は 2学級61名，5歳児学級は 2学級54名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は3歳児学級 5名，4歳児学級 9

名，5歳児学級 5名の計19名である。

浜松市立C幼稚園の環境構成は，園区のほぼ中

心にあり，小学校と隣接している。また，広い園

庭と園舎，隣接した広場がある。発達支援の部屋

「うさぎのへや」は，園舎の東側奥に位置してい

る。園舎配置図はFig. 6のとおりである。

（2）発達支援の部屋「うさぎのへや」

1）担当職員および所有免許・資格

浜松市立C幼稚園では1988（昭和63）年に

「特別保育」を開始し，その後「養護保育」，「発

達支援保育」と改称していき，2015（平成27）

年に「発達支援の部屋」と改称された。2018年

度は担当職員が 3名体制で，個別の支援を必要と

する子どもの個別支援を行っている。「うさぎの

へや」担当職員は，1名が担当歴7か月であり，

幼稚園教諭免許状，保育士資格等の免許・資格を

有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，基本的に子どもは在籍する

学級で活動しており，降園の時間に個別支援が行

われている。通常は，同年齢の 5名のグループで

活動を行うことが多く，一人ひとりの子どもの課

題に対応した支援を行っている。一人につき週に

Fig. 5　「たんぽぽ2」の配置図
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4．浜松市立D幼稚園

（1）浜松市立D幼稚園の概要

浜松市立D幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月 7日（金曜日）8：30～12：30である。

浜松市立D幼稚園は浜松市西区に位置する

1982（昭和57）年開設の幼稚園である。

浜松市立D幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任 1名，教諭 3名，「発

達支援の部屋」担当2名，キッズサポーター4名

の計11名の教職員で構成されている。

のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，学級担任から担当職員

へ，対象児のクラスでの状態やどのような支援を

していきたいかを伝えたり，担当職員から学級担

任へ，「うさぎのへや」での活動内容を伝えたり

することで，子どもの姿を共有する連携を図って

いる。

Fig. 6　C幼稚園園舎配置図

Fig. 7　「うさぎのへや」配置図
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在籍園児数は，3歳児学級は 1学級7名，4歳児

学級は 1学級20名，5歳児学級は 1学級18名で

あり，その中で「発達支援の部屋」を利用してい

る園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級 5

名，5歳児学級 5名の計10名であった。2018（平

成30）年12月時点では，3歳児学級 0名，4歳児

学級 6名，5歳児学級 6名の計12名の園児が利用

している。

浜松市立D幼稚園の環境構成の特徴は，広い園

庭，プール，畑があり，自然に触れて直接的な感

動体験を楽しみ，豊かな心を育んでいる点であ

る。小学校と隣接しているため，連携や接続を

図っている。発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

は，もともと教材室であった教室を利用してい

る。園舎配置図はFig. 8のとおりである。

（2）発達支援の部屋「たんぽぽの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

浜松市立D幼稚園「発達支援の部屋」は，2018

年度は担当職員が 1名体制で，担当者担当歴が 8

か月であり，保育士資格を有している。

2）支援内容・支援方法

「たんぽぽの部屋」は「たんぽぽタイム」で，

在籍する学級で行う活動の先行体験や行事に向け

た活動を行い，自信を持って活動に取り組むよう

に促すことや，少人数での集団遊びから社会性を

育むこと等を目的としている。

支援方法としては 1回の活動は30分程度行

い，「たんぽぽの部屋」だけではなく，空き教

室，園庭，遊戯室を使うことがある。同年齢のク

ラスの中ではコミュニケーションがとりにくくて

も，異年齢の活動になるとできるようになる子ど

もがいるため，異年齢の子どもも組み合わせてグ

ループを編成している。「たんぽぽの部屋」での

個別支援や，学級での個別支援を行っている。

支援内容に関しては，突発的な困り感への支援

は，学級活動で寄り添いの支援を行い，計画的な

支援は，毎日8：30～8：40に行う「朝たんぽぽ」

という活動や，製作や集団遊び，行事に向けた取

組等の先行体験を行う「たんぽぽタイム」を行っ

ている。社会性を育むための活動として，椅子座

りゲーム等，少人数の集団遊びを通して遊びなが

ら実践を行っている。支援を行う中で担当職員が

心掛けている点として，「初めて行う活動が苦手

である子どもが多いため，在籍する学級で行う活

動と同じ手順で先行体験を経験しておくことで，

活動に見通しを持ったり，自信を持って前向きな

気持ちで行動したりすることにつなげる」「『たん

ぽぽの部屋』で『できる』という体験をすること

で，在籍する学級の活動がプラスのイメージで始

められるようにする」「先生側の困り感ではな

く，子ども側に立った時にどのような困り感があ

るか考え，1つずつ丁寧に支援を行うこと」等が

Fig. 8　D幼稚園園舎配置図
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幼稚園で，浜松市南区に位置する。浜松市立E幼

稚園は，2018（平成30）年 5月 1日時点で，園

長 1名，主任 1名，教諭 6名，「発達支援の部屋」

担当 3名，支援員・園務員12名の計23名の教職

員で構成されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級25名，4歳

児学級は 2学級39名，5歳児学級は 2学級40名

であり，その中で「発達支援の部屋」を利用して

いる園児の人数は，3歳児学級 0名，4歳児学級

17名，5歳児学級15名の計32名である。

浜松市立E幼稚園の環境構成の特徴は，所在地

区に幼稚園，小学校，中学校が 1校ずつ設置さ

れ，住民も教育に関心が高く協力的な点である。

「発達支援の部屋」があることで，他の地区から

通園している子どももいる。発達支援の部屋は，

作業遊び中心の「うさぎの部屋」と運動遊び中心

の「どれみの部屋」の 2部屋に分かれて設置され

ている。2部屋は「発達支援の部屋」開室以前は

空き教室であり，園舎内では静音が保ちやすく，

他児の目には触れにくい配置になっているため，

環境調整がしやすい配置となっている。園舎配置

図はFig. 10のとおりである。

（2）発達支援の部屋「うさぎの部屋」「どれみの

部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2011（平成23）年にモデル事業として発達支

援の部屋「うさぎの部屋」「どれみの部屋」が設

置され，2018年度は担当職員が 3名体制で，個

別の支援を必要とする子どもの個別支援を行って

いる。「発達支援の部屋」担当職員はそれぞれ担

あげられる。

3）環境構成

環境構成については，「たんぽぽの部屋」のド

アはマジックミラーとなっており，外側から内が

確認できるが，内から外側が外が見えなくなって

おり，外部刺激の調整が図られている。また，室

内の床にはテープで枠・線が引かれ，子どもの

「居場所」「立ち位置」が可視化されている。「た

んぽぽの部屋」配置図はFig. 9のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，「発達支援の部屋」で

見られた子どもの課題や在籍する学級の活動で見

られる課題等を，担当職員と学級担任で情報を共

有し合い，連携を行うことを重視している。活動

の記録を見せたり，口頭で情報を共有したり，職

員間の研修で発達支援に関して話し合ったりする

ことで共通意識を持って保育を行っている。学級

での活動のための支援が目的のため，支援が必要

な子どもだけでなく，クラス全体をサポートでき

るように学級担任と連携を図っている。

5）「たんぽぽ遊び」

またD幼稚園「たんぽぽの部屋」では，対象児

以外の利用として，全園児を対象に「たんぽぽ遊

び」活動を行っている。

5．浜松市立E幼稚園

（1）浜松市立E幼稚園の概要

浜松市立E幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月10日（月曜日）9：00～12：00である。

浜松市立E幼稚園は1958（昭和33）年開設の

Fig. 9　「たんぽぽの部屋」配置図
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こと」「保護者対応を行う際は，『障害』という言

葉は使わず，『ゆっくりな発達』と表現すること」

等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「うさぎの部屋」は，絵

本や作品作りの材料，多くの教材があり，子ども

の特性に応じた支援を行える環境が整っている。

「どれみの部屋」は，鉄棒や平均台，トランポリ

ン等運動遊びの遊具が配置されている。「うさぎ

の部屋」「どれみの部屋」の配置図はそれぞれ

Fig. 11，Fig. 12のとおりである。

4）学級担任との連携

学級担任との連携では，月に 1回行われている

教材会議に「発達支援の部屋」の担当職員も参加

し，在籍する学級でどのような教材を作る予定か

確認し，先行体験を行えるような支援内容を考え

ている。また，学級担任が週案を考える前に「発

達支援の部屋」の担当職員が月案を作成し，月案

に合わせて学級担任が週案を作成している。「発

達支援の部屋」の活動を終えたら，子どもをクラ

スまで送り届け，担当職員から学級担任に，子ど

もが活動の中で頑張っていた点，課題と感じる点

等を口頭で伝えている。事例研修会に学級担任も

参加し，発達支援の必要性を感じて協力してい

る。「発達支援の部屋」開室当初は在籍する学級

の活動時間が減ってしまう等他の教職員の理解は

当歴が 3年 7か月であり，担当職員は小学校教諭

免許状，特別支援学校教諭免許状等の免許・資格

を有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，午前 2回，午後 1回の一日

3回ほど個別支援を行っている。1グループは，

多くても 5～6名程度であり，クラスごとに編成

されている。1グループで週に 2回ほど個別支援

を行っている。在籍する学級の活動を優先し，自

由遊びの時間等に少人数で個別支援を行ってい

る。3歳児学級は，生活課題に対する発達や生活

の影響を考慮し「うさぎの部屋」等での個別支援

は行わず，担当職員が学級で個別支援を行うこと

で，次年度支援の必要性について検討している。

支援内容に関しては，「うさぎの部屋」は，作

品作りやごっこ遊び等の微細運動を行っており，

「どれみの部屋」は，運動遊びの粗大運動を行っ

ている。活動の流れは，最初に「うさぎの部屋」

で静的な活動を行った後に排泄をし，「どれみの

部屋」で動的な活動を行うよう統一している。支

援を行う中で担当職員が心掛けている点として，

「子どもの良いところ，頑張っているところを見

つけて積極的に褒め，子どもが自信を持って活動

できるようにすること」「作った作品には毎回名

前を書くようにすること」「小学校に上がるまで

に身につけてほしい姿を想定しながら支援を行う

Fig. 10　E幼稚園園舎配置図
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6．浜松市立F幼稚園

（1）浜松市立F幼稚園の概要

浜松市立F幼稚園の調査日時は2018（平成30）

年12月11日（火曜日）9：00～11：00である。

浜松市立F幼稚園は浜松市北区に位置する幼稚

園であり，1969（昭和44）年に現在の位置に移

転設置された。

浜松市立F幼稚園は，2018（平成30）年 5月 1

日時点で，園長 1名，主任 2名，教諭 1名，「発

達支援の部屋」担当 2名，キッズサポーター・園

務員 5名の計12名の教職員で構成されている。

低かった。しかしながら，子どもにとって「発達

支援の部屋」での支援の効果が他の教職員に確認

されるにつれ理解が深まり，現在は学級担任との

協力体制が確立している。

5）朝運動等

また「どれみの部屋」では朝の時間に 5歳児学

級の子どもが朝運動を行っている。対象児が運動

遊びを楽しそうに行っている様子を見て，他の子

どもが自分もやりたいと発言していたため，朝運

動の活動を始めた。年少や年中の子どもも「どれ

みの部屋」を活用することがある。

Fig. 11　「うさぎの部屋」配置図

Fig. 12　「どれみの部屋」配置図 
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り週に 1～2回，個別支援を行っている。毎週木

曜日に，次週の個別支援に関する計画を立ててい

る。今までは在籍する学級内での支援を優先して

いたため，2学期になってから個別支援を行い始

めた。現在は開設初年度ということもあり，確立

した支援方法を採択するのではなく，模索的に支

援に取り組んでいる段階である。

支援内容に関しては，在籍する学級での活動を

優先し，在籍する学級でいきいきと過ごせるよう

にすることをねらいとして「こりすの部屋」での

活動を行っている。教材を利用したり，運動遊び

や在籍する学級の活動に関する支援を行ったりし

ている。支援を行う中で担当職員が心掛けている

点として，「一つ一つの指示を分かりやすく伝え

ること」「声の大きさを調節し，ゆっくり話すこ

と」「活動を終えたら，担当職員同士で反省を行

うこと」等があげられる。

3）環境構成

環境構成については，「こりすの部屋」は，ト

ランポリンやマット等運動遊びの遊具が配置され

ている。塗り絵や絵本等の教材もあり，子どもの

特性に応じて支援を行える環境が整っている。運

動遊びの遊具と通常の活動を行う場はカーテンで

仕切られており，子どもが活動に集中できるよう

工夫されている。

在籍園児数は，3歳児学級は 1学級20名，4歳

児学級は 1学級22名，5歳児学級は 1学級21名で

あり，その中で「発達支援の部屋」を利用してい

る園児の人数は，3歳児学級，4歳児学級，5歳児

学級いずれも 0名であった。2018（平成30）年

12月時点では，3歳児学級3名，4歳児学級 2名，

5歳児学級 2名の計 7名の園児が利用している。

浜松市立F幼稚園の環境構成・経営の特徴は，

「地域の幼稚園」として豊かな自然や地域文化の

特色を活かした園経営を推進している点である。

小学校とも隣接しており，積極的に交流を図って

いる。発達支援の部屋「こりすの部屋」は園舎の

2階隅に位置している。園舎配置図はFig. 13のと

おりである。

（2）発達支援の部屋「こりすの部屋」

1）担当職員および所有免許・資格

2018（平成30）年 4月に発達支援の部屋「こ

りすの部屋」が開設され，同年度は担当職員が 2

名体制で，個別の支援を必要とする子どもの個別

支援を行っている。「発達支援の部屋」担当職員

は，1名は担当歴が 8か月であり，幼稚園教諭免

許状，保育士資格，特別支援学校教諭免許状等の

免許・資格を有している。

2）支援内容・支援方法

支援方法としては，それぞれ異なる困り感を

持った子どもが同じグループで，1グループあた

Fig. 13　F幼稚園園舎配置図
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対象児が在籍する学級での生活を柱としながら，

必要に応じて在籍する学級内での「発達支援の部

屋」専任職員による個別支援と，各「発達支援の

部屋」での個別支援を受けられる点に特徴が見出

された。この点は小学校における在籍する学級で

の特別支援教育支援員による支援と，「通級によ

る指導」に基づく通級担当教員による個別支援の

双方に類した支援が行えるような機能を有してい

ることが明らかとなった。

また支援に関しては各園の「発達支援の部屋」

に共通して在籍する学級での支援を主として支援

が取組まれており，対象児の年齢や状態に応じて

「発達支援の部屋」での小グループを含む個別支

援を行っていることが示された。そのため，「発

達支援の部屋」の担当専任職員は学級担任と連携

を図り，園内支援体制整備に努めている様子がう

かがわれた。具体的には記録表の作成や，口頭で

の対象児や支援に関する情報共有を行っていた。

「発達支援の部屋」の環境構成として「発達支

援の部屋」は園内の一室を整備して設置され，い

ずれも園舎内では建物の端側に位置しており，外

部刺激を調整できるような配置になっている園が

複数確認された。この点は幼稚園における特別支

援教育の環境構成を考える上で，園舎建築に着目

する必要性を示唆している。しかしながら，その

室内環境の構成や配置されている遊具等は各園で

4）学級担任との連携

学級担任との連携では学級担任と担当職員間

で，「子どものどのようなところを育てたいか」

という支援方針を共有している。そのため，ハサ

ミ，折り紙，運動，楽器の練習等，在籍する学級

の活動で子どもが落ち着きにくい場面等でも，学

級担任と相談して適宜「こりすの部屋」を利用し

ている。

5）「こりすランド」

また浜松市立F幼稚園では，全園児を対象に，

順番に「こりすの部屋」を体験する「こりすラン

ド」という活動を2018（平成30）年度の 2学期

からスタートした。集中力や体幹，友達と遊ぶ力

を身につけることや，「こりすの部屋」に親しみ

を感じてもらうことを目的としている。調査当日

は，年長組の男児 3名，女児4名が30分程，トラ

ンポリンやビーズクッション，音の鳴るマット，

迷路，ビーズひも通し等，各々好きな遊びを行っ

ていた。

．考察と今後の研究課題

本研究では浜松市公立幼稚園「発達支援の部

屋」を事例に，地方公共団体における特別な支援

ニーズのある子どもに対する支援制度の特質を設

置園への訪問調査結果から検討した。

その結果，浜松市「発達支援の部屋」は，支援

Fig. 14　「こりすの部屋」配置図
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われる。

最後に制度上の特質として，浜松市「発達支援

の部屋」は，浜松市「発達支援教育」に関連する

一連の政策の一つとして「浜松市立幼稚園におけ

る『発達支援の部屋』設置要綱」に基づき事業運

用がなされていた。その上で実際の取組に関して

は，要綱に基づく事業上の共通性がみられる一方

で，各園で支援体制整備の特徴は異なっているこ

とが明らかとなった。この点から同事業は，各園

の状況に応じた支援体制構築のデザインが可能と

なるような可塑性を有するという特質が指摘され

た。以上を踏まえると，今後の自治体等における

支援制度を考えていく上では，浜松市「発達支援

の部屋」のように各園現場の実情に応じた支援事

業整備が進められるよう制度設計を行うための自

治体政策の必要性が示唆された。

今後は浜松市「発達支援の部屋」に係る事業動

向や園組織内での体制整備に関する園長や担当職

員の意識を明らかにし，より多層的に浜松市「発

達支援の部屋」に係る政策，制度上の特質を明ら

かにしていくことが求められる。

付記

本研究はⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴを第一著者が、Ⅳを第二著者

が中心に共同で執筆したものである。なお本研究におけ

る瑕疵については，すべて第一筆者の責任である。
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注

  1） 浜松市「発達支援教育」に関しては，同市Webサイト

に詳細が示されている（LA：20190827）。

  （https：//www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kyoiku/

kyoiku/hattatsu/index.html）

違いがみられた。そのため，「発達支援の部屋」

での個別支援として行われる保育活動にも違いが

生じていると考えられる。

さらに「発達支援の部屋」の対象児となってい

る子どもだけでなく，園の在籍児が「発達支援の

部屋」において活動する機会を設けているかどう

かに関しても，園により違いが確認された。対象

児以外の「発達支援の部屋」での活動が確認され

た園においては「発達支援の部屋」や担当専任職

員に親しみを持ってもらうこと，全園児の運動機

能を高めること等を目的としていることが明らか

になった。この点は「発達支援の部屋」が特別な

ニーズのある子どもに対して特別支援教育を進め

る装置として機能しているだけでなく，浜松市の

教育政策である「子供たち一人ひとりの発達段階

と教育的ニーズに応じて健やかな成長発達を支援

していく」という「発達支援教育」を推進する一

装置として実装されていることによるものと推測

される注1）。またインクルージョン保育を考えるう

えでは，個別支援を行う場としての性格が強い

「発達支援の部屋」に関して，対象児以外も可能な

範囲で利用可能としていることにより，「特別な空

間」化させないように取組む園も確認できた。

そして本研究で焦点を当てた「発達支援の部

屋」を担当する専任職員に関しては，幼稚園教諭

免許状，小学校教諭免許状，中学校教諭免許状，

高等学校教諭免許状，特別支援学校教諭免許状や

保育士資格，自閉症スペクトラム支援士（日本自

閉症スペクトラム学会）等の免許・資格を有する

職員が配属されていることが確認された。これら

の有資格者であることから一定の専門性を有する

職員を配置するという政策の意向が読み取れる。

特に特別支援学校教諭免許状や自閉症スペクトラ

ム支援士を有する職員を配置することで，障害等

の特別な支援ニーズのある子どもに対応しやすい

職員組織を構築しようと試みている点は特筆でき

る。特別支援教育支援員に関しては自治体等が採

用時に教員免許状等の所有条件を設定するかどう

かで支援員の専門性に違いがみられるとの指摘も

あり（道城他，2013），浜松市「発達支援の部屋」

に関しては，有資格等の職員を配置することで一

定の専門性を確保しようとしていることがうかが
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1）日本大学通信教育部

はじめに

本稿で考察の対象とする金子淳一（1903－

1980年）は，1924（大正13）年に小学校の訓導

（教師）として教壇に立ち，それ以降戦前・戦後

を通して40年間を公立小学校教員として勤務

し，後に理科教科については（全国的にも）指導

的立場についた人物である。金子は大正時代に埼

玉師範学校で教員養成教育を受けている。彼自身

が少年であった生徒時代を通じて当時の新教育

（大正自由教育ともいわれる）の影響を受けてい

るが，彼が教壇に立った1924年には，通史的理

解において“新教育の終焉を迎える時期”となっ

ていた。また通説では，戦前の「新教育」につい

ては私立学校や師範学校附属小学校（実験学校）

といったモデル校での実践が中心となっていたと

理解されていたが，金子は公立学校（尋常小学

校）訓導であり，新教育の実践からは縁遠い存在

となるはずである。

大正時代を中心とする新教育については，その

先端性や導入の意義については評価されながら

も，戦時期へと向かう時代背景の中で終焉を迎え

挫折したと整理されることにより，過ぎ去った一

潮流かのように受け取られがちであった。同じ

「新教育」という呼称をもちながらも，戦後の占

領下における新教育の普及とは対外関係や制度移

入の条件・政治体制において異なる。すると金子

の教壇生活初期（戦前）においては，時期的にも

公立学校という立場においても，新教育の実践を

行うのに難しい条件であったということになる。

ところが本研究で用いる資料の記述を見ると，金

子による指導を昭和初期の小学校時代（滝野川小

学校）に受けた者たちの記録や，金子自身が後に

記した小伝に載せられた授業案，学習指導案，著

書等に記されたその実践（理科教育，合科授業

等）は，「新教育」そのものである。つまり金子

は，公立学校においても戦前から新教育を行って

いた。新教育実践が制限されていたといわれる時

期においても，その実践は継続されていた。ま

た，戦後においても変わらず先進的な学習活動を

授業で展開していたのである。戦時期を中心とす

る自由主義思想・運動への圧力や，従来の“公立

学校ほど拘束性が強く，自由度が低い”というイ

メージとは大きく異なることになる。

実は近年において，この時期（大正新教育）に

関する研究では「公立学校でも新教育の実践は行

われていた」という成果（鈴木，1990等）が蓄

積されつつある注1）。本研究では金子淳一という

人物研究を通して，この新説を強化することに貢

献したいというねらいもある。大正新教育の教育

実践研究として，東京の公立学校教師であった金

子の理科教育の内容を分析することで，通説の見

直し・再考を促すことを提起したい。もう一つ

は，金子らがそのような新教育（自由教育）とい

う新しい教育実践を展開する上で，それを可能と

することに影響を与えたであろう教育環境や時代

的・社会的な情況を明らかにすることである。以

上により，金子の実践知の実態と，その歴史的位

置づけとを明らかにしたい。

．本研究の位置づけ（通説と新説）

　研究史上における本研究の位置づけを明示し

公立校における新教育の実践事例

―金子淳一（滝野川小学校）の理科教育―

古賀　徹1）
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の師範学校附属小学校や一部の新設私立学校を

中心として試行されたのに止まり，公立学校にお

ける導入・普及はみられなかったと考えられてき

た。新教育研究の代表的な論者である中野光の

『大正自由教育の研究』（1968年）では，自由教

育の主張者の多くは附属小学校と私立「新学校」

で実践の舞台に立っていたことの意味に注目すべ

きとしている注3）。同書において「新学校」「教育

改造」「自由教育運動」の展開として，姫路師範

学校（野口援太郎），日本済美学校（今井恒郎），

成蹊実務学校（中村春二），帝国小学校（西山哲

治），明石女子師範学校附属小学校（及川平治），

成城小学校（沢柳政太郎），長野師範学校附属小

学校（杉崎 ），千葉師範学校附属小学校（手塚

岸衛），奈良女子師範学校附属小学校（木下竹

次），自由学園（羽仁もと子），文化学園（西村伊

作），明星学園（赤井米吉），児童の村小学校（教

育の世紀社，池袋児童の村：野口援太郎，芦屋児

童の村：桜井祐男，雲雀ヶ丘児童の村：上田庄三

郎）が紹介されていた。それらの活動も1920年

代以降において国家権力の監視の眼が強まり，弾

圧事件やそれへの抵抗等が表面化するようにな

る。このため1924（大正13）年をピークに自由

教育は退潮したとされている注4）。なお，上記実

践校の中でも東西のメッカ（二大拠点）とされる

のが，千葉師範学校附属小学校（手塚岸衛）と奈

良女子高等師範学校附属小学校（木下竹次）であ

るが，千葉県でも1925（大正14）年に圧迫が強

まり出し，1926（大正15）年に千葉県当局によ

り手塚は大多喜中学の校長として転任の命を受け

ている。手塚はその後，同校で排斥され辞任し，

自らの理想とする私学校として自由が丘学園の創

設に傾注する。しかし軌道に乗らぬまま1936

（昭和11）年に死没する。この年は池袋児童の村

小学校も廃校となるが，同年は二・二六事件が起

き，戦時体制へと雰囲気が強まっていく時代で

あった注5）。

このように新教育の挫折が描かれ，それが通説

として影響を発揮してきた。私立の新学校や師範

学校附属小学校といった実験校を中心とする実践

に限られ，また1920年代後半にはその姿を消し

ていくという流れで理解されてきた。

ておくため，また金子淳一を研究対象に設定する

理由・ストーリーを概説するために，先行研究の

整理を行う。

1．新教育に関する新しい視点をもつ研究

近年において，大正新教育をめぐる研究は大き

く進展が見られる。その代表的な研究業績とし

て，ここでは橋本美保の論考をあげておきたい。

橋本は海外からの教育情報移入とその受容につい

て，主に明治期を中心にして堅実な研究を進めて

きたが，その中には新教育の中心人物の一人であ

る及川平治に関する研究成果もあった。この歴史

研究に加えて，思想研究・教育学研究として深め

る共同研究に参画し，その成果が橋本・田中智志

編『大正新教育の思想―生命の躍動』（東信堂，

2015年）として刊行されている。また史料の復

刻・公開によって学界全体に貢献する活動として

『文献資料集成 大正新教育』（第Ⅰ～Ⅲ期・全20

冊，日本図書センター，2016－2017年）の刊行

にも尽くしている。歴史研究・思想研究の延長上

の集大成として位置づけられるのが編著『大正新

教育の受容史』（東信堂，2018年）である。さら

に近著論文として橋本・遠座知恵「大正期におけ

る教育学研究の変容」（日本教育学会『教育学研

究』第86巻第2号，2019年）を著すなど，その

意欲的な取り組みが継続されている。

本稿と重なる視点について橋本は，「教師たち

が組織的に新教育の研究に取り組んだ公立小学校

もあった」（橋本・田中，2015，19ページ）とし

て富士小学校，浅草小学校，福井小学校，千束小

学校など当時の浅草区教育会や本所区の横川小学

校などの例をあげている。他県の事例も示し，さ

らに多くの事例研究が進められ，公立小学校の

「実践思想」が解明されていくことが期待される

としていた注2）。

2．通説で語られてきたストーリー

「はじめに」にも記したように，従来の研究に

おいては，大正時代における新教育の導入は戦

時体制へ向かう時期という国家主義的な弾圧も

あって国民的な広がりをもたなかったと理解さ

れてきた。もっと具体的には，実験学校として
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てたんですけど，そこに突き立てて固まるのをみ

んなでじっと待って，そっと割りばしを試験管か

ら抜くと，まさに真っ赤なイチゴのアイスキャン

ディーができたんです。

“先生のバケツの中の雪には塩がいっぱい入っ

ているんだよ。塩を加えるとうんと冷えるんだ

よ”

そう金子先生がおっしゃってね。とにかく楽し

かったし，おいしかった！　今でもその赤いアイ

スキャンディーのことは鮮明に覚えているんです

よ」（増田，2000，18-19ページ）

以上をみると，通説との違いにギャップが感じ

られる。1936年（二・二六事件前後）のその

時，東京の公立の小学校でこのような実践が行わ

れていたという。

増田の著書（2000年）では取材を通して得た

知見として，滝野川尋常高等小学校（以下，滝野

川小学校）の新教育の実践を進めたのは第二代校

長に就任した山崎菊次郎注7）であり，同校が東京

では富士小学校，横川小学校とともに知られる新

教育実践校であることと，「公立学校における

「新教育」の実践は数少ない取り組みだった」（増

田，2000，19-20ページ）ことが記されている。

それは「子どもの個性，自発性，創造性を尊重す

る「新教育」＝「合科教育」「総合教育」」の実践

であり，そして「西村さんの担任であった金子淳

一先生も，この「合科教育」を求めて滝野川小学

校に集まって来た教師の一人だった」（増田，

2000，20ページ）と記されている。

以上のように当時，公立校での新教育実践の例

は実在し，そして新教育の実践を目指す教員たち

が希望して集まる拠点校ともいうべき事例があっ

たことが記されている。

．金子淳一の滝野川小学校における

「合科学習」

増田の著書では証言者「西村さん」から提供を

受けた『金子先生の本』という，当時の生徒たち

によってまとめられ，1987年に非売品として印

刷されたものが資料として紹介されている。筆者

（古賀）も2012（平成24）年8月に，同じ「西村

3．公立学校における実践

1936年「二・二六事件」が発生する年に，象

徴的な新教育の学校が廃校となっていく過程につ

いては先述したとおりである。新教育は挫折し，

終幕を迎え，そして当初から公立学校での試みに

ついて語られることは少なかった。そこに“実践

の体験者・生徒として授業を体験した者”からの

証言と照合をすることで，新たな知見を見出した

い注6）というのが本研究のねらいとするところで

もある。

増田ユリヤ『総合的な学習―その可能性と限

界』（オクムラ出版，2000年）では，2000（平成

12）年にNHKラジオ（「土曜ジャーナル」）の番

組内において，新たに2002年から導入される

「総合学習」の先駆的な実践例の紹介として，「神

奈川県秦野市立上小学校の四年生が羊を飼ってい

るという実践例と，埼玉県草加市立高砂小学校の

六年生がゴミ問題に取り組んでいるという実践例

を報告」（増田，2000，15ページ）したところリ

スナーから手紙が届き，その内容として（自身

も）「東京市立滝野川尋常高等小学校」（現・北区

立滝野川小学校）で1935（昭和10）年から1938

（昭和13）年まで，同様に様々な体験的な学習が

行われていたことが綴られていた。増田は，早速

その手紙を送ってきた女性（西村清子さん）に連

絡をとり，取材を行い，同書の一章として記して

いる。一部を以下に記す。

「おたよりにも書いた，アイスキャンディーのこ

とね。二・二六事件の日，あの日は大雪でね。金

子先生が，“明日はアイスキャンディーを作るか

ら，割りばしを一本持って来い”って言うんです

よ。 翌日，みんなで試験管を持って校庭に出る

と，金子先生が“きれいな所をみつけて雪をとっ

てこい”って言うもんだから，校舎の裏とかみん

な必死になっていい場所を探してね，試験管に

ギュウギュウに雪を詰めて先生の所に持っていっ

たんです。そうすると，先生がイチゴジュースを

かけてくれてね。そのあと各自持って来た割りば

しを試験管に差して，その試験管を先生の所に用

意してある大きなバケツ･･･その中にも雪が入っ
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現象をはじめ動植物の生活，ストーブ，火鉢，着

物，食物に関する事項等沢山ある」（金子，

1987，78ページ）とする。続く「学習事項」（単

元にあたる）では，①寒暖計の学習，②氷，霜，

霜柱，雪の学習，③火の学習，④冬の病気，⑤冬

の動植物，⑥冬の遊び，とされ，さらに①から⑥

の項目ごとに細分化されている注9）。

学習事項②「氷，霜，霜柱，雪の学習」の細分

化項目を記す。

 （イ）氷，霜柱，雪の直観･･･熱

 （ロ）  雪･･･読本（巻二）十四，ユキ，十五，

ユキヨフレフレ

 （ハ）  アイスキャンディー，アイスクリームの

製作指導（金子，1987，78ページ）

観察・連想的な学び，テキスト（読本）を用い

た学び，体験的な学びとが組み合わさっている。

これが直観科による合科学習ということになる。

『金子先生の本』としてまとめられた同書には，

「合科学習に於ける直観科の位置」の後に，当時

の生徒として記録に名前の出ている人物が，この

学習（授業）について思い出を記している。

「二・二六事件の大雪の翌日」にも「雪合戦」を

行い，また「これも確か雪の翌日にやったアイス

キャンディー作り」（金子，1987，94ページ）に

ついて楽しい記憶として残っているとのことであ

る注10）。西村氏も，「50年も経った今，時折開か

れるクラス会できまってでる想い出の話題のトッ

プは大雪の日のアイスキャンディー作りである」

ことと，他にも「雪合戦やベコニヤ，つばき，み

かんの観察など，たくさんの教室での記憶」（金

子，1987，96ページ）があると記している。

「尋常科第一学年合科学習指導案」には直観科

の学習表現物として，生徒（児童）の記録ノート

の一部も掲載されている。例として西村氏の証言

にあった「ベコニヤ」の観察学習をあげる。

頭注に記された○印は金子が付したものであ

り，それぞれについてのコメントも記されてい

る。例えば「ハナノカタチガ　ナノハナニ　ニテ

ル」については，「前に学習したものと比較して

いることは珍しい。どこが似ていますかと問うて

清子」氏から同書を寄贈していただいた。同書の

内容は，「理科教育の小自伝」（全68ページ），

「合科学習に於ける直観科の位置」（全17ペー

ジ），「椿組の記録」（全16ページ）の3部構成と

なっている。「理科教育の小自伝」は金子淳一自

身が『月刊 理科の研究』（大日本図書）に連載す

るも，急逝により中断されたため，残された遺稿

を加えて新たに掲載されたものである。本稿で

も，金子自身の語りの記録として活用させていた

だいた。「合科学習に於ける直観科の位置」は

1936（昭和11）年に目黒書店から刊行されたも

のの元原稿となったもので，滝野川小学校での実

践を中心にまとめられたものだという注8）。最後

の「椿組の記録」は西村（旧姓高田）氏が中心と

なり，当時の級友たちから原稿や証言を集めたも

のである。「椿組」とは，金子が担任するクラス

の名称である。

以上のうち，後者 2編，「合科学習に於ける直

観科の位置」には金子の学習案として前掲の「ア

イスキャンディー作り」の授業が，「椿組の記録」

には体験的に学んだ生徒たちの思い出としての同

授業についての語りが綴られている。

金子は「合科学習」について次のように述べて

いる。教育とは「児童の生活をよりよく発展させ

る営み」（金子，1987，76ページ）であり，低学

年児童の場合は，その生活は「遊び」という動作

によって満たされている。この遊びから「国語・

算術・地理・歴史・理科」等の「分科された教科

学習が芽生える」（金子，1987，76ページ）のだ

が，その芽生え以前の教育として合科学習がある

のだということになる。そして，児童の遊びの生

活の中で登場する「物」を材料とするのが「直観

科」であるという。あくまで児童に体験させ，感

じとらせたこと，考えさせたことを大切にすると

いう生活体験重視の学習観によるものであった。

「合科学習に於ける直観科の位置」に収載され

た「尋常科第一学年合科学習指導案」の「冬」と

いう学習課題を設定した授業案には，題材観（教

材観・指導観にあたる）として「冬の特異性は児

童の生活の上に，種々な姿で，種々な学習事項を

提示している」（金子，1987，77ページ）と記

し，その例として「氷，雪，霜，霜柱等の自然的
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のヒヤシンスなど草木が並んでました。

冬のある日，その丸テーブルの上に金子先生が

みかんを山盛りに置いて，“自分たちで、好きに

していいですよ。食べてもいいし，よく観察して

ください。そして観察したことを，ノートに書い

て発表して下さい”っておっしゃったんです。」

（増田，2000，22－23ページ）

この「みかんの観察」学習では，絵を描く子も

いたし，八百屋へ行って値段を聞いてきたり，あ

るいは「“みかんのへたをとったあとの星のよう

な模様の数は中の袋の数と同じです”なんて発見

をしていた子もいました。そうしたことをノート

に書いて発表しあうのです」（増田，2000，23

ページ）とも証言されている注12）。

以上，金子の「アイスキャンディー作り」注13）

と「ベコニヤ」「みかん」等の観察授業について紹

介させていただいた。この「観察記録」が彼の合

科学習・理科学習の方法論の一つとなっている。

．金子淳一の新教育実践史

次に，教員金子淳一が，いかなる人物であった

のか，なぜそのような教育実践者となり得たの

か，どのような授業（学習活動）を行っていたの

かについてみていく。金子の略年譜として表1を

記す。

みると「花の小さいところだ」と答えた。まだま

だ真の比較研究にまでは行っていないが，こうし

た萌芽の見られたことは喜しいことだ」（金子，

1987，84ページ）としていた。他のコメントのい

くつかは省略する。ベコニヤに関する最後のコメ

ントとしては，「今までは主に花のことばかり観

察していて，葉や茎のことにはあまり及ばなかっ

たのが「ハノウラガアカイ」「ハニケガアル」を

直観したこと。殊に手をふれて葉をうらがえして

観たと言うことは，正に大いなる発展で賞揚に価

する」（金子，1987，85ページ）と評価していた。

この観察とノートに記して発表するという形式

の授業については，いくつも例が記されている。

5月に「コトリ」，6月に「アヤメ」，7月に「ベコ

ニヤ」，9月に「イネ」，10月に「かめ」，11月に

「柿」，12月が「おみかん」であったと記録され

ている注11）。

増田は，西村氏からの聞き取りをもとに次の事

例も紹介している。

「祖母から，“清子さん，時間割は？”と聞かれ

たことがあるんですが，私は答えられなかった。

よく先生の話を聞いてこないからだとしかられた

んですが，時間割はなかったんです。教室には大

きな丸テーブルがいくつか置いてあって，五・六

人ずつそのテーブルを囲んで授業をするんです。

席も男女交互に座ります。出席簿は生年月日順。

教室では金魚や亀を飼っていて，窓辺には水栽培

　七月八日　　ベコニヤ　　　 （※下線部は生徒名なので省略する：筆者）

　　　一，ハナノイロガアカイ

　○　二，ハナノカタチガ　ナノハナニ　ニテル

　○　三，ハナノ中ニキイロイモノガアル

　　　四，ジクガアカイ

　　　五，ハガフネノヤウニナッテイル

　○　六，ハノウラガアカイ

　　　七，ハワタクサンアル

　　　八，ハガマルイヤウダ

　　　九，シタノホウノハガヨゴレテル

　○　一〇，ハニケガハイテル

　　　一一，ジクガフトイ（金子，1987，84ページ）
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イや当時1913（大正2）年に刊行された棚橋源太

郎（1869－1961）の教育と比較することで，その

素晴らしさを表現しようとしている注14）。川辺の

実践の特徴は観察実験中心で教科書を使わない教

育であった。金子は当時受けた学習として思い出

せるもの（代表的なもの）を次の通り十件あげて

いる。

( 1 )  たんぽぽの根掘りをしたこと。

( 2 )  あさがおの花の汁をしぼって，リトマス試

験紙をつくり，いろいろな実験をしたこと。

( 3 )  竹筒に丈夫な障子紙をはって，糸電話あそ

びをしたこと。

( 4 )  夏休みの宿題に砂鉄あつめや，虫あつめ

（くつわ虫・鈴虫・まつ虫など，部落グルー

プ）で競争であつめたこと。

( 5 )  大じかけな発電器で静電気を起こして，い

ろいろな実験をしたこと。特に学級のみん

1．金子の新教育実践の背景

表1（略年譜）内の下線部は，金子淳一が，自

ら影響を受けた人物・機会としてあげたものであ

る。

金子淳一が「理科教育」における新教育実践者

となり，後々まで生徒たちに語り継がれるような

教育をできるようになったのは，何によるものな

のか。これについては，影響を受けた人物や実践

を金子自身が「小自伝」に記している。

1）小学校時代の恩師・川辺助十郎

小学校（岩瀬小学校）5・6年の担任（川辺助

十郎）が師範学校出身であり，英語が得意で原書

を持ち込み，文学作品の内容等について，楽しい

話をきかせてくれることもあったという。「なす

ことによって学ぶ理科」を実践していて，観察・

実験中心の授業を進めていた。金子は恩師（川辺）

の教育を当時最新の教育であったジョン・デュー

表 1　金子淳一（1903－1980）の略年譜

1903（明治36）年10月25日

1920（大正 9）年 4月

1924（大正13）年

1929（昭和 4）年

1936（昭和11）年

1938（昭和13）年

1946（昭和21）年

1964（昭和39）年

1979（昭和54）年

1980（昭和55）年

埼玉県に生まれる。

岩瀬小学校に学ぶ。（小5・6年担任川辺助十郎の影響）

中学校に進学→中2で退学

高等小学校に転じる。（理科教師斉藤義頼の影響）

埼玉師範学校に入学（師範学校教師：生物・細木，化学・沼田の影響）

師範学校卒業→北埼玉郡忍町尋常高等小学校の訓導となる。

中学教員検定（一般理科）合格

理科筆記帳委員（筆記帳を作製）

物理学校で学ぶために上京する。→東京府南足立郡本木小学校に勤務。

北豊島郡第三峡田小学校に転任。

滝野川尋常高等小学校に転任。

（山崎菊次郎校長，奈良高等女子師範学校の木下竹次や大浦茂樹の指導）

著書刊行

深川小学校に移る。（前年に山崎校長が転任した先）

戦時下，疎開

麻布区本村小学校の教頭と辞令を受ける。

港区立南桜小学校長。

青山小学校長。

鞆絵小学校長→1964年に60歳で退職するまで勤める。

小学校退職後，青山学院大学講師となる。

同大学を退職。

死去。

出典：金子淳一「理科教育の小自伝」より作成
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育書を数多く刊行し，理科学習の指導的立場にも

なった後に“遡って”記述していることなのであ

り，理科教育に特化することやある程度結果論と

なることは当然である。しかし，金子が小学校・

高等小学校時代に，「理科」方面での優れた教育

実践に触れ，それが自身の新教育実践にとつな

がっていくと証言していることは重視したい。

3）師範学校時代の理科教師（細木・沼田）

金子は，1920（大正9）年 4月，浦和市郊外に

あった埼玉師範学校に入学する。埼玉師範学校と

いえば注入主義とは異なる自由・自主性を主張

し，さらに啓明会を創設した下中弥三郎で有名で

ある注18）。1917年前後の卒業生であれば下中の直

接の指導や影響を強く受けた可能性があるが，金

子の就学時期とは重なっていない。また，入学の

翌年1921（大正10）年 8月には，出版社の大日

本学術協会主催で「教育学術研究大会」（いわゆ

る「八大教育主張講演会」）が東京で開催され多

くの参加者を集めるなど，新教育や「教育の改

革」に注目が集まっていたが，当該講演会の出席

者に師範学校生であった金子の名前は見つけられ

なかった。また金子自身もこれらについて語って

いない。

金子は自伝において，師範学校でも二人の理科

教員によって影響を受けたと述べている。生物の

内容について，昆虫や植物・鉱物採集において分

類式指導法で授業を進めてくれた細木。化学の沼

田亀之助には実験器具の製作（ガラス細工等）の

重要性を学んだという注19）。理科教育で身を立て

てからの振り返りであるから当然ではあるが，小

学校・高等小学校に続いて師範学校でも優れた理

科教員の実践に触れている。

4）教職現場・滝野川小学校での指導（山崎校

長、奈良女子高等師範学校関係者）

金子は，1929（昭和4）年に物理学校（理科

大）で学ぶために上京する。はじめに、東京府南

足立郡本木小学校に勤務する。そして，北豊島郡

第三峡田小学校を経て（1932年に北豊島郡から

滝野川区へ移行した，現・北区の）滝野川小学校

に勤務することとなった。滝野川小学校長・山崎

菊次郎は東京における新教育の中心人物の一人で

あり，1883（明治16）年に埼玉県に生まれ，青

なが輪をつくり，手をしっかりつなぎ合い

静電気を流して，びっくりしたこと。

( 6 )  ろうそくをつかって，いろいろな実験をし

たこと。特に竹ひごに油紙をはった風船を

とばしたこと。

( 7 )  水素のばくはつ実験をしておどろいたこと。

( 8 )  酸素のなかで鉄線が花火をとばして燃える

実験。

( 9 )  冷蔵庫をつくり，数日氷を入れておいたこ

と。

(10)  アルコールランプのしんのなかに細いガラ

ス管をさしこんで空気を送り，高熱ランプ

をつくり，ガラス細工をしたこと。（金子，

1987，7－8ページ）

恩師・川辺は，以上のレベルの内容を，教科書

を使わない実験観察の理科授業としてこの時期

（明治末期から大正に移行する時期）に行ってい

て，金子は感銘を受けたという。

2）高等小学校の理科教師・斉藤義頼

金子は，はじめは医師を志して中学に進学する

が中2のときに重病を患い退学をする。3年制の

高等小学校に転校した。この学校には講習科が併

設され，小学校准教員や農業指導員の資格をとる

ことも可能であったが，この学校を選んだのも恩

師（川辺先生）への憧れがあったのではないかと

述懐している注15）。この高等小学校にも理科室

（準備室までついた特別室）が設置されており，

中学校なみに専科教員が配置されていた。その教

員・斉藤義頼も中学の一般理科の検定試験に合格

して，後に県立高等女学校の理科教諭として転出

するが，金子は在校当時，理科室を訪ね，その教

えを受けていた注16）。なお金子はこの後の師範学

校を卒業後，故郷の行田市の学校に赴任するが，

ここでも恩師斉藤の指導を受け，金子も3年目に

一般理科の中教検定に合格した。金子が教壇に

立った同時期に，斉藤は勤務先小学校に隣接する

県立忍高等女学校に理科の教師として勤務してい

たという縁があった注17）。

もちろん，この資料が金子自身「理科教育の小

自伝」として記し，金子が教員生活の中で理科教
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校系の人々をも野党的な立場に」（板倉，1968，

258－259ページ）移すことになったという。国

定教科書への反抗も，国家行政の後押しによる組

織体制まで含む変革が進められていくとともに

徐々に弱体化していったという流れになる。

金子の初任校は，1924（大正13）年に師範学

校卒業後に訓導となった忍町尋常高等小学校で

あった。ここで恩師斉藤義頼と連携を続けながら

精進し，22歳で中学校教員一般理科の検定に合

格している。この金子も「理科筆記帳」を作って

いた。デューイの実践を紹介した棚橋源太郎の新

理科教授法の出版により影響を受け理科教育が大

きく変わった時期であった。また1910（明治43）

年頃に児童用理科書（国定教科書）ができて，そ

れ以降使用されるようになる。上にも記した棚橋

本で筆記帳を用いると記されている影響もあり，

全国的に郷土の実態に即した筆記帳が作成される

ようになった。金子も月に2，3回の頻度で附属

小学校に招集されて，先輩教師の指示を受けなが

ら筆記帳を作成するようになった。県の理科筆記

帳の作製委員になっていたのである注23）。ただ，

金子はこれを，質的には英国のHenry Edward 

Armstrong（1848－1937）の発見的方法（Heuris-

tic Method）によるものであって，当時先端で

あった手塚岸衛（八大教育主張講演会にも登壇

し，当時は千葉師範学校附属小学校主事）や木下

竹次（奈良女子高等師範学校附属小学校主事），

小原國芳（八大教育主張講演会に登壇し，当時は

成城学園）の実践に比べれば時代遅れのもので

あったと述懐している。ダルトン・プランの枠内

にはまり，「文章のあいだに空欄をおいて実験・

観察事項を書き込む」（金子，1987，21ページ）

というもので，生徒の創意工夫を養うよりもか

えって疎外するものであったので消滅することと

なったという注24）。

埼玉県（時代）における金子の“理科の筆記

帳”は，当人（金子）によれば生徒の思考や発見

を止めてしまいかねないものと後に省察されてい

る。前出の滝野川小学校での実践の際には（時系

列的にその後のことであり）おそらくこの点で改

良が加えられ，克服されたものとなっていたであ

ろう。生徒たち自身が，より自由に自身の考えや

山師範学校を卒業した。滝野川小学校には同校 2

代目の校長として1914（大正3）年から1937（昭

和12）年まで在職した。山崎校長時代の1925

（大正14）年に新教育導入が始まり，毎週研究授

業を開き，高等師範学校から訓導を招いての座談

会を開くようになり，1927（昭和2）年より奈良

女子高等師範学校に指導を仰ぐようになったとい

う注20）。金子はここで「総合教育」の実践につい

て，直接に奈良高等女子師範学校の木下主事

（1872－1946）や大浦茂樹から指導を受ける機会

を得た注21）。

以上のように金子は複数の教員の教育実践から

影響を受けて，その教育技術・技能を成長させて

いった。

2．「教科書を使わない」授業の発展

金子が川辺に受けた授業は観察中心で教科書を

使わないことが特色であった。また金子自身が

行った教育も観察や記録を中心とするものであっ

た。こういった「教科書を使わない」授業とはど

のようなものか。国定教科書による教育が進めら

れていったこの時期における「教科書を使わない

理科授業」の志向とは如何なるものであったの

か。板倉聖宣は当時の理科教育の国定教科書廃止

論として，束縛から抜けるために『理科筆記帳』

や『理科学習帳』が使用される例があったことを

指摘している。長野県の信濃教育会では1905

（明治37）年の『小学理科生徒筆記代用』以降

1920年代までオリジナルの教材が作成され，ま

た外地（植民地等）においても台湾・南満州

（1924年）に文部省のものと異なる教材が編成さ

れていた注22）。それらの「植民地では，自然条件

の違いを考慮するだけでなく，本国では文部省に

うけいれられなかった理科教育改革運動の考え方

を広範に受け入れて，それを教科書の中にもりこ

んだ」（板倉，1968，331ページ）と論じられて

いる。棚橋も1904（明治36）年にこういった筆

記帳の類を刊行しているが，この頃より文部省理

科書編纂委員会には帝国大学出身の自然科学者

（小学校教育に関係性の薄い専門家たち）が中心

となっていき，「理科教科書の国定化は，それま

での日本の理科教育界を指導してきた高等師範学
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戦前期における金子の理科記録指導（生徒の調

査学習，観察記録ノート）は，ここに記され言語

化されるまでのレベルではなかったと思われる

が，観察と記録による考察と発信（説明）を可能

とする深い理解を目指すという点では通底するも

のであった。

．圧力・圧迫はあったのか？

ここまで金子の滝野川小学校での新教育の実践

について記された記録の内容を読んできた。表 1

の年譜にも記したように，金子は1938（昭和13）

年に深川小学校（後に国民学校と改称）に移って

いる。これは「視学の批判，区議会での自由教育

としての非難を前に深川へ転任」（三津田，

1998，546ページ）した山崎菊次郎校長の転出

（1937年）に一年遅れて付いていくかたちとなっ

た。この年には滝野川小学校から金子の他にも飯

田国雄，倉田収，本田正信の計 4人が移り，さら

に翌年に小松長二も深川小学校へ転出している。

特に1939（昭和14）年には滝野川小学校の教員

から他校への転出が18人いたということから

も，“新教育の終焉”を読み取ることができる注29）。

当時の生徒たちは，これをどのように感じてい

たのか。滝野川小学校で金子らの行った新教育実

践は，前出・西村氏が小学校 3年生になるまでの

1938年に金子が学校を離れることによって終了

した。これを，1年早く同小学校を離れた山崎校

長を追う形で「数人の先生方と一緒に下町の深川

小学校へ転任」（増田，2000，25ページ）し，そ

の4月から（生徒たちにとって）学校の様子が一

変したと証言している。日中戦争開戦翌年のこと

であり，家族では「“自由な教育をされたからお

上からにらまれて左遷された”というようなうわ

さをして」（増田，2000，25ページ）いたとい

う。滝野川小学校から「合科学習」は消えてクラ

スは男女別の編成になり，時間割というものが設

定され，一時間ごとの鐘がなるという形態になっ

たと証言されている注30）。

これを，当事者である金子淳一はどのように捉

えていたのか。ある程度の人数がまとまって異動

した学校（深川小学校）において，「新教育」は

発見を記録していくことを可能とするように目さ

れたはずである。また優れたノートや発表を全体

の前で顕彰し，生徒の励みとなることで学習意欲

をかきたてる仕組みも加えられていた注25）。

そして，「筆記帳」は「記録指導」と名称を変

え，戦後においても金子の理科教育の重要な要素

であり続ける。金子は，この「記録指導」（ノー

トのとりかた）について，後に著作の中で次のよ

うに論じている。

その著書には，1962（昭和37）年出版の『授

業の効率を高める 理科の記録指導』及び1973

（昭和48）年に一部改訂を加え，やや内容を加え

て刊行されたのが『思考力・創造力を育てる 新

しい理科の記録指導』であるが，両書とも表題か

ら“ねらいとする学習観”が読み取れる。

金子は，まず「記録指導」に必須の「ノート」

の意義について，その歴史を概説する。ノートと

して“書きつけるもの”注26）は，最初の30年間ぐ

らいが「米糖時代」であり，次に「せきばん（石

板とろう石）を使う時代」が1914（大正3）年か

ら1915（大正4）年頃まで続いた。その後に

「ノート時代」になったという。その「ノート時

代」も初期は「雑記帳時代」で，1935（昭和10）

年ぐらいから各教科別のノートを用いるように

なったという。しかし，一方で「記録指導」への

取り組み（どのようなものが理科教育のための記

録指導として重要なのか）には注目が集まらない

ので，「望ましいノート」の準備や指導が大切だ

としていた注27）。

金子は「話し合いは出来るだけ少なくして，実

験・観察を中心に記録しつつ展開する」「教師の

板書事項を写すことは記録ではない」（金子，

1973，2ページ）と注意事項をあげ，そして，理

科学習における記録の機能として，次の 9点をあ

げている注28）。①観察が一層明確になり精密にな

る。②時間的な変化がはっきりする。③因果関係

が明らかになる。④記録は思考を容易にする。⑤

記録は記憶力を補う。⑥知識・技能を集積してそ

の発展に役立つ。⑦記録は帰納的に事実を捉え，

法則性の発見に役立つ。⑧記録によって問題が発

見される。⑨記録は学習評価に役立ち，学習効果

の能率を高める。
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どのような形となっていったのか。迫害され，消

え去ったのか。ある程度時間をかけて変容して

いったのであろうか。金子は「理科教育の小伝」

において次のように書き記している。

国民学校の時代となり，学科編成があり理科・

数学とが理数科と一本化されることになった。こ

こでは西洋科学の排除と「日本的な勘」（金子，

1987，24ページ）を育成する不自然な理科教育

が実践された。しかし「特筆すべきこと」とし

て，金子たちが大正末頃から実践を通して，こと

あるごとに文部当局に懇願し続けてきた「低学年

理科」が，このとき「自然の観察」として特設さ

れることとなるというプラスの面もあった。提案

者の一人であり実践に定評のあった金子の授業が

何度も参観され，記録され，国民学校の低学年か

ら高学年までの教材がつくられることとなり，学

校現場から金子らが「生の声でマイクを通じ，あ

るいは文部省先生方とともに日本各地に，具体的

に解説してまわった」（金子，1987，24ページ）

という。科学知識の振興という国家の希求もあっ

てか，また理数科というある種の合科学習的な性

格も重なってか，理科教師としての金子らの活躍

が評価され，重要な役割を担うようになってい

く。

1941（昭和16）年の国民学校令発足と同時

に、初等科（小学）1年から低学年理科が「自然

の観察」として特設されることとなったが、その

指導には、「NHKラジオを通して成蹊小学校の岡

義雄氏（飼育、栽培）、千葉師範附属小学校の宮

原実氏（野外教材の指導），筆者（低学年理科指

導）について各自 1週ずつ，つづけて放送した」

し，同年夏には「理科同好会が国立科学博物館で

開いている全国理科講習会で，わたしと岡氏とが

「自然の観察」について発表した」（金子，1987，

26ページ）という（「筆者」「わたし」とは金

子）。岡義雄と金子は東京市視学（広瀬，岡﨑）

の推薦により1934（昭和9）年 5月から1944（昭

和19）年まで，都市理科研究会の常任幹事とな

り，都の理科教育発展に寄与するようになってい

く注31）。そして，深川小学校に勤めていても「ほ

とんど毎日のように文部省や高等師範の先生方の

紹介で参観人があり，また土曜日から日曜日にか

けては，東京市内や，近県の小学校の理数科教育

の実地授業や講話にでかけた。特に夏休みには文

部省や高等師範の先生方のお伴をして飛びまわっ

た」（金子，1987，27ページ）と述べている。観

察，直観，実験を中心とする金子の低学年理科授

業が高く評価されていた。

ちなみに，上に記した成蹊小学校の岡，千葉師

範学校附属小学校の宮原，そして公立小学校勤務

の金子という組合せは，本稿の明らかにしたい構

造そのものと一致する。先進私学や師範学校附属

校のみではなく，公立校教員も新教育で重要な役

割を果たしていたのではないかという問いへの一

つの答えとなると考えている。

先述したように，事実として滝野川小学校の教

員は，その多くが短い期間に異動となっている。

また当時の生徒たちは，その時代背景を感じ取

り，圧迫があったと証言していた。しかし金子自

身がその類のことを書き残していない。それどこ

ろか，理科教育のニーズが高まり，戦前期におい

ても，また戦後期においても全国的に指導するレ

ベルにとなっていく。「国民学校」として小学校

の性格が変容を迫られた際にも「理科教育」の拡

充や実践指導のために，行政と連携しながら活動

を続けていくのである。また，戦後においても占

領下の教育復興期における公立小学校運営の担い

手として教頭の辞令を受け，やがて数校で校長を

歴任しながら，教科書編纂や理科教育書刊行を続

け，教員としての生涯をまっとうした。

以上のようなことが，なぜ起こり得たのか。お

そらく次のようなことが関係していると思われ

る。滝野川小学校を含む東京（市）の公立学校に

おける新教育の展開については，鈴木そよ子の研

究によって「学校単位で進められただけではな

く，東京市教育局，特に東京市視学の理解と協力

があって，広がっていった」（鈴木，1990，155

ページ）ことが明らかにされている。鈴木は東京

市教育局との関わりを論じる上で，最初のケース

として本所区（墨田区）の横川尋常小学校におけ

る1925（大正14）年の視学による視察をあげ，

抜き打ち同前のものであったにも関わらず，当時

の大島正徳教育局長から支持を得られたと述べて

いる注32）。翌年には浅草区（台東区）の富士尋常
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期，戦後期を通して，金子はほぼ変わらない授業

実践を，変わらないスタンスで続けることができ

ていた。そのことをどのように考えればよいの

か。これは科目ごとに追究していくことが必要に

なるということになる。理科以外の教科ではどの

ような事例があるのか教科史レベルで検討するこ

とも今後の課題となる。そして，滝野川小学校を

出た後も，「新教育」として圧力を受けていない

というためには，同様に異動した他の教員のその

後について考察・考証する必要がある。

もちろん，金子の著した著作を丹念に整理し，

その成果を他の新教育の代表的実践家（及川平

治，小原國芳ら）と比較可能なレベルにまで高め

ていく作業も引き続き行っていく所存である。

付記

本研究の歴史研究としての結論は，本文中及びⅤにま

とめておいた。最後に投稿する媒体『教師教育と実践知』

の読者層を想定して，まとめの言葉を加えさせていただ

きたい。本稿は金子淳一という過去の人物に関する歴史

研究ではあるが，金子はもちろん当時の教員であり，教

育実践者である。本稿は金子淳一という一教員の教育実

践に関する論考である。

金子の時代も，学校教育は社会と密接に関係し，影響

を受け，改革の波が押し寄せ，それへの対応が迫られる

ことになる。金子は低学年の子ども（児童・生徒）が主

たる対象ではあったが，その対象となる生徒の年齢に対

し，どのような学習が必要なのかという考えをもち，ね

らいのある活動をしていたことが指導記録として書き残

されている。そして，その授業（学習）は，当時の生徒

たちによって50，60年経った後にも思い起こされること
により，学習成果（知識や技能）が定着していたのだと

理解することもできる。

その優れた実践家であった金子が教員になったきっか

けや，その後に理科教育の専門家として道を進んでいく

きっかけとなったのは，優れた実践を示してくれた恩

師・教員仲間たちであった。他者から学び，それに自分

の工夫を加え高めていく。またそれが継承されていく。

それが教員の成長であり，実践知をいかすという生き方

であると考えている。

注

  1） 鈴木そよ子（1990）「公立小学校における新教育と東

京市の教育研究体制―1920年代を中心に―」『教育学

研究』第57巻第2号，149-158ページ，等がある。

  2） 橋本美保・田中智志編（2015）『大正新教育の思想―

生命の躍動』，東信堂，21ページ。

  3） 中野光（1968）『大正自由教育の研究』黎明書房，18

ページ。

  4） 同上書，239ページ。

  5） 中野光（1976）『教育改革者の群像』，国土新書，174

ページ。

小学校でもほぼ同じ視察があり「修身と国語の教

科書だけは使い」あとは「やりたまえ」（鈴木，

1990，152ページ）と肯定されたという。鈴木の

研究は1920年代に関する考察という限度はある

が，この「修身と国語」以外という部分と，おそ

らく金子の「理科」（理数科）教科とが関連して

いると考えることができる。

．新教育の歴史研究を再考するために

本稿でここまで論じてきたことをまとめ，また

課題を整理しておきたい。これまで，大正新教

育・自由教育については，個性尊重，経験主義，

自学主義などが海外の児童中心主義などの影響を

受けて発達したもので，その実践の場（実験の

場）としては私立学校や師範学校附属小学校が中

心とされていた。この“中心として注目されてい

た”という点では，従来の研究の指摘は正しいと

考える。しかし，それは「一般の公立学校」にま

で広がっていたという事実を否定する意味で理解

されてはいけない注33）。橋本美保や鈴木そよ子に

よって，そのような新研究の成果が発表されてき

ている。本研究の対象となった金子淳一も，その

ような実践者の一人として位置づけられるであろ

う。

しかし，金子淳一という人物を，通史上に位置

づけるためには残された課題がいくつかある。ま

ず，思想上の影響を考察していくという視点であ

る。金子自身は，欧米の思想家の直接の研究の機

会等について多くを語っていない。棚橋源太郎や

木下竹次らの影響や，直接に受けた指導につい

て，さらに深く追究していくことが必要になる。

次には「理科」等の科目ごとの特色をいかに整理

することができるかという問題である。これまで

の新教育研究は，「新教育」という存在そのもの

と，対立する守旧の教育観とでもいう二分化構造

で語られがちであった。金子は小学校教員では

あったが，理科（的な）内容・技能に特徴があっ

た。実際に，その後に理科教科で指導的立場にと

なっていく。本研究においても，おそらく従来の

政治や運動，思想の問題として単純に立場を二分

して考えられてきたというパターンに当てはまら

ない結果がいくつか出てきている。例えば，戦前
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24） 同上書，21-22ページ。

25） 同上書，91ページ。「子供は一度賞められたことは忘

れないものである」としている。

26） 「書きつけるもの」「書きつけられるもの」の研究と

しては，佐藤秀夫（1988）『ノートや鉛筆が学校を変

えた』，平凡社，が先駆としてあげられる。

27） 金子淳一（1962）『授業の効率を高める 理科の記録指

導』，明治図書，52-54ページ，及び同（1973）『思考

力・創造力を育てる 新しい理科の記録指導』，東洋

館出版社，98-100ページ。

28） 金子（1962）では①～⑧のみであり，金子（1973）

で⑨が付加されている。

29） 三津田宏（1998）『ああ深川―戦時下の学童たち』，

三津田宏発行，546ページ。

30） 前掲増田（2000），26ページ。

31） 前掲金子（1987），23ページ。

32） 前掲鈴木（1990），151及び155ページ。

33） 例えば，浅沼茂・奈須正裕（2016）『カリキュラムと

学習過程』，放送大学教育振興会，などの新しいテキ

ストでは「主に私立の「新学校」，師範学校附属小学

校などから始まり，次第に一般の公立学校にも広
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所，39ページ）。
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．問題の所在と研究目的

今日の保育現場においては，「通常の集団に，

特別な支援ニーズを持つ子どもを受け入れる」の

ではなく，「園そのものが異なる多様な支援ニー

ズを持つ子どもが生活する場」としてとらえ，

「障害のある子どもは特別な支援ニーズを持つ一

人であるという視点に立つこと」の重要性が指摘

されている（浜谷・五十嵐・芦澤，2013，332）。

2017（平成29）年改訂幼稚園教育要領において

も「集団の中で生活することを通して全体的な発

達を促していくことに配慮」することの重要性が

指摘されている。これらの指摘から，今後の保育

現場においては障害のある子どもをはじめとする

特別なニーズのある子どもを含む子どもの生活を

保障する保育環境の整備の中で，子どもの特別な

ニーズに応じた支援を行っていく必要性があると

考えられる。

このような前提のもと，幼稚園，保育所，認定

こども園等教育・保育機関における特別な支援

ニーズを有する子どもの支援に関する先行研究の

到達点を整理すると，佐久間・田部・高橋

（2011）は全国規模の公立幼稚園調査結果より，

「85.6％の幼稚園においてグレーゾーンを含む特

別な配慮を要する幼児の在籍が明らかになった」

ことを報告している（佐久間・田部・高橋，

2011，155）。幼稚園での在籍率の高さに関して

は，地方都市を対象に調査を行った河野（2010）

の研究で「保育園よりも幼稚園の方にやや多く在

籍」し，公立園の方が私立園に比して在籍率が高

いという研究結果とも合致する。佐久間・田部・

高橋（2011），河野（2010）の先行研究を参照す

ると，支援体制整備を検討する上では，特別な

ニーズのある子どもの在籍率の高いと考えられる

公立幼稚園を分析対象にすることの有用性が見出

せる。

公立幼稚園における特別なニーズのある子ども

の支援体制整備に関して，田中他（2011）は受け

入れに関しては園側の職員体制整備が 1つの判断

基準となっていることと，園内委員会等の支援体

制整備に関しては一定程度進捗していることが明

らかにされている。

また公立園での支援体制整備を進める自治体の

独自政策に関する報告もなされている。例えば渡

邉他（2009）では岡山県倉敷市「幼児指導教室」

の報告がなされている。「幼児指導教室」は倉敷

市立小学校の通級指導教室に隣接して設置され，

私立・市立幼稚園，保育所に在籍している幼児を

対象に指導を行っている。対象はことばや情緒の

面で支援の必要な子どもであり，指導の効果があ

る比較的軽度の障害がある子どもとなっており，

担当者が市立幼稚園から派遣され，週あるいは隔

週に一度個別や小グループでの指導が行われてい

る。加藤（2018）は「幼児指導教室」の実践分析

を通して「幼児指導教室での活動内容や指導方法

には，園での保育に生かせるものも少なくない」

とし，「園と幼児指導教室が連携を図りながら，

幼児一人一人に応じた保育方法を探っていくこ

と」の必要性を指摘しているように，今日におい

ても取り組みの意義が示されている。

山中他（2014）では島根県松江市「特別支援幼

児教室」の取り組みも報告されている。「特別支

浜松市公立幼稚園「発達支援の部屋」事業の現状と課題に関する調査研究

―「発達支援の部屋」設置園長および担当職員を対象とした質問紙調査―

鈴木　麻耶1）・田中　謙2）
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そこで本研究では，静岡県浜松市の「発達支援

の部屋」事業に関して，設置園園長と「発達支援

の部屋」担当者を対象に質問紙調査を実施し，

「発達支援の部屋」事業の現状と課題を明らかに

する。

．研究方法

本研究では浜松市「発達支援の部屋」設置園 6

園（東区：1園，西区：1園，南区：1園，浜北

区：1園，北区：2園）を対象とした質問紙調査

を実施した。質問紙調査は郵送法を用い配布・回

収を実施した。配布期間を2018（平成30）年11

月～12月として調査依頼を行った。

本研究の質問紙調査は「園長用」と発達支援の

部屋「担当職員用」の 2つの質問紙で構成されて

いる。「園長用」の主な調査項目は，（1）学級

数，（2）障害児保育の実施（診断等を受けた障害

のある子どもの受け入れ），（3）園内委員会，（4）

外部からの巡回指導，（5）園内研修，（6）園外研

修，（7）他機関との合同研修，（8）保護者支援，

（9）「発達支援の部屋」設置の効果・課題である。

「担当職員用」は担当者 1名に回答を求めた。

「担当職員用」の主な調査項目は，①担当職員の

経歴，②利用園児数，③利用頻度，④支援方法，

⑤担当者の学習方法，⑥「発達支援の部屋」の設

置によって得られた効果，⑦課題である。

「園長用」質問紙は 6園（回収率100.0％）から

回収され，「担当職員用」質問紙は 5園（回収率

83.3％）から回収された。「担当職員用」質問紙

の回収が得られなかった 1園に対しては電話で質

問紙の項目に沿って，担当職員の経歴，利用園児

数，利用頻度に関する10分間の聞き取り調査を

行った。

．質問紙調査結果

1．「園長用」質問紙の分析結果

（1）回答園

回答園の 3歳児学級は 1学級設置が 5園

（83.3％），2学級設置が 1園（16.7％）であり，

合計 6園（100.0％）で 3歳児学級が設置されて

いた。3歳児園児数は平均22.0名（7.0-44.0名）

であった（括弧内は括回答の最小 -最大を表記）。

援幼児教室」は松江市立幼稚園に設置され，市在

住の 3歳から就学前で特別な支援が必要な子ども

を対象とし，週 1回程度子どものニーズに応じな

がら時間単位で行う支援と，幼稚園の一日の生活

時程に沿って行う支援の 2つの形態での支援を

行っている。

倉敷市や松江市のように公立幼稚園を有する基

礎自治体の中には，市独自の政策として公立幼稚

園での特別なニーズに対応した支援制度を設計

し，実績をあげている自治体が存在する。このよ

うな取り組みが確認される中で，静岡県浜松市で

も市単独事業として「発達支援の部屋」に取り組

んでいる。

浜松市「発達支援の部屋」は「個別の支援を必

要とする幼児の成長や発達を促すことを目的と

し，保護者の理解を得て個のニーズに応じた支援

を行う」ことを目的に，市内の行政区ごとに 1園

設置園が決められ，「発達支援の部屋」が設置さ

れている。「発達支援の部屋」には担当職員が専

任職員として 3名以内で配置され，特別な支援

ニーズを有する個別の支援が必要な子どもに対

し，在籍する学級内で担当職員が支援する。また

対象児（一人あるいは少人数）を保育時間中に

「発達支援の部屋」へ抽出し，個別での支援も行

える。つまり「発達支援の部屋」は小学校におけ

る通常の学級での「加配」による支援と，「通級

による指導」との双方に類した支援が行えるよう

な機能を有していると考えられる。「浜松市立幼

稚園における『発達支援の部屋』設置要綱」によ

れば，対象児は設置幼稚園に在籍している子ども

であるとされ，対象児への支援としては，（1）対

象児の身辺自立に関すること，（2）対象児の情緒

の安定に関すること，（3）対象児のコミュニケー

ション力の育成に関すること，（4）対象児の対人

関係能力の育成に関すること，（5）その他，対象

児の成長発達に関することである。同要綱から浜

松市「発達支援の部屋」の対象は障害に限定され

ず，障害と診断されていない子どもも対象児に含

む特別な支援ニーズを有する子どもであると考え

られる。この浜松市の取り組みは今後のインク

ルージョン教育・保育につながる政策の一例とし

て先駆性を有していると考えられる。



103「発達支援の部屋」事業の現状

ポーター」等の記述があった。「園長」「学級担

任」「『発達支援の部屋』担当職員」は，全 6園

（100.0％）で園内委員会の構成メンバーであるこ

とが示された。

（4）外部からの巡回指導

各園に対し，外部からの巡回指導を受けている

かについて「定期的に受け入れている」「必要に

応じて受け入れている」「受け入れを望んでいる

が，対象児が在籍していない」「受け入れていな

い」の 4項目を設定し，「定期的に受け入れてい

る」「必要に応じて受け入れている」と回答した

園に対しては，1年に行っている回数の記述を求

めた。

また，巡回指導の派遣元について，「市教育委

員会」「教育委員会以外の自治体担当部署（子育

て支援課等）」「市教育相談センター」「小学校通

級指導教室」「小学校特別支援学級」「特別支援学

校（県市）」「療育機関（児童発達支援センター，

事業所等）」「保健所・保健センター」「医療機関

（クリニック等）」「その他」の10項目を設定し，

複数回答可で回答を求めた。

結果から，「定期的に受け入れている」と回答

した 3園（50.0％）が 1年に行っている回数は，

約 1回，約 3回，約 5回であった。「必要に応じ

て受け入れている」と回答した 2園（33.3％）が

1年に行っている回数は，約 2回，約 3回であっ

た。また，「受け入れていない」と回答した園は

1園（16.7％）であった。「定期的に受け入れて

いる」「必要に応じて受け入れている」と回答し

た 5園（83.3％）の派遣元については，療育機関

（児童発達支援センター，事業所等）が 4園

（66.7％），「保健所・保健センター」が 2園

（33.3％），「医療機関（クリニック等）」と「市教

育委員会」が各 1園（16.7％）であった。

（5）園内研修

各園に対して，特別支援教育（特別支援）を

テーマとした園内研修について「定期的に行って

いる」「必要に応じて行っている」「2017年度は

行ったが，2018年度は行っていない」「2017年

度，2018年度ともに行っていない」の 4項目を

設定し，「定期的に行っている」「必要に応じて

行っている」と回答した園に対しては，1年に

4歳児学級は 1学級設置が 4園（66.7％），2学級

設置が 2園（33.3％）であり，合計 6園（100.0％）

で4歳児学級が設置されていた。4歳児学級は平均

31.7名（20.0-61.0名）であった。

5歳児学級は，1学級設置が 4園（66.7％），2

学級設置が 2園（33.3％）であり，合計 6園

（100.0％）で 5歳児学級が設置されていた。5歳

児学級は平均29.7名（18.0-54.0名）であった。

（2）障害児保育

各園に対し，「発達支援の部屋」対象児とは別

に，障害児保育の実施（診断等を受けた障害のあ

る子どもの受け入れ）について「受け入れてお

り，在籍している」「受け入れは可能だが，在籍

している者はいない」「受け入れは行っていない」

の 3項目を設定し，回答を求めた。

結果 6園中半数以上の 4園（66.7％）で「受け

入れており，在籍している」，1園（16.7％）で

「受け入れは可能だが，在籍している者はいな

い」，1園（16.7％）で「受け入れは行っていな

い」との回答が得られた。

（3）園内委員会

各園に対し，障害のある子どもや，「発達支援

の部屋」対象児支援のための園内委員会の設置に

ついて「委員会を設置し，定期的に委員会を開催

している」「委員会を設置し，必要に応じて委員

会を開催している」「委員会は設置しているが，

開催はしていない」「委員会の設置はしておら

ず，開催もしていない」の 4項目を設定した。そ

のうち「委員会を設置し，定期的に委員会を開催

している」「委員会を設置し，必要に応じて委員

会を開催している」と回答した園に対しては，1

年に行っている回数と園内委員会の構成メンバー

の記述を求めた。

結果から，全 6園（100.0％）が「委員会を設

置し，定期的に委員会を開催している」と回答し

ていた。1年に行っている回数としては，約 3

回，約 4回，約 5回という記述が見られた。内訳

は，約 3回の園が 3園（50.0％），約 4回の園が

2園（33.3％），約 5回の園が 1園（16.7％）で

あった。園内委員会の構成メンバーとして，「園

長」「主任」「学級担任」「『発達支援の部屋』担当

職員」「発達支援コーディネーター」「キッズサ
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結果から，「定期的に参加させている」「必要に

応じて参加させている」「職員が個々の判断で参

加している」の 3項目を全て選択している園が 1

園あった。「定期的に参加させている」と回答し

た 5園（83.3％）が 1年に行っている回数は，約

2回，約3回，約10回，約20回であった。「必要

に応じて行っている」と回答した 2園（33.3％）

が 1年に行っている回数は，約 5回，約15，16

回であった。「職員が個々の判断で参加している」

と回答した園は 1園（16.7％）であった。「定期

的に行っている」「必要に応じて行っている」と

回答した園の2017年度，2018年度それぞれに実

施した園外研修のテーマについては次頁のような

の回答が得られた。

（7）他機関との合同研修

各園に対して，障害のある子どもや，「発達支

援の部屋」対象児の支援をテーマとした他機関と

合同の研修を行っているかについて「定期的に

行っている」「必要に応じて行っている」「行って

いない」の 3項目を設定し，「定期的に行ってい

る」「必要に応じて行っている」と回答した園に

対しては，1年に行っている回数の記述を求めた。

また，合同で研修を行っている他機関につい

て，「市教育相談センター」「小学校通級指導教

室」「小学校特別支援学級」「特別支援学校（県

市）」「療育機関（児童発達支援センター，事業所

行っている回数の記述を求めた。また，2017年

度，2018年度それぞれに実施した園内研修の

テーマについて記述式で回答を求めた。

結果から，「定期的に行っている」と回答した

1園（16.7％）が 1年に行っている回数は，約 1

回であった。「必要に応じて行っている」と回答

した2園（33.3％）が 1年に行っている回数は，

約5，6回であった。「2017年度，2018年度ともに

行っていない」と回答した園は 3園（50.0％）で

あった。「定期的に行っている」「必要に応じて

行っている」と回答した園の2017年度，2018年

度それぞれに実施した園内研修のテーマについて

は上記の回答が得られた。

（6）園外研修

各園に対して，特別支援教育（特別支援）を

テーマとした園外研修に職員の方を参加させてい

るかについて「定期的に参加させている」「必要

に応じて参加させている」「職員が個々の判断で

参加している」「2017年度は参加させたが，2018

年度は参加させていない」「2017年度，2018年度

ともに参加させていない」の 5項目を設定し，

「定期的に参加させている」「必要に応じて参加さ

せている」と回答した園に対しては，1年に行っ

ている回数の記述を求めた。また，2017年度，

2018年度それぞれに実施した園外研修のテーマ

について記述式で回答を求めた。

Table 1　2017年度，2018年度園内研修テーマ

2017年度 2018年度

園外研修に参加した先生の報告を受けながら、自園の支援

の必要な子供たちの日々の対応を考え合う

併行通園をしている園児の併行通園先の保育士さんや臨床

心理士に保育参加してもらい、アドバイスを受ける

視覚支援について学び合う
併行通園先（＝児童発達支援事業）への見学に行き、参観

とお話をきき、幼稚園での支援の在り方を見直す

「発達支援の部屋」の指導にきてくださった臨床心理士の

先生の指導内容の共通理解を図る

今年度は、浜松市の社会福祉センターのDr.と臨床心理士の
方、保育士さんら5名と園で取り出しをした園児について
の支援の方法を5回の研修の場（園内）をもち、参観をし
ていただき、見立てと実践からアドバイスをいただいた

個別支援に関する研修への参加内容の伝達 参加した研修の伝達

個別支援を要する幼児の応用行動分析
担任・担当する園児の情報共有（年度、学期始）と具体的

支援方法

望ましい個別支援の具体策 保護者面談等で生じた情報の共有と課題への対応策

ビデオカンファレンス 異動職員への個別対応の伝授と計画の立て方

個のニーズに応じた保育 個のニーズに応じた保育
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業所等）が 5園（83.3％）と一番多かった。次い

で「医療機関（クリニック等）」が 2園（33.3％）

と「小学校特別支援学級」が 1園（16.7％）で

あった。また，「その他」の回答もあり，「発達支

援の部屋をもっている他の園」1園という記述が

あった。

（8）保護者支援

各園に対して，障害のある子どもや，「発達支

援の部屋」対象児の保護者への支援について，

「定期的に行っている」「必要に応じて行ってい

る」「全保護者向けの研修として，行っている」

「行っている」の 4項目を設定し，「定期的に行っ

ている」「必要に応じて行っている」と回答した

等）」「保健所・保健センター」「医療機関（クリ

ニック等）」「その他」の 8項目を設定し，複数回

答可で回答を求めた。

結果から，「定期的に行っている」と回答した

4園（66.7％）が 1年に行っている回数は，約 1

回，約 3回，約 4回であり，2園（33.3％）が約

3回と回答していた。「必要に応じて行っている」

と回答した 1園（16.7％）が 1年に行っている回

数は，約 5回であった。「行っていない」と回答

した園は 1園（16.7％）であった。

「定期的に行っている」「必要に応じて行ってい

る」と回答した 5園（83.3％）の他機関の内訳に

ついては，療育機関（児童発達支援センター，事

Table 2　2017年度，2018年度園外研修テーマ

2017年度 2018年度

発達支援教育Ⅰ～Ⅶ 発達障害児への対応に関する研修会

はままつの発達支援と療育を考える事例検討会（3園） 発達支援教育Ⅰ～Ⅶ

幼児言語教室の見学、児発の見学
はままつの発達支援と療育を考える事例検討会（年間4回）
（3園）

中学校区発達支援の理解について
年4回、事業所の事例検討会を発松市発達相談支援セン
ターの所長さんを囲んで行います

応用行動学
児発の見学、就学先の支援や発達支援教室の参観（保護者

に付き添っていくこともあります）

浜松市主催各事業所訪問事業における事例検討会
「発達支援の部屋」の研修会、事例をとりあげ、個別の支

援の対応策を考える

発達支援コーディネーター研 幼児言語教室（ことばの教室）の見学

ペアプロ研修 小児科のかかりつけの医制度と発達障害の早期発見

発達支援研修 家族の機能に視点をあて、子どもの支援につなげる

発達コーディネーター研修 現場でできる支援方法を学ぶ

事例検討会 子どもの生きづらさと自己肯定感

発達支援の部屋運営支援研修 ICT機器活用入門

「発達支援の部屋」研修会 成人した今だから語れること障がい当事者がふりかえる

管理職の発達支援に関する研修会 中学校区における発達支援研修（合同）

発達支援教育コーディネーター研修 個別支援を要する幼児に対する医療とのケース会議

支援が必要な園児に対する具体的な対応及び医療との連携

について
浜松市主催事業所訪問事業における事例検討会

ペアプロ研修

発達支援研修

発達コーディネーター研修

新規発達コーディネーター研修

事例検討会

発達支援の部屋運営支援研修

「発達支援の部屋」研修会

管理職の発達支援に関する研修会

発達支援教育コーディネーター研修

支援が必要な園児に対する具体的な対応及び医療との連携

について
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うことで，子どもの持つ課題の改善につながっ

た」「『発達支援の部屋』担当の職員を配置するこ

とで園全体の障害に関する理解が深まった」「保

護者が子どもに関して相談を行いやすい環境に

なった」「その他」までの 6項目複数回答可で回

答を求めた。

また，「発達支援の部屋」の設置によって生じ

た課題について，「対象児が多いため，対応が困

難である」「支援に関して，障害や生活課題が重

い幼児を優先してしまう」「対象児が周りの子ど

もと比べて特別感を感じてしまう」「個別の支援

を行うため，他の園児から特別視されてしまう」

「個別の支援を行うため，子どもがクラスで過ご

す時間が減ってしまう」「その他」までの6項目

複数回答可で回答を求めた。

結果から，「発達支援の部屋」の設置によって

得られた効果については「子ども一人一人の特性

に応じた支援が行いやすくなった」「個別の対応

を行うことで，子どもの持つ課題の改善につな

がった」の項目は 6園（100.0％）が選択してお

り一番多かった。「一人一人の子どもと個別に対

応することでより信頼関係を構築できるように

なった」「『発達支援の部屋』担当の職員を配置す

ることで園全体の障害に関する理解が深まった」

「保護者が子どもに関して相談を行いやすい環境

になった」は 5園（83.3％）が選択していた。ま

た，1園（16.7％）が「その他」を選択し，「自

己肯定感が高まる，自分で自分の気持ちを切りか

えていく力につながる，人の話に耳を傾けるよう

になる」と記述していた。

一方で「発達支援の部屋」の設置によって生じ

た課題について，「対象児が多いため，対応が困

難である」の項目は 5園（83.3％）が選択してお

り一番多かった。「個別の支援を行うため，他の

園児から特別視されてしまう」「個別の支援を行

うため，子どもがクラスで過ごす時間が減ってし

まう」は各 1園（16.7％）で回答がみられた。

「その他」は 2園（33.3％）が選択し，「一般の保

護者への理解を求めることや周知を図ること，取

り組みの伝え方がむずかしい」「学級内支援にも

人手が必要なため，個別支援（取り出し）の時間

の確保が難しい」と記述していた。

園に対しては，1年に行っている回数の記述を求

めた。

また，行っている内容について，「障害に関す

るリーフレット等の配布をしている」「保護者会

や講演会で障害をテーマにした講演をしている」

「保護者が保育を参観する機会を設けている」「ク

ラス会等，面談を定期的に行っている」「障害幼

児の保護者に園での様子をこまめに伝えている」

「担任以外の教員等に相談できる窓口をつくって

いる」「障害幼児の保護者が保護者会等で話しを

して，悩みを持っている保護者の理解に繋げてい

る」「幼稚園における，障害児保育の説明を行っ

ている」「専門家が巡回相談に訪れることを伝え

ている」「障害幼児への支援があることを伝えて

いる」「その他」の11項目複数回答可で回答を求

めた。

結果から，「定期的に行っている」と回答した

5園（83.3％）が 1年に行っている回数は，約 1

回，約 2回，週に1，2回～3，4回であり，「個に

応じて回数はちがう。とりだせる時にとり出す。

ニーズに応じてとり出す」という記述がみられる

園もあった。「必要に応じて行っている」と回答

した 1園（16.7％）が 1年に行っている回数は，

約10回であった。

また，行っている内容については，「クラス会

等，面談を定期的に行っている」「障害幼児の保

護者に園での様子をこまめに伝えている」の項目

が5園（83.3％），「専門家が巡回相談に訪れるこ

とを伝えている」が 4園（66.7％），「保護者が保

育を参観する機会を設けている」「障害幼児への

支援があることを伝えている」が 3園（50.0％），

「障害に関するリーフレット等の配布をしている」

「障害幼児の保護者が保護者会等で話しをして，

悩みを持っている保護者の理解に繋げている」

「幼稚園における，障害児保育の説明を行ってい

る」が 1園選択していた。

（9）「発達支援の部屋」設置の効果・課題

各園に対して，「発達支援の部屋」の設置に

よって得られた効果について，「一人一人の子ど

もと個別に対応することでより信頼関係を構築で

きるようになった」「子ども一人一人の特性に応

じた支援が行いやすくなった」「個別の対応を行
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度」は 0名であった。さらに，「取り出しの支援

は，週 1日以上行っている。個に応じて対応して

いる。」「週 1日程度は年長，年中5人／9人」「5

月の時点では，年少は，個別での支援をしていま

せん」と記述回答も得られた。

（3）支援方法

回答者が特別な支援ニーズを有する幼児に対し

て行っている支援方法について，「指示の出し方

に注意する」「教室内の掲示物などの配置の仕方

を工夫する」「配慮を要する幼児の気持ちを他児

に伝える」「他児の気持ちについて，配慮を要す

る幼児に伝える」「活動の手順を図示する」「職員

会議の際に情報交換を幼稚園全体で行う」「配慮

を要する幼児に対して医療機関を紹介する」「保

育の進め方について専門家に話を聞く」「専門機

関の巡回相談を利用する」「その他」の10項目複

数回答可で回答を求めた。

結果から，「指示の出し方に注意する」「職員会

議の際に情報交換を幼稚園全体で行う」「保育の

進め方について専門家に話を聞く」の項目は5園

（83.3％）全てにおいて選択されていた。「教室内

の掲示物などの配置の仕方を工夫する」「配慮を

要する幼児の気持ちを他児に伝える」「他児の気

持ちについて，配慮を要する幼児に伝える」「活

動の手順を図示する」は 4園（66.7％），「専門機

関の巡回相談を利用する」は 3園（50.0％），「配

慮を要する幼児に対して医療機関を紹介する」

「その他」は 1園（16.7％）であった。「その他」

の項目は「市内での発達支援の研修会に参加して

いる」という記述回答が得られた。

（4）学習方法

「発達支援の部屋」担当者の学習方法につい

て，「関連する専門書等を読んでいる」「障害に関

する研修会や講演会に参加している」「関連する

他機関の見学を行っている」「専門家の意見を聞

く機会を設けている」「保護者と話をする機会を

設けている」「その他」の 6項目複数回答可で回

答を求めた。

回答を得られた 5園（83.3％）全てにおいて

「関連する専門書等を読んでいる」「障害に関する

研修会や講演会に参加している」「関連する他機

関の見学を行っている」「専門家の意見を聞く機

2．「担当職員用」質問紙の分析結果

（1）回答者

質問紙回答者の「発達支援の部屋」の担当歴に

ついて記述式で回答を求めたところ，「0年7か

月」「0年8か月」（2名），「1年8か月」（2名），

「2年」，「3年7か月」「5年」の回答が得られた

（複数回答園含む）。また，回答者 8名の所有免

許・資格について，「幼稚園教諭免許状」「保育

士」「小学校教諭免許状」「特別支援学校教諭免許

状」「その他の関連資格」の 5項目を設定し，複

数回答可で回答を求めた。

結果として「幼稚園教諭免許状」「特別支援学

校教諭免許状」が 4名，「保育士」「小学校教諭免

許状」が 3名，「その他の関連資格」が 3名であ

り，「その他の関連資格」では「自閉症スペクト

ラム支援士」「中学校教諭」「高等学校教諭」の記

述が得られた。

（2）「発達支援の部屋」利用園児数，利用頻度

2018（平成30）年 5月 1日時点で「発達支援

の部屋」を利用している園児の人数について年齢

別に記述形式で回答を求めた。3園では，2018

（平成30）年 5月 1日時点と12月時点の両方につ

いての回答が得られた。2018（平成30）年 5月 1

日時点における回答を記述した 5園において，3

歳児学級利用園児数は平均1.0名（0.0-5.0名）で

あった。4歳児学級利用園児数は平均7.4名（0.0-

17.0名）であった。5歳児学級利用園児数は平均

6.0名（0.0-15.0名）であった。2018（平成30）年

12月時点における回答を記述した 3園におい

て，3歳児学級利用園児数は平均4.0名（3.0-5.0

名）であった。4歳児学級利用園児数は平均6.3

名（2.0-9.0名）であった。5歳児学級利用園児数

は平均4.3名（2.0-7.0名）であった。

また，各園に対して，2018（平成30）年 5月 1

日時点で「発達支援の部屋」を利用している園児

の利用頻度について「週 1日程度」「週2～3日程

度」「週4～5日程度」「週6～7日程度」の 4項目

記述式で回答を求めた。2018（平成30）年 5月 1

日時点における回答を記述した5園において，

「週 1日程度」は平均4.0名（0.0-14.0名），「週2

～3日程度」は平均9.0名（0.0-32.0名），「週4～5

日程度」は平均0.4名（0.0-2.0名），「週6～7日程
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一番多かった。また，「個別の支援を行うため他

の園児から特別視されてしまう」「子どもが通常

級で過ごす時間が減ってしまった」「その他」が

各 1園（16.7％）回答した（「その他」に関する

具体的記述は得られなかった。

．考　察

1．「園長用」質問紙に関する考察

本研究結果から，次の点が明らかになった。

障害児保育に関しては，「発達支援の部屋」対

象児とは別に診断等を受けた障害のある子どもの

受け入れが行われており，「発達支援の部屋」担

当職員が学級で支援を行っていることを考慮する

と，「発達支援の部屋」は園内での障害児保育に

関しても支援を充実させている可能性がうかがわ

れた。

園内委員会に関しては全ての園で組織されて委

員会が開催されており，構成メンバーは全園にお

いて園長，「発達支援の部屋」担当職員，学級担

任が参加していることを踏まえると，「発達支援

の部屋」担当職員が園内支援体制整備にも寄与し

ていることがうかがわれる。

外部からの巡回指導に関しては 5園中 4園が

「療育機関（児童発達支援センター，事業所等）」

からの巡回指導を受けていたが，「小学校通級指

導教室」「小学校特別支援学級」の項目は選択さ

れていなかった。田中他（2012）は公立幼稚園に

おける巡回相談の受け入れに関して，「特別支援

学校による公立幼稚園へのそれは一定程度機能し

ているものの，通級指導教室，特別支援学級に関

してはほとんど行われていなかった」と報告して

おり，共通の傾向が示された。個別の支援を必要

とする子どもの就学先や支援機関の一つとなる可

能性が高い通級指導教室や特別支援学級との連携

を図ることは今後の課題であると考えられる。

研修に関しては，園内研修，園外研修，他機関

合同研修の3種類に分けて回答を求めた。園内研

修に関しては特別支援教育（特別支援）をテーマ

とした園内研修を行っていると回答する園は半数

の3園であった。中橋・橋本（2016）は，幼稚園

における園内研修の実施状況において「園内研修

を行っていると回答したのは，143園中120園で

会を設けている」「保護者と話をする機会を設け

ている」の全項目を選択していた。「その他」の

項目を選択した 2園（33.3％）において「公開授

業や参観会等で職員や利用児の保護者に発達支援

の部屋を理解してもらえるよう努めている」「園

内研修」の記述回答が得られた。

（5）「発達支援の部屋」設置の効果・課題

園長用の質問紙と同様に「発達支援の部屋」設

置の効果・課題について，効果に関しては「一人

一人の子どもと個別に対応することでより信頼関

係を構築できるようになった」「子ども一人一人

の特性に応じた支援が行いやすくなった」「個別

の対応を行うことで，子どもの持つ課題の改善に

つながった」「『発達支援の部屋』担当の職員を配

置することで園全体の障害に関する理解が深まっ

た」「保護者が子どもに関して相談を行いやすい

環境になった」「その他」の6項目複数回答可で

回答を求めた。

また課題について，「対象児が多いため対応が

困難である」「支援に関して，症状が重い幼児を

優先してしまう」「個別の支援を行うため他の園

児から特別視されてしまう」「対象児が周りの子

どもと比べて特別感を感じてしまう」「子どもが

通常級で過ごす時間が減ってしまった」「その他」

の 6項目複数回答可で回答を求めた。

結果から，「発達支援の部屋」の設置によって

得られた効果について，回答を得られた5園

（83.3％）において「一人一人の子どもと個別に

対応することでより信頼関係を構築できるように

なった」「子ども一人一人の特性に応じた支援が

行いやすくなった」「個別の対応を行うことで，

子どもの持つ課題の改善につながった」「『発達支

援の部屋』担当の職員を配置することで園全体の

障害に関する理解が深まった」「保護者が子ども

に関して相談を行いやすい環境になった」の項目

を全て選択がなされた。また，1園（16.7％）が

併せて「その他」を選択し，「発達支援の保護者

会を行うことで，親が子供への理解が深まった」

と記述していた。

「発達支援の部屋」の設置によって生じた課題

については，「対象児が多いため，対応が困難で

ある」の項目を 4園（66.7％）が選択しており，
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る』が一番多」く，共通性が見られた。「幼稚園

独自で行いやすい保護者支援」として，面談や登

園の時間等に直接話をする機会を設けていると推

測できる。また，「専門家が巡回相談に訪れるこ

とを伝えている」という回答が多かったことか

ら，保護者がより安心して子どもを預けられるよ

うに専門機関との連携に関して伝えていると考え

られる。

「発達支援の部屋」設置の効果・課題に関して

は，園として「発達支援の部屋」の設置は特別な

支援ニーズを有する子どもへの支援において効果

を実感していることが推測できる。特に，「子ど

も一人一人の特性に応じた支援」の行いやすい点

に関しては全6園が回答しており，浜松市の「発

達支援教育」の理念に基づく支援体制を構築する

「装置」として機能していると考えられる。一方

で生じた課題については，「対象児が多いため，

対応が困難である」の項目を選択した園が5園で

あった。各園の聞き取り調査において，「『発達支

援の部屋』があることで他の学区から通う子ども

がいる」等の回答を得られたことからも，「発達

支援の部屋」を目的として幼稚園に入園している

子どもが増えているため，組織能力を超える対象

児の入園に比して，対応が困難になっていると考

えられる。

2．「担当職員用」質問紙に関する考察

「発達支援の部屋」利用園児数は，年中児，年

長児，年少児の順番に多いことが分かった。年少

児は，取り出しの支援を行っていない園が 2園で

あり，聞き取り調査において，ある園から「3歳

児は発達に課題があるのか，生活面からの課題な

のか分かりづらいため，『発達支援の部屋』の対

象児にはしていない。」と回答が得られた。この

ことから，現状の「発達支援の部屋」においては

年中児や年長児を主に取り出して支援を行ってい

る。利用頻度に関しては，週 1日か，週2～3日

程度の支援を行っている園が多かった。通常級の

活動を尊重している様子は各園で共通していると

いえる。

個別の支援を必要とする子どもに対して行って

いる支援方法に関しては，「職員会議の際に情報

83.9％を占めている。行っていないと回答したの

は，18園で12.6％であり」，「園内研修を行ってい

ない幼稚園について，その特徴をみると，18園

の平均教員数は12.3名であり，18園のうち11園

（61.1％）の教員数は10名以下であった」と報告

している。本研究においても，園内研修を行って

いる園の職員数の平均は17.0名（13.0-23.0）であ

り，園内研修を行っていない園の職員数の平均は

14.7名（11.0-21.0）であることが明らかになった

ため，職員数等の理由から研修時間の確保が困難

である可能性が考えられる。園内研修のテーマ

は，個別の支援を必要とする子どもへの支援の具

体策や職員間の連携の図り方に関するものが多

く，園内研修を通して園全体で個別の支援を必要

とする子どもへの支援に関して理解を深めている

と考えられる。

園外研修に関しては全 6園が職員の方を参加さ

せているか，必要に応じて参加させているとの回

答が得られた。園内研修と比較しても園外研修に

参加している園が多く，多くの職員が集まって行

う園内研修と比べて，園外研修は個人の参加が多

いため，現実的に参加可能となっていると推測さ

れる。園外研修のテーマは，事例の検討や医療と

の連携，児童発達支援センターの見学等があげら

れ，園全体で個別の支援を必要とする子どもへの

支援を高めていくための研修として参加している

と考えられる。

他機関合同研修に関しては，定期的，または必

要に応じて行っていると回答する園は 5園であっ

た。合同で研修を行っている他機関として，外部

からの巡回指導の派遣元と同様に「療育機関（児

童発達支援センター，事業所等）」が 5園と一番

多かった。巡回指導と同様の結果がみられたこと

から，多くの園において，主に「療育機関（児童

発達支援センター，事業所等）」と連携を行って

いることが明らかになった。

保護者支援は全 6園で定期的，または必要に応

じて行っていると回答が得られた。幼稚園で行っ

ている保護者支援の内容としては，「障害幼児の

保護者に園での様子をこまめに伝えている」とい

う回答が一番多かった。田中他（2012）の結果に

おいても「『保護者に園での様子をこまめに伝え
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交換を幼稚園全体で行う」「保育の進め方につい

て専門家に話を聞く」等の回答が多く見られ，支

援を行うための知識を得たり，連携を図ったりす

ることを重視していると考えられる。

学習方法については，回答が得られた全 5園

（100.0％）で「その他」以外の項目を全て選択し

ていた。他の自治体等では見られない市独自の取

組のため，「発達支援の部屋」の担当職員として

必要な知識を得るために，各々独学で取組を行っ

ているといえる。

「発達支援の部屋」設置の効果・課題につい

て，効果に関しては「園長用」質問紙調査結果と

同様に，担当職員も十分な効果を実感している様

子が推測できる。生じた課題については，「対象

児が多いため，対応が困難である」の項目を選択

した園が4園であり，こちらも「園長用」質問紙

調査結果と同様であった。

．まとめと今後の課題

本研究は静岡県浜松市「発達支援の部屋」事業

に関して，設置園園長と「発達支援の部屋」担当

者を対象に質問紙調査を実施し，「発達支援の部

屋」事業の現状と課題を明らかにすることを目的

とした。その結果を総合すると，浜松市「発達支

援の部屋」では，幼稚園教諭免許状や特別支援学

校教諭免許状を有する担当職員により，在籍学級

での学級担任と担当職員による連携した支援を受

けながら，必要に応じて「発達支援の部屋」での

個別支援も行える園内支援体制が構築されてお

り，設置園および担当者はその成果を実践を通し

て支援上の効果を有すると評価しているというこ

とができる。

特に現状では年中，年長児を対象とする支援が

設置園で行われており，集団生活の中で学級担任

以外の支援者から支援が受けられる点は，インク

ルージョン保育を考える上でも重要な機能を有し

ていると考えられる。一方で他の自治体に類似す

る事業が展開されておらず，担当職員の職歴も短

いため，職員の専門性向上に向けた学習機会の確

保や行政等の支援に関しては課題も見受けられ

た。また制度の成果が認識される一方で対象児の

増加も生じており，今後他の市立幼稚園への設置

拡充を行うかどうかという政策上の課題もうかが

われた。

本研究結果から浜松市「発達支援の部屋」事業

に関しては今後のインクルージョン保育を考える

上でも示唆に富む取組であると考えられる。一方

で事業開始から日が浅いこともあり，制度整備は

展開途上にあり，今後拡充を図るためにはさらな

る実証的研究の実施が求められる。引き続き同市

の政策等を検討しながら，浜松市「発達支援の部

屋」事業の意義について明らかにしていくことが

今後の研究課題としてあげられる。
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kaku.pdf

  （LA:20190827）

浜松市「浜松市議会/浜松市」http://www.city.hamamatsu.

shizuoka.jp/gikai/

  （LA:20190827）

浜松市公式ホームページ「園児数・児童数・生徒数一覧」

   https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/you-

gakkou/enjisu-ichiran.html

  （LA:20190827）

浜松市公式ホームページ「統計情報」

   https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyousei/library/

index.html

  （LA:20190827）

浜松市「マニフェスト工程表（平成23年5月最終評価）」

マニフェスト工程表 （平成23年5月最終評価）

（PDF：965KB）

  （LA:20190827）

浜松市「マニフェスト工程表（平成27年5月最終評価）」

マニフェスト工程表（平成27年5月最終評価）

（PDF：2，294KB）

  （LA:20190827）
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1）日本大学文理学部

．教育実践力研究会の概要と形式

教職センター（教職支援委員会）では，教育現

場が「いま」抱えている課題を取り上げ，実践者

である参加者自身が学び，検討できる研究会とし

て「教育実践力研究会」を年に4回のペースで開

催しており，今年度で通算23回（2014年度～

2019年度）を数えるに至った。毎回，文理学部内

外より50名前後が参加する研究会となっている。

参加者は文理学部を卒業して教育現場で活躍す

る教師，付属学校の教師，教員採用試験などに合

格して現場に出ることが決まっている4年生およ

び文理学部の教職コースで学ぶ教職志望学生など

であるが，特にこの研究会は「教育実践」に寄与

することを目的としているため，現職の教師に対

するリカレント教育の機会となることを念頭にお

いている。

これまでに教育現場にかかるさまざまなテーマ

について扱ってきている（別表参照）。今年度の

テーマは以下の通りである。

 2019年度教育実践力研究会（全4回実施）

 第20回　 「不登校・不適応の生徒への対応のあ

り方について」（2019年5月18日実施）

 第21回　 「保護者対応について」（2019年6月

29日実施）

 第22回　 「発達障がいの傾向が見られる生徒に

ついて」（2019年10月26日実施）

 第23回　 「メンタルヘルスの問題を抱えた生徒の

対応について」（2020年1月18日実施）

2019年度は，研究会の前半は各テーマについ

て具体的な事例を示しながら対応のポイントにつ

いての講演，後半は講演で取り上げられた事例を

もとにしたグループディスカッションという二部

構成のかたちをとった。研究会前半の講演につい

ては学校教育現場での臨床経験と臨床教育の知

見，さらに学校心理士としての見解をまじえて筆

者が担当した。後半は，参加者全員が4名から5

名ずつのグループに分かれて，講演者である筆者

が示した事例および観点に基づいて自らの教育実

践と往還させながら普段の教育活動の省察を含め

て意見交換をおこない，検討する形式をとった。

参加者の中には教職を志す学生も含まれるが，学

生たちは現場の教師の意見を聞きながら，実際の

教育活動の中の困難な点や課題について肌で感じ

る機会となった。

本稿では2019年度に実施された4回の研究会に

ついて振り返り，各回においておこなわれたこと

をあらためて検証したい。検証するにあたって

は，1）講演の内容と省察のねらい，2）グループ

ディスカッションにおいて参加者によって共有さ

れたことがら，3）教職を志望する学生の学びの

3点について省察し，まとめる。

．2019年度教育実践力研究会の検証

1． 第20回「不登校・不適応の生徒への対応のあ

り方について」（2019年度第1回）

1）講演の内容と省察のねらい

講演では，不登校生徒のパトス（情念）を感じ

取り，理解することによって不登校という状態に

ある生徒のありようをありありととらえることを

教育実践力研究会での学び

―現場の教育実践に寄与するための研究会として―

土屋　弥生1）
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気持ちのバランスが崩れているこの生徒は自己

肯定感が低下し，前向きな気持ちにはなれないと

いうパトスの状態が見られ，アンバランスな状態

にあることがわかる。「どうして学校に行けない

のか」ではなく，「学校に行けないパトスの状態

はどのようなものか」という観点で生徒理解を進

めるというのが，人間学的な観点で生徒をとらえ

るということである。このようなパトス状態にあ

る生徒が前向きな気持ちになるためには何が必要

なのかを考えるのが，パトス的分析に基づいた不

登校生徒への対応ということになる。参加者に対

して，不登校生徒への対応の際にこのような指導

観点に立つことが有効であることについて，具体

的な事例をふまえて説明した。特に，具体的な対

応や指導を考えるにあたっては「歪んでいるパト

スの調整」を主眼とすることを伝えた。

2） グループディスカッションにおいて参加者に

よって共有されたことがら

グループディスカッションにおいては，提示さ

れた事例について指導のあり方を検討することと

し，以下の観点で話し合いを進めた。

 ① 事例の不登校生徒についての「見立て」（ア

セスメント）特徴（特性），課題となるこ

と，不登校の背景となっていること

 ② 事例の不登校生徒の現時点での気持ちのあ

りよう，状態，隠された気持ちの真実，パ

トスのゆらぎ　　　

 ③ 事例の不登校生徒に対する具体的な指導の

方向性

 ④ 事例の不登校生徒の保護者に対してできる

こと

起点とした指導について取り上げた。医学的人間

学の創始者であるV.v.ヴァイツゼッカーのパトス

学の観点から生徒の「人間学的」理解について説

明した。

一般的に，不登校生徒の指導や対応においては

「どうして登校しないのか」「何が原因で登校でき

ないのか」を探り，原因を見つけることで不登校

状態を解消しようとする立場に立つことが多く見

られる。しかし，教育現場で実践をおこなったこ

とがあれば明白な通り，不登校の生徒に理由をた

ずねても明確な理由が語られることはほとんどな

い。仮に生徒が何らかの理由を答えたとしても，

それはその生徒自身の中で理由として顕在化して

いるほんの一部のことであったり，たずねられた

から無理やり答えたものであったりするのであっ

て，不登校に至る本当の理由などというものはそ

う簡単に第三者が把握できるものではない。さら

に，不登校に至るプロセスの中で起きていること

は多種多様であって，そのすべてを生徒自身が自

覚できていることはほとんどないといっても過言

ではない。つまり本人さえも「どうして学校に行

くことができないのか」は，わからないというの

が正直なところであろう。

だからこそ不登校生徒への対応は至難の業とい

うことになる。不登校対応のマニュアルがあった

としても，それにあてはまるケースかどうかは定

かではなく，教育実践の場で教師は，不登校の生

徒を前にして立ちすくみ，どうしたらよいのかわ

からなくなる。さらには，その現実から目を背け

てしまう。

ここでは大きなパラダイム転換が求められる。

すなわち，不登校の原因や理由を探るという拘り

から離れて，生徒自身のありようをできるだけあ

りのままにとらえることに注意を払うことに指導

者の意識を移行することが必要となるのである。

そこで第20回の研究会では，不登校生徒への対

応においては生徒を「人間学的」な立場で理解

し，「パトスの調整」を図るという試みが有効で

あるという提案をおこなった。

例えば，ある不登校生徒の気持ちをパトスの面

から見てみると，以下のようにあらわすことがで

きる。

登校「したい」気持ちはあるが，登校「できる

ような気がしない」。親からは登校「しなければ

ならない，やれば行けるはず」と言われている

が，自分ではそうは思えないのでつらい。でき

る範囲のできるペースでならば，登校は「した

い」し，行ってもよいと思う状況ならば「行っ

てもよい」し，「行くべきである」と思う。
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をあらためて感じることができる。

第20回の研究会においては，学生たちが自分

の経験やこれまでの学びの中での不登校生徒に関

する想定と，実際の教育現場で教師たちが直面し

ている実態の差異に気づき，現場での対応にあ

たっては善意だけでは効果的な指導につながらな

いことを自覚する機会となった。また，生徒理解

については教師側の能力によるところが大きく，一

生懸命ことがらに向かえば教育が成立するというも

のではないことも実感することができた。教育実践

力研究会における学生と現職教員の交流を通して，

学生たちは現在の自らの学びを対象化し，何が不足

しているのかを見直す機会を得ている。

2． 第21回「保護者対応について」（2019年度第2

回）

1）講演の内容と省察のねらい

『生徒指導提要』（文部科学省）に「学校教育に

対する保護者の姿勢は様変わりし，様々な意味で

教員との信頼関係や協力関係が作りにくくなって

いるのが現状です。そればかりか，時には相互不

信感や敵対感情すら漂うこともあります。児童生

徒の心を育成する教育相談の中でも保護者との面

接が重要な位置を占めるようになってきていま

す。」とあるように，学校においては保護者との

信頼関係構築が大変重要なことがらになってい

る。しかし一方で，保護者との関係づくりは教師

個人に委ねられている面も多々あり，「一生懸命

向き合う」「誠意をもって対応する」という情緒

的な側面でこれを克服していこうとする傾向も見

られる。教師と保護者の関係については，「人間

と人間」「大人同士」なのだから，「話せばわか

る」「相手を尊重すればよい関係が構築できる」

という幻想も教師の中にしばしば見られる。ただ

し，ことがらはそんなに簡単ではない。人柄が良

い先生であれば信頼されるというような言説はも

はや現実には成り立たないことは，教育現場に身

をおけば容易に実感できることである。

また，「私たち教師は生徒の教師であって，保

護者の教師ではない」ということで，保護者との

関係構築は生徒指導の二の次だという意見もある

だろう。もちろんそれには一理ある。しかし，よ

グループごとに，以上の観点で具体的な指導や

対応のあり方を検討した。講演の中の「パトス状

態の把握とゆらぎ・歪みの調整」を念頭においた

話し合いがおこなわれた。特に，不登校生徒自身

が「学校に行きたい」「学校に行ける」と思える

ようになるにはどのような支援が考えられるか，

また生徒自身が生きやすい状況をつくりだすため

に必要なことはどんなことかを考える話し合いと

なった。パトスの調整の視点に立った指導・対応

を考えることを通して，生徒に「無理やり何かを

させる」ことや「教師の自己満足で生徒に何かを

おこなう」というようなものでは「生徒が登校し

たい，できる」状態に持ち込むことはできず，結

局効果は上がらないことが参加者どうしの話し合

いの中で明らかになっていった。

実際の教育現場における実践は，生徒自身が

「自ら」変わっていくことをいかに促すことがで

きるかが重要である。このことは，実践をおこな

う教師は誰もが実感している。しかし，いざ不登

校生徒を目の前にしたときに，そのような指導や

対応を考えだすことは至難の業といえよう。その

際に，単なるマニュアルではなく，人間学的な観

点に立った生徒理解に基づいて指導を処方するこ

とが重要であるということ，日頃の自身の教育実

践を，パトスをキーワードとして振り返ることで

具体的な対応の可能性が広がることなどがグルー

プディスカッションを通して共有された。

3）教職を志望する学生の学び

現場で実際の指導をおこなった経験がない（ま

たは少ない）学生にとって，不登校生徒の実態に

ついてはリアリティがうすく，「丁寧に対応する」

「思いやりをもって対応する」といった情緒的な

対応のイメージが強い。しかし，グループディス

カッションの中で語られる現場の教師の言葉の中

には「現実は複雑で困難である」ということが垣

間見られる。大学で学ぶ理論は大切な基礎的知識

ではあるものの，それだけでは現実的には対応し

きれないということを，話し合いを通して実感す

ることになる。そして，現場で活躍する教師たち

の真剣な姿勢を通して，教師となって現場に出て

からも「学び続けること」がいかに重要であるか
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雑でもちろん保護者によって異なるのであるが，

「自分の子どもが一番かわいいし，大切」「自分の

子どものことは自分が一番よく知っていて誰より

も理解している」「子どもにとって不利益なこと

は許さない」「子どもが受ける評価は自分自身の

評価」「自分の子どもは少なくとも自分以上にな

るべきだ」「学校や先生は親のニーズに100％応

じるべきだ」など，多種多様なパトスが絡み合っ

て「保護者」が存在していることを理解したい。

さらに，中でも学校において「問題が生じやすい

パトス例」を挙げて保護者のパトスが担任の教師

や当該生徒にどのように影響を及ぼすかを考え

る。そしてここでもそれらの「パトス」にはそれ

ぞれに「ゆらぎ」「歪み」があることがわかる。

生徒指導と同様に，これらの「ゆらぎ」をとら

え，「歪み」を調整する立場に立って保護者と向

き合う必要がある。学校教育現場での保護者対応

の「失敗」は，学校や教師の正当性を崩さないた

めに，自己防御的に「正しさ」を主張しすぎると

ころに生じる場合が多い。誤解のないように申し

添えれば，「正しさ」はあってよいのだが，「正し

さ」だけを前面に押し出して対応するのは間違っ

ている。しかし，このドグマに陥る教育関係者は

少なくない。ここでも，保護者対応における大き

なパラダイム転換が必要なのである。それが，保

護者のパトス理解の上に立った合理的対応という

観点であるということを伝えた。

2） グループディスカッションにおいて参加者に

よって共有されたことがら

グループディスカッションにおいては，提示さ

れた具体的な保護者の事例について対応のあり方

を検討することとし，以下の観点で話し合いを進

めた。

 ① 事例の保護者の子ども（生徒本人）の状

態：生徒についてのアセスメント

 ② 事例の保護者の気持ちのありよう，状態・

隠された気持ちの真実・パトスのゆらぎ

 ③ 事例の保護者と子ども（生徒本人）との関係

 ④ 事例の保護者に対する具体的な対応の方向

性，対応における留意点

くよく考えてみると，これもまた教師の逃げの口

実であるといえる。なぜなら，生徒と向き合い指

導をおこなう場合，必ず保護者の存在を考慮しな

ければならないからである。保護者と生徒の関わ

りを全く省いて，生徒の教育は成り立たない。こ

のことも現場の教師であれば，誰もがよく理解し

ていることであろう。

教員養成の段階でも「保護者との良好な関係構

築」は教育活動において不可欠であると語られ

る。しかし，いつも「どのように良い関係を築く

のか」という説明は不十分である。教育の世界に

は「そんなことは現場に出て，保護者と実際に関

わる中で自ら学ぶこと」という暗黙の了解があ

り，現場に出て経験を積めば自ずと分かってくる

ことであって，分からないのはその教師自身の人

間性の問題だと考えられることさえ，ないとはい

えない。

そこで，第21回研究会では第20回の研究会に

引き続き，保護者を「人間学的」な立場で理解

し，「パトスの調整」を図るという試みが有効で

あるという提案をおこなった。ともすると，「モ

ンスターペアレント」という語にあらわれている

ように，対応が難しい保護者の側になんらかの

「非」があるという先入観を持ってしまう場合が

ある。そもそも教師や学校側が正しいことを話

し，誠意をもって説明しているにもかかわらず耳

を貸そうとしない保護者というのは教師にとって

は強敵である。しかし，「保護者には保護者の事

情がある」ということに着目しなければならな

い。「正しいこと」が最も重要で，そのほかのこと

は「正しくない」のだから，教師や学校は「正し

いこと」を主張するに限ると考えがちである。し

かし，「正しいこと」が受け入れられるかどうかは

「相手次第」である。教育活動において，保護者は

教師が教育活動の内容やねらい，目的やことがら

の経緯を説明しなければならない「相手」である

が，その「相手」の状態をより正確に理解するこ

となしには保護者対応は始まらないといえよう。

講演では，保護者対応をする際にまずは保護者

理解をしなければならないこと，その際に保護者

のパトス理解が大変重要であることを述べた。具

体的に例を挙げれば，保護者のパトスは多様で複
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話し合いの中では，保護者対応の悩ましい現実が

やり取りされ，教師たちは「今思えばあのと

き・・・すれば良かったのかもしれない」と反省

する様子も見られた。しかし，ここで重要なのは

過去の事例について「反省」することが，次の新

たな事例で生かされるとは限らないということだ

ろう。一つの経験は経験として無駄ではないもの

の，一つ経験すれば保護者対応の何か重要なヒン

トが得られるという容易なことでもない。事例は

事例として，実はその都度その都度の一回性のも

のであって，それをもとに次の事例に向き合うと

まったく通用しないということはよくあることで

ある。長年教育現場に身をおけば，着実に経験が

積み重なり，教師生活の晩年には保護者対応はお

手の物になるといった具合には到底ならない。教

師集団の全体を見た場合に必ずしも年配の教師が

保護者対応に手慣れているということではない，

ということを皆知っている。

そこで，第20回研究会に引き続きパトス分析

が保護者対応のあり方を考えるための一つの指標

になることが共有された。つまり，「保護者の考

えを正す」という対応はかえって保護者の反発を

強めることになるが，「保護者のパトスの歪み」

グループごとに，以上の観点で具体的な対応の

あり方を検討した。講演の中の「パトス状態の把

握とゆらぎ・歪みの調整」を念頭においた話し合

いがおこなわれた。特に，保護者の考えや価値観

が正しいかそうでないかではなく，保護者のその

ときのありよう，パトスの状態に焦点をしぼって

提示された観点に沿って話し合いが進められた。

保護者の対応について考えるにあたっては，当

然のことながらまずは生徒本人のことをアセスメ

ントしておかなければならない。特に保護者と生

徒（一般的に親子）の関係のありようには注目す

べきである。保護者対応が困難な事案の場合，保

護者と子どもの関係が複雑でねじれていることが

ある。そのことも念頭においてもらえるよう，講

演者から補足の説明をおこなった。

現場の教師たちはほとんどの人が，日頃の教育

活動の中で保護者対応に悩んだ経験をもってい

る。その困難さはケースバイケースで，生徒と同

様に保護者も多種多様であり一人として同じ人は

いないし，一つとしてまったく同じケースという

のはない。だからこそ，生徒指導と同様にマニュ

アル的な対応ではうまくいかないということを，

保護者対応を経験した人なら容易に理解できる。

【保護者事例】保護者と担任教師の面談で 注

　子どもの成績が思うように伸びなくて困っています。それもそのはず，学校では部活動にばかり一生

懸命で，帰宅すればゲームやスマホに夢中な様子で塾でしか勉強はしていないんです。

　このままでは，A高校には進学できそうにないですよね。先日の模試の結果は全く思わしくなかっ

た。A高校については，私の出身校でもあり，施設・設備面や進学実績からしてもうちの子どもに最適

な環境だと考えています。

　うちの子どもはやればできるんですよ。でも，私たちの言うことを最近は聞かないんです。悪い友達

とつきあっているんだと思います。昔はそんな子ではなかった。だいたい，学校ではスマホとかゲーム

についてちゃんと指導しているんですか。学校でもちゃんと勉強するように指導してほしいです。

　部活動だって，これ以上勉強に支障があるならやめさせます。塾の授業料だって高いんだし，A高校

に入ってもらわないとわりにあわない。

【保護者のパトス例】

・ 自分たちの子どもなのだから，努力次第でできるはずだから，勉強はしっかりと完璧に「させるべ

き」だし，「しなければならない」

・ 子ども自身をありのまま受け入れることが「できない」

・ 自分たちと同じように「するべきである」「なるべきである」
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ルプレーイングでは学生が教師として保護者と向

き合う設定にしているが，多くの学生が途中でや

りとりをギブアップしてしまう。保護者と対等に

話をし，対立でも同調でもない対応を探っていく

ということは，学生たちにとって「未知」の領域

であり，それこそ困難をきわめる。

今回の研究会に参加した学生たちは，まだ実際

に現場で保護者対応をしたことがない。しかし，

参加している現職の教師たちの悩み多き姿から，

少なくとも保護者対応が教師にとっていかに難し

い局面なのかを実感する機会となった。そして，

それをおこなう場合には小手先のこと（思いやり

や丁寧な対応）だけでは到底うまくはいかないと

いうことも理解できたはずである。自分たちが教

職課程において理論として学び，知識として身に

着けていることと，現場でさまざまなことがらに

対処することの間には何らかの隔たりがあるとい

うことを認識する機会となった。

3． 第22回「発達障がいの傾向が見られる生徒に

ついて」（2019年度第3回）

1）講演の内容と省察のねらい

この研究会ではこれまで「発達障がい」の生徒

への対応について，テーマとして何度か取り上げ

てきた。初期においては，研修内容として「発達

障がい」の定義やそれぞれの障がいの特性を取り

上げてきたため，第22回研究会においては基本

事項については確認にとどめ，発達障がいやその

傾向をもつ生徒たちが「主体」としてどんな世界

に生きているのかを考えることに主眼をおいた。

発達障がいの生徒の指導や対応について考える

際に，教師は「自分がその生徒にどのように接し

たらよいのか」を考える。ここをスタートにした

場合，例えば自閉症スペクトラム障害（ASD）の

生徒には「このようにする」または「このように

してはいけない」というように，障がいの種類に

よって対応の型をつくりそれに従って実践すると

いう段取りになりがちである。しかし，周知のこ

とではあるが発達障がいの分類はあくまでも共通

する特性が見られるという分類であって，それぞ

れの障がいのありようは実際には個人差があり，

個々にあらわれる特性は「スペクトラム」になっ

をどのように整えていけるかを探ることは教師と

保護者の協働への道を模索するうえで大変有効な

ことであるという新たな認識である。

学校という教育現場に長くいればいるほど，「学

校の常識」が最も正しい立場だという考えに固

まっていく。このような考えのもとでは，保護者

の学校への働きかけは学校への「異質な存在」の

介入，学校と保護者（特に対応が困難な保護者）

はまさに混ざり合うことのできない水と油の関係

になってしまう。かといって，教師はそのプライ

ドから保護者の言うなりになど到底できるわけが

ない。学校に無理難題を押し付けてくる保護者さ

えいるのだから，学校は学校としての存在を守ら

なければならない。こうしたジレンマの中で，教

師たちは日々困惑している。話し合いの中でも，

こうした苦悩する教師たちの本音が語られた。

「協働」はいま学校教育現場のキーワードのひと

つである。保護者や地域と学校がいかに協働して

いけるかが，目下重要な課題である。対立も同調

も「協働」ではない。「協働」とは，対立でも同調

でもない第三の道を探るという道なき道の探索で

ある。話し合いの中で，「協働」を実現するための

ヒントとしての「パトス調整」という考え方を見

出し，その可能性を共有することができた。

3）教職を志望する学生の学び

教職を志す学生たちにとって，教職課程を履修

し，免許を取るまでの間になかなか学ぶことがで

きないこと，これが保護者対応である。ボラン

ティアやインターンシップ，教育実習でさえ，保護

者と教職志望学生が直接かかわることはほとんど

ない。書物や授業の中で扱われる保護者対応は，

残念ながらやはり文字のうえでのことに終わる。

筆者は教職課程の最後に位置づけられる「教職

実践演習」の授業を免許法改正によってこの科目

が設置されてから現在まで担当してきた。教職課

程と現場のギャップを少しでも埋めるために新設

された演習科目である。授業内では「ロールプ

レーイング」を取り入れて，学生たちができる限

り教育現場でのリアリティを感じながら学ぶこと

ができるように心がけているが，保護者（筆者が

対応困難な保護者役をおこなう）との面談のロー
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その生徒に「どうしたいのか」「どうするべきな

のか」ではなく，その生徒自身のありように着目

し，その人の本質を見きわめ，個々に応じて配慮

する必要がある。

2） グループディスカッションにおいて参加者に

よって共有されたことがら

グループディスカッションにおいては，以下の

具体的な生徒の事例について指導や対応のあり方

を検討することとし，以下の観点で話し合いを進

めた。

 ① 生徒Bの特徴に見られる生徒像について

 ② 発達における課題を中心に「アセスメント」

（見立て）

 ③ 生徒Bに対する指導と対応のポイント

グループごとにこの事例について以上の観点に

基づいて，生徒Bが「学校を辞めます」という段

階にまで行く前に，どんな指導と対応が必要で

あったかを検討した。講演の中で発達障がいやそ

の傾向をもつ生徒たちが「主体」としてどんな世

ているということからもわかるように障がいのカ

テゴリーは参考になる枠組みにすぎない。障がい

やその傾向がある生徒たち一人ひとりの存在につ

いて理解したうえで，実際の指導にあたらなけれ

ば結局その生徒のためにはならない。

生徒理解において，まずはその生徒自身から見

えている世界はどんなものなのかを考えることか

ら始めることを提案した。例えば，ASDの人は

「空気や雰囲気が読めない」「自分のこだわりから

離れられない」という特性が取り上げられること

がある。たしかにASDの生徒たちは学校での集

団生活の中でこのような行動特性を示すことがあ

る。ともするとこうした行動が見られた場合，

「周囲の人の気持ちを考えてみよう」「もう少しみ

んなに合わせてみよう」といった指導をしてしま

いがちである。しかし，適切な指導や対応を考え

る際にはまずこの生徒が「主体」としてどんな世

界に生きているのかを考える必要がある。ASD

の人は「自己と他者が明確に区別されていない」

「反転機構の不在（相手の立場になることができ

ない）」といった自他未分の世界に生きていると

されている（内海，2015）。教師はまず，自分が

【生徒の事例】ASDの傾向が見られる生徒 注

　生徒Bは学年でもトップクラスの，成績優秀な生徒である。しかし，高校2年生になって遅刻を繰り

返すようになった。Bは，もともとは時間を守るタイプの生徒で，遅刻をし始めたのは意外な印象だっ

た。

　Bは遅刻をするようになる直前に，自宅の引っ越しがあり，学校への距離はそれまでの3倍くらいに

なった。Bは以前から自転車通学をしていたが，引っ越した後も電車などを利用せず，自転車通学を続

けていた。

　一般的な見方からすると，Bの新しい自宅から学校に自転車で通学するのは少し無理がある。しか

し，Bはあくまでも自転車通学にこだわり，周囲のアドバイスにも耳を貸さず，他の通学手段は全く考

えなかった。遅刻が多くなってからは，担任からも電車での通学を検討するように言われたが，結局変

更することはなかった。

　遅刻したことを注意されると，「今日は途中で雨が降ってきて，雨宿りをしていたので仕方なかった

んです。」と言い，また別の日も「踏切がなかなか開かなかったから仕方なかったんです。」と言い，自

分の通学方法を変えることは全く考えない様子だった。

　定期試験の日にも，Bは遅刻してしまい，1時間目の試験が受けられなかった。家族も担任も，「こん

なことを繰り返していたら，君のためにならない。いいかげんにして，今後は電車で通学しなさい。」

と言ったところ，「わかりました。それなら学校を辞めます。」と言って，その日以降，学校に来なく

なってしまった。
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関わるものであると考えられる。自転車であれば

通学中のストレス（交通機関の時間に合わせた

り，多くの人が混雑する中で過ごしたりするこ

と）から解放され，自分自身のペースで行動する

ことができる。一般の人々はこうしたストレスよ

りも時間の短縮や安定性を重視するので，生徒B

の価値観は一般的に違和感があるものと感じられ

るわけだが，発達障がいの人の生き方を基準に考

えればその判断はその人自身の合理性にかなって

いる。生徒Bの生き方に沿って，本質をとらえつ

つ指導や対応をおこなうとすれば，一般的な合理

性だけを主張して押し付け，納得させようとして

も不可能であることがわかる。不可能であるだけ

ではなく，この事例に見られるようにBを極端な

結論の方へ追いやったともいえる。教育現場では

「学校や担任としては間違った指導はしていな

い。電車で通学するように勧めるのは常識的で合

理的指導であった」と反省するだろう。しかし，

発達障がいやその傾向が見られる生徒に対してこ

のような指導や対応はやはり「間違っている」と

言わざるを得ない。なぜなら，この事例に見られ

る生徒指導は生徒の成長を促す指導にはなってい

ないからである。どんなに言い訳をしてみても，

教育者の正当性を守ることはできない。だからこ

そ，講演で提示された指導の観点を取り入れて，

生徒個々のあり方を十分にアセスメントしたうえ

で，教師が何をいつどのように働きかけることが

できるかを，真剣に一回，一回の指導局面で考え

なければならない。講演と話し合いを通して，発

達障がいやその傾向が見られる生徒の指導や対応

をおこなうにあたっての新たな立場が共有された。

3）教職を志望する学生の学び

近年の教職課程においては，教育現場における

発達障がいの生徒指導の重要性が顕著になってい

ることを背景に，障がい特性などについての心理

学的な知識，生徒指導や教育相談における発達障

がいの生徒への配慮等について学生たちが学ぶ機

会は増えている。しかし一方で，学生たちからは

「実際にはそういう生徒に会ったことがない」「教

師になった場合に具体的に何をすればいいのかわ

からない」といった意見があがる。筆者も授業の

界に生きているのかを考えることに主眼をおくと

いうことが提示されたので，話し合いもこのこと

を念頭において進められた。

現場で実践をおこなっている現職の教師たち

は，自分が担当するクラスの中に発達障がいと思

われる生徒が数名いて，日々対応の難しさを実感

しているとのことであった。そうした日々の教育

実践と照らし合わせながら，しかし一方では新た

な視点すなわち発達障がいの人が生きる世界をそ

の人自身が主体としてどのように見て，どのよう

に感じているのかを考えながらベストな対応を講

じていくという指導プロセスを重視して検討が進

められた。日々の教育実践を反省的に取り上げる

ことは大切なことであるが，いつもと同様の立場

で考えるには限界があり，事例を超えた普遍的な

指導にたどり着くことは困難である。つまり，誰

かが指導をおこなって「うまくいった」事例をそ

のまま他の事例に転用することはできない。こう

したグループディスカッションの場合に，教師た

ちがそれぞれにおこなった教育実践の事例を（そ

れが成功事例であろうと失敗事例であろうと）持

ち寄って，「ああそんなふうにうまくいったのか」

「そんな感じでうまくいかなかったのか」という

レベルで情報交換をしても，現場に持ち帰って生

かされることは限られている。

第22回の研究会の目的は，マニュアル的な指

導法を共有するということではなく，また誰かの

成功事例を広く現場に普及させるということでも

なく，発達障がいの生徒たちの主体としてのあり

方に注目したうえで，その本質に迫り，なされる

べき適切な指導や対応を考えるという全く新たな

観点を身に着けることにある。

例えば事例の生徒Bについては，B自身の考え

る「通学手段の合理性」が一つの重要なファク

ターであることがわかる。引っ越し後の自宅から

学校への交通手段は自転車でなく電車を利用する

のが一般的な合理性である。周囲の人たち（家族

や教師）がそれをBに伝えて納得させたい気持ち

はわかる。しかし，ASDの人たちの合理性は一

般的な合理性の基準とは大きく異なっていること

があり，Bの場合には特に「自転車」での通学は

B自身が生きるかたち，生き方そのものと大きく
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ということに重点をおいた。その際の「アセスメ

ント」の重要性も確認した。メンタル面の課題に

ついては大変デリケートなことであるゆえに，軽

率な対応を避けなければならない。思春期の生徒

のあり方，生徒が生きる環境のあり方を十分にア

セスメントすることによって，生徒の言動の背景

にあるものをできる限り正確に読み取り，そのう

えで慎重に具体的な指導や対応を考えていく必要

がある。言うまでもなく，専門家の意見や助言を

聞き独断で判断することは避けなければならない

が，一方では日常は休むことなく続いていくため

教師自身に判断が委ねられる場面はしばしばあ

る。医学的なこと，心理学的なことはよくわから

ないというような無責任なことは言ってはいられ

ない。そのことを十分に念頭においておきたい。

また，発達障がいは先天性のものであるとされ

ているが，メンタルヘルスの問題には環境要因も

大きく影響していると考えられるため，ある意味

ではどんな人にもこうした問題を抱える可能性が

ある。心身の成長著しい思春期・青年期の生徒た

ちについては，他の年代よりもさらに不安定な状

態になりやすい。現場の教師たちが対面する生徒

たちは皆，その成長過程の中で悩み，困惑し，時

にはメンタルのバランスを崩す。このような生徒

たちに対して「元気を出せ」「がんばれ」と励ま

すことさえ，その生徒のためになるのかどうかは

ケースによる。他の生徒指導と同様，「思いやり

をもって慰める」「やさしく接する」「励ます」と

いった単純な働きかけは，時と場合によっては生

徒の状態を悪化させることにもなりかねない。つ

まり，生徒が心身のバランスを欠いて学校生活や

人間関係に困難を抱えている場合に，ただその状

態を憂いて同情するということでは指導として成

り立たないということであり，現場の教師はその

ことを十分に念頭におかなければならない。

学校においてこのような生徒たちに対応する場

合に重要になってくるのが，その生徒の「いま」

をいかに正確に把握するかである。そこで重要な

のがその生徒の「生活史」に着目するということ

である。精神科医として臨床経験をもつビンスワ

ンガー（Binswanger. L.）は，患者個々の「史実」

の確認によって逐次的に立証しうる外面的な出来

中でなるべく具体的な事例を通して指導や対応に

ついて説明しているが，学生たちの感じられるリ

アリティはうすいのが現状といえる。また，大学

で推奨されている教職のボランティアの現場では

発達障がいの生徒たちと関わる機会があり，この

ような生徒たちに対応しなければならない場面を

経験している学生もいるが，彼らは「発達障がい

の生徒を見ているように言われたが，どうしてい

いのかわからないまま，とりあえず相手をしてい

た」という体験談を語る。知識がないわけではな

いが，実際にそのような生徒を目の前にして何か

ができるわけでもなく，ただ無力感を抱いて終わ

るというパターンが見られる。第20回・第21回

の研究会のテーマと同様，今回の発達障がいの生

徒への指導・対応も，知識がそのまま実践には結

びつかないという典型例であるといえよう。

学生たちは今回も，現場の教師たちの指導にお

ける困難さを知り，知識やマニュアルだけを手掛

かりに指導や対応をすることはできないというこ

とをあらためて学ぶことができた。発達障がいに

ついては基礎的なことを学んできたぶん，勉強し

たのだからできるのではないかという錯覚に陥り

やすいのかもしれない。それは今後現場に出よう

としている学生たちにとってはかえって危険なこ

とである。第22回の研究会は，現場の実践にお

いては知識や理論を基礎とはしながらも，対面し

ている生徒自身のことをよく見て，最も適切な指

導や対応についてその都度その都度考えることが

重要であるということをあらためて理解する機会

となった。

4． 第23回　「メンタルヘルスの問題を抱えた生

徒の対応について」（2019年度第4回）

1）講演の内容と省察のねらい

発達障がいの生徒への指導・対応と同様に，教

育実践力研究会ではこれまで「メンタルヘルスに

課題を抱える生徒」の指導や対応についても数回

テーマとして取り上げてきた。したがって第23

回の研究会ではメンタルヘルス，思春期に罹患す

る可能性の高い精神疾患については基礎的なこと

を確認したうえで，そのような生徒たちがいた場

合に教師はどんな配慮をしなければならないのか
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2） グループディスカッションにおいて参加者に

よって共有されたことがら

グループディスカッションにおいては，以下の

具体的な生徒の事例について指導や対応のあり方

を検討することとし，以下の観点で話し合いを進

めた。

 ① 生徒Cの様子から生徒像をとらえる

 ② アセスメント（見立て）

　　 ・背景として考えられること

　　 ・精神疾患としてとらえると

 ③ 具体的な指導と対応のポイント

　　 ・ 指導における留意点を考える

グループごとにこの事例について以上の観点に

基づいて，生徒像からアセスメントをおこない，

さらにそのアセスメントを基にして具体的な指

導・対応について検討をおこなった。事例から

「活発で目立つ面を持っている」「吹奏楽部での躓

きがうかがえる」「顧問の教師への依存，感情の

ぶれ」「リストカット，多量服薬などの逸脱行動」

といった生徒像がうかがえる。メンタルヘルスの

不調があらわれる生徒の場合，しばしば学校生活

において学習に一生懸命取り組み，活発に活動し

ていたというケースが見られる。この生徒も活発

で吹奏楽部の活動に積極的に参加していた様子で

事の叙述ではなく，より内面的な意味連関とし

て，換言すれば人生のプロットとして直観に一挙

に開示されるような「内的生活史」の重要性を指

摘している。生徒たちの「いま」は，「いま」を

断片的に見ただけで理解することはできない。メ

ンタルヘルスの問題を抱えている場合，その人の

「いま」は確かに「よくはない状態」である。「よ

くはない状態」はその人の生活の中で生成された

ものである。その状態が「生成された過程」に着

目し，その過程の中にある内面的な意味連関とし

ての内的生活史をてがかりにその人の「いま」を

理解しようという試みである。さらにはこのよう

な生徒理解を基盤として，生徒自身の「自己肯定

感」をどのように高めていくことができるのかを

検討する。メンタルヘルスの問題を抱えている人

への対応として，励ましの言葉や思いやりではな

い何かがあるとすれば，それはその当事者自身の

生きるための力の向上を図ることに他ならない。

心身のアンバランス，不調をきたした人はいうま

でもなく「生きる」ことそのものの困難を抱えて

いる。その状態を脱するためにはその人自身の内

面に力が蓄えられなければならない。

【生徒の事例】　リストカットと大量服薬を繰り返す生徒 注

生徒C （高校2年女子）は，高校入学時は活発でクラスでも目立つ存在であった。1年の秋ごろから授

業中に体調不良を訴え，早退することが多くなったが吹奏楽部の活動は熱心に行っていた。しかし，2

年の春の演奏会を前に練習を無断で休むようになり，思うように演奏できない，部長と意見が対立する

などと訴えるようになった。

部活動の顧問（男性教諭）が心配して相談に乗っていたが，頻繁に悩みを聞いてほしいと要求するよ

うになり，相談時間も長引くことが多くなった。要求がエスカレートすることを危惧した顧問が，遅く

なる前に相談を切り上げて帰宅を促したところ，生徒は態度を一変させて顧問を激しく非難し始めた。

翌日，部室に現れたとき，リストカットした傷を見て驚いた顧問は直ちに担任と養護教諭に連絡を取

り，生徒を保健室に連れていった。

養護教諭が傷の手当てをしながら話を聞くと，生徒は顧問から見捨てられるのではないかという絶望

感に襲われ，トイレでリストカットを行ったと話した。生徒が，極端な行動に走りやすいことを察知し

た養護教諭は，あなたのことが心配だから傷の手当てをしたことをご両親に連絡しておくと生徒に伝え

た。担任が保護者に連絡を取り家庭での様子を尋ねたところ，家でも手首をかみそりで切ったり，市販

薬を大量に服薬したりすることがあると分かった。
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れ，参加者において共有された。

また，リストカットや大量服薬はただちにやめ

させたいところであるが，これもまた難題であ

る。リストカットや大量服薬が「するべきではな

いこと」なのはやっている本人も十分にわかって

いる。わかっていながら本人がそれらを「せざる

を得ない」状態にあるのも事実である。「せざる

を得ない」状態から「しなくても大丈夫な」状態

に転換がなされなければ，行為のみをやめさせる

ことは不可能に近い。リストカットを繰り返す人

は，「やめなさい」と言われてもやめる術がない

ので繰り返しているともいえる。例えば，リスト

カットをしている生徒に対して，「自分の身体を

自ら傷つけるなんてだめだよ。今後はそんなこと

はしないと先生と約束してね」という対応をわれ

われは絶対にしないと言い切れるであろうか。い

わゆる一般的な善悪，道徳的倫理的判断といった

ものではもはやどうにもならない状態，それがメ

ンタルヘルスの問題といえるかもしれない。ここ

では内的生活史の分析とともにパトス分析も求め

られる。

教育実践力研究会では指導が「絵にかいた餅」

にならないよう，現実の生き生きとした臨床の現

場で起きるさまざまな問題に，教師が実際にどん

なことを考え判断し行動するのかを考える研究会

でありたいという思いを持って回を重ねている。

「きれいごと」では対処できないさまざまな問題

や局面が教育現場には溢れている。求められるリ

カレント教育の場とは，実際に明日，明後日の教

育臨床に生かすことのできる何かを参加者が共有

できることではないか。

研究会の最後に，メンタルヘルスの問題を抱え

た生徒の内的生活史を見るための具体的な観点と

して，以下を提示して共有した。

 ① 幼児期から現在における自己表出，自己主

張のあり方

 ② 固執，執着のあり方，方向性

 ③ 言語表現の能力

 ④ 知能，体力，学力，美貌などの資質

 ⑤ 自我確立のあり方，成熟度

 ⑥  自己評価のあり方，現実との乖離があるか

あり，一見，何の問題もなく学校生活を送ってい

た生徒がある日大きな問題を抱えたという印象を

もつ。しかし，この経緯の中で本人の内面で起き

ている葛藤や混乱を見ておく必要がある。この生

徒の内面に注目して「いま」をアセスメントすれ

ば，「一見活発で部活動にも積極的だが，感情面

での不安定や他者への依存，対人関係の不安定

（価値上げと価値下げ），見捨てられ不安や自傷行

為も見られることから，境界性パーソナリティ障

害が疑われる」ということになるだろう。この事

例は文部科学省の「教職員のための子どもの健康

観察の方法と問題への対応」から引用したもので

あるが，ここにも指導経緯の部分には「養護教諭

が学校医（精神科医）に相談したところ， 生徒に

は境界性パーソナリティ障害の可能性があり，周

囲が障害を考慮した対応を行わないと不安定さが

増すこと，更に，精神科医あるいは熟練した心理

療法の専門家による治療が望ましいが，本人に治

療意欲が現れるまで時間が必要と予想されるた

め，当面は自傷行為や精神的不安定を最小限にと

どめるような対応を学校で行うことが適切である

との助言を得た。」と記されている。

メンタルヘルスの問題を抱えている生徒につい

て専門家や医療につなぐことは重要であるが，こ

の事例にもあるように本人に治療意欲がなく，無

理に受診を促せば「自分は病気ではないのに病人

扱いされた」ということでかえって信頼関係を失

う危険性もある。このような場合に教育の臨床の

現場で「できる範囲のこと」を考え実践していか

なければならない。「学校は病気を治すところで

はない」「治療はできない」という考えは間違っ

てはいないが，だからといってこのような生徒を

自分たちの指導の埒外に放つことはできない。現

場の教師として目の前の生徒にできることはどん

なことであろうか。もちろん学内での協働として

養護教諭やスクールカウンセラー，場合によって

はスクールソーシャルワーカーに支援を依頼する

ことはある。一方，議論の中では教師はその生徒

と対峙するうえで「家族との関係について慎重に

検証する」「一定の人物への過度な依存が起こら

ないように対応を工夫する」「本人の肯定感を高

めるための工夫をおこなう」などの対応案が出さ
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に考え検討する機会を得ることで大学での学びの

質的な深まりを期待することができる。また，現

職の教師たちは日頃の教育実践の中に埋もれて目

の前のことに取り組むことで精いっぱいになり，

疲弊している。教師たちが「いま」抱えている，

または近い将来起こりうる教育の困難について新

たな立場や観点から検討する機会をもち，自らの

教育活動を省察することを通して困難な状況に取

り込まれずに，より冷静な態度で問題と向き合う

ことができるようになる。教師であれば現場に出

て仕事の中で，また学生であればボランティアの

体験の中で「先輩の背中を見て学ぶ」という従来

のあり方については教育学者も現場の教師もその

限界をよく知っている。だからこそ新たな学びの

場を創出することが重要である。教育実践力研究

会は今後も理論と実践をつなぐ教師教育の機会を

提供することができるよう，より新鮮な教育現場

の「いま」を取り上げ，それらの事象に省察をく

わえ，参加者が得られる学びの質を向上させてい

く必要がある。

注

第21回・第22回で提示した事例についてはすべて模擬事

例であり，実際の教育現場で起こる可能性の高い事例と

して筆者が作成したものである。また第23回で提示した

事例は「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題

への対応」（文部科学省，2009）より引用した。いずれも

実在の人物に関する事例ではない。
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どうか

 ⑦ 周囲からの評価の受け止め方

 ⑧ 幼小中高の各段階での集団への所属感

 ⑨  対人関係における他者との適正な距離感， 

関係の構築

 ⑩  対人関係における本能的不信，その逆に無

警戒の信頼があるかどうか

 ⑪  他者に対する評価のあり方，他者との共感

の度合い，自分に関心を持っていると思っ

ているかどうか

3）教職を志望する学生の学び

参加した学生たちにとって，第23回の研究会

テーマは難易度が高いものであったように思われ

る。教育実習の3週間の中でこのような生徒に向

き合った経験をもった学生はかなり少数だろう。

また，不調をあらわしていた生徒に出会ってはい

たものの，それがメンタルヘルスの問題であった

とは想定できていなかったかもしれない。学生た

ちはあらためて教育活動の難しさを目の当たりに

した様子であった。例えば事例の生徒は，一般的

には優等生の部類に入る生徒にも見えるし，起き

ていることがらから部活動内の人間関係の問題だ

ととらえることもあるだろう。そして，もし自分

がこの生徒の担任であったら「生徒の悩みを受け

とめ，相談に乗る」のは当然のことと考え，さら

には自分に相談してきたのだから親身になって相

談に対応したいと考える。このような教師の善意

からの行動が，実は生徒の状態を悪化させる要因

にもなり得るという事実は大きな驚きとして受け

止められたように思う。学生たちは，自分たちの

生半可な親切心が予期せぬ結果をもたらすことに

恐怖を覚えたはずである。教育実践力研究会での

学生たちの学びにおいては，このようなことに意

義があると考えている。

．まとめ

教職課程における教育学の理論と教育現場の実

践の往還のあり方については，教育学分野の研究

者からも問題提起がなされているが，学生たちが

将来起こり得る事象について現職の教師たちが抱

える困難を部分的にでも知り，事例を通してとも
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ヴァイツゼカー；木村　敏（訳）（2010），『パトゾ

フィー』みすず書房．

新曜社．

ヴァイツゼッカー；木村　敏・濱中淑彦（訳）（2001），

『ゲシュタルトクライス』みすず書房．

別表　「これまでの教育実践力研究会」

No 日　程 テーマ

1 平成26年 7月12日
広汎性発達障害の傾向が見られ、長期不登校の経験がある生徒（女子）の指導経
緯、保護者との関わりについて

2 平成26年10月25日
広汎性発達障害、AD/HDの傾向が見られる男子生徒の指導経緯と学校・教員とし
ての課題

3 平成27年 1月24日 性同一性障害が見られた生徒の学校での受け入れと指導について

4 平成27年 5月16日 部活動におけるトラブルについて

5 平成27年 7月11日 生徒のソーシャルメディア利用におけるトラブルとその指導について

6 平成27年10月26日 保護者との関係構築・保護者対応について

7 平成28年 1月23日 スクールカウンセラーとの協働のあり方について

8 平成28年 5月14日 生徒のメンタルヘルスとその組織的対応について

9 平成28年 7月 2日 家庭環境が困難な生徒への組織的対応について

10 平成28年10月22日 発達障害の傾向が見られる生徒への進学・就職支援への組織的対応について

11 平成29年 1月21日 『チーム学校』における教員としてのあり方について

12 平成29年 5月13日 生徒指導におけるストレスマネジメントについて

13 平成29年 8月 7日、8日 ストレスマネジメントに必要な教師の『コミュニケーション能力』について

14 平成29年10月 7日 保護者対応におけるストレスマネジメントついて

15 平成30年 1月20日 学校現場におけるストレスマネジメント

16 平成30年 5月19日 特別活動における特別な教育支援を必要とする生徒への対応について

17 平成30年 7月21日 特別な教育支援を必要とする生徒への対応について

18 平成30年10月 6日 性的指向・性自認等に係る生徒への対応について

19 平成31年 1月24日 家庭環境に困難を抱える生徒への対応について

20 令和元年 5月18日 不登校・不適応の生徒への対応のあり方について

21 令和元年 6月29日 保護者対応について

22 令和元年10月26日 発達障害の傾向が見られる生徒について

23 令和 2年 1月18日 メンタルヘルスの問題を抱えた生徒の対応について
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1）日本大学文理学部

．はじめに

現代の教員養成においては，「実践的指導力」

の養成が求められているためインターンシップや

ボランティアといった現場体験が推奨されてい

る。しかし，油布（2013）が指摘しているよう

に，現場における学びは人が期待しているほど万

全ではない。単に現場に赴いて身を浸しただけで

は学びは成立しない。インターンシップやボラン

ティアが「現場体験」といわれているように，

「体験」はそもそも知覚，判断，気分，感情のよ

うな意識体験をさす「主観的」なものであるの

で，現場に関わる学びでは「体験」を一般的，客

観的な「経験」に転換しなければならない。この

体験の経験への転換を実現するのが「リフレク

ション」（省察・内観・内省）である。

このリフレクションを有効なものにするために

は現場で体験された内容が問題になることは多言

を要すまい。つまり，現場での教育活動をどのよ

うに観察し，何を把握してきたかということが学

びのレベルを左右することになる。したがって，

効果的なリフレクションを検討する際には，第一

にインターンシップやボランティアに参加した学

生の教育活動に関する「観察能力」が問題とな

る。フッサール現象学では，何かが現実的に成り

立っていると看做すことを「定立」（Setzung）と

呼び（フッサール，1984），この定立は「直接的

に『見る』こと」（フッサール，1979）とされて

いる。直接的に「見る」ことは「原的に与える働

きをする直観」，すなわち現実性を捉えた直観を

意味し（フッサール，1979），したがって原的な

「明証とは真理の『体験』にほかならない」（フッ

サール，1968）とされ，本質を把握することにお

ける「体験」の重要性が指摘されている。このこ

とは，実践的学習における体験が，さらにはそれ

を観察することがリフレクションによる学びを根

底から支えていることを意味している。

第二に効果的なリフレクションを行うために

は，メンターとなる教師は学生の発話内容や記述

内容といった「テクスト」について十分な吟味を

する必要がある。そのためにはテクストの内容を

整理し分析する必要がある。

以上のことから効果的なリフレクションの実現

のためには，参加学生の教育現場の観察方法論と

リフレクション内容のテクスト分析の方法論に関

する検討が必要となる。

そこで本稿では，まず教育活動の観察方法論に

ついて心理学や現象学の観点から整理し，さらに

ドナルド・ショーン（Schön, D. A.）の「反省的

実践家」という教師の専門性の考え方を下敷きに

したヴァン＝マーネン（van Manen, M.）の「教

育的タクト論」における「省察の分類」と「省察

の水準」を整理し，これをふまえて省察されたテ

クストの分析方法論の検討を試みる。

．教育活動の観察方法論

ルビンシュテイン（Rubinstein, S.）によれば，

心理学における観察は自己観察あるいは内観とし

て，さらに外的あるいはいわゆる客観的観察とい

う基本形式によって位置付けられるという（ルビ

ンシュテイン，1981，64ページ）。しかし，この

ことが自己観察と客観観察を峻別してしまうこと

体験学習のリフレクションにおける体験内容の分析方法論の検討

土屋　弥生1）
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類することが有意義であろう。これによって観察

者の観察レベルを把握することが可能となる。こ

こで留意しておかなければならないことは，これ

らの報告内容には，「知覚された内容」と「想像

された内容」が混在していることである。そこで

ホーレンシュタインは認知されたものそれ自体の

報告である「認知報告」と知覚された経験の報告

である「現象報告」の区別を求めている。「事物

の見え方において，認知報告は専ら物理学的に説

明可能な知覚対象の性質に関わり，知覚報告は物

理学的，心理学的に説明可能な性質に関わる。

従って，知覚報告と認知報告との区別は，われわ

れの物理学的知識や心理学的知識に依存してお

り，或いはもう少し慎重に言えば，その都度のわ
4 4 4 4 4 4

れわれの理論に依存している
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（傍点引用者）」

（ホーレンシュタイン，1984）。

観察者の観察レベルが低い場合には，リフレク

ション時の報告内容には単なる認知報告が多く含

まれることになるし，そうでない場合には現象報

告が多くなることになる。このことは前述した事

前教育の重要性をさらに強調させるものであろ

う。

次にリフレクションの対象となる教育活動にお

ける観察内容についてヴァン＝マーネン（van 

Manen, M.）の「教育的タクト論」を手掛かりに

見ていきたい。

．教育的タクトの内容とそれを構成する能力

リフレクションにおいては，それが生徒指導で

あろうが授業であろうが，教師や生徒が現場で

行っているさまざまな行為が考察対象となる。そ

こで学生はヴァン＝マーネンの意味での「教育的

タクト」がどのようなものであるかを知ることが

重要となる。なぜならば，体験学習ではリアリ

ティのある学びが実現されなければならない。実

際の教育現場は，さまざまな不確定要素が支配す

る世界である。したがって，予定調和的なマニュ

アル的思考が通用しない即座の判断が求められる

世界である。ヴァン＝マーネンの「教育的タク

ト」という概念は，「どうすればよいのか分から

ないときにどうするかを知る」ための教師にとっ

て重要な知のあり方であり，それは行為のただ中

を意味しない。自己観察による自分自身の内的な

心理過程の観察は，それら諸過程の外的なあらわ

れの観察と切り離せない。自己観察による自分自

身の心理の認識は，多少とも外的活動の観察に常

に媒介されて実現される。したがって，自己観察

の証言内容は外的観察のデータによって点検する

ことができる（ルビンシュテイン，1981，64-65

ページ）ことになるので，観察の実際においては

両方の視点が求められることになる。また，観察

は偶然にではなく，意識的，計画的に行われる必

要がある。明確に意識化された目的が，観察の対

象に対する正しい態度を観察者に与えて，観察者

を導くことが必要である（ルビンシュテイン，

1981，70-71ページ）。このことから観察は選択的

性格を帯びることになるので，リフレクションの

テクストとなる知覚される観察内容の報告水準は

事前教育に大きな影響を受けることがわかる。事

前教育の段階において何を，どのように「見る」

のかが分からなければ，それは「ただ見る」こと

になってしまい，物事の本質を「見抜く」ことに

はならない。

また，観察内容としての知覚報告には，「活動

の体験に直接関わっている事柄」と「活動体験以

外に関係している事柄」が混在しているので，こ

れを区別して考えなければならない。そこでホー

レンシュタイン（Holenstein, E.）にならって

「活動の体験に直接関わっている事柄」を「知覚

されたものに関する記述，言表」と「知覚体験に

関する記述，言表」に区別して扱う必要がある。

どんな活動の場合でもわれわれは，その活動を

おこなっているときに，自分がおこなっている

ことを直接知覚し，その内容を記述し，言語化

することができる。その一方で活動にともなっ

て生じるさまざまな知覚，気分，感情などの

「知覚体験」をし，それを記述し，言語化するこ

とができる。さらにここでは，フランスの哲学

者ビラン（Biran, M. d.）の意識の階層化の考え

方注1）にしたがって活動体験の知覚を「観察活動

にともなって生じる快・不快の感情」，「観察活動

にともなって受動的に生じる感覚」，「観察者の立

場から能動的に獲得された知覚」，「観察者が観察

内容を表象することによってとらえた知覚」に分
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③ 活動的あるいは相互行為的省察：ショーンの

「行為の中での省察」に該当するものがこの省

察である。この省察によって我々は，自分が

直接対峙している状況に折り合いをつけるこ

とができる。

④ 事後的省察：過去の経験に意味付与を行う想

起的な省察。一般的に省察と言われているタ

イプの省察。

インターンシップやボランティアなどの体験学

習では③と④のリフレクションをどのように行う

かが重要であろう。言語による省察は目の前の現

象から距離をとることによって可能となる。した

がって，リフレクションでは学校において学習者

が体験した内容を，体験後に「ありありと想起し

て」，それを事後的に省察することが求められる

のである。このような想起ができる能力をボイテ

ンディク（Buytendijk, F. J. J., 1956）にならって

「生命的想像力」（vitale Phantasie）と呼んでおき

たい。ボイテンディクはサルトル（Sartre, J. P.）

を引用しながら，私が以前に起こったある出来事

を内なる目の前に再び呼び出すという場合，私は

この出来事を想像する（einbilden）のではなく，

それを思い出す。すなわち，私はそれを不在的所

与としてではなく過去に於ける現在的所与として

措定するのであると述べている。したがって，リ

フレクションにおいては，学生に充実した生命的

想像力を発揮できる能力を涵養することも求めら

れることになる。リフレクションにおいてはこの

ような意味でのテクストが求められる。単に状況

を「外側から」説明したような評論家的記述内容

をテクストとしてもそれでは効果的なリフレク

ションは実現できない。なぜならばリフレクショ

ンの眼目は，ヴァン＝マーネンの意味での「教育

的タクト」の解明にあるからである。そこで省察

の「水準」について次に見ていきたい。

村井（2015）によればヴァン＝マーネンは省察

を次の 4つに分類しているという。

① 日常的な意味での省察：習慣的，ルーチン的

な直観的・準反省的な思考。

② 偶然的・限定的な仕方で行われる日常生活に

おける実践的な諸経験に関する省察：自分の

経験を言語化したり，ストーリーを語った

において言語による思考をほとんど経ることな

く，目前の子どもにとって望ましい行為を行うた

めの身体化された知，フロネーシスと理解できる

（村井，2015）。すなわち，これは教育実践を遂行

するための「身体知」，「実践知」と言い換えるこ

ともできよう。そして，このような知を保有する

教育者は次の 4つの要素を兼ね備えているという

（村井，2014，2015）。

① 教育的敏感さ：子供の内的な思考，理解，感

情，欲求を，その身振りや顔つきといった間

接的な手掛かりから解釈する敏感さ。

② 教育的な感覚：教育的敏感さによって解釈し

た子ども内面が，具体的な状況においてどの

ような意味をもつかの理解を可能とする感覚。

③ 教育的判断：その場その場における子どもと

の適切な距離の取り方を判断するためのバラ

ンス感覚。

④ 教育的行為：子供の本性と情況への鋭敏な教

育的理解に基づき，そのような行為が正し

い，あるいは善いかを即座に感知する能力。

このような教育的タクトは，教育実践における

教師の「直観知」によって実現しているといえよ

う。したがってこのような知は，土屋（2017）が

述べているように教師の感知・共感能力を基盤と

した現象学的省察によって取り出されることにな

る。次にこのような教育的タクトを省察する際の

省察のタイプについて見ていきたい。

．省察の分類とレベル

ここではまず，リフレクションを行う際の「省

察の種類」について，ショーンの「省察」を「時

間性」に着目して整理した村井（2015）のリフレ

クションの 4分類についてみておきたい。

① 予期的省察：現場での学びの前に自分自身や

他者が経験するであろうことを予期し，それ

らを省察する。

② 心が常に状況のうちにあり続ける省察：タク

ト豊かな教育者の相互性を規定するような省

察。これは時間性の観点から「広がりをもっ

た行為のなかでの省察」と「行為のただなか

における省察」，つまり「直観知」によってと

らえられる省察，のふたつに分類できる。
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に，指導者は以上のリフレクション分析の観点を

もって臨み，報告の内容を検討し，その都度学習

者自身がまだ意識できていない，体験学習におい

て不足している部分を補っていくことが求められ

るであろう。

また，指導者がこれらの観点を念頭に置いた事

前指導をおこなうことによって，学習者は体験学

習に臨む前の姿勢をつくることができ，現場で

「肝心なこと」を体験し，見るべきことがらを観

察するための準備をすることができる。そのこと

は，体験を通して得られたことを言表する際に生

かされ，リフレクションを通して学習者が得られ

ることが質的に向上することが期待できる。

現場での体験学習が「悪しき現場主義」を再生

産するものであっては意味がない。「悪しき現場

主義」とは，「できる者にはできるができない者

にはできない」という職人的な技術や技能である

というあきらめや，「その場その場でやれること

をやるしかない」という偶然に身を任せるという

無計画な仕事の仕方を含むものである。もしも学

習者がこのように感じることで体験学習を終えた

場合には，体験はリフレクションの対象とはなら

ず，体験が経験に転換されないだけでなく無駄に

終わる。

以上の検討から，体験学習におけるリフレク

ションについては事前，事後を含めてその指導の

質を保持するための指導方法論におけるリフレク

ションの実施のための「段取り」に関する実践知

の重要性が明らかとなった。今後は今回整理され

た内容をもとに実際のリフレクションについての

例証分析が求められる。

注

  1） ビランは人間の意識に4つの階層性を認めている。こ

れらは快・不快の感情を示す“affection”，感覚器官を

通して受動的に与えられた感覚を示す“sensation”，

注意を通して能動的にとらえられた“perception”，自

分自身を対象とした能動的知覚である“aperception”に

類型化できる（澤潟，1960）。

り，経験則や実践的な原則を定式化する省察。

③ 体系的かつ継続的な自身の経験への省察：日

常的な行為への理論的な理解や批判的洞察を

深める省察。

④ 自分たちが理論化の形式を省察するその仕方

への省察：思慮深く，反省的に行為するため

だけではなく，反省的な経験や知識の型の本

性や意義を理解するための省察。

このようにみてくると，多くのリフレクション

は③タイプで行われ，④のタイプの省察まで引き

上げられるか否かがポイントになってくるといえ

よう。構造化された教育的タクトの習得は③の具

体と④の抽象の往還によって，螺旋階段をあがる

ように涵養されることが推察できるので，村井

（2015）が述べているように③と④の水準のリフレ

クションを繰り返し行っていくことが重要である。

．実際のリフレクションへの示唆

本研究の結果から体験学習におけるリフレク

ションの方法論について，以下のような観点から

分析，整理ができる。

① 学習者の「観察能力」の水準

② 学習者があらわした「テクスト」（発話内容お

よび記述内容）

③ 学習者の観察が「意識的，計画的」におこな

われているかどうか

④ 学習者の報告内容が「知覚されたものに関す

る記述，言表」なのか，「知覚体験に関する記

述，言表」なのか

⑤ 学習者の報告の「認知報告」と「現象報告」

の割合と内容

⑥ ①から⑤をふまえた学習者の「現象学的省察」

の内容と水準

体験学習のメンターとなる指導者は，学習者が

現場での体験を通して得られたことを学習者自身

によるリフレクションの中から受け取り，そこで

得られたことを分析することによって次の指導・

助言を考え，学習者の次回以降の体験学習での学

びを発展的なものとする必要がある。リフレク

ションを通した指導者と学習者のやり取りは単な

る情報交換で終わることなく，体験学習の学びを

質的に促進するものでなければならない。その際
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教職センター活動報告

各種講座実施一覧表

１　教員採用試験二次試験対策講座（全自治体一斉指導日）

実施日 時間 参加人数

令和元年 7 月17日（水） 18時00分～19時00分 137名

２　教員採用試験二次試験対策講座

実施日 時間 自治体名 参加人数

令和元年 7 月30日（火）

10時00分～16時00分

神奈川県  8名

相模原市  1名

令和元年 7 月31日（水）

神奈川県  8名

相模原市  1名

横浜市 10名

令和元年 8 月 1 日（木）

さいたま市  4名

神奈川県  9名

横浜市  9名

令和元年 8 月 2 日（金） さいたま市  3名

令和元年 8 月 6 日（火） 埼玉県（高）  3名

令和元年 8 月 7 日（水） 埼玉県（高）  3名

令和元年 8 月 8 日（木） 埼玉県（高）  3名

令和元年 8 月 9 日（金） 千葉県千葉市 11名

令和元年 8 月13日（火） 千葉県千葉市 11名

令和元年 8 月14日（水） 千葉県千葉市 10名

令和元年 8 月16日（金）
東京都 63名

埼玉県（小・中）  7名

令和元年 8 月19日（月）
川崎市  2名

茨城県  5名

令和元年 8 月20日（火）

東京都 58名

埼玉県（小・中）  7名

川崎市  2名

茨城県  5名

令和元年 8 月21日（水）
東京都 52名

埼玉県（小・中）  8名

※延べ参加人数　303名
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３　「特別の教科　道徳」モデル授業

実施日 時間 参加人数

令和元12月11日（水） 16時20分～17時50分 50名

４　校務分掌に関する実践指導

実施日 時間 参加人数

令和元年11月27日（水） 18時00分～19時30分 6名

５　令和元年度教員採用試験対策講座１（平成31年度受験予定者対象）

実施日 時間 自治体名 参加人数

令和2年1月18日（土） 15時00分～16時30分

東京都 65名

千葉県千葉市 12名

神奈川県 19名

埼玉県 26名

    ※参加人数　122名

６　教員採用試験合格者から「体験談を聞く会」

実施日 時間 参加人数

令和2年1月17日（金） 18時00分～19時30分 34名

７　教員採用試験対策講座２

実施日 時間 自治体名 参加人数

令和2年3月7日（土） 10時00分～12時00分

東京都 -

千葉県千葉市 -

神奈川県 -

川崎市 -

横浜市 -

相模原市 -

さいたま市 -

埼玉県（小・中） -

埼玉県（高） -

茨城県 -

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。
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各種説明会開催一覧表

１　私学適性検査説明会

実施日 時間 参加人数

令和元年 6 月20日（木） 18時00分～19時00分 70名

２　公立学校教員採用試験自治体別説明会

実施日 時間 自治体名 参加人数

令和元年11月27日（水） 16時20分～17時20分 埼玉県 18名

令和元年11月28日（木）
10時40分～11時40分 川崎市  3名

14時40分～15時40分 横浜市 14名

令和元年11月29日（金） 16時20分～17時20分 茨城県  5名

令和元年12月4日（水）
14時40分～15時40分 さいたま市 10名

16時20分～17時20分 相模原市  5名

令和元年12月5日（木）

10時40分～11時40分 東京都 44名

13時00分～14時00分 千葉県千葉市  7名

16時20分～17時20分 神奈川県 16名

※延べ参加人数　122名

各種講演会開催一覧表

１　教職に関する講演会

実施日 時間 参加人数

令和元年 6 月26日（水） 16時20分～17時50分 47名

令和元年 6 月27日（木） 16時20分～17時50分 36名

２　教育行政講演会～教育行政と特別支援教育について～

実施日 時間 参加人数

令和元年11月13日（水） 16時20分～17時50分 105名

３　教職インターンシップ講演会

実施日 時間 参加人数

令和元年12月11日（水） 18時00分～19時30分 62名

４　学校不適応経験者のライブトーク

実施日 時間 参加人数

令和 2 年 2 月19日（水） 13時00分～14時30分 10名
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教職センター利用状況一覧表

令和元年度
（平成31年度） 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

1,770名 955名 714名 743名 376名

78名 214名 201名 303名 231名

184名 240名 195名 270名 101名

243名 226名 118名 117名 141名

444名 297名 103名 106名 102名

37名 104名 55名 67名 69名

21名 38名 49名 58名 50名

40名 54名 25名 56名 24名

46名 90名 63名 36名 26名

268名 123名 26名 30名 24名

15名 30名 11名 26名 23名

68名 57名 9名 24名 9名

78名 92名 26名 24名 14名

12名 42名 27名 18名 20名

28名 19名 10名 13名 16名

32名 38名 29名 11名 18名

5名 3名 4名 9名 15名

3,369名 2,622名 1,665名 1,911名
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