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1．生殖医療の現状
1）わが国における不妊治療の変遷
生殖補助医療（Assisted Reproductive Technology 以下、ART とする）の歴史1）は、英国で性交
障害のカップルに人工授精を行い、出産に成功した 18 世紀にまでさかのぼる。その後、1960 年
代に排卵誘発剤が開発され、排卵障害による不妊の治療が可能となった。1970 年代には卵管の
マイクロサージャリーが行われるようになり、卵管障害を持つ女性も妊娠できる可能性が増えて
きた。そして、1978 年に英国で初めて体外受精・胚移植（In Vivo Fertilization-Embryo Transfer
以下、IVF-ET とする）による児が誕生した。わが国でも、1983 年に体外受精による妊娠例が報
告され、2015 年までに合計約 48 万 2600 人が IVF-ET で誕生していることからも2）、ART の発
展、普及は目覚ましい。
IVF-ET に限らず不妊治療は、カップルの間に子どもが欲しいと強く願っている者が妊娠する
ことを目的として治療を受ける。現在その数は 46 万 9900 人と推定され、そのうち ART を受け
ている人は 7 万 8 千人との報告がある3）。また、生殖医学の進歩に伴う技術の発達と、不妊治療
施設の増加により不妊治療を受ける機会が増えたことは、すべての不妊のカップルに高い妊娠・
出産の可能性を提供しているかのようである。現時点では不妊治療の最終段階とされている IVF
-ET での出産率は 30 歳で 21.5％、35 歳で 18.4％、40 歳で 9.1％、42 歳では 4.5％ と報告されて
おり4）、年齢とともに出産が難しくなる傾向が認められ、単に最終段階というのではなく、晩婚
化の影響も相まって IVF-ET の適応は相対的に決定されることが多い。2016 年 7 月現在で体外
受精登録施設数は 606 施設を数え、そのうち 95％ において何らかの IVF-ET が実施された。
2015 年に行われた治療周期総数は 42 万 4151 件で、その年の全出生数の 20 人に 1 人にあたる 5
万 1001 人が生まれたと報告されており5）、治療件数も出生数も過去最多を更新した。
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2）不妊治療の現状
不妊症の頻度は 12〜18％（カップル 6〜8 組に 1 組）と推定されるが、不妊症カップルの実数
が増加していることを直接証明する報告はなく、不妊症の原因についても大きく変化していない
ことが報告されている5）。
現在、診断技術の高度化によって不妊全体の約 9 割は不妊原因が特定できるようになった。男
性の不妊症においては、造精機能障害や精子輸送障害などが挙げられるが、根本的な治療がない
ために、治療開始の比較的早い時期に IVF-ET や顕微授精（Intra Cytoplasmic Sperm Injection 以
下、ICSI とする）など ART が施される傾向がある6）。女性の不妊症においては、月経困難症や
月経不順など自覚症状がある場合には結婚前からあるいは思春期からという早い時期から治療が
行われる場合もある。そして、原因の検索と治療が段階的に進む傾向があるため、治療期間が長
期化することもある。カップル双方の不妊症においては、男性女性両者ともに治療が必要であ
り、男女間の治療上の調整が必要とされるので、治療期間は長期化する傾向にある。このよう
に、女性が受ける不妊治療は不妊原因別により受診行動や治療経過が異なる。また、不妊原因は
数多くあり、一人で二つ以上の要因が重なっていることもしばしば認められる7）。さらに、排
卵、受精、着床といった一連の過程が女性の体内で行われるということが、不妊原因の如何に問
わず女性への医療処置を必要とすることの一因となる。
一般的な不妊治療のプロトコールは、患者の身体的・経済的負担の少ない順で治療法を選択す
る傾向にある。治療開始初期は不妊原因の検査と基礎体温、タイミング指導など負担の軽い者か
ら検査と治療を同時に進め、同一の治療法が 6 か月毎に見直される8）。その後、不妊原因が見つ
かった場合はその治療と同時に排卵誘発剤や黄体ホルモン充填療法などが併用される。一般不妊
治療によっても妊娠に至らない場合、また卵管通過障害や抗精子抗体陽性、男性因子による不妊
症など「この方法以外では妊娠成立が困難な不妊症患者」は IVF-ET や ICSI の適応とされてい
る9）。特に、男性不妊の治療法として ICSI の実施率が急速に高まっているが、不妊原因の多く
が性染色体の数の異常や、遺伝子の欠損に起因する場合が多く、同じ形質を持った男児が誕生す
る可能性があるため、不妊症が遺伝病と言われる時代が来ることも危惧されている10）。
さらに、近年の不妊症治療におけるもっとも大きな特徴として治療を受ける女性の高齢化があ
り、加齢による卵巣予備能の低下は難治性不妊症を代表する原因となっている。アメリカ疾病管
理予防センター（Centers for Disease Control and Prevention）における ART Surveillance（2010）
のデータによると、全体の不妊原因の 15％ が卵巣予備能の低下であった11）。これは「卵子数の
低下」と「卵子の質の低下」の両方の意味合いを含んでいるが、
「卵の質」に直接関係するのは
年齢であると言われている。この原因を克服する治療法は「卵子提供」の他に方法がなく、我が
国では限られた施設でのみ実施されているが、倫理的・法的な問題を含む技術であるため、その
普及については慎重であるべきだという意見もみられる12）。そのため、今後、年齢や卵巣予備能
を総合的に評価した不妊治療のアルゴリズムについて、ガイドラインを作成する必要性が高まっ
ている13）。
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2．周産期医療における不妊治療後の母親と育児状況
不妊の夫婦にとって、妊娠は子どものいる家族になれるという望みが叶う喜ばしいことである
と捉えられ、出産後の育児に問題があることまで考えが及んでいなかった。しかし、IVF-ET に
よる妊娠経過をみると、産科外来の受診回数が一般の妊婦に比べて多い、切迫流早産での入院、
分娩では帝王切開術に至る場合が多く、大切にして産まれたはずの子どもとの愛着形成や育児技
術習得がすすまない等の多くの事例に遭遇した。また、児の生後 2 週間や 1 ヶ月での健康診査に
おいて、体重増加不良である事例報告が増加している現状がある。
現在の子育てを取り巻く状況は厳しい。従来、子どもは地域の共同体の中で多くの大人から育
てられていたが、少子・核家族によって育児は親の責任となり親に育児負担となってのしかか
り、育児は社会から孤立した営みとして行われるようになった。例えば、産後 1〜2 か月は産科
から退院し新生児訪問以外は家庭内で閉ざされ、言わば社会資源が少ない危機的時期であるとい
える。乳幼児虐待の死亡例の 1/4 は親子関係が安定するまでの生後 4 ヶ月以内に起こっており母
子関係の形成が問題となっている。
不妊治療後妊娠と乳幼児虐待との関連に目を向けられるようになったのは 2010 年以降であり、
不妊治療の一般化とともに事例報告をよく聞くようになった。子どもを得ることを切望した妊娠
であっても育児放棄等の虐待のハイリスク状況といわれ、これには母親の心身の不安定さが考え
られた14）。不妊治療への援助と並行して、安定した育児ができる産科領域での援助を早急に整備
する必要があるといえる。

本研究は、IVF-ET により妊娠・出産した母親に対して、治療の時期から産後 4 ヶ月までの期
間に縦断的に面接することにより、育児状況を明らかにしようとするものである。

Ⅱ．調 査 方 法

1．目的
IVF-ET によって妊娠、出産した初産婦を研究協力者として、妊娠期から産後 4 か月までの経
過での「語り（narrative）」i から、親への適応状態を明らかにする。それによって、急激に増加
している IVF-ET による出生での母子関係構築への支援に対する示唆を得る。

2．調査期間
2010 年 6 月〜2013 年 2 月

3．方法
1）半構成的面接法
2）研究協力者は、①女性不妊、②30 歳代、③治療期間 2〜3 年、と我が国での一般的な不妊
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女性の 2 名を対象とした。
3）面接は、妊娠中期、分娩直前、分娩での入院中、産後 1 か月・4 か月の計 5 回で、縦断的
に行った。日程、場所は研究協力者の都合に合わせて調整した。面接の所要時間は 40 分間
を目処とした。面接内容は、その時期での生活について自由に語ってもらった。

4．倫理的配慮
研究協力に対する調査協力への依頼は、調査の趣旨、概要について書面にて示し承諾を得た。
調査協力者に対する調査協力の依頼は、前述の手続きを基とし、不妊治療に対して閉ざされた場
合を除き、施設の看護師、カウンセラー等から内諾を得て、後日、改めて文書を持って説明し承
諾を得ることとした。承諾にあたっては、調査の概要、協力における自由意思の保証、調査者の
守秘義務を書面で示し承諾を得て行った。
研究者の所属施設において生命倫理委員会での承認を得た。また、医療施設においても第三者
を含む倫理委員会を設け承認を得た。

Ⅲ．結

果

1．研究協力者のプロフィール
研究協力者（以下、A さん、B さんとする）は IVF-ET によって妊娠、出産に至った。経過中
に合併症による入院はない。
A さんは、専門学校を卒業後、正規の雇用で会社員・事務職であった。夫との二人暮らしで
ある。夫も 30 歳後半である。結婚後 1 年で不妊治療を開始し、同時に退職し近所でパート職に
就いた。妊娠後に退職、出産 1 年後には再就職を予定している。子どものいる家庭をつくること
を希望していた。出産は、正常範囲で経過し分娩に至っている。出産後は、里帰りはせず実母が
2 週間マンションに通って世話をした。
B さんは、大学卒業後、知り合いの会社の事務に就職している。結婚はその関係の紹介で見合
い結婚であった。実家は近所で、夫との二人暮らしである。夫は 30 歳代後半である。不妊治療
にあたっては通院にかかる時間の融通が利くので転職はしていなかった。妊娠後に退職してお
り、再就職の予定は無い。実親に孫を見せたい、幸せな家庭を築きたいと思っていた。出産は正
常範囲で経過し分娩に至っている。産後 1 ヶ月間里帰りし自宅に戻っている。
以下、面接での内容を分析と共に結果として述べる。

2．面接内容
1）治療期
〈子どもを持った将来像〉
結婚に望んだものは、自分の子どもを自分自身のために持つことであった。子どもを持った自
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分の将来像を描いていた。夫がいて、子どもがいて、そのような家族を持った自分であった。世
間と自分自身、共に一人前と認めることであった。女性自身に内在する規範によるものだろう
か、子どもを持つことを目指すのは呪縛となる。
・結婚するなら子どもと思ったし、子どもが要らないなら結婚しなくても、と思っていた。結婚し、子ど
も・家・車（ファミリーカー）
・ペットかな、そんな未来があった。だから（子どもが）出来ないと分
かってかなり落ち込んだ。ショックだった。子どもが欲しいなら治療でしょう。治療を続けることが役
目だから診察に行った。治療をしないことは子どもを諦めることだから。
（A）
・診察を待つ間、待合室でね、座っているのが苦痛かというとそうでないの。これは私の仕事という
か・・・、ここが安心、居場所かな。（B）

2）妊娠期
〈この妊娠にかける〉
治療（IVF-ET）には夫婦で話し合い、治療費にむけての蓄えをしており、仕事は時間の自由
が利くパート、身体によい食事・運動と出来ることは可能な限りのことを尽くした。そして、女
性の身体のコントロールによって妊娠は成立した。
妊娠が成立すると、妊娠が途絶えないか不安におびえていた。わずかな出血にも受診した。そ
れ以降も受診し、頻回となった。これは、過剰な医療にもつながるが、医療による安心が必要だ
った。我が子をこの腕に抱くまでは、次々と先行きへの不安が沸いてきて医療へ解決を求めた。
マタニティ・ビクス、サークルへの参加活動等、描いていたマタニティ・ライフは切迫流早産
を回避するために通院や安静に替わりハッピーではなかった。したがって、分娩とは、単に妊娠
が終わることであり、主体的な分娩・バースプランといった、求められるものではなかった。
・妊娠が分かったとき嬉しいより流産したらどうしようと思って、怖かった。後がないから。・・・ちょ
っと（体調が）ヘンだと心配になるから早めに受診した。先生や看護師さんは「またか」という感じだ
けど、診てもらうと安心。嫌がられているのは分かっていた。張り止め（子宮収縮抑制剤）も要らない
かアと思って、出してもらっていた（処方）けど飲まなかった。超音波で確認できれば良かったから、
入院も言われたけど要らないと思った。（A）
・いつも夜になるとお腹が何かヘンな感じだった。夫は（帰宅）遅いし、自分で夜間救急へ行ったの。超
音波してもらって（妊娠）確認できたら安心した。だから、張り止めは 1 週間でたけど 1、2 日くらい
飲んで止めた。（B）

〈特別な私〉
妊娠後は産科に紹介されて通院している。不妊治療であったことは口外したくない。外来の待
合室では一般の妊婦と一緒に座っているが、頑張ってきた自分を一緒にしてほしくない。これま
での不妊治療での辛さを乗り越えた自分を大切にしてほしい。だから余計に妊娠の継続に拘っ
た。
不妊治療後の母親のモデルの不在や、彼女たちの居場所のなさは、不安・ジレンマとなり、ネ
ットワークはおのずと狭く、閉ざされたままでいる。不妊治療での先駆けは自分であり、人から
羨ましがられる存在になりたかった。
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・不妊治療中は、お姫様だった、周りが気を使ってくれた。（妊娠してからは）どうでもって感じな扱い
で・・。（不妊）治療中は番号で呼び出しだったのに今は名前で呼ばれ、診察台に上がって、次は、一
緒に待合で並んで座り・・・。こんな妊娠した人たちと一緒にしてほしくないと思った。みじめで、悲
しかった。（A）
・妊娠は皆（不妊治療の友人）が一番喜んでくれた。家族より（治療が大変だったのを）分かってくれて
いるから、嬉しかった。・・・出産まで行かなきゃと思った。
（B）
・（産後）おっぱいは出ました。同じ時期に産んだ人よりも誰よりも出て嬉しかった。でも、出たら出た
で、いろいろ聞きたいことあったが（スタッフにでも）聞きたくなかった。意地でも一緒にしてほしく
なかったし、おっぱいが出て羨ましいと言われたかった。

3）子ども
〈子どもの健康不安〉
不妊治療での子どもの健康には不安が付き物であった。一方、治療での胚の選定や胎児の成長
の確認は治療の成果が確実なものという裏づけとなり、子どもは選び抜かれ優れているものと思
え、不安と期待、双方の思いでゆれている。それは、子どもを得ることに真剣であればある程不
安定な言動となる。
・病院は、あんまり（赤ちゃんの）救命できるところは選びたくなかった。ギリギリのところで救っても
何かあったら一生背負わなくちゃならないでしょ。重症が救えるのは・・・。
・・・ごめんヤ（赤ちゃんに申し訳ない）けど。（A）
・出産は、とにかく元気な赤ちゃんを抱ければと思い、バースプランまでは考えられなかった。元気な
ら、（お産は）何でも良かった。（B）
・新生児室でね、（赤ちゃんが）並んでいると、こっちから見ただけで（IVF-ET による）治療の子って分
かるんですか。（B）
・公園デビューは怖くって、この子は他の子とは違うんです。（他の子は）あんなに走ったり、ぶつかっ
たら怪我でもしたら危ないでしょ、（他の子は）何を考えているやら。・・・うちの子は、選ばれた賢
い子ですから。（A）

〈母親モデルの不在〉
育児を始めての困りごとは誰かに聞きたいが、友人がいても既に出産してから月日が経ってお
り、今更で聞けない。そこで、体調不良、育児での困りごと等、直ぐに返答が欲しかったり、相
談や手助けは実母に集中することになる。しかし、実母のやり方は古いように思え納得できず、
結局、問題は解決しないままに、手探りですすむしかない。
・母親には感謝してる。でも、母親のようには（上手く育児）できない。いちいち世話をやかれるとイラ
イラする。誰も私（精一杯頑張っている）のこと分かってくれない。
（A）
・健診に行ったらね「あなたのところ何ヶ月？」って聞くの、そうしたら話しのきっかけになるでしょ。
それで良いのよ、困ってること話したら何か言ってくれるから、それ位の付き合いでやれる。本もいろ
いろあるし。その場限りで良いのよ。それ以上話しても役に立たないから。
（B）

―６―

4）夫との関係
〈変わらない夫〉
不妊治療は夫婦の合意のもとにすすめられている。不妊夫婦は、治療での同志となり、経済的
な問題、家事の分担、治療に伴う性に関する調整までも、あからさまに相談する必要があった。
妊娠以降は、将来の経済的な問題に向かう夫と、依然、妊娠に向き合っている彼女たちとの関係
は微妙となる。やがて出産し子どもがいる現実となるが、なかなか子どもに手が出ないぎこちな
い夫がいる。それが一般的な父親の反応であっても、子どもを持つことの意志の強さが治療から
持続している妻にとって、夫の頼りなさを痛感することになる。また、産後も実母の支援を受け
ているが、夫の育児参加を減らすこととなり、分かり合えない関係につながっている。
・妊娠は喜んでくれたけど、健診には一人で行っていた（不妊治療は一緒にやってきたのに）
。妊娠から
こっちは私だけがずっと治療の延長でしんどい。一緒に向き合ってくれないので腹が立つ。・・・怒り
で爆発した、喧嘩して泣き叫んだ。それで納得するしかなかった。・・・夫はいつになっても上手に抱
っこできないの。もう 1 ヶ月も経っているのに。（児）泣いているの分かっていても背中を向けて昼寝
してて知らん顔してるの。（A）
・仕事忙しいというがいっつも遅くまでで、飲んで帰ってくるようになった。・・・、帰ってきたころに
は（児）眠っている。顔も覗きに行かない時がある。本当に欲しかったの、と言いたい。欲しいんじゃ
なかったの？と、治療の時から思い当たることは沢山あるの。夫を見てると、本当に子ども欲しかった
のかなあ、と思ってしまう・・・。（B）

Ⅳ．考

察

夫婦の挙児希望の背景にはジェンダーアイデンティティ、日本の社会文化的背景や母性理念な
どがある。大日向は15）、特に日本において母性は生得的であり、母性は絶対的なもの、崇高なも
のであるという社会通念があり、価値的なシンボルとしての機能を与えられてきたと述べてい
る。そして、子どもがいてこそ夫婦であり、家族だとする家族観がいまだに根強いことを指摘し
ている。さらに柘植は16）、社会学の立場から不妊治療を受けている女性に面接調査を行い、ジェ
ンダーアイデンティティと挙児希望との関連を指摘している。それによると、女であるというこ
とはすでに「産む存在」として扱われるため、不妊は当然のことができないという自己の身体に
対する否定感、欠損感を生み出すと述べている。このようにジェンダーアイデンティティや母性
が女性の特徴、役割として重要だとする考え方は、子どもを生めない女性に〈子どもを持った将
来像〉を目的として不妊治療へと追い込む。普通なら子どもができるのにできない、その状態を
異常とみなすことで医師も不妊の人たちも、不妊は治すべき状態であるという認識を持つように
なっていた。
治療は女性の身体のコントロールを伴うものであるため、女性は子どもができるまで努力せざ
るを得ない状況に追い込まれ、受療への意思決定は最終的には女性に任される傾向にある。その
ため女性は自らが引き受ける状況となり、その厳しさはそれに立ち向かうために自己肯定感の高
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さ17）に反映していると考える。
そういった状況を経過しての妊娠は苦労した成果であり、手放しで嬉しいものと思われていた
が、そうではなかった。手に入れた妊娠が継続できる保証はない、後がない妊娠であり〈この妊
娠にかける〉ため一層医療に頼っていた。
また、IVF-ET による、精巧な画面を用いての卵の説明や、よりグレードの高い胚を選ぶこと
は、子どもを得ることに対する大きな期待から、その子が選ばれた優れた子どもであるという親
の願いにすり替わっていた。
妊娠が成立した以降は、治療に伴走していた夫は、その役割から〈変わらない夫〉として従来
の夫の役割に戻ることになる。経済的な支えは必要である。一方、妻は不妊治療から産科の健康
診査と、診療科目は代わるが大きな手応えはなく継続したものであるため、妊娠という大きな目
標が達成した以降は、次の分娩という目標に向かって孤独にすすむこととなる。妻は治療・妊
娠・分娩と全てを引き受けることとなっていた。そこには、
〈特別な私〉であったはずが一般の
妊婦と比較し、妊娠が自然でないことに対するコンプレックスや、卵を操作するといった非常に
大きい医療介入があったことによる〈子どもの健康不安〉とすれ替ることとなる。不妊夫婦が自
ら選択し治療は覚悟の上とはいえ、自然妊娠の母親以上に不安が強いことは容易に察することが
できる。近年、医療介入での妊娠成立はリスクが高いことが報告されてきている。
妊娠が正常に経過しているかどうかについて、不妊治療でのタイム・スケジュールのようなも
のは無く、女性自身が自らの身体と向き合い正常から逸脱しないように自発的に日常生活を管理
していく必要がある。これまでのように不妊治療の指示に従って、それを死守するといった受け
身の身体管理からの転換は難しい。転換ができたとしても、妊娠が維持されているかどうか、自
身の体調との向き合いに終始すればするほど、自身の胎内の子どもが気がかりになり、不安はま
すます深まりネガティブなものになるといわれており、そういった環境の中で子どもへの思いを
高めることは難しいと考える。
一般的な考え方として、夫婦の妊娠に対する積極性に大きく影響を及ぼすものは
心積もり

子育てへの

であり、そして妊娠はまったく正常な出来事であり不安定ながらも親子の結合の始ま

りである18）としている。夫婦が不妊であった場合、不妊治療の開始は子どもを得ることへの切望
であり子育てへの強みになるといえる。しかし実際には、不妊治療では妻の妊娠成立に焦点が当
てられ、妊娠期では子どもに対する思いは強いものの一般の妊婦の持つ不安に加え、不妊治療後
妊婦には妊娠維持への不安、夫との関係調整や周りの大きな期待が存在するため孤独であり過度
な不安状態であると考える。やがて、出産し胎内から認識できる現実の子どもとして移行して
も、まず、確かめてから手を差し伸べる触れ合いから積極的行動へと移行する19）のに時間を要し
ても不思議ではない。そして、高年齢やコンプレックスからか〈母親モデルの不在〉があった。
このように、IVF-ET によって妊娠・出産した女性の親への適応は、妊娠の維持・子どもの健
康への不安から遅延する傾向にあると考える。これは、IVF-ET を採用した妊娠・出産での特性
として、それに沿った支援が必要であるということである。例えば、育児技術の習得が遅かった
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りすることに対しては、それに要する時間の確保が必要であると考える。

Ⅴ．ま

と

め

この度、IVF-ET における妊娠・出産した女性の親への適応状況について、女性不妊 2 名の協
力を得て、面接しその語りから明らかにしようと試みた。その結果、女性は女性自身に内在する
規範もあり、主となって子どもを得ることに積極的に取り組んでいた。妊娠後は、不妊治療であ
ったことと、妊娠の継続への不安が強く、分娩・子どもといったところまでの考えに至っていな
い傾向にあり、親への適応は遅延する傾向にあった。
今回の調査の限界として、一般的な事例ではあるが 2 名であることであり、今後は不妊原因別
にもみることが課題である。
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注
i

「語り」とは、Uwe Flick, 2002、石井，1995、氏家，1996 らによると、知と経験の一表現様式であり、
テーマに関連したストーリーのナラティブを引き出す技法で求めるものである。研究の理論的背景
は、非調査者の主観的な見方と実践の分析にある。この方法の利点は、①語りはある種の自立性をも
って行われる、②人々は自分自身や自分の生に関して理論の形で把握していることよりも多くの事を
知っているし表現できる、③語りとしての表現と語られた経験との間に相違関係があると仮定でき
る、という点にあり、一般的インタビューでは得られないデータをもたらす。この調査において「語
り」という方法を採用したねらいは、臨床において実際に見受ける状況から、量的調査によって言い
切れない事柄、潜在しており社会的に分かってもらいにくい問題とされにくい事柄、あるいは問題化
する前の状況などを明らかにしていくためには、事例による「語り」によって女性クライエントの意
識構造を解き明かすことが可能であると考えたためである。
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小児在宅ケアにおける訪問看護師と
母親の信頼関係構築の様相

森

本

喜代美

Ⅰ．は じ め に

近年、療養の場が在宅に移行する中、医療的ケアを継続しながら在宅で療養する子どもは増加
している。その背景には新生児医療、小児救急医療の進歩により救命率は向上したものの、人工
呼吸器装着など医療依存度が高い重症児が増え、新生児集中治療室（以下 NICU）の病床不足が
社会的な問題となり、急性期を脱した長期入院児の在宅への移行が進められたという事情があ
る。また、NICU 長期入院が親子関係や子どもの成長発達に及ぼす影響は大きく、早期に退院し
家庭や地域で療養生活を送ることが望ましいと考えられるようになった。その結果、人工呼吸器
管理を必要とする児（気管切開、持続陽圧呼吸療法を含む）の NICU 退院は 2004 年から 2013
年の 8 年間で 5 倍に増え、退院した児の 7 割が自宅に帰っており、昨今では医療依存度の高い子
どもの在宅療養はあたりまえとなってきている。正確な数は不明だが、超重症児は全国で 8 千人
から 1 万人おり、その 7 割が自宅で生活しているといわれている（前田，2012）。
しかしながら、在宅で暮らす重症児を支える小児在宅ケア支援体制は、小児在宅医療を行う医
療機関の絶対的不足、社会資源の貧弱さ、制度の複雑さ、学校等教育とのかかわりなど、様々な
課題が指摘されている（前田，2012）。これらの課題は家族への負担を増大し、重症児の療養生
活の破綻を引き起こす状況が考えられる。特に医療と生活の両側面から支援できる訪問看護の存
在は小児在宅療養の要となるべき支援にもかかわらず、小児訪問看護を提供している訪問看護ス
テーションは全国の訪問看護ステーションの 37.1％ にすぎない。一方で利用者数は増加傾向に
ある（2011 年保険局医療課調べ 2001 年度比約 5 倍の増加）（全国訪問看護事業協会，2011）。
子どもが生活の場である在宅で家族と暮らすことは本来の姿であり、重症度に限らず子どもと
その家族の QOL を高めることにつながると述べており（及川，2012）、支援のかなめとなる訪
問看護支援のニーズは高く、今後小児訪問看護が実践できるステーションが増えていくことが求
められている。
これまでの研究で、小児訪問看護を困難にしている理由として、
「社会資源の不足」「医師との
連携の困難さ」が指摘されている（片山，2009）。一方、訪問看護ステーションが小児訪問看護
の実践をためらう理由として、「小児看護の知識が不足」
「重症児が多い」
「かかりつけ小児科医
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がいない」「保護者とのかかわりが難しい」が挙げられている（松本，2015）。また小児訪問看護
を実践している訪問看護師への調査では、看護師の役割は『療養者の伴走者として家族全体を支
援すること、特に支援の半分は母親のバックアップ』と感じており、実践上の困りごとの一つに
『母親とのかかわりのむずかしさ』があることを指摘している（田辺，2012）。これらのことか
ら、小児訪問看護の実践において、母親との関わり、母親との信頼関係の構築が重要な位置を占
めるのではないかと考えた。
そこで今回、小児訪問看護を実践している訪問看護師がどのように母親と信頼関係を築いてい
るのか、その様相を明らかにした。このことは小児訪問看護を実践する上での困難の軽減を図る
ことにつながり、看護の質を向上する一助となり、小児を受け入れる訪問看護ステーションの増
加が期待できると考える。

Ⅱ．研 究 目 的

本研究の目的は小児訪問看護を実践する訪問看護師が、母親と信頼関係をどのように築いてい
るのか、その様相を明らかにすることである。

【用語の定義】
「小児訪問看護」とは 18 歳未満の超重症児や病弱児に対し、医師の指示書に基づいて居宅等で
提供する看護をいう。
「医療的ケア」とは医療職でない者が行う医療ケアで、教育の現場や在宅医療で日常的に家庭に
おいて行われる医療的生活介護、援助行為のことである。
「信頼関係」とは、小児在宅ケアにおける母親−看護師の相互が『信じて頼りにする、頼りにな
ると信じる』関係をいう。

Ⅲ．研 究 方 法

1．研究デザイン

質的記述的研究

2．調査方法
1）対象
A 県の訪問看護ステーション連絡協議会に、小児訪問看護を受け入れている訪問看護事業所
の紹介を依頼し、紹介を受けた訪問看護事業所所長から推薦された小児訪問看護を担当する訪問
看護師で、研究協力の承諾が得られた 5 名。
2）データ収集方法
半構造化面接法を採用し、インタビューガイドを用い、個人面接をする。
（1）データ収集期間：平成 26 年 3〜4 月
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（2）面接内容：①対象の属性（年齢・職位・勤務形態・看護師経験年数・訪問看護師経験年
数・主たる経験領域・小児訪問看護担当件数・ステーション全体の小児の受け入れ数）
②．小児の訪問看護を実践されている中で印象的な 1 事例について（対象の年齢・性別・
主な疾患（障害）
・家族背景・訪問看護利用までの経過（関わりのきっかけ）訪問看護開
始後の経過（現在の状況）
（3）面接方法：面接時間は 60 分程度とし、インタビュー内容は、本人の許可を得て IC レコ
ーダーに録音した。

3．データ分析法
収録したデータを逐語録にし、
「母親と訪問看護師の信頼関係の構築」について語っている事
柄を抽出し、文脈または段落ごとにコード化し、質的帰納的に内容を分析した。

4．倫理的配慮
研究者が所属する大学の生命倫理委員会の承認を得た後、A 県の訪問看護連絡協議会に調査
協力を依頼した。依頼に際し、文書にて研究の趣旨目的、研究協力者のプライバシーの保護、研
究による不利益及び危険性に対する配慮、協力者の自己決定の権利保障、情報開示、研究成果の
公表について説明し、同意書への署名をもって同意が得られたものとした。インタビュー内容は
協力者から口頭で許可を得て IC レコーダーに録音した。

Ⅳ．結

果

1）対象の概要
対象者 5 名の年齢は 40 歳代 2 名、50 歳代 3 名、看護師経験年数は 25.8±3.5（うち訪問看護
7.6±3.2）で 3 名が小児科領域（NICU を含む）での勤務経験を有していた。現在の小児事例担
当件数は 4〜6 件であった。

2）母親と訪問看護師の信頼関係構築の様相
分析の結果、4 のカテゴリ、12 のサブカテゴリが抽出された。
カテゴリを【

】、サブカテゴリを《

》、コードを『

カテゴリ
受け入れを待つ

』で示す。
サブカテゴリ

母親と児の

今まで

を理解し尊重する

介入開始時の不安や葛藤を理解する
母親との世代のギャップをうめる方策を講じる

― １３ ―

母親と児の育ちを見守る

卒業や入学への思いを共有する
成長の過程で生じる課題の対処を見守る
児の成長を見守る
距離をおき母親の育ちを期待する

ニーズに応え、安心を提供する

児の苦痛のないケアの提供
母親の時間

長距離通院や検診同行のニーズに応える

を提供

母親と地域や多職種のつなぎ役を担う
医師や行政への窓口になる
地域へ出る手だてを支える

（1）【受け入れを待つ】
このカテゴリは、
《母親と児の

今まで を理解する》
《介入開始時の不安や葛藤を理解す

る》《母親との世代のギャップをうめる方策を講じる》の 3 のサブカテゴリで構成され、訪問
看護師は母親と児への訪問看護介入を開始する時点から経過の中で信頼関係構築に向けて受け
入れを待つ努力をしていた。
訪問看護師は、訪問開始時 「本当にお母さんなの？という雰囲気があった」 と『母親と児
との距離感や児に対する態度に戸惑い』ながらも『父の存在がないことや祖父母との関係が希
薄』で 「ご両親に頼れず、仕事もできず A ちゃんと二人で暮らしてきた」、「ほんまに子ども

の首を絞めそうになった自分があったというのをきいた」「生まれてから色々なお腹の手術や、
出産した病院から、NICU の受け入れのある病院とかを転々としながら生活していた」 等、
様々な母親の人生や母親と児の今までの生活を知り、
《母親と児の

今まで

を理解する》こ

とで、「先入観をもたないのがよかったのか、もつと一歩引いてしまい何も話してくれなかっ

たと思う」、「彼女の生い立ちとか、そういうことを少しずつ話してくれて関係ができていっ
た」 と語った。
また 「吸引の手技を確認してほしい」、「離婚後、先天性の心疾患を患っている児を連れて実

母のもとに転居してきた」、「お母さんがお風呂に入れている時のチアノーゼなどに不安があっ
て、家族が市に相談した」 と『介入のきっかけは様々』で、母親は離婚、転居、病状変化等、
『介入まで不安や戸惑いを抱えての生活』を送っていた。訪問看護師は 「私とてもできないわ

という態度に驚いたが、お母様が自分の子どもに管を入れることはかなり抵抗があったと思う
のですが、こんなのできないという思い、けれどこれをやっていかなければいけないという葛
藤があったのかと思った」 と開始時、手技確認をする中で、医療的ケアを行う母親の思いを
察したこと《介入開始時の不安や葛藤を理解する》で、「 自分で取り切れないときなど連絡が

くるようになった」 と母親にとって頼りになる存在となっていった様子がうかがえる。
訪問看護師は自分の子ども世代である母親に対し、「お母さん教育も必要で、週 2 回訪問に

行っているにも関わらず、何度かドタキャンされたし。電話をするようになったら、最近向う
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からラインで何時からいますしとか、保育園お休みなのでいつでもいいですとか連絡があるよ
うになった」 と『母親の自覚の芽生え』があり、「今の時代の子たち電話にはなかなか出ない
けど、メールはすぐつながる。なかなか連絡取れないお母さんたちがいて入院したのか退院し
たのかわからないから、本当に困ったときとか緊急時はラインでつながる」 と『ラインでつ
ながる』《母親との世代のギャップをうめる方策を講じる》ことで関係を維持していった。

（2）【母親と児の育ちを見守る】
このカテゴリは、
《卒業や入学への思いを共有する》
《成長の過程で生じる課題対処を見守
る》《児の成長を見守る》
《距離をおき母親の育ちを期待する》の 4 のサブカテゴリで構成さ
れ、訪問看護師が母親と児を支援する経過の中、母親と児の育ちを見守る姿勢で関わってい
た。
訪問看護師は母親と児の入園、入学や卒業など成長過程の節目を見守っていた。
「 やっと人

間関係が出来てきて、お母さんも彼女のケアだけでなく、一緒に母親として娘の成長を喜ぶと
いうことになった」 時に 、「これ見てくれる？と、娘の卒業式にこれ着せたいと思うけど、ど
う思う？どっちがいいと思う？と服をコーディネートし始めたんです」、「彼女の成長を喜ぶお
母さんも認めていってあげないと、そこにくるまでの時を一緒に歩んでこれた」「やっぱり訪
問すると、どこも学生の間は、もうすぐ入学やなとか夏休みやなという、そういう会話があ
り、一緒に歩みながら、最後高校の卒業やったのかな」 と『見守ってきた卒業までの姿』が
あり、「また学校上がっていくと嬉しいですし、保育園とか受け入れて下さって、運動会に行

ってみんなと遊んでいると嬉しくなったりとか。お母さんじゃないけど、お母さんのような気
分になってしまいますね」 と、信頼関係が築かれる中で《卒業や入学への思いを共有する》
ことができていた。
訪問看護師は児の成長過程で生じる 「今度は教育の面、お母さんとしては普通学級に行かせ

たい気持ちが年長を迎えるころ聞いたら、思いはそれだけど、設備が無理なら養護学校の方に
なるのかなというのがある」 や、「療育とか育児じゃなくてだんだん教育になってくると、ち
ょっとそこで専門的に学校の先生、教育委員会の方の人との関わりも出てきて、いろいろ壁に
はぶち当たるかな」 といった『教育・進路に対する母親の不安』や 「同級生の子たちと同じ
ように出来ないから、病気で私は出来ないと逃げているのか、甘えなのか病気でごまかすとこ
ろが出てきた」、「甘やかしてはいけない、どこまでをこの子を受け入れて、どこからが教育と
してびしばしとやっていかなくていけないのか、お母さんも行きづまって」 といった『反抗
期の到来』に際し、母親の不安や解決への取り組みに、母親の思いを汲んだ児への関わりがで
きるよう見守る姿勢で関わっていた。
また 「自分の子どもの成長にリンクするというか、こんな時もあったよなとか、そういう思

いで見ているというか」、「ビデオ見ながら歌ってダンスしたりとか、そんな姿とか、絵本でそ
んなにしゃべれないが、動物の名前をちょっとずつ言えるようになったりとか、在宅だからそ
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んな成長を見られる」 と、『訪問看護師自身の母親経験をとおして感じる成長』や『自宅での
児の姿をとおして感じる成長』を母親とともに喜び見守っていた。
一方で 「母親の性分で無理なことを言っている時、これは親がやることやと線を決めてきっ

ちりと伝えます」「それって甘えてない？って言うことあります」「線引きしないと子ども可愛
さに巻き込まれてしまう。一歩引いて客観視していかないと」 と『母親と距離を置く』こと
や 「その言葉は違うよと、お母さんにも私たちが、考え方が違うと言うこともある」 と『母
親の考えの違いを伝える』ことで、《距離をおき母親としての成長を期待》していた。

（3）【ニーズに応え、安心を提供する】
このカテゴリは、《児への苦痛のないケアの提供》《 母親の時間

を提供》《長距離通院や検

診同行のニーズに応える》の 3 のサブカテゴリで構成され、母親のニーズを引き出し、看護職
としての専門性を発揮することや、現在のシステムでこたえきれない部分を補い、ニーズに応
え、安心を提供することで信頼関係を構築していた。
訪問看護師は 「病院のように慣れたところでするのでないので、私も失敗するかもしれない

し、苦しい事を目の前でするわけですので、お母さんの前でするのはすごく緊張するんで
す」、「お母さんの前での手技はフ゜レッシャーがあったのですが、ひとつ一つ一緒にというの
が大事だったのかなと今は思います」 と『プレッシャーの中でのケアの提供』をしつつ、一
方で 「お母様の手技よりも私が吸引するとすっきりとれるので、すっきり取れる方が、一回の

手技で早くとれる方が後の負担が少ないし、何回もやることの方がお辛いですよね」、「思春期
に入る女の子の鼻に管を入れて、鼻水だらけ涙が出るところにね、そこにニキビが出来るよう
な肌のところにチューブを貼るわけですから、出来る限りかわいい形におさめてあげたい」
という『児の苦痛や女児への配慮したケアの提供』が、「お母さんも多分困った時に技術を認

めてくれてから、少しずつの人間関係が上がっていったのかなと思います」 の思いとなって
おり、《児への苦痛のないケアの提供》が人間関係の構築につながっていた。
訪問看護師は、「お母さんが運動会みに行くとか、授業参観とか、でも日曜日とかオプショ

ンで」、「看護師が入ることで、上の子の参観に行けるようになると、私たちも信頼してもらえ
たというのもあるし、嬉しい、お母親さんもリフレッシュできるし」 と母親が訪問時間に兄
弟の授業参観や運動会等参加できるように『兄弟と過ごす時間の提供』することや、「双子の

もう一人も一緒にお風呂に入れていました。こっちが泣いたらこっちのお世話をし、そっちが
泣いたらそっちのお世話をして。ちょっとでも時間があれば、お父さんお母さんの気分転換で
出かけられる時間を作りたい」、「私らが行くときくらいはお母さんちょっと休んで」 といっ
た『母親の休息時間を提供』する等、
《 母親の時間

を提供》していた。

また人工呼吸器装着や心疾患の児にとって外出の機会は限られるが、その『移動中の不安と
負担』は 「カンファレンスに行くにも大変な道のりを、お母親さんは一週間に何回も走ってい

る。あるお母親さんが吸引をしながら車はしれないから、信号の間にと、よっぽどの時は路肩
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に寄って、しばらく止まってゼコゼコなくなってからもう一回走っている」、「難病でうとうと
すると人工呼吸器をつけないといけないんです。検診や予防接種のたびに一緒に車に乗って行
きました」 と語られたように大きい。「同行は訪問看護にしか頼めない」 状況の中で訪問看
護師は《長距離通院や検診同行のニーズに応える》ことで、母親に安心を提供し信頼を得てい
た。

（4）【母親と地域や多職種のつなぎ役を担う】
このカテゴリは、《医師や行政への窓口になる》《地域へ出る手だてを支える》の 2 のサブカ
テゴリで構成され、訪問看護師は母親と児が地域で生活を継続する上で、母親と地域や多職種
のつなぎ役を担うことで信頼を得ていた。
訪問看護師は母親の『窓口が一つでない行政に困惑する』様子から 「私は行政にも違うとこ

ろの訪問があっても、行政の前を通る時はその人としゃべりに行きます。福祉の担当の人とも
しゃべります」、「私たちが問題をもって、お母さんに働きかけるけれど上手くいかないとき
は、市の人を巻き込んで会議になる」 というように『行政に働きかける』ことや、「医療依存
度の高い人はその都度退院のときに一緒に関わらせてもらい、機械の指導をしてもらってい
る」、「お母さんではちんぷんかんぷん、本人が分かっていないから伝わらない、いつも私が
飛んでいかないといけない。保育園とか、こっちでオペするのだったら、こっちの病院に連絡
したりとか」「受診やったら今までの報告書を渡しても読んでもいないから、もう一回ずつ電
話して状態報告したりしないといけない。どのお母さんも看護師さんからしゃべってもらえま
せんかと言います」 というように『病院につなぐ』ことで医師や行政への窓口になっていた。
また訪問看護師は母親の 「孤立するような感じでもなく、先に先に読み取って自分から働き

かけていくところがあって、家に連れて帰ってくるのやったら、自分以上に家族以外に知って
いてほしい」 という思いを、「私が研究発表することになるけどと言ったら、それはありがた
いと言われて」 研究会で発表することや保健師、他職種への情報発信、幼稚園への入園調整
等によって《地域へ出る手だてを支える》ことで信頼を得ていた。

Ⅴ．考

察

訪問看護師へのインタビューを通して、以下の示唆が得られた。
1．介入開始時から母親と児の

今まで

を理解し尊重しつつ、受け入れを待つ

小児訪問看護を担当する看護師は、
『母親と児との距離感や児に対する態度に戸惑い』を感
じたとしても、母親の人生や母親と児の今までの生活を知り、
《母親と児の

今まで

を理解

する》こと、そして、今までを尊重し、容認することで、母親から支援者としての存在を受け
入れられ、信頼を得ていた。小児看護において、 子どもと家族を主体とした支援

は周知の

ことであるが、医療的ケアや育児（介護）を日常的に行わなければならない小児在宅ケアにお
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いては家族の中でも母親の存在が大きい。
「小児訪問看護の支援の半分は母親のバックアップ
すること」というほどに母親はコーディネーター役割、医療的ケアの実践者として何でもでき
る存在で、その母親に寄り添い、向き合い、ともに考えることが訪問看護師の役割であると述
べている（田辺，2012）。この支援を充実させていくことで母親と看護師の良好な関係が築け
るとも推測される。しかし、近年、少子高齢化が進むなかで、晩婚化、高い離婚率、経済的不
安定等、子どもを取り巻く社会は変化している。本研究で得られた結果でも、
「母親と児の
今まで 」「訪問看護の介入のきっかけ」はさまざまで複雑、生活上の苦痛や課題要素を有し
ていた。小児の在宅療養をどのように行っていくかは母親の思いに左右されること多い（堀，
2014）。奈良間（2014）は在宅での医療的ケアを「無理、できない」と感じることが少なくな
いがそれは子どものこと、家族のことを大切と感じているからこそ抱くもので、看護師は親が
感じるこの気持ちを受け止めていくことが大切であると述べている。介入開始時の不安や葛藤
を理解し受け止めること、また、なかなかコミュニケーションが図れない若い世代の母親との
ギャップをうめる方策を講じ、母親からの発信を待つことで受け入れられ、信頼関係を構築す
ることができると考えた。
2．児の苦痛軽減や母の思いに配慮したケアの提供
訪問看護師は母の前での医療的ケアにプレッシャーを感じながらも、児の苦痛や女児への配
慮したケアを提供することで、母の子どもの苦痛がないように大切に育てたいという思い（松
岡，2014）に応えていたと考える。母のケア技術が向上するに伴い看護師に求める水準が高く
なることもある（前田，2007）。信頼されるケアの提供には看護師の能力向上も必要となる。
また、今回の対象者のうち 3 名が小児科領域の経験を有していた。訪問看護実施において小児
科領域の経験は必須条件ではなく、必要十分条件と考えられている。しかし、彼女たちは経験
があることで「自信をもって担当できる」
「病院での治療のつらさなどが共感できる」と利点
を語った。これらは信頼関係構築において経験を有することのメリットと考えられる。
3．地域包括ケアシステムのもとで母親と地域や多職種のつなぎ役を担う
地域で医療的ケアが必要な小児が生活する上で医療、福祉、教育との連携の図ることがモデ
ル事業として制定された。本来、地域包括ケアシステムは介護保険制度の中で提唱された概念
であるが、将来はすべての年齢の人々に適用されるべき概念と考えられており小児における在
宅医療の体制構築が推進されている。しかし現状では小児在宅ケアの対象となる児が受診する
病院は高度医療を提供する病院で、地域のかかりつけ医ではない。そのため日常の様子や病状
の変化など母親だけでは伝えきれない、母親の不安がみられ、訪問看護師が代弁者、つなぎ役
を担い、母親からの信頼を得ていると考える。また行政や福祉サービス、保育、教育機関にも
同様の役割を担っている。信頼関係構築の一助となってはいるが、この役割を担うコーディネ
ーターがシステムの中で機能してないことがあり、介護保険でのケアマネージャーのように明
確に位置付けられることができれば母親の不安、負担が軽減されると考える。
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Ⅵ．お わ り に

小児訪問看護における母親と訪問看護師の信頼関係構築の様相は、母親と児の

今まで

を理

解し尊重しつつ、受け入れを待つことに努力し、
【母親と児の育ちを見守る】姿勢と【ニーズに
応え、安心を提供する】をもって信頼を得、関係を構築していた。また【母親と地域や多職種の
つなぎ役を担う】ということで、医療職としての存在を示し、より一層の関係を構築していると
考えられる。これらの有様を一人ひとりが担うのではなく、所属するステーションのスタッフの
後ろ盾があってこそ、可能となると考えられる。しかし現行制度の未整備、未充足によって訪問
看護師、母親と療養児に負担がかかっていることも明らかとなった。今後、母親との関係を良好
に保つすべを習得し、小児訪問看護を実践できるよう、システムの整備、医療職の小児看護に関
する知識実践能力を向上する、一人で抱え込まないで管理者に相談できる体制整備が課題であ
る。
本研究をまとめるにあたり、協力いただいた訪問看護ステーションの皆様に深く感謝申し上げ
ます。
本研究は第 3 回在宅看護学会学術集会にて発表した。
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イザイホーが久高島の女性に与えたもの
──2017 年のインタビュー記録から──
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イザイホーは沖縄県久高島において執り行われてきた女性が神女（ハミンチュ）に就任するた
めの儀式であり、12 年に一度、行われてきた。久高島では年間 20 以上の多くの神行事（表 1）
が住民の生活に息づいており、神女はこれらの神行事を執り行うという重要な役割を担ってき
た。しかし、イザイホーを受けるためには、島で生まれ育ち、島の男性と結婚していることな
ど、厳しい決まりがあるため該当者が減少し 1978 年を最後に行われてない。そのため、イザイ
ホーを受けた神女は現在、最も若くても 70 才代である。彼女たちは高齢でありながら自宅の商
店の店番や浅瀬でタコや貝を捕ったり、家事を担っているだけでなく、久高島での重要な役割で
あるウミヘビ漁や薫製作業を担っている。また、島の集落内にはベンチや商店の店先など、人が
集まる場所が数カ所あり、そこに夕方になると、決まったように人が集まり、海や景色を眺めた
り、話をしたり、団らんの時間を過ごしている。そして、生活の中には神への感謝と祈りが存在
する。
かつて久高島では島で生まれ育ち、一定年齢（30 才から 41 才）になった主婦は神女になるこ
とになっており、その就任の儀式がイザイホーである。このとき、女性は祖母の香炉すなわち祖
母霊を引き継ぐ。イザイホーを受けて神女となった女性はナンチュ（30〜41 才）、ヤジク（40
代）、シュリユリタ（40 代後半〜50 代前半）、ウンサクー（50 代後半）、タムトゥ（60〜70 才）
となり島で行われる神行事を支える。70 歳でテーヤク（退役）を迎え島で行われる神行事の役
割から引退する。神女に就任した女性のもうひとつの役割は家族を守護することであるが、これ
は就任後、一生涯をとおして続く。イザイホーの本祭りは旧暦の 11 月 15 日から 4 日間にわたっ
て執り行われ、その 1 ヶ月前にイザイホーを行う事を神々や御嶽の守護霊に報告する儀式から始
まる。本祭りの概要を表 2 にまとめた。
イザイホーは学術的にも重要な意味を持つため、多くの文献が出版されているが、事実関係を
記録したものがほとんどである。本研究では、イザイホーを受けた女性にインタビューを通じ
て、その生涯について、特にイザイホーを受けて神女となったことについて、そのときの様子や
心情について語っていただき、当事者の視点で記録し、イザイホーが彼女たちの生き方にどのよ
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表1
祭祀名

久高島の年中行事
祭日（旧暦）

正月
ピーマッティ
ソージマッティ
ヒータチ
ウプヌシガナシー
三月網
竜宮マッティ
マッティ
ハマシーグ
ハンザァナシー
ソージマッティ
キスクマーイ
マッティ
ミルクゥグヮティ
ウプマーミキ
七月網
ヤーシーグ
カシキー
ハティグヮティ
ヨーカビー
テーラガーミ
十五夜
ハンザァナシー
マーミキグァ
アミドゥシ
フバワク
ピーマッティ
ウプヌシガナシー

1 月 1 日〜3 日
1 月吉日
1 月中旬ミンニー
1 月か 2 月ミンニー
2 月中旬ミンニー
3月3日
3月3日
3 月中旬ミンニー
3 月 29 日
4 月中旬ミンニー
5 月中旬ミンニー
6月1日
6 月中旬ミンニー
6 月 16 日
7 月中旬ミンニー
上祭祀後ミンニー
7 月 29 日
8月9日
8 月 10 日
8 月 11 日
8 月 12 日
8 月 15 日
9 月中旬ミンニー
10 月中旬ミンニー
11 月 13 日
11 中旬ミンニー
12 月吉日
12 月ミンニー

祈願内容
健康祈願
火の祭
麦の穂祭
大漁祈願
健康祈願
漁労訓練
魂鎮め
麦の収穫祭
害虫祓い
祓い潔め
粟の穂祭
キスク漁
粟の収穫祭
太陽の祭
大漁祈願
大漁祈願
害虫祓い
豊作祈願
お払い・健康祈願
うたき参り・お祓い
お祓い
月の祭・健康祈願
祓い潔め
大漁祈願
大漁祈願
お祓い・健康祈願
火の祭の結び
健康祈願の結び

ミンニーとは壬（みずのえ）
、癸（みずのと）
、甲（きのえ）
、乙（きのと）の 4 日間をいう
＊比嘉康雄（2000）「日本人の魂の原郷沖縄久高島」を参考に作表
表2

イザイホーの本祭り 4 日間の概要

1 日目早朝

「祖母霊の香炉の継承式」 祖母霊の拠り所になる香炉をイザイニガヤー（イザイホ
ーを受ける者）が引き受ける儀式

夕刻

「七ツ橋渡り」

イザイニガヤーが七ツ橋を渡って祖母霊のいる七ツ屋に
入っていく儀式

2 日目午前

「洗い髪たれ遊び」
（ハシララビアシビ）

七ツ屋（他界空間）で祖母霊と一夜を過ごしたイザイニ
ガヤーがこの世に登場して舞う儀式

3 日目午前

「朱付」
（シュリイキ）

祖母霊と合体したイザイニガヤーが守護力を備えたナン
チュとしてこの世に登場し、一人前の神女として認証を
受ける儀式

4 日目午前

「家まわり」
（アサンマーイ）

ニラ−ハラー遙拝のあと、守護力を備えた神女が家に帰
り、守護される者の象徴である兄から酒盃を受ける儀式

4 日目午後

「桶まわり」
（グウキマーイ）

外間殿、久高殿においてイザイホー無事終了の祝宴の儀
式

＊比嘉康雄（1989）
「神々の古層⑤主婦が神になる刻

イザイホー〔久高島〕
」を参考に作表
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うな影響を与えたのかを考察した。

方

法

本研究ではイザイホーを経験した女性にイザイホーを受けたときの様子や心情に焦点を当てな
がら、その生涯についてお話していただき、フィールドノートに記載してまとめた。
1 ）対象：久高島在住のイザイホーを経験した女性を対象とし、研究目的や趣旨を説明し協力を
依頼し、承諾が得られた方にインタビューを行った。イザイホーを受けた女性については文
献 6）に公開されている名簿をもとに探した。
2 ）インタビュー：あらかじめ決めたインタビュー項目に沿って行った。その際に出来るだけ自
然な会話ができるように録音等はせず、フィールドノートに記録した。
3 ）インタビュー項目：①生まれた年、②イザイホーを受けた年、③子どもの頃のイザイホーと
の関わり、④イザイホーを受けたときの様子や気持、⑤神行事についての様子や気持、⑥テ
ーヤクを迎えたときの様子や気持、⑦現在も続けている神事、⑧振り返ってイザイホーを受
けたことや神行事を行ってきたことに対しての思い。
4 ）倫理的配慮
研究の趣旨とインタビュー内容について説明し、協力を依頼し、承諾が得られた方を対象にイ
ンタビューを行った。対象者が高齢者であることを配慮し、インタビューによる疲労に注意し、
1 回のインタビューは 30 分程度とし、聞ききれない場合は複数回に分けて行った。精神的負担
を生じさせない配慮として、話したくないことは話さなくても良いことを伝え、話を聞く側の態
度としては、共感的態度で臨み、敬意をもって向き合った。
なお、本研究は本学生命倫理委員会の承認を受けて行った。（承認番号：16-11-001）

結

果

比嘉による 1979 年の記録ではイザイホーを受けた女性の氏名が記録されており、1942 年にイ
ザイホーを受けた女性は 14 名、1954 年は 7 名、1966 年は 30 名、1978 年は 8 名、合計 59 名で
ある。その中で現在の久高島在住者は 31 名、老人ホームや娘と暮らすなどの理由で島外に暮ら
す人は 4 名であった。その中から、インタビューに協力していただけたのは、13 名であった。

1．生涯をとおしてイザイホーに対するそれぞれの体験と思い
［事例 1］H. U さん（1923 年生まれ、1954 年のイザイホー）
久高島で生まれ台湾に移住し小学 6 年まで過ごし、那覇に住んでいたが、戦争のため島に戻っ
た。25 才で結婚して、26 才で長男を出産した。小さい頃からイザイホーを見ていて、自分もあ
んなふうになりたいと思っていた。イザイホーについては不義理をしていたら七つ橋を渡るとき
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に落とされるので、儀式に出ることができるのは誇らしいことであった。イザイホーの円舞に使
った扇を開いてかざして凜とした眼差しを見せてくださった。神行事については、大変なことと
は思わなかった。神行事に参加できることは楽しい、嬉しい気持、堂々とした気持で、誇りであ
った。身も心も清らかな、しあわせな人が出ていて、からだが不自由でも出られないので、イザ
イホーを受けることができない人からうらやましいと思われると思った。テーヤク＊1 の時は御
嶽に来れる最後の日であり、淋しい気持ちだった。御嶽ではご馳走を配って、くばの葉をもって
踊った。
［事例 2］T. N さん（1925 年生まれ、1966 年のイザイホー）
子どもの頃のイザイホーは普通に見てた。特別な感情はなく、日常的なこととして受け止めて
いた。イザイホーを受けた時については、年齢が来たら入るから当たりまえと思っていた。ノロ
さん＊2 のまねをしてノロさんのとおりに歌った。家族がイザイヤマ＊3 にお弁当を届けてくれた
ことが思い出として残っている。イザイホーに入ったら年中行事はやらないといけないから、あ
たりまえのことと思って、みんなと一緒だから楽しかった。
昔は八月マッティ＊4 のグルイ（円舞）のときも大勢の神女が 2 周円を作ってその中に子ども
の円ができて 3 周だったと、昔の盛大な光景を懐かしむ表情を見せてくださった。テーヤクの時
は、それ以降は神行事に参加出来ないので淋しい気持ちだった。生涯を振り返って、イザイホー
に入ったから御願みが出来るようになった。家族の為に良かったと思っている。今はイザイホー
が行われてないので淋しい。
［事例 3］S. N さん（1925 年生まれ、1966 年のイザイホー）
小学校を卒業してパラオに移住し、18 才の時に戦争で久高に戻り、23 才で結婚した。子ども
の頃、イザイホーは見てない。30 才の時に台風で海人＊5 である夫を亡くし、民宿を営み 6 名の
子どもを育てていたので、苦労していたが、久高に生まれてイザイホーに入らないと良くないと
の思いから、また、子どもたちのためにイザイホーに入った。父の母の姉から香炉を受け継い
だ。神行事については、みんな一緒、神様も一緒に笑った。お祈りの前はみんなで楽しく話をし
ていたが、お祈りが始まると静かにした。ノロさんは厳しかった。笑いながら、話しながら、神
様も一緒に笑って、祈った。テーヤクの時はさみしかった。
［事例 4］K. I さん（1927 年生まれ、1966 年のイザイホー）
子どもの頃のイザイホーでは、お母さんのためにお弁当を作って持って行ったが、特別に何か
考えたことはない。自身がイザイホーの時には、みんな一緒なので、自然に入った。ただ、祖母
の霊をもらうので緊張した。神行事については、みんな一緒で、自分で家族の健康を祈ることが
出来るようになるから、神行事も頑張った。テーヤクの時は晴々とした気持で踊った。
［事例 5］K. U さん（1927 年生まれ、1966 年のイザイホー）
中学を卒業して台湾に移住し、4 年間して久高に戻った。結婚して 7 名の子どもを育てた。子
どものころのイザイホーは覚えていない。イザイホーを受けた時は、足踏みなどどうしてよいか
分からないので緊張した。イザイホーに入れるのは嬉しかった。
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イザイヤマでは神様がいらして本当に神々しかった。
「神様はいらっしゃいますよ」としっか
りとした眼差しで教えるような口調でおっしゃった。イザイヤマに入る前に祖母から香炉を受け
継いで、それを今も大事に守っている。神行事についてはナンチュ、ヤジク、タムトゥと役目、
位が上がり、イザイ神を誇りに思っていた。テーヤクの時は役目を子や孫にゆずる日であり、ひ
と安心という気持だったが、今はイザイホーが行われていないので心配している。
［事例 6］M. U さん（1929 年生まれ、1966 年のイザイホー）
イザイホーは戦前も中学 2 年生のときも見た。けれど、ただ見ただけ。特別な感情はなかっ
た。日常的なこととして受け止めていた。イザイホーを受けた時は緊張した。参加を希望してい
た。普通の人間と違うようになる気がした。神女になるという特別な気持ちになった。神行事に
ついては、楽しかった。自分の祈りが通じるようになる。一人前の人間になった気持ちで嬉しか
った。神様になったと感じた。晴れ晴れした、誇りを感じていた。久高に生まれてイザイホーに
入らなければ何も分からないという思いがある。テーヤクの時は、それ以降は神行事に参加出来
ないので淋しい気持ちだった。今はイザイホーが行われてないので、これから子どもたちがどう
なるか心配している。また、行われることを希望している。
［事例 7］T. N さん（1930 年生まれ、1966 年のイザイホー）
子どもの頃については、姉のイザイホーのことを覚えているが、当時は特に何も思わなかっ
た。自分がイザイホーを受けた時は、難しく考えず、やるべきものと思っていた。ノロさんが恐
いので気がたっていた。神行事について、久高島の神行事は大変。若いうちは神行事を単に行事
として行っていただけで、神様の力は分からなかった。神行事は女の役目であり、あたりまえの
ことだと思っていた。神行事に参加しないと神様に怠け者と言われ子どもや旦那にかかわるか
ら、まじめに頑張った。年月を重ねるに従い、家庭はイザイ神で守っていると強く感じるように
なった。イザイホーの神様はまさしい＊6 と思う。イザイホーを受けて神女になると家族のこと
を神様にお願いすることができる。イザイホーの神様が私たちを守ってくれている。神様が私を
見ている。テーヤクの時は、あー良かったという気持だった。他の神女にお菓子を持ってあいさ
つに回った。
［事例 8］Y. U さん（1930 年生まれ、1966 年のイザイホー）
店主として、一生懸命に商店をきりもりしていて、お店は繁盛していた。子どもの頃のイザイ
ホーについては、見る機会がなく、ほとんど知らなかった。イザイホーを受けるにあたって、商
店をきりもりしていて、それに一生懸命で忙しく、イザイホーを受けたくなかった。しかし、イ
ザイホーに出ないと言ったら転んで足を怪我して、神様から罰が当たったと思って出ることにし
た。湿布をしてイザイホーに出た。お店を 4 回も建て替えて大きくするのに一生懸命だったの
で、神行事は大変だった。テーヤクの時は、フボーウタキ＊7 で輪になって座って 1 人ずつカチ
ャーシー＊8 を踊った。みかんとタンナファクルー＊9 をお祝いに配った。これで終わったという
嬉しい気持だった。今になっては、子どもたちのことも祈ることができて、みんな健康にこられ
たので、良かったと思っている。
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［事例 9］T. N さん（1937 年生まれ、1966 年のイザイホー）
中学を卒業して本島に移り住み、24 才で結婚した。イザイホーの 1 ヶ月前に久高島に戻った。
子どもの頃のイザイホーについては、母のイザイホーの時にお茶やお弁当をイザイヤマに届けに
行っておもしろかった。それぞれのお家から色々と沢山のものが届けられていて、それをもらっ
たりして嬉しかった。中学を卒業して本島に移り住んだので、それ以上のことは分からなかっ
た。イザイホーを受けた時は、おばあさんからの霊を受けるという重役のため恐れを感じてい
た。恐くもあった。神様はいらっしゃるなぁと思った。参加して初めて分かった。1 ヶ月前に島
に戻ったばかりだったので、出来るかなぁという不安もあった。神行事については、本島から戻
ってきて何も出来なくて、畑も出来なくて、ブタのこやしが臭くてもどしたり、大変だった。
日々の生活が大変だった。神行事は実際に行いながら分かった。良かった。テーヤクの時、30
才から 70 才までの 40 年間、長かった。無事に終わったという気持、嬉しくもあり、感謝の気持
ちもあった。現在も家族、親戚のために欠かさず祈っているが、精神的におちつく。楽しい気持
になる。
［事例 10］T. U さん（1932 年生まれ、1978 年のイザイホー）
4 歳の時に久高のおばあちゃんに引き取られて育てられ、おばあちゃんから行事の踊りを教わ
っていた。イザイホーも見ていた。イザイホーを受けた時は、人前に出ての儀式なので、着物が
乱れたり、帯が外れたりしないようにと緊張した。イザイヤマにはたくさんのご馳走が届いて楽
しかった。神行事については、しきたりなので、出ないと落ち着かない。不健康だったり、親戚
に不幸があると出られないので、幸せと思えた。神女としての役割を担うことが誇らしい。朝、
暗いうちにシャワーをして支度して出て行くことが楽しかった。楽しかったが、上の人が怖いの
で気を遣った。子どもの頃からおばあさんに行事の踊りを教わっていたので、良く出来た。テー
ヤクの時は、お祝いだから、ニガナ＊10 を料理してモンパノキ＊11 の葉に乗せて食べた。楽しか
った。スジ＊12 をお餅のように作り替えてみんなに配って終わったことを伝えた。今でもみんな
の健康を祈る。そうすると気持が整頓できて落ち着く。心は 17 才、18 才です。久高の友達や育
ててもらった祖父母が一番。イザイホーが次々あれば良いのになぁと思う。
［事例 11］Y. F さん（1940 年生まれ、1978 年のイザイホー）
子どもの頃はイザイホーを見ていたが、特に何も思わなかった。イザイホーを受けると家族の
ことを神様にお願いすることができるので、結婚して子どもができて、家族のために祈りたいと
思うようになり受けたいと思うようになった。イザイホーの時は、普段から腰が悪かったので儀
式ができるかどうか不安だった。しかし、イザイホーを受けてからは体もしゃきっとして元気に
過ごしている。イザイホーを終えて、隣近所のひとから女として一人前になったねと言われ、そ
の一言が嬉しかった。神行事について、久高島の神行事は大変。テーヤクまで働き詰めだった。
ナンチュのときは裸足だった。時間に遅れてもいけない。普通の会合なら遅れても大丈夫だが、
神行事だけは遅れてはいけない。雨が降っても行事はある。特にフバワク＊13 はみんなびしょ濡
れだった。でも、みんな一生懸命だから、何も感じずに行った。テーヤクの時は、頑張ったんだ
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ねーという気持。晴れの日、お祝いの日である。
［事例 12］S. U さん（1939 年生まれ、1978 年のイザイホー）
イザイホーの前年に海人の旦那を亡くして 4 人の子ども育てていた。その為、イザイホーに入
らないと言ったら、亡くなった旦那のことよりも子どもたちのことを考えて、入らないといけな
いと叱られた。でも、そのおかげで、みんなに助けてもらえた。神行事は大変だけど、イザイホ
ーに入ると自分で祈ることが出来る。テーヤクの時はさみしい気持だった。今は根人（ニーチ
＊14 もいない、後継ぎもいないのでイザイホーが出来なくなった。残念です。
ュ）

［事例 13］M. U さん（1941 年生まれ、1978 年のイザイホー）
イザイホーが行われる久高殿の近くに住んでいたため、子どもの時から見ていていつかは自分
も入りたいと思っていた。イザイホーを受けた時、やっと来たねという気持、晴々とした気持で
嬉しかった。久高島で生まれ久高で結婚した人しか出られない、浮気している人は出来ないから
誇らしい気持。晴れ姿。失敗したらどうしようとも思った。神行事については、60 才以下は下
働きで、60 才を越えると冠をつけることができる。厳しかった。よく怒られたが「ありがとう
ございました」と言って、感謝の気持ちで聞いた。テーヤクの時は卒業した、ひと段落した気持
ちだった。振り返って、イザイホーに入って良かったと思っている。
＊言葉の注釈
＊1

テーヤク：イザイホーを受けて神女となった女性が 70 才で退任することで、儀式が執り行われる。

＊2

ノロ：久高島には久高ノロと外間ノロの 2 名が存在しており、島で行われる神行事の司祭の役割を担
っていた（2017 年現在は不在）
。

＊3

イザイヤマ：イザイホーが行われる久高殿の裏にイザイホーを受ける女性が 4 日間、籠もる七つ屋が
立てられるが、その場所がイザイヤマと呼ばれる。聖地である。

＊4

八月マッティ：旧暦 8 月 10 日から 12 日に行われる神行事。

＊5

海人（ウミンチュ）
：漁師

＊6

まさしい：久高島では、よく使われることばで、正しい、澄んでいる、強い、すごい、優れているな
どの意味を含んでいる。

＊7

フボーウタキ：久高島の御嶽のひとつであり、神行事のときに神女が祈りをする場所、聖地であり他
界と考えられている。

＊8

カチャーシー：お祝い事の最後に締めくくりとして踊られる。かき混ぜるという意味を持つ踊り。

＊9

タンナファクルー：沖縄で古くから市販されている、小麦粉や黒砂糖を原料とする焼き菓子。

＊10 ニガナ：久高島に自生する野草で、苦い。細かく千切りにして刺身と酢で和えて、久高島では特に行
事の時に食される。
＊11 モンパノキ：熱帯、亜熱帯の海岸地方に生えている、むらさき科の常緑の低木。
＊12 スジ：もち米の粉を水で練って作った餅のようなもの。イザイホーなどの神行事で使われる。
＊13 フバワク：旧暦 11 月に行われる、御嶽、拝所の掃除と一年の御願の結びをするまつり。この日に神
女の役割の交替式や退任式も行われる。
＊14 根人（ニーチュ）
：神行事を行う男性の神職者（2017 年現在は不在）
。
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2．子どもの頃のイザイホーとの関わり
イザイホーが 12 年に 1 回しか行われないことから、多くの女性は成人するまでに、記憶に残
るイザイホーは 1 回ないし 2 回である。そのような状況の中で、自分の母親や姉がイザイホーを
受けたときにイザイヤマにお弁当を届けたり、授乳のために乳飲み子を連れて行ったことなど
が、半数近くの人に思い出として記憶に残っていた。自分もイザイホーを受けたいと思った人は
13 名中 2 名であり、見てない、覚えてないと答えた人が 3 名、見てたが特に何も思わなかった
と答える人がほとんどであった。それは久高島の子どもにとってイザイホーは数多く行われる神
行事のひとつであり、日常的な神行事に埋もれていたと考えられる。また、1954 年のイザイホ
ーが初めて報道に取り上げられ、世の中に広く知られ、1966 年から多くの取材陣が押し掛けた
ことから、1954 年までは島人だけで粛々と行われていた神行事であった。そのため、子どもた
ちの目にも特別なことと映らなかったのではないかと考える。

3．イザイホーを受けたときの様子や気持
イザイホーは女性が神女に就任する重大な儀式である。しかし、インタビューをする中で多く
の女性がイザイホーを「受ける」ではなく「入る」という表現をされることから、イザイホーは
儀式を示す言葉であると同時に神行事を執り行うための組織という意味を持っていると考えられ
る。イザイホーを受けたときの様子や気持については【祈る資格】、【あたりまえのこと】、【躊躇
する思い】、【祖母からの霊を継承することに対して重み】、【嬉しい、誇り、晴れ姿】、【きちんと
出来るかどうかという不安】
、【神に対する恐れ】、【神の存在を認知する】【島の人々から認めら
れる】という概念が抽出された。
多くの女性が主婦として家族を持ってはじめて、家族のことを神様にお願いしたいと考えるよ
うになり、イザイホーを受けたいと思うようになる。すなわち、
【祈る資格】を得たいのでイザ
イホーを受け、同時にイザイホーを受けた女性は久高島の神行事を支える務めを持つことにな
る。
その時の思いは人それぞれであった。
「年齢が来たら入るのが当たり前」
、「みんな一緒だか
ら」、「久高に生まれてイザイホーに入らないのは良くない」、「自然に入った」というように【あ
たりまえのこと】、そして【嬉しい、誇り、晴れ姿】として受け止めていた人もあれば、お店を
きりもりしていて忙しいこと、久高島では海人の夫を海難事故で亡くし、苦労して子育てをして
いる女性も少なくなく、イザイホーに入ることで、神行事との両立に不安を持ち、
【躊躇する思
い】を抱いた人もあった。
また、イザイホーに入る時に【祖母からの霊を継承することに対して重み】を感じていた。不
義理をしていたら七つ橋から落とされるという言い伝えや、仕事が忙しくてイザイホーには出な
いと言ったら転んで足を怪我して神様から罰があたったと思って出る事にしたなど、
【神に対す
る恐れ】を抱く儀式であった。また、大勢の人が見ていること、当日、足に怪我をしていたり、
腰を痛めていたりして、儀式に耐えることができるだろうかという【きちんと出来るかどうかと
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いう不安】もあった。
しかし、イザイホーを受けてみて、
「イザイヤマには神様がいらして神々しかった」
、「神様は
いらっしゃいます」、「普通の人間と違うようになった」、「神女になった気持がした」、「参加して
初めて神様はいらっしゃると思った」など、
【神の存在を認知する】体験をしており、神を信じ
ることに繋がっている。さらに、「イザイホーを終えて近所の人から女として一人前になったね
と言われ、その一言が嬉しかった」という言葉からイザイホーには【島の人々から認められる】
という意味付けが存在していたと考えられる。

4．神行事についての様子や気持
【あたりまえのこと】
、【行事の厳しさ】
、【ノロを頂点とした厳格な体制】
、【誇り】、【楽しかっ
た】、【みんなで】【神の存在・感謝】、【祈る資格】の概念が抽出された。
久高に生まれ、神女となった女性にとって神行事は「大変なこととは思わなかった」、「イザイ
ホーに入ったら年中行事はやらないといけない」、「あたりまえのこと」、「しきたりなので出ない
と落ち着かない」、「雨が降ってびしょ濡れになっても何も感じずに行った」など、
【あたりまえ
のこと】として受け止められていた。
具体的な話を聞くと「久高の神行事は大変」、
「テーヤクまで働きづめだった」、「ナンチュの時
は裸足だった」、「60 才までは下働きで、60 才を越えると冠が出来る」
、「普通の会合なら遅れて
も大丈夫だが、神行事だけは時間に遅れてはいけない」などが語られ、
【神行事の厳しさ】が伺
える。特に夫を亡くして子どもを育てている人や民宿や商店を営む女性にとっては大変なことだ
った。また、「ノロさんはきつかった」
、「上の人が恐いので気を遣った」、「厳しかった」、「よく、
怒られたが、感謝の気持ちで聞いた」などが語られ【ノロを頂点とした厳格な体制】が出来てお
り、ノロは神女や島人から敬われていたことが伺える。
「神行事に参加出来ることは誇り」
、「堂々とした気持」
「晴々とした気持」
「身も心も清らかな
人が出てるのですから」、「誇りを感じていた」、「神女としての役割を担うことが誇らしい」、「踊
りは子どもの頃から祖母より教わっていた」などが語られ、神行事に参加することを【誇り】に
感じていた。また、「みんなと一緒だから楽しかった」
、「お祈りの前はみんなで楽しく話をし
【みんな
た」、「笑いながら、話しながらみんな一緒に」、「みんな一緒だからね」などが語られ、
で】という要素が強く語られた。さらに、
「嬉しい気持」、「楽しかった」
、「不健康だったり、親
戚に不幸があると出られないので、幸せと思えた」
、「朝、暗いうちにシャワーをして支度してい
くことが楽しかった」など【楽しかった】ということが語られた。
さらに、【神の存在・感謝】については「神様も一緒に笑って、祈った」
、「久高に生まれてイ
ザイホーに入らなければ何も分からない」、「神行事をやらないと旦那や子どもに悪いことがおこ
る」、「若いうちは神行事は単に行事として行い、神様の力は分からなかったが、今はイザイ神に
守ってもらえると感じて感謝している」などが語られ、多くの神女が神行事を行ううちに年月を
経て神の存在を確信し、感謝に至ったことが伺える。
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【祈る資格】については「自分で家族の健康を祈ることが出来るから、神行事も頑張った」
、
「神行事は大変だけど、イザイホーに入ると自分で家族の健康を祈ることが出来る」
、「自分の祈
りが通じるようになる」、「一人前の人間になった気持で嬉しかった」
、「神様になったと感じた」
などが語られ、大変な神行事を遂行することによって、祈る力を手に入れることができたと伺え
る。

5．テーヤクのときの様子や気持
【神女としての役割の終わり】
、【淋しい気持】
、【祝い・晴々とした気持】
、【やり遂げたという気
持】、【ご馳走・踊り】という概念が抽出された。
「御嶽に来ることができる最後の日」、「それ以降は神行事に参加出来ない」（3 名）などが語ら
れ、【神女としての役割の終わり】を受け止めたときであった。また、その日は「晴れの日」
（2
名）、「お祝いの日」（2 名）、「嬉しかった」（2 名）「楽しかった」
（2 名）と表現された言葉から、
【祝い・晴々とした気持】であったことが伺える。一方で「淋しかった」
（5 名）ということばも
聞かれ、【淋しい気持】もあった。また、「ひと安心」、「役目を子や孫にゆずる日」、「あーよかっ
た」、「これで終わった」
、「40 年間長かった」
、「無事に終わった」
、「感謝の気持ち」、「頑張った
んだねという気持」、「卒業した。一段落した。
」などそれぞれ表現は異なるが【やり遂げたとい
う気持】が語られた。神女という大きな役割を終える人生の節目として、その日の様子は「ご馳
走を配って踊った」、「踊った」、「お菓子を持って挨拶に回った」、「御嶽で輪になって座って 1 人
ずつ踊った」、「みかんとタンナファクルーをお祝いに配った」、「ニガナのあえものをモンパの葉
にのせて食べた」
、「スジをお餅のように作ってみんなに配って終わったことを伝えた」などが
【ご馳走や踊り】として、それぞれの心に残っている。

6．現在と振り返って思うこと
【家族の健康を祈願できて良かった】
、【祈ることで落ち着く】
、【イザイホーが行われることを
希望】の概念が抽出された。
「イザイホーに入ったからお願いができるようになった」
、「家族のために良かった」
、「イザイ
ホーの神様に守っていただいて良かった」
、「家族みんなが健康にこれて、良かったと思ってる」
「イザイホーに入って良かったと思っている」という語りから【家族の健康を祈願できて良かっ
た】と思っていることが分かった。さらに、
「今も祈ることで精神的に落ち着く、楽しい気持に
なる」、「みんなの健康を祈る。そうすると気持が整理できて落ち着く」
、「お祈りをしないと淋し
い気がする」という語りから【祈ることで落ち着く】ことが示された。現在、イザイホーが行わ
れていないことについてほとんどの方が心配しており、
「イザイホーよ幾代までもと言いました
よ（なのに今はやってない）」、「今はイザイホーが行われてないので淋しい」
、「今は行われてな
いので心配」、「今は根人もいない、後継ぎもいないのでイザイホーができなくなって残念」、「ま
た、行われることを希望している」、「イザイホーが次々あれば良いのになぁと思う」ことが語ら
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れ【イザイホーが行われることを希望】していることが述べられた。
現在、全ての神女はテーヤクしているが、毎朝、家族とイザイホーの神様のためにお茶を入
れ、家族の健康や安全をお願いし、特に干支の日にあたる家族のためには、特別にお祈りをして
いる。さらに旧暦の 1 日と 15 日には香炉にお香を立ててお祈りをしている。また、現在はイザ
イホーを受けてない神女によって神行事が受け継がれ、執り行われており、神行事の日にはテー
ヤクした神女たちは参加はできないが、家から行事が無事にできるようにお祈りをしている。

7．イザイホーが女性の生涯に与えたもの
久高島の女性にとって、イザイホーに入ることは家族のために祈る資格を得るために必要なこ
とであった。久高島の殆どの男性が海人であり、海難事故も多く命がけの仕事をしていることが
背景としてあり、久高に生まれた女性はイザイホーに入って兄や夫をはじめとした家族の安全や
健康を祈り、守ることが大切な役割であった。イザイホーに入ることは女性としてあたりまえの
こととして受け取っており、神を信じ、自らの役割を果たそうとする清らかな精神をみることが
できる。イザイホーを受けることは女性にとっては誇らしいことであり晴れ姿であるが、それは
神女としての入り口であり、年間に 20 以上ある神行事を支えて行くうちに本当に祈ることがで
きるようになり、神の存在を実感し感謝するようになる。神行事は大変なことであるが、みんな
で支えることで、お互いを知り、思いやり、助け合うこと、仲間としての社会ができていたので
はないかと考えられる。また、厳しい久高島の神行事を支えた自信と誇りが、神女として役割を
担っていた時からテーヤク後まで生涯を通して個々の生き方を支えている。そして、現在も家族
の健康や安全を毎朝、欠かさず祈り、守っていることから、自信と強さを感じることができる。
神を信じ祈ることで、こころ豊かで安らかな日々をおくっている。
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主体的な学びを活かす『教職実践演習』への一考察

藤

井

雅

英

Ⅰ．は じ め に

2013 年度より全国の教職課程を設置している大学で開講されている教職実践演習について、
2006 年 7 月に中央教育審議会は「今後の教員養成・免許制度の在り方について」のなかで、科
目の趣旨・ねらいとして次のように答申している。
○教職実践演習（仮称）は、教職課程の他の授業科目の履修や教職課程外での様々な活動を通じ
て、学生が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合さ
れ、形成されたかについて、課程認定大学が自らの養成する教員像や到達目標等に照らして最
終的に確認するものであり、いわば全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付けら
れるものである。学生はこの科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が
課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図るこ
とにより、教職生活をより円滑にスタートできるようになることが期待される。
○このような科目の趣旨を踏まえ、本科目には、教員として求められる以下の 4 つの事項を含め
ることが適当である。
1．使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
2．社会性や対人関係能力に関する事項
3．幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項
4．教科・保育内容等の指導力に関する事項
また、2008 年 10 月の中央教育審議会

初等中等教育分科会

教員養成部会

課程認定委員会

は「教職実践演習の実施に当たっての留意事項」として以下の項目を決定している。
1．教員組織
○当該科目の実施に当たっては、答申に示された当該科目の趣旨を踏まえ、教職に関する科目
の担当教員と教科に関する科目の担当教員が協力して行うこと。
2．履修時期
○履修時期は、原則として、4 年次（短期大学の場合には 2 年次）の後期に実施すること。
3．授業方法
○授業の方法は演習を中心とすること。
○受講者数は、演習科目として適正な規模で行うこと。
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○学生のこれまでの教職課程の履修履歴を把握し、それを踏まえた指導を行うことにより、不
足している知識や技能等を補うものとすること。
○役割演技（ロールプレーイング）、事例研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等も
積極的に取り入れることが望ましいこと。
○学校現場の視点を取り入れる観点から、必要に応じて、現職の教員又は教員勤務経験者を講
師とした授業を含めること。
○連携先となる教育委員会及び学校を確保することや授業計画の立案に当たって、当該教育委
員会又は学校の意見を聞くことが望ましいこと。
○その他答申の趣旨を踏まえた内容及び方法により実施すること。
さらに、2011 年 3 月の中央教育審議会

初等中等教育分科会

教員養成部会では、次のよう

な資料が配付され、教職科目としての教職実践演習を各大学で実施するうえでの具体的方向性が
示された。
○資料 8-2 教職実践演習の進め方及びカリキュラムの例
教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）第 6 条第 1 項の表備考
十一

教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科に関する科目及び教職に関する科目の履

修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする（第十条及
び第十条の四の表の場合においても同様とする。）。
○授業の実施にあたっての準備事項例
●教職実践演習の担当教員と、その他の教科に関する科目及び教職に関する科目の担当教員で
教職実践演習の内容について協議
●入学の段階からそれぞれの学生の学習内容、理解度等を把握（例えば、履修する学生一人一
人の「履修カルテ」を作成）
○授業で取り扱う内容・方法例
●イントロダクション・これまでの学修の振り返りについての講義・グループ討論
●教職の意義や教員の役割、職務内容、子どもに対する責任等についてのグループ討論・ロー
ルプレイング
●社会性や対人関係能力（組織の一員としての自覚、保護者や地域の関係者との人間関係の構
築等）についての講義・グループ討論
●幼児児童生徒理解や学級経営についての講義・グループ討論
●学級経営案の作成・グループ討論
●学校現場の見学・調査
●社会性、対人関係能力、幼児児童生徒理解、学級経営についてのグループ討論
●教科・保育内容等の指導力についての講義・グループ討議
●模擬授業
●教科・保育内容等の指導力についてのグループ討論
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●資質能力の確認、まとめ
※養護教諭・栄養教諭の教職課程の場合は、各職務内容に応じて適宜追加等を行う。
○補完指導
「履修カルテ」を参照し、個別に補完的な指導を行う。
○単位認定
実技指導、グループ討論、補完指導、試験の結果等を踏まえ、教員として最小限必要な資質
能力が身に付いているかを確認し、単位認定を行う。
また、前述の 2006 年 7 月に中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方につい
て」のなかで授業方法等に関しては、以下の形式が示された。
○（前略）授業方法の面でも、課程認定大学が有する知見を結集して、理論と実践の有機的な統
合が図られるような新たな授業方法を積極的に開発・工夫することが重要である。具体的に
は、授業内容に応じて、例えば教室での役割演技（ロールプレーイング）やグループ討論、実
技指導のほか、学校や教育委員会等との協力により、実務実習や事例研究、現地調査（フィー
ルドワーク）、模擬授業等を取り入れることなどが考えられる。
（想定される主な授業形式）
「役割演技（ロールプレーイング）」
ある特定の教育テーマ（例えば、いじめ、不登校等）に関する場面設定を行い、各学生に
様々な役割（例えば、生徒役、教員役、保護者役等）を割り当てて、指導教員による実技指導
も入れながら、演技を行わせる。
「事例研究」
ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生同士でのグループ討議や意見交換、
研究発表などを行わせる。
「現地調査（フィールドワーク）」
ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生が学校現場等に出向き、実地で調査
活動や情報の収集を行う。
○学生に自己の課題を自覚させ、主体的にその解決に取り組むことを促すため、本科目の履修に
当たっては、役割演技（ロールプレーイング）や事例研究、指導案の作成等の成果を省察する
観点から、単に映像記録等を残したり、感想文を書かせるだけではなく、例えば学生に実践記
録を作成させる等の工夫が求められる。
○受講者数は、演習科目として適正な規模（授業内容、方法等にもよるが、おおむね 20 名程度）
とし、演習の効果が最大限に発揮されるよう配慮することが望ましい。受講者数が増える場合
には、大学の実情に応じて、ティーチングアシスタント（TA）等を活用するなど、授業形態
の工夫を図る必要がある。
本稿では、上述の答申、決定事項や資料を踏まえて本学で開講、実施している教職実践演習の
内容の一部を示すとともに、そのなかでの取組を紹介することにより、今後の実践に寄与するこ
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とを目的とする。

Ⅱ．本学教職課程の概要

園田学園女子大学には、人間健康学部と人間教育学部が設置されており、人間健康学部は総合
健康学科（養護コース、健康スポーツコース）
、人間看護学科、食物栄養学科の 3 学科、人間教
育学部は児童教育学科（幼保教育コース、児童教育コース）より構成されている。
各学科において取得可能な教員免許としては、総合健康学科が養護教諭一種、中学校・高等学
校教諭一種（保健体育）
、人間看護学科が養護教諭一種、食物栄養学科が栄養教諭一種であり、
児童教育学科が幼稚園教諭一種、小学校教諭一種である。
各学科の教育課程と学びの流れとしては、主に 2 年次より教職に関する科目を配置しており、
例えば、2 年次では資料 1 に示すように教職論、教育原理、教育課程論、教育制度・教育経営
（教育法規・教育行政）等、3 年次では特別活動、道徳教育、生徒指導論・進路指導論等、4 年次
では教育実習、教職実践演習等を設けている。
資料 1

教育課程と学びの流れ：総合健康学科（健康スポーツコース：教職に関する科目部分
1 年次

教職に関する科目

2 年次

3 年次

2016 年度）

4 年次

教職論
教育原理
道徳教育の研究
発達心理学
特別活動の研究
教育制度・教育経営
生徒指導論・進路指導論
教育課程論
教職実践演習
（中一種・高一種）
学習指導の技術
教育実習事前指導（保健体育） 教育実習（高一種）
教育工学
教育相談 理論と方法 教科教育法（保健体育）Ⅰ・Ⅱ 教育実習（中一種）
介護等体験

筆者は人間健康学部（総合健康学科、人間看護学科、食物栄養学科の 3 学科）に所属してお
り、教育課程論、教育制度・教育経営（教育法規・教育行政）
、生徒指導論・進路指導論、教育
実習の事前指導、教職実践演習等を担当している。このうち 4 年次の学生対象の教職実践演習
は、総合健康学科（健康スポーツコース）
：中学校・高等学校教諭一種（保健体育）1 講座、総
合健康学科（養護コース）と人間看護学科（選択制）
：養護教諭一種 1 講座、食物栄養学科（選
択制）：栄養教諭一種 1 講座の 3 講座（受講人数：1 講座 20〜50 人程度）を開設しており、それ
ぞれオムニバス形式で 2〜3 人（2008 年の留意事項にあるように、教職に関する科目の担当教員
と教科に関する科目の担当教員）で担当している。筆者は教職に関する科目の担当教員であり、
この 3 講座すべての基礎的な部分（15 回講義中の最初の 5 回分：詳細は資料 2 のシラバス参照）
を受け持っている。
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資料 2

シラバス（教職実践演習最初の 5 回分）

○教職実践演習（中・高、養護教諭、栄養教諭） 藤井担当は各 5 時間
※授業の概要 第 4 回ではグループ・ディスカッション、グループ・ワークおよびプレゼンテーションを
行う。
第 1 回 ガイダンス
教職員の身分や服務等−心構え、身分、勤務時間、服務と研修−
【準備学習】シラバスおよび 2 年次で受講した科目「教育制度・教育経営」の〈教職員の人事管
理〉を復習しておくこと。（60 分）
第 2 回 具体的な教育活動（1）
−学習指導、生徒指導、学習指導要領−
【準備学習】第 1 回講義で配布のワークシート『指導にあたって』を読んでおくこと。
（60 分）
第 3 回 具体的な教育活動（2）
−特別支援教育、道徳教育、人権教育、防災教育、情報教育、食育−
【準備学習】第 1 回講義で配布のワークシート『指導にあたって』を読んでおくこと。
（60 分）
第 4 回 演習・協議−テーマ「信頼される教師を目指して」
「生徒指導事例」について−
二つのテーマについて、班別協議、まとめと発表（プレゼンテーション）
【準備学習】第 1 回〜第 3 回の講義内容を復習しておくこと。（60 分）
第 5 回 講義のまとめと確認
【準備学習】第 1 回〜第 4 回の講義のワークシート、講義内容、第 1 回〜第 3 回の講義中で実施
した演習問題（教育法規、生徒指導関連問題）をよく復習しておくこと。
（90 分）
※準備学習 授業計画に記載されている各回の講義の【準備学習】を行うこと。
教育・社会の時事問題に関心をもち、今日の教育の現実を認識し、課題を把握するように努
めること。
※テキスト・参考書（参考資料等） 講義資料（毎回の講義で配布）
※成績評価（藤井担当分 35 点）
【評価の方法】平常評価
【評価の基準】教職への責任を自覚するとともに、教育現場に対応できる指導の理論と実践力を身につけ
ることができたか。

Ⅲ．教

材

例

毎回の講義に際しては、教育委員会と連携するという趣旨から、兵庫県教育委員会で作成した
初任者研修1）のための研修用資料（2015 年度版）を活用・加工し、講義用ワークシートとして学
生に配付している。資料 3 および資料 4 として、その研修用資料とそれを加工した講義用ワーク
シートを掲載する。
資料 3

初任者研修のための研修用資料（一部）
指導にあたって

実践を通した研修
を進めよう

教えることは学ぶことであるといわれる。また、児童生徒の成長は教職員の研修へ
の取組と深くかかわる。人間としての教養を深め、教職員としての専門性を高める。
○研修の目標と計画を立て、社会の変化に即応し、教育の効果を上げるよう努める。
○自身の能力、資質や抱えている課題に応じて、主体的に取り組めるよう、グループ
での研修や地域と連携した研修を取り入れる等、研修の形態を工夫する。
○児童生徒のものの見方、考え方を的確に把握するとともに、保護者や地域の人々な
どの支援、協力を得るよう努める。
○日々の教育活動に創意工夫をこらして、児童生徒に知る喜びと学ぶ楽しさや成就感
を体得させ、自主性、創造性を高める。
○学習や生活の両面において校種間の円滑な接続に努める。

― ３７ ―

心のふれあいを深
め、人間性を豊か
にしよう

教育は、教職員と児童生徒、児童生徒相互の人間としてのふれあいを基盤として行
うものである。教職員、児童生徒が共に信頼し合い、心の通い合う人間関係の醸成を
図るようにする。
○学校教育活動全体を通じて、人間としての在り方や生き方について主体的に考えさ
せ、「豊かな心」を育てる。
○日ごろから学級経営の充実を図り、一人一人の様子のきめ細かい把握に努め、児童
生徒が発する変化の兆候を見逃さず、教職員と児童生徒の信頼関係及び児童生徒の
好ましい人間関係を育む。
○「環境体験事業」
「自然学校推進事業」
「青少年芸術体験事業『わくわくオーケスト
ラ教室』
」
「地域に学ぶ『トライやる・ウィーク』
」
「高校生ふるさと貢献活動事業」
「高校生就業体験事業−インターンシップ推進プラン−」や「特別支援学校交流・
2）（以下兵庫型「体験教育」という。
）など、体験活動を通じ
体験チャレンジ事業」
て、心身ともに調和のとれた健全な児童生徒の育成を図る。
○教室環境や学習条件を整え学校生活の中に喜びと感動を見いだせるよう努める。
○内面を深く見つめて、潤いのある学校生活の中で、自主性、社会性及び公共心など
を育てるとともに、世界における日本の役割の重要性を認識し、国際性を身に付け
るための教育を進める。

生きる力を育む学
習指導の充実を図
ろう

基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに、これらを活用して課題
を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等をはぐくみ、主体的に学習に取り
組む態度を養うよう、教科等の指導内容、指導方法の研究に努める。
○生涯学習の基礎を培うという視点に立ち、基礎・基本の重視と個性を生かした教育
を推進する。
○学習指導要領に定められた各教科・科目等の目標・内容や評価規準等を踏まえ、適
切に指導するとともに、学習意欲の向上や学習習慣の確立を目指す。
○学習指導にあたっては、児童生徒の発達段階を考慮して、言語活動の充実を図ると
ともに、児童生徒の探究の過程を重んじて、問題のとらえ方や学習の仕方を身に付
けさせ、論理的な思考力、創造的な実践力等を伸ばすことに努める。
3）などを活用し個に応じたきめ細かな指導を進め、学習効果を
○「新学習システム」
高めるようにする。
○指導と評価の一体化を図り、学習指導要領に示された目標に照らして、実現状況を
見るための評価規準を設定し、自ら学ぶ意欲や問題解決能力、個性の伸長に資する
個人内評価の推進など、各学校の実態に応じて、評価方法の創意工夫に努める。

健康教育の充実を
図ろう

児童生徒一人一人が生涯にわたって、健康で豊かな生活ができるように、学校教育
活動全体を通じて健康づくりの習慣を身に付けさせるよう努める。
○著しい成長期にある児童生徒の心身の健康が保持増進できるように日常の健康観察
を的確に行い、家庭との連携のもとに全教職員で指導にあたる。
○運動遊びやスポーツを通じて、運動に親しみ、主体的に健康で安全な生活を送るこ
とができる能力や態度を育てるよう努める。
○学校給食や教科等の内容と関連させた食に関する指導により食育を推進し、食に関
する正しい知識と望ましい食習慣を育てるよう努める。

安全教育の充実を
図ろう

地域と連携した適切な安全対策が講じられるよう、組織づくりや指導内容・指導方
法の充実に努める。
○児童生徒の安全を確保することは最も大切なことであり、安全管理・安全教育の充
実に努め、教科等教育活動全般にわたり、事故防止の徹底を図るとともに応急手当
等の研修に努める。
○あらゆる教育活動を通じて、自他の生命の尊重に立脚した生活安全・交通安全を徹
底し、安全意識や実践意欲を高めるように努める。
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○命の尊さや助け合いの大切さ、ボランティア活動の重要性等、阪神・淡路大震災か
ら得た教訓を語り継ぎ、人間としての在り方生き方を児童生徒に考えさせる「兵庫
の防災教育」に取り組む。また、東日本大震災等を踏まえ、地域の特性に起因する
様々な自然災害に備え、対応できる力を育む。
○安全指導の教材・教具等を工夫し、効果的な指導をするように努める。兵庫型「体
験教育」においては、事前調査を十分に行うとともに実施中も細心の注意を払うな
ど安全確保に努める。
○施設・設備及び通学路の安全点検を行い、学校生活の安全確保に努める。

資料 4

講義用ワークシート（一部）
教職実践演習
担当：藤井 雅英

第2回

具体的な教育活動（学生用教材）
1

実践を通した研修
を進めよう

指導にあたって

教えることは学ぶことであるといわれる。また、児童生徒の成長は教職員の（1
）への取組と深くかかわる。人間としての（2
）を深め、教職員と
しての（3
）を高める。
○研修の目標と計画を立て、社会の変化に即応し、教育の効果を上げるよう努める。
○自身の能力、資質や抱えている課題に応じて、主体的に取り組めるよう、グループ
での研修や地域と連携した研修を取り入れる等、研修の形態を工夫する。
○児童生徒のものの見方、考え方を的確に把握するとともに、保護者や地域の人々な
どの支援、協力を得るよう努める。
○日々の（4
）に創意工夫をこらして、児童生徒に知る喜びと学ぶ楽しさ
や（5
）を体得させ、自主性、創造性を高める。
○学習や生活の両面において校種間の円滑な接続に努める。

心のふれあいを深
め、人間性を豊か
にしよう

教育は、教職員と児童生徒、児童生徒相互の人間としてのふれあいを基盤として行
うものである。教職員、児童生徒が共に信頼し合い、心の通い合う人間関係の醸成を
図るようにする。
○学校教育活動全体を通じて、人間としての在り方や生き方について主体的に考えさ
せ、「
（6
）
」を育てる。
○日ごろから学級経営の充実を図り、一人一人の様子のきめ細かい把握に努め、児童
生徒が発する変化の兆候を見逃さず、教職員と児童生徒の信頼関係及び児童生徒の
好ましい人間関係を育む。
○「環境体験事業」
「自然学校推進事業」
「青少年芸術体験事業『わくわくオーケスト
ラ教室』
」
「地域に学ぶ『トライやる・ウィーク』
」
「高校生ふるさと貢献活動事業」
「高校生就業体験事業−インターンシップ推進プラン−」や「特別支援学校交流・
体験チャレンジ事業」
（以下兵庫型「体験教育」という。
）など、（7
）を
通じて、心身ともに調和のとれた健全な児童生徒の育成を図る。
○教室環境や学習条件を整え、学校生活の中に喜びと感動を見いだせるよう努める。
○内面を深く見つめて、潤いのある学校生活の中で、自主性、社会性及び公共心など
を育てるとともに、世界における日本の役割の重要性を認識し、国際性を身に付け
るための教育を進める。

生きる力を育む学
習指導の充実を図
ろう

基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに、これらを活用して課題
を解決するために必要な（8
）
・（9
）
・（10
）等をはぐ
くみ、主体的に学習に取り組む態度を養うよう、教科等の指導内容、指導方法の研究
に努める。
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○生涯学習の基礎を培うという視点に立ち、基礎・基本の重視と個性を生かした教育
を推進する。
○（11
）に定められた各教科・科目等の目標・内容や評価規準等を踏ま
え、適切に指導するとともに、（12
）の向上や（13
）の確立
を目指す。
○学習指導にあたっては、児童生徒の発達段階を考慮して、（14
）の充実
を図るとともに、児童生徒の探究の過程を重んじて、問題のとらえ方や学習の仕方
を身に付けさせ、論理的な（8
）
、創造的な実践力等を伸ばすことに努め
る。
○「新学習システム」などを活用し個に応じたきめ細かな指導を進め、学習効果を高
めるようにする。
○（15
）を図り、（11
）に示された目標に照らして、実現状
況を見るための評価規準を設定し、自ら学ぶ意欲や問題解決能力、個性の伸長に資
する個人内評価の推進など、各学校の実態に応じて、評価方法の創意工夫に努め
る。
健康教育の充実を
図ろう

児童生徒一人一人が生涯にわたって、健康で豊かな生活ができるように、学校教育
活動全体を通じて健康づくりの習慣を身に付けさせるよう努める。
○著しい成長期にある児童生徒の心身の健康が保持増進できるように日常の健康観察
を的確に行い、家庭との連携のもとに全教職員で指導にあたる。
○運動遊びやスポーツを通じて、運動に親しみ、主体的に健康で安全な生活を送るこ
とができる能力や態度を育てるよう努める。
○（16
）や教科等の内容と関連させた食に関する指導により（17
）を推進し、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を育てるよう努める。

安全教育の充実を
図ろう

地域と連携した適切な安全対策が講じられるよう、組織づくりや指導内容・指導方
法の充実に努める。
○児童生徒の安全を確保することは最も大切なことであり、安全管理・（18
）の充実に努め、教科等教育活動全般にわたり、事故防止の徹底を図るとともに応
急手当等の研修に努める。
○あらゆる教育活動を通じて、自他の生命の尊重に立脚した（19
）
・交通
安全を徹底し、安全意識や実践意欲を高めるように努める。
○命の尊さや助け合いの大切さ、ボランティア活動の重要性等、阪神・淡路大震災か
ら得た教訓を語り継ぎ、人間としての在り方生き方を児童生徒に考えさせる「兵庫
の（20
）
」に取り組む。また、東日本大震災等を踏まえ、地域の特性に
起因する様々な自然災害に備え、対応できる力を育む。
○安全指導の教材・教具等を工夫し、効果的な指導をするように努める。兵庫型「体
験教育」においては、事前調査を十分に行うとともに実施中も細心の注意を払うな
ど安全確保に努める。
○施設・設備及び通学路の安全点検を行い、学校生活の安全確保に努める。

学生は資料 4 に示した講義用ワークシートの空欄（キーワードを空欄にしてある）に資料 3 に
示した研修用資料を読みながら適切な語句を埋める作業を行う。大半の学生が空欄に記入し終わ
った段階で複数の学生を指名して、教室の黒板やホワイトボードに空欄のキーワードを板書させ
る。これらの作業学習の意図は、学生にとっては本時に学習する内容の目読と講義のレディネ
ス4）が整うとともに、板書を指名された学生は教師になった時の板書の訓練になることである。
板書が終わったところで授業者は説明・解説を始める、という流れで講義を進めていく。
毎回の講義の最後には、2 年次、3 年次に履修した教職科目や教職実践演習で学んだ内容に関
する演習問題（過去 2〜3 年間に全国の都道府県や政令指定都市で出題された教職教養の過去
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問：資料 5）を 4〜5 問解く、という演習を行う。
このような一連の作業学習（単純な作業学習であるが）を身に付けることによって、学生たち
は一方的に講義を聴くという学習形態から一歩進んで、自ら能動的に主体的に学習内容を学ぶと
いう学習形態へと変わっていくのである。
資料 5

教職教養の過去問（例）

次の各文は、教育に関する法規の条文または条文の一部である。これらのうち学校教育法に規定されて
いるものの組合せはどれか。1〜5 から一つ選べ。
A 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
B すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
C 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年
の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課
程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
D すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信
条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
E 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生
徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
1AD
2BC
3CE
4BD
5A E
（平成 27 年度 堺市）

Ⅳ．演習例とプレゼンテーション

資料 2

シラバス（教職実践演習最初の 5 回分）で示したように第 4 回講義では、演習・協議

−テーマ「信頼される教師を目指して」
「生徒指導事例」について−二つのテーマ（資料 6）に
ついて、班別協議、まとめと発表（プレゼンテーション）を実施することとしている。
1 班の構成は 5〜6 名とし、1 つのテーマに付き 25 分程度の協議とまとめ、講義の後半におい
て各班 5 分程度でどちらかのテーマについて班代表か班全員で協議経過及び協議内容とまとめに
ついてプレゼンテーションを行うこととしている。
この第 4 回の講義は、2011 年 3 月の中央教育審議会

初等中等教育分科会

教員養成部会で

配付された資料に掲載されている下記の内容・方法例や授業形式のなかのグループ討論・討議お
よび発表を取り入れたものである。
○授業で取り扱う内容・方法例
●教職の意義や教員の役割、職務内容、子どもに対する責任等についてのグループ討論・ロ
ールプレイング
（想定される主な授業形式）
「事例研究」
ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生同士でのグループ討議や意見交
換、研究発表などを行わせる。
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資料 6
第4回

演習例

演習・協議（学生用教材）

テーマ 1：信頼される教師を目指して
〈参考〉
教育職員養成審議会から平成 17 年 10 月に出された答申「新しい時代の義務教育を創造する」では
優れた教師の条件について、重要な 3 つの要素 として以下の 3 点が示されている。
1 ．教職に対する強い情熱
教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感など
2 ．教育の専門家としての確かな力量
子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学習指導・授業づくりの力、
教材解釈の力など
3 ．総合的な人間力
豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力な
どの人格的資質、教職員全体と同僚として協力していくこと
〈協議〉
○上記の答申にある「優れた教師の条件について、重要な 3 つの要素」を踏まえて、「信頼される教師と
なるための条件」について、できるだけ具体的な項目を班内の各人が挙げ、協議の上、最後に班で「信
頼される教師」の具体像を創りあげる。
テーマ 2：生徒指導

−いじめの早期発見・早期対応−

〈事例研究〉
高校 1 年の生徒 A（男子）はクラスではおとなしく、あまり目立たない存在であった。クラス内
では A に対して授業中に不自然な笑いが起こったり、ささいな失敗に冷ややかな発言が飛び交う雰
囲気が気になっていたが、担任の B 教諭はクラスの生徒たちとの関係が崩れるのを恐れて、A のこ
とをクラス全体の問題として生徒たちに投げかけることはしなかった。
A に対するいじめは数ヶ月にわたって続いていた。A は夏休み明けから体調不良を理由に保健室
に行くことが多くなった。さらに欠席も断続的に続くようになった。
母親は、A が元気がなく食欲もなくなりうつろな表情をしていることを心配して、電話で担任に
「学校で何かあったのではないか」とクラスでの様子について尋ねてきた。しかし、この時点で担任
の B 教諭は A がいじめに遭っているまで発展しているとは考えていなかった。
数日後、A の両親が、「きもい」
「死ね」とボールペンで落書きされた教科書をもって校長に会い
に来た。両親は、校長に事実関係の調査と学校側の釈明を求めたが、担任には会おうとしなかった。
両親の担任への不信感は深刻であり、家庭訪問も拒否されるなど関係修復の見通しも立たない状況が
続いている。
〈協議〉
○この事例について早期発見・早期対応の観点から問題点をあげ、教師および学校としての適切な対応に
ついて班で協議し、まとめること。
※対応する対象例：生徒 A クラスの生徒 保護者 その他（
）

以下にテーマ 1 及びテーマ 2 について 2015、2016 年度に学生が協議し、まとめた意見を掲載
する。
○テーマ 1：信頼される教師をめざして
（2015 年度

健康スポーツコース〈中・高保健体育教諭〉3 班）

※キーワード（対児童、生徒）
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・愛情

・熱意

・信頼関係

・気に掛ける

・相談に乗る

※どうすれば信頼されるか
・叱る時とほめる時のメリハリが大切

・子ども全員を公平に扱う

・こまめに面談

・子ども一人ひとりに興味、関心を持つ
※具体像
子どもに信頼されるためには、叱る時はしっかり叱り、ほめる時にはしっかりほめるこ
とが大切であり、子ども一人ひとりに興味、関心を持って理解しようとする姿勢が必要で
あるし、一人ひとりのことを知ろうとすればコミュニケーションが大事である。
よって、児童、生徒だけでなく教職員、保護者に対してコミュニケーションが取れる教師
が信頼される教師像である。
（2016 年度

養護コース〈養護教諭〉6 班）

※対児童、生徒
・傾聴力

・迅速な対応

・指導力

・全児童生徒に平等に接する

※対保護者
・情報公開と情報提供

・専門性を活かしたアドヴァイス

※対教職員
・共通理解

・報告、連絡、相談

・連携

※地域社会
・あいさつ（コミュニケーション） ・開かれた学校

・地域交流

※具体像
保護者、教職員、地域社会に対しては報告、連絡、相談を徹底し、常にチームとして対
応する。子どもに対しては子どもの目線に立ちつつ、的確で公平な指導・助言ができる教
師。
○テーマ 2：生徒指導
（2015 年度

−いじめの早期発見・早期対応−

健康スポーツコース〈中・高保健体育教諭〉6 班）

※問題点（B 教諭）
・管理職や周辺の教師に報告・連絡・相談をしていない
・いじめに対する認識不足
・クラスの生徒全体に対して直接注意や指導をしていない
・生徒 A が体調不良や保健室に頻繁に行っているのに何も対応していない
※対応策：学校全体が組織として対応する
・生徒 A に対して：話しやすい状況をつくり、気持ちを聴く
登校しやすい環境をつくる（保健室登校から始める）
・クラスの生徒に対して：担任 B から話をする（難しければ学年主任から話をする）
加害生徒が判明すれば個別に複数の教師で話をする
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・生徒 A の保護者に対して：管理職と学年主任が対応する
早い段階で B 教諭も交えて家庭訪問する
・加害生徒の保護者に対して：学校に呼び出して、生徒、親、学校側とで話をする
・その後の対応：生徒 A、A の親、加害生徒、その親、学校側が一堂に会して話をする
（2016 年度

養護コース〈養護教諭〉2 班）

※問題点（B 教諭）
・授業中に不自然な笑いが起こった時点で注意すべき
・クラスの雰囲気が違うと感じたならば、生徒 A と個人面談すべき
・生徒 A の保護者と細かに連絡を取り合うべき
・養護教諭も生徒 A が頻繁に保健室へ来る様子に気づいたなら、担任 B へ連絡し、教師
同士が連携をとるべき。
※対応策（短期）
・生徒 A に対して：心のケア（複数の教師が関わる）
状況によっては、スクールカウンセラーを紹介し、学校側はスクー
ルカウンセラーと連携して対応
保健室登校から始める
・クラスの生徒に対して：LHR（ロングホームルーム）の時間や別に時間を設定して、
「いじめ」について考えさせる。
※対応策（中長期）
・生徒 A の保護者に対して：信頼を取り戻すためにも担任 B を含め学校側が家庭訪問
会えなくても会ってもらえるまで家庭訪問を行う
学校側の対応をこまめに連絡、報告する
テーマ 1 及びテーマ 2 について、それぞれ学生たちの協議結果（プレゼンテーション内容）を
2 例ずつ掲載した。どの例も内容的にはまだまだ未熟であるが、学生たちは熱心に協議し、互い
に意見を出して討議し、プレゼンテーション内容をまとめ、発表していた。
この第 4 回の講義の授業形態が学生の主体的な学びを活かす最善の方法とは言えないが、アク
ティブラーニングの一形態にはなっているであろう。

Ⅴ．成果と課題

この実践から得られた成果の 1 点目は、本稿で述べた「教職実践演習」を受講している学生は
2 年次、3 年次に筆者が担当する教職に関する科目（資料 1 にある「教育制度・教育経営（教育
法規・教育行政）」「教育課程論」「生徒指導論・進路指導論」）を履修し、本稿で記載した講義用
ワークシートを活用した作業学習（ワークシートの空欄に適切な語句を埋め、指名された学生は
教室の黒板やホワイトボードに空欄のキーワードを板書する）の意図や方法がすでに身に付いて
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いることもあるが、4 年次での「教職実践演習」においては自ら能動的に主体的に学習内容を学
ぶ姿勢の学生が数多く見られたことである。実際、2 年次、3 年次の受講時に比べ作業学習に費
やす時間は大幅に短縮されており、キーワードの意味を問う発問に対しても正答を答える学生が
多い。
成果の 2 点目は、第 4 回講義で実施している演習・協議でのグループ討論・討議および発表が
どの講座でも積極的かつ活発になされていることである。筆者が担当の 3 年次の「生徒指導論・
進路指導論」の講義において、生徒指導に関する具体的事例（例えば、暴力行為、飲酒・喫煙、
いじめ、深夜徘徊、家出など）に対する教師および学校の対応について、何回かグループ討議や
意見交換の場を設けており、学生たちは経験済みである。その経験が生きていることもあるが、
どの講座においても各班とも熱心に協議・討論し、テーマに正対して多角的な視点からまとめて
いた。特に、テーマ 1 については、
「地域社会」の視点、テーマ 2 については、対応策を短期と
中長期に分けた視点など教員からは指導や助言をしていないなかで学生たちの議論から出て来た
ものである。
成果の 3 点目は、使用している教材は本稿で述べているように兵庫県教育委員会で作成した初
任者研修のための研修用資料を活用・加工したものである。学生が教員採用選考試験に合格し、
教員 1 年目に受講する初任者研修で実際に使用されている研修用資料であるため、学生はこの研
修用資料の学習を通じて、実際の教育現場で行われている初任者研修の一端に触れるとともに、
2006 年の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」のなかで言われ
ている「将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足
している知識や技能等を補い、その定着を図る」契機になっていることである。第 5 回講義で
は、「教職実践演習で 2 年次、3 年次の科目の総復習と理解不足の事項を再学習しましたし、実
際の初任者研修がどのような資料を使って行われているかがわかり、イメージがわきました」
（2016 年度

養護コース学生）という声もあった。

一方、課題に目を転じると、その 1 点目は、作業学習についてである。成果の 1 点目に記して
いるように学生たちに定着し、成果が出ている学習方法であるが、より能動的に主体的に学習内
容を学ぶ姿勢を培う方法に改善する工夫が必要と考えている。
課題の 2 点目は、2006 年の中央教育審議会答申にある（想定される主な授業形式）のなかの
「役割演技（ロールプレーイング）
」や「現地調査（フィールドワーク）
」をわずか 5 回の講義で
あるが実施できないかというものである。時間的制約があるなかでのことであるが、試行してみ
たい。
課題の 3 点目は、学生にとってより有用で実のある科目にしていくためには、他の教職実践演
習担当教員との情報交換を活発に行い、共通理解をより深めることが必要であるという点であ
る。
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Ⅵ．おわりに

〜今後の展望〜

学生の主体的な学びを活かす「教職実践演習」の授業にするための一つの実践例を本稿で紹介
した。まだまだ十分とはいえない段階であるが、今後も引き続き工夫していきたい。
2006 年の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」にある、教職
実践演習が、「……学生が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機
的に統合され、形成されたかについて、……、いわば全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」と
して位置付けられる」という科目にするためにも、学生が教職生活をより円滑にスタートできる
ようにするためにも、例えば、
「学級通信の作成」
「保健室だよりの作成」
「食育だよりの作成」
「時間割の編成」といったテーマを第 4 回講義で設定して、グループ討論・討議および発表を行
わせることや、
「学びの軌跡の集大成」としての位置づけとしては、第 1 回〜第 3 回および第 5
回講義では、2 年次、3 年次に履修した内容を踏まえて学生に講義内容の一部を説明させるのも
一方法と考えている。
注
１）新規採用された教員に対して、採用の日から 1 年間、実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い
知見を得させるため、学級や教科・科目を担当しながら行う実践的研修（初任者研修）
〈文部科学省〉
２）兵庫県教育委員会が実施している体験教育、体験活動の各種教育施策〈兵庫県教育委員会〉
３）平成 16 年度より、兵庫県教育委員会が小学校に導入している児童生徒の発達段階や教科の特性等に
応じてより柔軟に多面的できめ細かな指導を推進する事業（35 人学級編制や複数担任制の実施

少人

数学習集団の実施や兵庫型教科担任制の実践研究）
４）心理学用語の一つ。何かを習得・学習する際、それに必要な条件や環境が学習者側に整っている状態
を指し、特に子どもの教育に関して用いられる。Readiness。〈pixiv 百科事典〉
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プログラミング教育の意義に関する研究

松

秀樹・難波
1

宏司

はじめに

学習指導要領の改定で、2020 年より小学校でのプログラミング教育が始まることとなった。
その関連から、小学生に対するプログラミングの教育に関して、教材の開発やプログラミング教
室の開設が盛んになってきた。また、中学校・高等学校でもプログラミング教育のウェートは高
まりつつある。更には、社会的にもプログラマの需要は高まっており、社会人を対象としたプロ
グラミング教室も活況である。しかしながら、我が国ではプログラミング教育の教育的意義につ
いての議論は、やや薄いように思える。プログラミング教育の意義の根拠としてよく出されるの
が Computational thinking（計算機的思考）である。この概念は最初、教育用言語 LOGO の開発
者のシーモア・パパートによって提唱された1）が、2006 年、コンピュータサイエンス普及の立場
から Wing が新たに提唱した2）。彼女の考えを基にカーネギーメロン大学3）やロンドン大学4）には
その考え方を紹介するサイトがあり教材も提示されている。2016 年 3 月、日本学術会議は「大
学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準

5）を報告したがその中
情報学分野」

においても「計算機的思考」の影響を受けた内容となっている。本論では、2006 年の Wing の
計算機的思考の考えを基に、小中高等学校向けのプログラミング教育モデルを構築し、試行的に
実践したのでそれを報告する。

2

1

プログラミング技術とプログラミング教育の変遷

バベッジの解析機関
元来、コンピュータは計算する道具として発展してきた。計算する道具としてのコンピュータ

の原型となるのが、19 世紀半ば、イギリスのバベッジが考案した各種の計算を行う「解析機関」
である6）。この機械は、設計の段階まで進んだが、加工技術の問題から完成には至らなかった。
バベッジは、各種の計算は基本的に、四則演算（加算だけでも可であるが、効率化を考え四則
演算とした）と値の比較だけでできると発想し、四則演算を演算し、値を比較する演算装置と計
算結果を記憶する記憶装置、演算の指示を与えるプログラムや演算データをパンチカードで機械
に伝える入力装置、最終計算結果を印字する出力装置からなる機械を考案した。計算をさせるに
は、プログラムは、計算式を単純な四則演算に置き換え、計算途中のどの値とどの値を計算する
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かを並列処理で指示を出す必要があったので、数学力の優れたバベッジの協力者のエイダが担当
し、世界初のプログラマになったと伝えられている。エイダは、プログラミングの効率を図るた
めに、「繰り返し手法」や「副プログラム」を考案している6）。また、複雑な計算を分解し単純
な四則演算に置き換えるために、「集合論」の手法を活用している。「集合論」に基づいて計算機
を電子回路的に実現したのがコンピュータである。

ノイマン型コンピュータ

2

現在のコンピュータの基本構成はノイマン型の構成が主流である7）。ノイマン型は、逐次制御
とプログラム内蔵（プログラムを記憶装置に置く）型である特徴を持つ。逐次制御とは、処理を
1 つずつ順番に行うことであり、プログラム内蔵とは、データとプログラムを同じ記憶装置に格
納して実行することである。この方式では、プログラム実行中に自らプログラムを変えてしまう
ことが可能でプログラム実行の自由度が高まった。ノイマン型が定着したことにより、逐次制御
に基づくプログラミング方法の定式化（機器の違いにとらわれないプログラミング手法：アルゴ
リズムの出現）がある程度行われるようになった。

Fortran と Cobol

3

最初のころのプログラミングは、コンピュータが直接理解できる機械語のプログラムであった
が、1957 年、科学技術用高級言語である Fortran が出現し8）、1959 年には事務処理用言語の Cobol が出現した9）。Fortran による数値計算アルゴリズムや Cobol によるソート、ファイル処理な
どのデータ処理がプログラミングの重要な内容となった。プログラミング教育においては、数値
計算のアルゴリズムを理解することは重要な要素となった。その主な内容を以下に示す＊10）。
1．誤差論

2．数値補間（ラグランジュ補間・スプライン） 3．写像

4．線形計算

（ガウス・ジョルダン法） 5．方程式解法（ニュートン法・逐次近似） 6．微積分（台形公式）
7．微分方程式（ルンゲクッタ法）8．モンテカルロ法

9．シミュレーション（FFT、グラフ理論）

1960 年代にコンピュータは社会に普及するとともに、1970 年ころより、プログラミング教育
が普及しはじめた。1970 年には、大学で情報系学科が設置され、同年の学習指導要領改訂では、
応用数学（主に職業学科で履修）に計算機と数値計算の項目が導入され、職業学科に情報関連の
科目が出現した。また、NHK のコンピュータ講座は 1967 年現代科学講座に一部としてはじま
り、1969 年より「コンピュータ講座」として独立した11）。その構成（目次）を下に示す12）。
Fortran 講座

講師

森口

繁一

Cobol 講座

講師

大駒

誠一

1

四則演算のプログラム

1

コンピュータ入門

2

判定と飛び越しを含むプログラム

2

売上業務

3

配列と繰り返しを含むプログラム

3

電気料金の計算

4

ファイル処理のプログラム

4

仕入業務にみるプログラムの例

5

実数計算のプログラム

5

まとめ

6

シミュレーションのプログラム
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他

構造化プログラミングとデータ構造

4

1970 年頃、プログラムが普及するに大規模プログラムの需要が高まり、メンテナンスや開発
効率の低下を招くようになって「ソフトウェア危機」といわれるようになってきた。こうしたこ
とを緩和する動きとして 3 つ紹介する。1960 年代後半、ダイクストラらはプログラムが込み入
って、他人が理解しづらいのが問題であると指摘し、それを改善する方法として、構造化プログ
ラミングを提唱した13）。その特徴は、以下の 3 つからなり、以後のプログラミング言語の使用に
大きな影響を与えた。
1）プログラムの可読可能範囲での副プログラム化（細分化）
2）プログラム構造を「順次」「反復」「分岐」の構造で構成
3）不要なジャンプ（GOTO）の使用停止
次に、ヴェルトは 1975 年「Algorithms＋data structures＝programs（邦訳アルゴリズム＋データ構
造＝プログラミング）」を著し14）、配列、木構造、リストなどのデータ構造をうまく取り入れる
ことによりプログラミングの手間が軽減されることを教科書的に示した。三番目として、1978
年、C 言語開発者のデニスリッチとカーニハンによる「プログラミング言語 C」15）が著された。
この本では、プログラミングを効率的に学ぶ方法と望ましい（分かりやすい）プログラミングの
書き方が強調して示され後のプログラミング教科書構成の原型となった。
（プログラミング入門
書でよくある「hello world」の表示はこの本の影響である）。「プログラミング言語 C」の構成を
下に示す。

5

1

やさしい入門（プログラミング言語の概略を説明する） 2

3

制御の流れ（ループ・分岐） 4

7

入出力

8

関数とプログラム構造

データ型・演算子・式
5

ポインタと配列

6

構造体

UNIX システム・インタフェース

パソコンの出現
1970 年代後半、パソコンが出現し、コンピュータを個人で持てるようになった。アプリケー

ションソフトは通常なかったので、使うためには、自分でプログラミング（言語は機械語か
BASIC）する必要があった。プログラミングが技術者から一般に普及するようになった。多く開
設されたパソコン教室はほとんどがプログラミング講座であった。しかし、当時の機械の性能か
ら、プログラミング記述の厳密性とプログラミングの数学的論理性が要求され、プログラミング
は多くの人が理解しにくいものとなっていた。そこで、サンプルプログラムを提示し、それを実
16）が広く行われるようになった。この方法でも、
行して内容を理解するいわゆる「写経型学習法」

サンプルが学習者にとって不適切であったり、この方法自体が学習者に適していないと、理解不
能となったり、理解できても応用できないということになり、
「コンピュータ嫌い」を産み出す
状況となった。1985 年頃、普通教育分野でも情報教育を推進することが提起された＊17）が、上記
のことから、プログラミングを最小限にし、アプリケーションの活用や情報モラルを重視した教
育が勧められた。さらに、1997 年の学習指導要領では、中学技術でのプログラミングは選択に
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留まり、新設された高等学校普通教科「情報」ではプログラミングそのものは扱わないようにな
った。

6

オブジェクト指向プログラム
1980 年代以降になると、プログラミングは更に大規模・高度化してきた。それに対応するた

めに、プログラムの再利用が考えられるようになってきた。その考えに基づき生まれてきたのが
オブジェクト指向プログラムである18）。再利用しやすい形で用意されたフレームワークやクラス
ライブラリを活用して効率的にシステムを構築していく方法である。この手法で求められる技能
としては、再利用部品を当て填めて作成していくので、従来とは逆の様々な機能部品を適切に配
置するシステム構築力、部品であるフレームワークやクラスライブラリの広範な知識、汎用部品
であるクラスを開発する能力、システム開発ツールである統合開発環境やその他のツールを効果
的な使いこなす技能等であり、従来とは異なった能力が要求される。現在のところ普通教育にお
いてオブジェクト指向プログラムに関した教育は見当たらない。

3

プログラミング教育の現状と教育的意義

インターネットが世界的に開放された 1990 年以降、情報産業は経済分野が優先され、情報関
連の技術者は不足してきている。ACM（Association for Computing Machinery）は CC 91 で指摘
し、1993 年高等学校向けのコンピュータサイエンスのカリキュラムを制定しプログラミング入
門を提案している19）。それを発展させて、Wing は普通教育しての「計算機的思考」を提唱し
た2）。これに基づき、K 12（初等中等）カリキュラムや最近では K 8（小中）カリキュラムが作
成されている19）。一方 MIT（Massachusetts Institute of Technology）のメディアラボ20）では、学習
理論の構成主義に基づき 1967 年 LOGO を開発したが、それを発展させて、2006 年教育用言語
スクラッチを開発した。本研究で実践したレゴの Mind Storm もこの系統のシステムである。ま
た、2000 年には、ニューヨーク大学でコンピュータ制御をデザインする「フィジカルプログラ
ミング」の活動が始まった。こうしたことを受けて、Google、Apple、Micro Soft などの IT 企業
も初等中等段階でのプログラミング教育の推進に協力している。イギリスやロシア、エストニ
ア、ニュージランド等も同様に初等中等教育段階でのプログラミング教育に力を入れている21）。
日本では、一時、普通教育でのプログラミングを避ける傾向があったが、情報技術者が不足し
ていることや世界の流れの中から、2012 年実施の学習指導要領中学校技術・家庭で、
「プログラ
ミングによる計測・制御」が必修となった22）。2013 年政府の成長戦略では「義務教育段階から
のプログラミング教育等の IT 教育を推進する」内容が盛り込まれ23）、2016 年 6 月の「小学校段
階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者
会議」24）で小学校でのプログラミング教育の是非について議論され、2020 年からの新しい学習指
導要領で小学校のプログラミング教育を実施することとなった25）。
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図1

IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果（経済産業省

4

2016 年 6 月）

教育モデル

教育内容に関して、大抵の教科・科目においては親学問が存在し、それに基づき生徒の発達段
階に応じて内容を系統化し、独自の教育モデルを形成している。そのモデルは教育が発達するに
つれ教育効果や形式陶冶的な要素を考慮して、元のものから変質していく。その結果が、例えば
中学校数学では、中学生の思考の発達段階に応じた、中学生への教育的意義を考えた内容構成と
なるので、厳密な意味で、高等学校数学との連続性や関連は薄く、また「数学」という学問とも
似て非なるものである。
プログラミング教育と類似した技術的要素を持つ電気回路およびそれに関した電気工学の教育
モデルを分析し、教育モデルの必要な要素を記す26）。
電気回路は回路網となっており、複雑な結線をすると電圧や電流を求めるのは要素をたどって
膨大な作業に思えるが、キルヒホッフの法則によりループ（閉回路）数に応じた多元方程式を立
てれば、機械作業的に求めることができる。また、交流回路の計算は本来、微分方程式と三角関
数で行い困難を極めるが、周波数が変わらないとすると数学の演算子法を用いて、複素数とベク
トルで電圧・電流を表現することができる。こうした、前提となる技術を基に、19 世紀の後半、
アメリカのスタインメッツ26）らによって電気回路教育モデルが構成された。このモデルでは、キ
ルヒホッフの法則の応用を活用できることと、複素数・ベクトルによる交流回路計算ができるこ
とを主眼において、系統性を持たせた教育構成としている。
1

電圧・電流

5

キルヒホッフの法則の応用（電圧電流源・分圧・鳳テブナンの定理・電圧降下）

6

交流回路の式（三角関数）

2

オームの法則

7

3

直並列回路

交流回路の素子

4

8

キルヒホッフの法則

複素数表現

9 ベクトル表現

10

複素数計算の応用（直並列回路・電力計算・共振回路・誘電体損・力率改善）

11

非定常回路（過渡現象・分布定数回路）
・・・・

複素数で計算できない回路

電気回路理論教育モデル構成

ここで、キルヒホッフの法則は、実際の回路においては多元方程式となり、実質上解くことが
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困難であるので、実務上使用するのは稀である。しかし、この法則を指導する過程で適切な課題
を考えさせることにより回路分析の考え方（電圧降下、電圧ポテンシャル、電流の連続性など他
で応用できる基本概念）を身につけることができる。また、複素数計算やベクトル計算の応用を
体験することにより、回路の特性に応じた解析ツールの適切な使い方がわかったり、効率改善
や、回路の発振等の課題解決が初等関数の計算式で分析できるようになる。このように教育モデ
ルは、個々の場所で直接課題解決の方法を学ばせるのではなく、課題解決のための基本的な考え
方を身につけさせることを主眼においた内容である。
また、教育モデルにおいては内容の順序性も重要である。電磁気学の分野で、大学や普通高校
の物理では電気の後に磁気を学ぶが、工業高校では磁気を先に学ぶ。最終的に両方とも学ぶので
どちらでも同じように思えるが、先に学ぶ方のイメージが強くなるので、両者には電磁気のとら
え方に差が出る。電気を先に学ぶと、電気は単極子（＋、−だけで存在する）であるので、単独
点・発散（微分）のイメージができるが、磁気は双極子（単独存在しない）であるので、相互作
用・線（積分）のイメージができる。電気を先に学ぶと電波や電気物理現象の理解がスムーズに
なるのに対し、磁気を先に学ぶと、モーターは発電機、変圧器の理解がスムーズになる。（なお、
戦前は普通科・大学でも磁気を先に学んだ）つまり、電気機械や発電を主として学ぶ（電気工学
など）には「磁気」を先に押さえ、通信や物性を主として学ぶ（電子工学）には「電気」を先に
押さえると学習効果が高くなるということである。

5

プログラミング教育の教育モデル

本節では Wing の「計算論的思考」に基づき小・中・高等学校普通教育におけるプログラミン
グ教育モデルを提案する。

1

Wing の「計算論的思考」
Wing の計算論的思考は、コンピュータサイエンスの教育内容を基に、知識ではなく一般的に

通用する思考様式（考え方）を取出したものである。「計算論的思考」は情報的内容を忘れても、
思考様式が生活や情報以外の分野でも活用できるようにすることが重要だとしている。コンピュ
思考様式として次のようなものを挙げている。
1）抽象化（モデル化）思考
プログラミングは、現実の事象をあらかじめ決められたプログラムの命令やデータに「置き換
える」作業である。このように現実の事象を、簡単な言葉や記号、図に置き換える作業が抽象化
である。具体的な内容では解決しにくいことが抽象化によって、問題が見通し良くなったり、類
推が容易になったりする。
2）ヒューリスティック推論
従来の理論は、理論的構築を図り理論的な解（厳密解）を求める。コンピュータは有限桁の装
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置であり、計算時間も有限であるが大量の作業を飽きずにこなしてくれる。これを利用して、あ
いまいな現象の厳密でないがより解決に近い解を提案してくれる（例えば、線形計画法やモンテ
カルロ法、ゲーム理論など）。このような思考様式は日常生活で活用できる。
3）再帰的思考
帰納法的思考である。物事を分析する際できるだけ単純な構造を探し、それを繰り返ししよう
することにより、事象を単純化して考えることができる。
4）創造性
「論理的思考」について Wing は論理的思考をコンピュータにまかせて（コンピュータは論理
演算をする機械であるので）人間として創造力を満たす種々の思考法を育成することが重要であ
るとしている。一方、他の文献では計算論的思考では「論理性」の育成を含んでいるとしてい
る。その例として、ゲームや問題の解を解くこととしている。問題を解くという行為は、発見と
いう論理からの飛躍を伴う創造的な思考である。他の文献等では、
「論理性」とは一貫して説明
できる行為（思考）を論理性としていると思えるが混乱を省くため、本論ではこれらの論理性を
含めて「創造性」とする。

2

教育目標と獲得すべき資質
従来の教育モデルは、教育内容の設定から付帯的に獲得すべき資質を提示してきたが、
「計算

論的思考」では逆に獲得すべき資質から逆に内容を考えていく必要がある。教育目標を、前節の
思考様式と現状の情報技術、社会的要請から次のようにした。
1）事象を抽象化・モデル化できる能力の育成
2）課題解決に応じた思考パターン（アルゴリズム）を選択できる能力の育成
正解に近い値を効率的に求めるヒューリスティックな推論方法が種々考案されてきた。種々の
方法があることを知った上で、実用的側面から正解への近さと効率性を総合的に判断して適切な
アルゴリズム（思考パターン）を選択する。
3）部品を組み合わせて、課題解決（創造）する能力の育成
プログラミングは、あらかじめ定められた命令や命令の塊であるパッケージを組み合わせて、
要求に応じて新しいものを開発していく行為である。その能力を育成する。
4）コンピュータの動作するしくみを知り、コンピュータの得意・不得意が分かること
5）プログラミングの作成方法が分かり、本格実施に必要な資質・環境が考えられること

3

プログラミング教育モデル案（内容）
教育内容（教育目標に）に応じて、教具（コンピュータシステム）は変更するほうが良い。ま

た教具は実際に実用されているのものではなく、教育効果を高め、抽象化の思考様式を育成する
ために教育用に特化させたものを利用することが望ましい。
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1）プログラミング入門
プログラミングの役割や意義・基本的なプログラミングの操作について直観（見える形）的に
学ばせる。内容としては、種々の入力状況から複数の出力を制御し、課題の解答が見える形で現
れ、自ら課題を考えられるようにする。使用するシステムとして、ロボットシステムや図 2 のよ
うな制御システム（ロボット系教材）を使用する。

図2

制御システム

ここで行う内容は、
・出力のプログラム

・命令の書き方理解

・アクチュエータ操作
・センサ入力

・ポート出力の理解

・条件判断

・課題の考案

・逐次実行を理解
である。

2）コンピュータの動作原理とプログラミングの意義
・有限桁、逐次制御、メモリという特徴から、コンピュータの得意、不得意を考察する。
・コンピュータ基本演算機能（四則演算、データ移動、データ比較、実行順の変更）を組み
合わせて様々なことができることを体験する。
＊ここでは、実際にプログラミングして確かめるのではなく、1）の制御システム若しくは
動作シミュレータを作成し、それを使って体験させる。
3）事象を抽象化するための手法
・フローチャート等の図式化技法やデシジョンテーブルを利用して抽象化を体験させる。
＊アンプラグ的にコンピュータを直接使わず、抽象化する技術を取得させる。
4）構造化プログラミング
・3）の内容を踏まえて、構造化の 4 つの必要性を体験的に理解させる。
・構造化の 4 要素で様々の処理ができることを実感させる。（モデル化能力育成）
＊教具はビジュアル言語を使うのが望ましい。
5）データ構造とアルゴリズム
・配列、リスト、リンク、木構造の特徴とそれぞれの検索アルゴリズムを体験する。
・再帰アルゴリズム、繰り返しの数値計算アルゴリズム、コンパイラ技法のアルゴリズムゲ
ーム解法のアルゴリズム、モンテカルロ法などを体験し、種々の思考パターンがあること
を理解させる。
課題例
・桁落ち、数値誤差の体験（等差順列加算で小さいほうから加算する場合と、大きいほうか

― ５６ ―

ら加算する場合で差ができることを体験させる。）
・8 Queen、ハノイの塔

・分解的平方計算、ニュートン法、台形公式などの数値計算

・4 色問題をテーブル法で検証、木構造でデータ探索等データ構造に関する問題
・モンテカルロ法、線形計画法などヒューリスティックな推論
・スタックを利用したポーランド記法、ゲーム解法等実務的アルゴリズム
＊教具は、アルゴリズムの理解に主にするので、コーディングが容易で見やすいもの。
6）オブジェクト指向プログラム
模擬的パッケージをうまく組み合わせてシステム構築の体験をさせる。
＊教具は実用的な統合開発環境（Integrated Development Environment, IDE）を用いる。

6

実践事例

プログラミング教育モデル 1）プログラミング入門（小学生対象

ロボット系教材を使用）

の実践を報告する。

1

使用教材
LEGO 社のマインドストーム EV 3 を使用した。この教材は、レゴブロック（構造部品）を組

み立てて作成する。ブロックの自由度が高いので様々なロボットを作成することができる。今回
は、プログラミングを主に置いたので、あらかじめ組み立てたセンサ付（超音波センサ、カラー
センサー、回転センサ）自動車型のロボットを使用した。プログラミングは、Lab View で作ら
れたビジュアル言語を用い、タブレットでプログラミングした。

2

教育方法
今回、該当校の状況を考慮して、主体性、協調性の育成を教育目標に加えた。本学学生が指導

することにより、児童の発想や想像力、創造性を重視し児童へ思考法の押し付けを行わない指導
になると考えられた。大学生が小学生に教えることで、大学生自身の教える力の強化も念頭に置
いている。

3

実施報告
尼崎市立立花西小学校の 4 年〜6 年生のコンピュータクラブ活動で、2017 年 1 月から 3 月のク

ラブ活動の時間に計 4 回実施した。対象人数 20 名に対し 5 名の学生が指導した。
（1）学生への事前教育
参加した 5 名の学生への事前教育を行った。学生が児童へ教える際に、自分たちの既知の課題
解決方法を押し付けるのではなく、児童の発想や想像力創造性を重視し、児童の考える際のヒン
トを少しずつ出すように指導した。学生自ら EV 3 の自動車型への組み立てを行わせ、各センサ
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やアクチュエータの使い型、条件分岐・ループ
のプログラム、課題を与えての解決などを学生
に指導した（図 3）。
（2）小学校での実施（指導）内容
第 1 回に EV 3 の基本的なスイッチの説明と
使い方、タブレットの利用法とプログラミング
方法、センサやモーターの解説と接続場所の関
図3

学生のデモプログラム構成案

係について説明し、実際に児童にモーターを動
くプログラムを作らせた。最後に学生がコース

トレースのデモンストレーションを行った。機械の台数から 1 グループ児童 4 名で実施した。特
定の児童のみが触れる状態にならないよう、交代して使うように留意した。
第 2 回は第 1 回目の復習と、種々のモーターの動かし方、センサの使い方について説明し、児
童に体験させた。センサの使い方は、超音波センサの使い方について説明し、センサの感知によ
り動作、音を発生させることを試させた。
第 3 回は第 2 回までの復習を行い、プログラムでループと条件分岐について、それぞれの必要
性を体験できる課題（三角形・四角形の動きのトレース、障害物を回避するプログラム）を与え
簡易サンプルを提示した後、児童に考えさせた。
第 4 回（最終回）は、学生の発案で、課題のデモンストレーションビデオを作成しておき、そ
れを使って、課題（自分でロボットの動くコースを作成し、そのトレースをするプログラム）を
説明し、児童にプログラムを作成させた。児童は各グループでコースを計画し（図 4）、コース
を実際に作成しながら計画の修正を行った（図 5）。最後に、各グループで実演・発表させた
（図 6）。

図4

児童が作ったコース

図5

児童のコース作成の様子

4

図6

発表時のコース説明の様子

考察とまとめ

最終的に、課題を達成できたグループは、5 グループ中 1 グループに終わったが、すべてのグ
ループがループやセンサの条件分岐の使い方を理解し、適切に活用していた。課題が達成できな
かった原因は、摩擦等の影響で理屈からずれたこと、自分で設定したコースに機械が対応できな
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かったり（角度が急であったり、センサの検知からモーターの動作までの時間が間に合わない）
等が原因であった。成功したグループは、摩擦等の影響をメジャーで計測し、補正してプログラ
ミングしていた。通常コンピュータ上で行うコードで記述するプログラミングは、記述方法や結
果が分かりにくので、初心者がプログラミング出来るまで時間がかかるが、直観できるプログラ
ム環境では短期間でプログラムが理解できる。そうしたことから生まれた、ビジュアル言語と比
較したとき、ロボット系教材では、動作させるのには時間がかかり、プログラム以外の要素で正
しく動かないことがあるので、ビジュアル言語の方が教育効率に優れているように見える。しか
し、プログラミングで獲得すべき資質を考えたとき、コンピュータの得意・不得意なことを理解
させたり、ヒューリスティクな推論を初学者の段階で時間できること、科学的な実験、推論等が
付帯的にできることなどから、ロボット系教材が優れていると確信できた。
また、指導法として、今回、学生に課題の提示までは指導者（インストラクタ）の役割を担わ
せたが、児童の活動の場面では消極的なアドバイザの役割を担わせた。余分なアドバイスもせ
ず、児童のモチベーション向上に留意し、正解を言わずに考えさせるアドバイスは効果があった
と思われる。指導者人数であるが、実際にプログラミング教育を行う際には、教材そのもので考
えられる躓き以外の単純なコンピュータトラブルなども発生する。そのため、クラス単位での授
業の中で 1 人の教員がすべての児童をフォローすることは困難であり、教材の用意なども困難を
伴う。このことから、複数の指導者による教育が望ましい。
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感情・感覚を表す擬態語動詞の動詞性について
──「ずきずきする」と「ざらざらする」の相違は何か──

吉

永

尚

1．は じ め に

従来のオノマトペ研究は、音韻的な分析を中心としているものが多く、動詞用法、特に感情や
感覚を表す擬態語動詞1）に焦点を当てた研究はかなり少ない。これらは状態性が強いものとして
一括りに考えられることが多かったが、本研究では意味・用法の相違に基づき、四分類する。こ
れらを、アスペクト性、他動詞性、非能格・非対格性などの動詞的性質の観点から観察し、二類
は状態性が強いが、他の二類はそうでないことを論じ、一括りに扱うことには問題があることを
提唱する。最後に、これらの擬態語動詞全体についての語彙的な特性について考察する。

2．擬態語動詞の先行研究

「くよくよする」「べとべとする」など、外見に表出しない感情や感覚を表す擬態語動詞2）の文
法的性質には未だ不明な点が多い。影山（2005 : 1, 7）は擬態語動詞一般を、
「「する」の意味構
造の鋳型に擬態語の意味が組み込まれ通常動詞と同等になる」とその動詞性を肯定しており、田
守（1993 : 45-47）は人間の心理・感覚を表す「擬情語」は、ほぼ全て動詞組入れが可能と述べ、
動詞組入れできない状態的な擬態語との相違を示唆している。心身の擬態語動詞を用法や意味に
よって分類し、それぞれの文法的性質について観察する。

3．心身の擬態語動詞の分類

心身の擬態語動詞3）の擬態語部分へ「だ」や「の＋名詞」を付加すると、「うずうず（＊だ。／＊
の学生）
」、「ずきずき（＊だ。／＊の頭）」などほぼ許容されないものと、
「べとべと（だ。／の手）」
「とろとろ（だ。／のチーズ）」など自然に許容されるものに分かれる。これらを意味によって二
分し、下に示す様に A、B、C、D の四類に分類する4）。「だ」や「の＋名詞」を付加できる点
で、Ⅱ）C、D はナ形容詞的な用法があると判断する5）。
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Ⅰ）「だ」や「の＋名詞」が

TypeA-心理的感情を表すもの

一般的に付加されないもの
Ⅱ）「だ」や「の＋名詞」が
一般的に付加されるもの

TypeB-生理的感覚を表すもの
TypeC-感触を表すもの
TypeD-食感を表すもの

◆TypeA（心理的感情：心的活動や変化を表すもの）
わくわくする、うずうずする、いらいらする、はらはらする、くさくさする、くよくよする、う
じうじする、びくびくする、むしゃくしゃする、やきもきする、ほっとする、かっとする、はっ
とする、ぎょっとする、ひやっとする、どきっとする、うっかりする、げっそりする、しんみり
する、ボーッとする
◆TypeB（生理的感覚：身体の感覚・痛覚などの異常を表すもの）
ずきずきする、きりきりする、がんがんする、じんじんする、ちくちくする、ちかちかする、ひ
りひりする、ぴりぴりする、どきどきする、むかむかする、むずむずする、ぞくぞくする、しく
しくする、しょぼしょぼする、くらくらする、ちくっとする、ふらっとする、ぞくっとする、す
っとする
◆TypeC（感触：触覚による皮膚感覚を表すもの）
ざらざら（だ／する）、さらさら（だ／する）、つるつる（だ／する）、ぬるぬる（だ／する）、ねとね
と（だ／する）、べとべと（だ／する）、べたべた（だ／する）、すべすべ（だ／する）、ふわふわ（だ
／する）、ごわごわ（だ／する）
◆TypeD（食感：飲食に関する感覚を表すもの）
ぷりぷり（だ／する）、さくさく（だ／する）、こりこり（だ／する）、もちもち（だ／する）、ほくほ
く（だ／する）、ねばねば（だ／する）、とろとろ（だ／する）、ぼそぼそ（だ／する）、こってり（だ
／する）、あっさり（だ／する）6）

4．心身の擬態語動詞の文法的性質について

4.1

用法の相違

小説の地の文の様な人称制限から開放された文を除く一般的な感情・感覚文では、述語の位置
や形により人称制限が異なる。A、B では言い切りの形の主節述語の場合主語はほぼ一人称で、
ガ格が示す部位は話者のものに限定される。C、D は用法で相違が見られ、
（3）（4）は話者の直
接経験に基づく感覚を表すが、（5）（6）では客観的な性質を表す。
（1） 私ハ

大きな物音ニ

ぎょっとスル7）。

［A］

（2）（私ハ）
（私の）喉ガ

ひりひりスル。

［B］

（3）（私ハ）（私の）手ガ

べとべとスル。

［C］

（4）（私ニハ） この鮑ハ

こりこりシテイル。

［D］

（5） 旅館の浴衣ハごわごわダ／すべすべノ頬
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［C］

（6） クリスピータイプのピザ生地ハさくさくダ／こりこりノ鮑

［D］

A では感情の対象を表すニ格を項として取る事ができるが、B、C、D では感覚対象の項をほ
ぼ取らない。また、C、D には評価的形容詞文の述語用法や名詞修飾用法があるが、書き言葉で
A、B の形容詞用法は一般的ではない。また、
（4）は（3）よりも属性叙述度が高く、D は C よ
り物の評価性が強いと判断する。

4.2

アスペクト性の相違

心身の擬態語動詞は一般的に状態性が強いとされているが、時間句との共起によってアスペク
ト性を観察する8）。（*は「許容されない」？？は「かなり不自然」？は「不自然」を示す。）
◆TypeA（心理的感情）
（7） 怖い先生の授業の間ずっとびくびく（している／？する）。
（8） 前の車に追突しそうになった瞬間、ひやっとした。
◆TypeB（生理的感覚）
（9） 試験の間ずっと胃がむかむか（している／する）。
（10）寒い屋外に出た瞬間、背中がぞくっとした。
◆TypeC（感触）
（11）＊食事の間ずっとテーブルクロスがごわごわ（している／する／だ）。
（12）＊テーブルに触った瞬間、ぬるぬるした。
◆TypeD（食感）
（13）＊食べている間ずっと団子がもちもち（している／する／だ）。
（14）＊エリンギを食べた瞬間、こりこりした。
A は比較的顕著なアスペクト性を示す。時間句9）を入れると（7）のテイル形では継続の意味
が明確になるがル形ではやや悪く、（8）の促音タイプでは瞬間的心理変化を明確に表す。（9）で
は相違が殆ど無く継続性が不明瞭で、B が身体部位の間接的な感覚を表すためと考える。しか
し、（10）では瞬間的な体感変化を示し促音はアスペクト性に強く関与する10）。（11）（13）では
どの形式も時間句の容認度が低く、（12）（14）でも同様に低い11）。C、D は共にアスペクト性が
顕現せず状態性が強いが、テイル形では実体験による感覚を含意し、恒常的でなく一時的な属性
を表すと判断する。アスペクト性を表 1 にまとめる。
表1

アスペクト性の相違（○＝容認、△＝一部容認、×＝容認されない）
Type

C

D

畳語
タイプ

促音
タイプ

畳語
タイプ

促音
タイプ

畳語
タイプ

畳語
タイプ

継続アスペクト

○

×

△

×

×

×

瞬間アスペクト

×

○

×

○

×

×

開始アスペクト

○

×

○

×

×

×

時間的性質

A

B

（C、D の強調形の促音タイプは「だ」が付加されないので除外する）
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4.3

非能格性・非対格性

「働く」
「思う」等の非能格動詞は動作主（Agent）や経験者（Experiencer）が主語で目的語を
取らず、「沈む」
「在る」等の非対格動詞は主に対象（Theme）が主語で意志性が無い。これらの
動詞との共通点について考察する。
◆他動性の有無−目的語を取れるかどうか
＊
（15）
私はバスの延着をいらいらする。（ok バスの延着に）

［A］

＊

［B］

＊

（17）私は餃子作りを手がべとべとする。

［C］

（18）＊私はパスタをチーズがとろとろする。

［D］

（16）私は二日酔いを頭がずきずきする。

A では感情の対象のニ格は許容されるが、他動性を示す目的語標示のヲ格項はほぼ許容されな
い。A、B、C、D で文環境をどの様に整えても、目的語が項として許容されることはほぼ無く、
辞典、コーパスの用例でも明確な目的語を示す例が見られない事を考え合わせ、全て自動詞と判
断する。
◆意志性の有無−

a．命令文、b．禁止命令文、c．意向形への変形の可否

＊

（19）a．いらいらしなさい
＊

b．いらいらするな
＊

c．＊いらいらしよう
＊

［A］

（20）a．ずきずきしなさい

b． ずきずきするな

c． ずきずきしよう

［B］

（21）a．＊つるつるしなさい

b．＊つるつるするな

c．＊つるつるしよう

［C］

＊

（22）a．こりこりしなさい

＊

b． こりこりするな

＊

c． こりこりしよう

［D］

（19）では、a．命令形、c．意向形は意味的制約から非文になると思われ、A では意志性がやや
認められるが、B、C、D ではほぼ全て許容されない。
◆非能格性−使役受身文（埋め込まれた非対格動詞主語は使役受身文が不可）
（23）私はいつも会社で深夜まで働かされる。

［非能格動詞］

（24）私はいつもこの踏み切りにいらいら（ひやっと）させられる。

［A］

＊

（25）私はいつも二日酔いに頭がずきずきさせられる。

［B］

（26）＊私はいつも餃子作りに手がべとべとさせられる。

［C］

＊

（27）私はいつもシチューにジャガイモがほくほくさせられる。

［D］

A ではほぼ許容され非能格動詞の可能性が高いが、B、C、D では許容度が低い。
◆非能格性−「てもらう」文（埋め込みの非対格動詞主語は使役依頼不可）12）
（28）昨日、お隣の小学生に子どもと遊んでもらった。
（29）客には、まず風呂でさっぱりしてもらった。

［非能格動詞］
［A］

＊

［B］

＊

（31）粘土細工で手にべとべとしてもらった。

［C］

（32）＊シチューでジャガイモにほくほくしてもらった。

［D］

（30）赤チンで傷口にじんじんしてもらった。

A で許容されるものは非能格動詞の可能性があるが B、C、D は全て許容度が低い。
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◆非対格性−数量詞遊離13）の許容度
（33）［IP 窓ガラスが［VP 昨日の台風で 3 枚（ほど）割れた］
］。

［非対格動詞］

（34）??
［IP 客が［VP レジ待ちの列で 5 人（ほど）いらいらした］］。

［A］

（35）［IP 左足の指が［VP 水虫で 3 本（ほど）むずむずする］］。

［B］

（36）［IP 奥の歯が［VP 歯槽膿漏で 2 本（ほど）ぬるぬるする］
］。

［C］

（37）［IP カレーの芋が［VP 生煮えで 3 個（ほど）ごりごりした］］。

［D］

B、C、D ではほぼ許容され非対格動詞 の 可 能性が高い。しかし、A も「いらいらしている
（た）」に換えると許容され、主語の生成位置以外に文環境等の要因が関与していると思われ
る14）。慎重な検証が必要であるが、A は心理主体を Experiencer 主語とする非能格動詞、B、C、
D は感覚・変化対象 Theme を主語とする非対格動詞と考えられる。B は A より時間的性質が弱
く、C、D は状態性が強いと思われる。従来、心身の擬態語動詞は一括りに状態性が強い動詞と
されてきたが、
「いらいら」
「ずきずき」など動詞用法のみの動詞にはアスペクト性（時間的性
質）が見られ、「ざらざら」「こりこり」など形容詞用法も合わせ持つものにはアスペクト性（時
間的性質）が見られず、動詞的性質の点で明らかな相違がある。また、
「いらいら」などは非能
格性を示し、心理動詞と類似した性質を持つ。

4.4

心身の擬態語動詞の語彙特性について

心身の擬態語動詞は、「する」単独では項を取らない。
本来的に持つ擬態語固有の意味要素が「する」と結びついて動詞的性質が完成される。時間的
性質を持つ A、B は「する」を、状態的性質が強い C、D は「だ」を選択するが、C、D は何ら
かの出来事性を内包し「する」とも結びつくと考える15）。促音、畳語などの形態はアスペクトに
関与し、感情・感覚の個別の意味、述語の項構造、意志性などの性質は非能格・非対格性に関与
する。A〜D の文法的性質を表 2 に示す。
表2

心身の擬態語動詞の文法的性質（○＝許容、△＝一部許容、×＝許容されない）
Type

A

B

C

D

「する」の付加

○

○

○

○

アスペクト性

○

△

×

×

非能格性

○

×

×

×

×

×

○

○

語彙特性

「だ」の付加

動詞性

動詞性

形容詞性

形容詞性

擬態語自体の品詞性については、名詞用法を持つものが多く単独で間投詞的に用いる事もある
ので名詞性が強いと判断する16）。加藤（2015 : 55-56）は名詞、副詞、ナ形容詞、連体詞を「体
詞」として一つのグループに括る事を提唱し、動作性・状態性により名詞を四区分している。こ
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の区分に従うと A、B は動詞用法を持つ動作名詞、C、D は動詞・ナ形容詞用法を共に持つ両用
名詞に近いと判断する17）。

5．お わ り に

感情・感覚を表す擬態語動詞は一様に状態性が強いとされてきたが、文法的性質にはかなり差
があることがわかった。これらの相違は、其々の擬態語固有の形態や意味、性質などによるもの
で、動詞的性質の相違となって表れている。
「ずきずきする」など心身の状態を表すものにはア
スペクト性が見られ動詞性を示すが、「ざらざらする」など形容詞的用法を持つ静的なものには
アスペクト性が認められず、動詞性が弱い。つまり、擬態語動詞 AB は動詞としての性質が明
らかに表れるが、形容詞的性質を併せ持つ CD は動詞的性質が形骸化している。擬態語の日本
語教育でも誤用原因に動詞、副詞など用法の理解不足が指摘されており、擬態語の語彙性質の更
なる精査が課題である。（本研究の一部は科学研究費研究助成：15 K 02670 により行われまし
た。）
注
１）本稿は人間が直接体験する感情や感覚を表すものを対象とし、動作性・外見表出性が高いもの（
「う
ろうろする」
「にやにやする」等）は動作動詞として除外する。
２）以下、「感情や感覚を表す擬態語動詞」を「心身の擬態語動詞」と呼ぶ。
３）本稿の語彙は、書き言葉に限定し、感情・感覚の擬態語で「〜する」の形になるものを章末の辞典・
BCCWJ から収集した。「くたくた」
「めろめろ」等「する」が付かないものは除いた。
４）辞典や BCCWJ の用例をもとに分類している。A、B にも「びくびくだ」
「どきどきだ」などは「だ」
が許容され、「いらいら」などは「いらいらの原因」
「いらいらが募る」など形容詞・名詞用法も見ら
れるが、用例数が多いⅠ）に含める。感情と感覚が両義の「どきどき」
「ぞくぞく」などは感覚から
感情に意味拡張したものと判断し、感覚に含めている。
５）
「？サラサラな髪」より「サラサラの髪」が自然であるが、状態変化を表す場合、「すべすべになる」
のように「に」
（連用形）に変わり共通点が多いので、便宜的にこの用法をナ形容詞用法と見なす。
また、殆どの擬態語には副詞としての連用用法がある。
６）
「ずっきん」
「ふんわり」など促音、撥音、濁音、「り」などを伴い、強調形が形成される。C、D の強
調形で「ぬるっと」
「こりっと」など「だ」が付加されないものは除外する。
７）心理動詞のル形は「僕は半年で飽きる。
」の様に多くは未来事態や習慣を表すが、「これにはまい
る。
」など現在の事態を代用的に表す場合もある。ル形で現在の状態を表す点は状態動詞と共通する
が、これだけで状態動詞であるとは断定できない。
８）例えば、工藤（2014 : 45-50）では「ずきずきする」等を「一時的な静的現象を表す状態動詞」として
いる。継続の時間句「ずっと」は「改装が終わるまでずっと閉店だ」など状態文とも共起し、直ちに
は継続性の証明にはならないが、共起した際の文末形式による文法性の相違を見るために用いる。
「瞬間」は短時間の事態変化の含意があるかどうかを見るために用いる。テ形や「シテイタ」形では
許容度が高くなるので、全て言い切りの現在形で観察する。
９）一般的に、「○●○●」型の畳語タイプは動作・状態の継続を表現し、継続の時間句と共起しやすく、
「○っと」型の促音タイプは変化性・瞬間性を含意し瞬間の時間句と共起しやすい。
１０）心身の擬態語動詞の瞬間性を表すもので、テイル形で結果解釈（金田一（1950）
）になるものは「終
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わってほっとしています」等少数であり、テイル形にならないものも多い。開始アスペクトでは A、
B で「いらいら／ずきずきし始めた」は言えるが、C、D で「＊つるつる／＊こりこりし始めた」は許容
されず、いずれも畳語タイプに限られ促音タイプは許容されない。
１１）「？触った瞬間、ぬるっとした。
」
「？噛んだ瞬間、こりっとした。
」は促音の瞬間性により許容度が上
がると思われるが、「だ」が付加できず B に近付いていると判断する。
１２）語彙群の全ての動詞に当てはまるわけではないが、動詞性観察のデータとして挙げる。
１３）一般的に、非能格動詞の主語（外項位置）は数量詞遊離ができないのに対し非対格動詞の主語（元内
項位置）は数量詞遊離ができるとされている。基底生成その他に関し不明な点が多く絶対的な基準で
はないが、文法的性質の相違の一例として挙げる。
１４）三原（1998）では、テイル形は「限定的継続」を含意し、数量詞連結（遊離）構文を成立させる「文
脈的アスペクト限定」を内在化しているため許容されると分析している。また、状態性述語でも「一
時的状態」を表す場合は「変化結果」を含意するので許容されると言う。
１５）影山（2005）は「する」は補部に出来事を選択し「状態」は直接補部になれないとしている。私見で
は、C、D は恒常的でなく一時的感覚を表すため、出来事性の含意に繋がると判断する。
１６）「到着」など動作性を内包する名詞は「到着する」
、「聡明」などの形容詞性を内包する名詞は「聡明
だ」の様に動詞やナ形容詞を形成し、擬態語も平行的に考えられる。また、BCCWJ では殆どの擬態
語の品詞区分を「副詞」
、少数を「名詞」としている。
１７）加藤（2015 : 60）は、擬態語「ゆっくり」
「しっかり」は体詞（副詞類、連用詞、H 類）と分類してい
るが、他の擬態語については特に言及していない。
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1．は じ め に

前回の PART 31）では、ボディペインティング或いはフィンガーペインティングとして幼児教
育の現場でも実践されている活動を行った。材料を混ぜることから始める点や中盤以降の人の往
来といった手順によって、園庭は多彩なあそびを文字通り混ぜ合わせるパレットとして機能す
る。「混ぜる」ことに特化した仕組みによって、
「描く」行為を多角的に捉えることが PART 3
《きもちよいえのぐ》の活動の本質であった。
この《きもちよいえのぐ》では、絵の具と戯れることに終始し作品をつくらない。つまり、こ
れは素材体験からあそびを拡げていく活動である。そこで今回の PART 4 では、ひとつの大きな
作品づくりをしてみようということになった。
さて、幼稚園スタッフとの事前打合せの際に筆者は次のふたつを確認した。それは約 100 名の
園児が活動し作品ができる中で、
・作業を通して、造形に対する視点が変わる
・ただし、それは共同制作によってではない
という点である。
幼児教育の現場において、運動会や合唱などひとつのことを集団で協力し実現する機会は多
い。造形活動においては、それらは主に共同制作として行われる。
ここでいう共同制作とは、参加者全員が価値観を共有し同じ目標に向かって作品をつくる活動
である。一般的には先に全体図があり、一人の力で完成させることが難しい作業を分担すること
が多い。たとえば、彩色した小さなタイルを並べて大きな虹のモザイク壁画としたり、折紙でつ
くった飾りをまとめて七夕の笹としたりというものである。そして共同制作では、全体の中での
自分の役割を自覚し助け合う協調性、長い時間を積み重ねる持続性、それを成し遂げた時の達成
感というように、教育的な見地からも重要な学びを得ることができる。
ところで、この年間交流は園児が個別に活動してあそびを拡げていくことを基本的な方針とし
ている。そのため、上記のような構造を持つ共同制作は本交流の趣旨とは相容れない点がある。
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全員が協力してひとつの方向に向かって作品をつくるというよりは、一人ひとりの表現が出会
い、それらが大きな全体につながっていく、こうした仕組みを持つプログラムがよい。
これらを踏まえて、今回の活動は全体でひとつの大きな作品ができるだけではなく、つくる過
程の中で生まれる個々の表現を保ち、それらが集まった時に作品の見え方・捉え方が変わるよう
な内容をと考えた。そこでキーワードを「つくる行為に着目する」とし、幼稚園側には筆者が過
去に行っている実践の中からプログラムを提案した。これは美術館でのワークショップなどにお
いて筆者がさまざまな年齢・人数・場所で行っているもので、比較的活動の自由度が高く、また
発見が多いプログラムである2）。

3）
2．実践プログラム《ひもで、せんを、むすぶ。》

日時：2006 年 11 月 8 日（水）8 : 45〜10 : 45
場所：芦屋市立伊勢幼稚園
対象：年長・年少各 2 クラス（約 100 名）、幼稚園・美術博物館スタッフ
活動：ひもを結ぶことを出発点にして空間に線を引いていく。
当日の流れ：
8 : 45〜

材料の準備

9 : 15〜

全体挨拶

9 : 25〜

活動開始

10 : 20〜

全体の引き上げ

10 : 45〜

終了

活動場所は、前回と同じく幼稚園の園庭である4）。伊勢幼稚園の園庭はほぼ正方形で 20 m 四
方の広さがあり、西・北側は園舎、東側は美術博物館との境界フェンス、南側は敷地外との境界
フェンスでそれぞれ囲まれている。
このプログラムでは、活動を始めるまでに準備しておくことがある。
ひとつは、材料（パーケル、シュロ縄、麻糸、タコ糸）の準備である。シュロ縄を 500 m 巻 1
束、麻糸やタコ糸を数束というように材料は大量にあればあるほどよい。パーケルとは生成りの
綿布であり、繊維街で入手したものを細長く裂いてリボン状にする。1 本の長さは約 2 m、幅は
約 3 cm である。
材料の準備という点では、予めすべての布をリボン状のひもにしておく方法もあるが、筆者の
場合は一部を布のまま置いていることが多い。それは、ひもをつくることそのものが面白いから
である。布の一端にはさみで切り目を入れ引っ張ると、小気味よい音をたてながら綿布はまっす
ぐに裂けていく。最初の段階では長さ 20 m ほどの布をひもにしておき、作業の進み具合を見な
がら適宜ひもとして追加できるようにしておくと良いだろう5）。
もうひとつは、建物の金具や樹木など活動場所の周囲にある高い位置から数本のシュロ縄を引
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いておくことである。長く伸ばされたシュロ縄は、それ自身の重みによって緩やかに垂れた状態
になっているので、中央でまとめておく。
これで準備完了だ。前日に幼稚園スタッフから美術博物館と一緒にあそぶと伝えられている園
児は「何をしているの？」
「すぐにできる？」と声をかけてくれる。園庭の周囲から中央に向か
って張り巡らされたシュロ縄がゆらゆらと空中に浮かんでいるさまを見て、園児は「今日はいっ
たいどんなことが始まるのだろう？」とワクワクしながら待っている。
予定の時間になり、全園児が園庭の端にクラスごとに集合する。園長先生と幼稚園スタッフの
挨拶の後、今日の活動について説明を行う。「今日は、こんなの。
」と、いくつもあるポリ袋をひ
っくり返してリボン状のパーケルひもを出していく。それらはすぐに大きな山となり、園児から
歓声が挙がる。
ここでの説明は「ひもがたくさんあるから、とにかく結んでいこう！」というひと言である。
今日は○○をつくりましょうと細かく説明するのではなく、ひもを結んでいくとどんなことが起
こるか「やってみる？」という提案のようなものである。そもそもこの活動は、言葉では捉えに
くいことをつくる作業を通して見つけようとするものであるし、ひもがぷらんと垂れていて、今
からすることが面白そうであるほど事前の説明は聞いていてもどかしい。活動の目的とその方
法、それを端的に伝えることが大切である。
こうして活動が始まる。何をつくるのかわからないけれどとにかくやってみようという雰囲気
の中、園児は一斉に材料の山に駆け寄りひもを掴む。一本のひもを手に取り早速結びに行く園児
もいれば、どのひもがよいか慎重に吟味している園児もいる。中にはパーケルひもをかき混ぜた
り、その上を歩いてみたりと、まずは材料の手触りや質感を確かめる園児もいる。材料が使い切
れないほどたくさんあるというのは、本当に素敵なできごとだ。
ひもを結ぶことは一見単純な作業であると考えがちだが、それをあえてやってみると意外に面
白い。
「どんなことをするんだろう」というドキドキから「今日はこんなことをしていいの！」
へと、すぐに園児はリラックスして作業に熱中するようになる（図 1、2）。
すると、園児はいろいろなあそびを始める。ひもの片方を結んで「もう一方をどこに結ぼう、
そうだ、遠くにあるあのひもと合体しよう」と考えたり、友達同士で結び合おうとするなど、
次々に考えが浮かんでくるようになる。

図1

図2
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たとえば、自分の背丈よりも高い場所にひもを結びつけるというのは、些細ではあるが楽しい
あそびだ。準備段階で垂らしておいたシュロ縄は園庭の中心部から外側にいくに従って高くなっ
ているため、これらにパーケルひもを引っ掛けようとして飛び跳ねたり、丸めて投げてみたりと
いった姿がよく見られる。
ひもの一端だけをシュロ縄に結んでぶら下げる園児もいる。白いパーケルひもが何本も並んで
いるさまを見て、「滝が凍っているところ」「素麺を干しているところ」などと園児は見立て遊び
を始めている。
年少の中には、まだひもを結ぶことができない園児もいる。シュロ縄は表面が粗く摩擦が強い
ため、その場合には引っ掛けるだけでも構わない。どんな風に結ぶかというルールはほとんどな
いので、自分が面白いと感じたあそびをまずやってみることができる6）。
比較的最近にひもの結び方を覚えた園児も多い。ひもを丸めて、輪っかにして、腕をくぐらせ
てと、たどたどしいながらもじっくりひもと取り組むさまは、結ぶ行為そのものと対話している
かのようだ。何も考えずにひもを結べる大人では見出せないあそびが、確かにそこにある7）。
前述の通り、これらのひもはパーケルをリボン状に裂いたものである。そのため、作業を進め
るにつれて、ひもの端からほつれが生じていく。自分がぶら下げたひもにほつれを発見した園児
は、この繊細な糸をさらに結んでいくこともある。
また、材料置き場ではひも同士が絡まっていることもあり、園児はこのひもの塊をそのままシ
ュロ縄にぶら下げる。こちらは何とも大胆だ。
秋の日差しを浴びて、パーケルひもの山は生成り特有の優しい色をしている。その中に手を突
っ込み、陽の光の暖かさや素材の感触を楽しんでいる園児がいる。時には、この山の中に潜り込
みゆったりとくつろいでみたり、腕に抱えたパーケルひもを新聞紙あそびのように自分の上に放
り投げてみたりする園児もいる。これらは、使い切れないほど材料があることから生まれるあそ
びだ。
その隣では、数をたくさん結びつけたいと考えた園児が、手に持ちきれないほどの材料を抱え
ている。そのほか、誰よりも長く結ぼうとたくさんのパーケルひもをつないで 1 本にする園児
や、ひもを結びつけながら園庭の端から端までをぐるぐると歩き回る園児など、各自がそれぞれ
のあそびを見つけていくのである。
ひもを結ぶ行為は、時に思わぬあそびにまで拡がる。たとえば、ひもを長くつないでいる園児
はスロープの手すりから裏庭の雲梯そしてジャングルジムへというように、もとの活動場所であ
る園庭から飛び出し、次々と新たな場所を開拓していく8）。
特に筆者が興味深く感じたのは、ひっそりとつながれた一筋のシュロ縄である。それは園庭の
片隅に置かれたサッカーゴールに端を発し、地面を這いながら数 m 離れた保育室の中の水筒掛
につながれていた。園庭のゴールと保育室の水筒掛、屋外と屋内という異質な空間が結びつけら
れた姿は、哲学的でかつ美しいものであった。
作業が進んでいくにしたがって結んだひもの数が増えてくると、それぞれが複雑に絡み合って
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不思議なかたちが生まれてくる。いつのまにか自分の周りがひもだらけになっていることに気づ
いた園児は、「ひもに捕まった！」「大きな蜘蛛の巣みたい」と驚きの声をあげている。
材料置き場に向かう際には、この蜘蛛の巣状の網の目をまたいだりくぐり抜けたりしている。
園児にとっては、ひもを取りに行くこと自体が楽しいあそびとなっているようだ。
そのほかにも、地面すれすれに垂れ下がっている網の目を飛び越えたり、時にはわざと足を絡
めたりしている園児もいる。網の目のひとつから頭を出してみると、まさにひもは蜘蛛の巣のよ
うに絡み合いながら遠くまで続いている。それらを端から端まで見渡してみるのも面白い。夢中
で作業を行っていくうちに「なんだか凄いものができてきた」と驚き、その発見からさらにイメ
ージを膨らませ次のあそびへと展開していく様子が見て取れる（図 3）。
1 時間程度でひもを結ぶ作業が一段落したところで、最後に全体を引き上げる作業を行う。
現在この蜘蛛の巣状の作品は、園児の腰から膝辺りに位置している。準備段階で引いておいた
最初のシュロ縄は絡み合うひもの謂わば幹線道路であるため、これらを再度締め直すと全体を一
気に頭上高く引き上げることができる。作業中ほぼ水平に見ていた蜘蛛の巣を天井のように下か
ら仰ぎ見ることになり、これは自分たちがつくった作品に包まれてしまうような不思議な体験だ
（図 4）。
すると、今度は見ることがあそびになる。じっくり眺めてみると、一見単純なひものつながり
である蜘蛛の巣状の作品が実に多彩な表情を持っていることに気づくだろう。強い張りでまっす
ぐに伸びたひもや緩やかに垂れ下がったひも。高い場所からぶら下がった長いひもや、ブランコ
に結ばれた何本もの短いひも。軽やかに風にそよぐひもや、絡まったまま武骨に吊るされている
ひもの塊。茶色のシュロ縄に、パーケルひもの細かなほつれが白いレースのようにまとわりつい
ているのも面白い。そこかしこから園児一人ひとりのあそびの痕跡を見て取ることができる。
この巨大な、それでいて軽やかな作品のもとで、昼食を採ることが園児から提案された。これ
は園児が場の変化を実感していることを示すものであり、活動中のそれとは異なる時間の中で園
児は作品を味わっていた。
また午後のお帰りの時間には、園児を迎えに来た保護者がこの作品を目の当たりにする。幼稚
園スタッフによる今日の活動報告と夢中で頑張ったという子どもの話を聞きながら、今度は親子

図3

図4
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による鑑賞の時が流れる9）。

3．考

察

《ひもで、せんを、むすぶ。》の概要は以上である。それでは次に、使用する素材や結ぶ行為そ
して場所という点からプログラムを検討していき、それらがどんな意味を持つのかを考えていく
ことにしよう。

3.1．素材
《ひもで、せんを、むすぶ。
》は比較的大規模な活動である。作品全体はかなり大きく重くな
り、また日光や風に直接ふれる屋外その他さまざまな環境のもとで実施するため、使用する材料
にはある程度の耐久力が必要である。こうした条件を満たす材料として、たとえばスズランテー
プ10）を挙げることができるだろう。ポリエチレン製のスズランテープは丈夫で入手しやすく色彩
も豊富なため、梱包用としてだけでなく造形活動の材料としてもよく使用されている。
しかし、筆者は以下のふたつの理由から、このプログラムの材料としてスズランテープを使用
するのは不適切であると考える。《ひもで、せんを、むすぶ。》の実際の材料であるパーケルひも
やシュロ縄がスズランテープに較べてどのような利点を持っているのか、素材の特性を比較しな
がら考えていく。
ひとつは、見栄えの問題である。
スズランテープをこのプログラムに使用すると、どうにも安っぽい。赤、青、黄、白などいず
れの色を使った場合でも、独特の質感が周囲の環境に馴染まず異質な感じを受ける。
写真を見てほしい（図 5）。これは準備段階
でのパーケルひもである。このように山積みに
なっている様子はなかなか美しい。パーケルひ
もの白色、シュロ縄の黒や茶色といった自然素
材ならではの風合いが園庭にとけ込み、実際に
触ってみたらどんな感じだろうかと想像が膨ら
んでいく。
これほど規模の大きな活動になると、ひもが
ほつれたり切れたりすることがある。パーケル

図5

ひもと同じように幅広い形状をしたスズランテープは縦方向の引っ張りには頑丈だが、横方向の
力には非常に弱い。一度切れ目が入ってしまうと少しの力でどこまでも裂けていく。そして、こ
の裂け目がきれいだとは言い難い。
同様に、パーケルひもも切れたり裂けたりする。もともと綿糸を縦横に編んだ布であるため、
裂けた部分は細かくほつれていく。このほつれたひもが垂れ下がり空間に揺れているさまは、見
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ていてなんとも面白い。ひもが破れるということは通常マイナスとして捉えられがちだが、ここ
では面白い効果を生むプラスの要素として機能するのである。
パーケルひもやシュロ縄にないスズランテープの特徴のひとつとして、その豊富な色彩が挙げ
られるだろう。赤や青など多彩な色を使うことができるのは、大きな利点であるように思えるか
も知れない。
しかし、実際に材料として使ってみると、いくつもの色のひもが絡み合ってできる蜘蛛の巣状
の作品は乱雑に見える。これはどういうことだろうか11）。
多色のひもを使った場合について考えてみよう。今、ひも同士が絡み合うことによって蜘蛛の
巣状のかたちができている。網の目のひとつを見てみると、色が異なるため、あるひもが別のひ
もとどのように交差しているかが一目瞭然である。この時、赤色のひもが結び目を経て次にどう
進んでいるのかというように、園児は色線の方向性を強く意識している。つまり、ひとつひとつ
の網の目を面としてではなく、線の集合として捉えているのであり、それゆえ全体が乱雑に見え
てしまうのである。
一方、生成りのパーケルひもの場合では、同
じ色同士が交わっているので白い線が次にどち
らへ走っているのかがわかりにくい。そのた
め、園児は白い線の方向性を意識するととも
に、網の目を形成する輪郭としてそれぞれのひ
もを捉え、同時にその内側の隙間を意識する。
つまり、網の目を面として捉えているのである
（図 6）。
もうひとつは、作業性の問題である。

図6

スズランテープを実際に結んでみると、ポリエチレン製の表面は滑らかで、結び目を絞る段階
でもそれほど力を必要としないことがわかる。そして、絞り込んでできた結び目は強い摩擦が生
まれほどけにくくなっている。スズランテープは結ぶ段階では摩擦が少なく、しかもできた結び
目は摩擦が強くほどけにくいという「ものを縛る」ことにおいて大きな特徴を持った材料だとい
うことができる。
しかし裏を返せば、きっちりと結ばなければ縛ることができないということだ。結び目の部分
を最後まで絞り込まなければ、抵抗が少ないスズランテープは滑ってほどけてしまう。そして一
度縛ってしまうと、今度はほどくことが難しい。このふたつの点が《ひもで、せんを、むす
ぶ。》においては作業の支障となるのである。
パーケルひもとシュロ縄ではどうだろうか。これらは植物繊維からできており表面の摩擦が強
い。このため、軽く結びつけるだけでひも同士をつないでいくことができる。しっかりと結んだ
場合でも、結び目はスズランテープのように堅く絞り込まれることはないので比較的容易にほど
くことができ、結び直すことも可能である。
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この結びやすくほどきやすいという性質は、
即ち作業の自由度の高さを意味する。概要で述
べた、上手に結ぶことができない園児がひもを
引っ掛けるあそびを発見しプログラムに参加で
きる例も、こうした特徴を持つ素材ならではで
ある。また、パーケルひもの山の上を歩いてみ
たり、その中に潜り込んでみたり、手に痛いほ
どガサガサしたシュロ縄を丸めてそっと運んだ
りと、園児はこれらの材料独特の手触りや弾

図7

力、抵抗感を楽しみながら作業を進めていることが窺える。パーケルひも、シュロ縄それぞれが
持つ質感が園児の手の感覚に直接訴え、ひもを結ぶ作業を促してくれるのである。
まとめてみると、縛るはもとより引っ掛ける、絡める、ほどくなど多面的な行為が可能なパー
ケルひもやシュロ縄は《ひもで、せんを、むすぶ。》の材料として、ひもを結ぶという作業その
ものを促し、なおかつ活動の自由度が高い素材だといえる（図 7）。

3.2．行為
次にひもを結ぶ行為に着目してみよう。活動の導入から完成までを大きく三段階に分け、各段
階において結ぶという行為がそれぞれどんな意味を持っているのかを分析してみたい。
3.2.1．序盤
造形活動において「○○をつくろう」といった場合、通常私たちはまず頭でどんなものをつく
ろうかとイメージを膨らませてから実際の作業に移る。たとえば、動物をつくろうというのであ
れば、犬にしようか猫にしようか、大きさはどの程度にしようか、走っているのか寝ているのか
などと、自分がつくりたい動物の姿を思い浮かべてそれをかたちにするだろう。
一方、《ひもで、せんを、むすぶ。》では、導入段階で行う説明は「とにかく結んでいこう」と
いうひと言である。これは作業の前にあまり深く考えず、とりあえず始めるということである。
この導入は以下のふたつの意味を持っている。
ひとつは、園児の心の解放を促すという意味である。
これから始める作業についてあれこれ思案を巡らすことは大切だが、
「こんなことをしたら失
敗するのではないか」「こういうやり方は間違いではないか」といった不安ばかりが昂じてしま
うと思い切ったことができない。特に、この年間交流では年長・年少が一緒に活動する。手を動
かす中であそびをどんどん見つけるためには、まずは園児がリラックスし作業に自然に入ってい
ける導入が必要である。それが「とりあえず」始めるということだ。
実際の様子を見ていると、作業が始まり園児は「こんな簡単なことでいいなら自分にもでき
る！」「今日はこんなことをしていいの！」と歓声を挙げてくれる。これなどは自身の心を解放
し、つくる作業に没頭し始めていることを表す良い例だといえるだろう。
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もうひとつは、結ぶという行為そのものに目を向けるという意味である。
「とりあえず」始める園児は、材料であるひもを手に取り結びつけていく。自分の背丈よりも
高い場所にひもを結びつけようとする園児や、数をたくさん結びつけたいと考える園児、誰より
も長く結ぼうとたくさんのパーケルひもをつないで 1 本にする園児などは、いずれも自分の手の
感覚を通して、結ぶという行為から見つけたあそびに夢中になっているのであり、これは頭でイ
メージしてから作業に臨むのとは異なる回路によるものである。
たとえば、10 m 以上もあるような長いひもを結ぼうと
する園児について考えてみよう。はじめ彼は、通常のひも
を 1 本「とりあえず」結びつけていたであろう。それを繰
り返すうちに「もっともっと、果てしなく長いひもを結ん
でみたら面白いのではないか」ということを発見する。あ
いにくと材料置場にはそんなに長いひもは用意されてはい
ない。そこで彼は既存の材料を利用して 1 本の長いひもを
つくるため、山のように積まれたパーケルひもの傍らで短
いひもを少しずつつなぎ合わせていくことになる12）。
この段階は、彼にとって非常に充実した時間であるはず
だ。自分が発見した「とんでもなく長いひもを結ぶ」とい
うワクワクするようなあそびのための材料づくりの中で
「短いひもを足していけばいくらでも長いひもができる」

図8

ことに気づき、その面白さに夢中になっていることだろう（図 8）。やがてできあがった 1 本の
長いひもを抱えて、彼はほかの園児を囲い込むように結びつけていく。両手に抱えきれないほど
長いひもの感触や広い園庭を走り回る心地よさなどを満喫し、遠く離れたふたつの地点をつなぐ
などさらにあそびを発展させていくことだろう。
「とりあえず」始める導入は、園児自身の心の解放を促すことであるとともに、行為そのもの
に目を向けることである。ものを束ねるなど本来ある目的のために行う「結ぶ」という作業をあ
えてわざわざやることによって、園児は自分の手の感覚を通して個々のあそびを見つけていくこ
とができる。これを言い換えれば「結ぶこと」の発見であり、つくる作業に没頭するその中で、
園児は自己と向き合うのである13）。
3.2.2．中盤
作業が進んでいくにしたがって結んだひもの数が増えてくると、それぞれが複雑に絡み合って
不思議なかたちが生まれてくる。いつのまにか自分の周りがひもだらけになっていることに気づ
いた園児は、「ひもに捕まった！」「大きな蜘蛛の巣みたい」と驚きの声をあげている。
ここで留意すべきなのは、このプログラムは「蜘蛛の巣のような作品をつくる活動」ではない
ということである。導入からもわかるように、活動の序盤で園児は個別に作業を始めている。あ
くまでもそれぞれのあそびを行い、それらがお互いに絡み合うことで結果的に蜘蛛の巣状のかた
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ちが現れてくるのである。この時、自分の結んだひもから周囲
のひも、そして網の目全体というように園児の目は導かれ、自
分の手元から全体へと視野が拡がっていく。
「いつのまにか凄
いものができてきた」という感想は、この視野の拡大による全
体の発見にほかならない。
さて、園児が自分のひもを結び、それらが絡み合っていく様
子について考えてみよう（図 9）。今、園児 X が点 A・点 B の
2 箇所に結びつけたひも AB がある。軽く張りを持たせている
ため、ひも AB はほぼ直線を描いている。そこへ別の園児 Y
が現れて、ひも AB 間の点 O に新たにひもの一端を結びつけ
点 C まで引っ張っていく。この時、直線であった線分 AB は、
点 O を境界にして線分 OC の方向に曲げられる。さらに、ひ
も OC 間の点 P に別のひもの一端を結び点 D まで引っ張る
と、直線であった線分 OC は同様に点 P を境界にして線分 PD
の方向に曲げられる。同時に、最初の線分 AB もこの影響を
受けるため、全体のかたちが変化する。これらが何度も繰り返
されることによって複雑な網の目が生まれてくるのである。
このプロセスは、次のふたつの点で重要である。
第一は、ひもを結ぶ作業のあいだ全体の姿が刻一刻と変化す
ることである。これは、できあがってくるかたちに固定的な完
成の状態がないことを意味する。その時そのときが完成であ
り、なおかつ未完成である。
第二は、部分と全体の関係が常に変化することである。網の
目にひもを新たに結びつけ全体のかたちが変化する時、その影
響は一方的ではなく双方に及ぶ。まっすぐ結ぼうとしたひもが
全体の力によって思わぬ方向に曲げられることもあり、その変
化は結ぶ本人にも予測不可能である。ある個が加わることによ
って全体に影響が及び、その都度個々の関係が編み直されてい
くのである。
つまり、これらは個と全体との関わりの発見である。序盤が
「結ぶこと」の発見からそれぞれのあそびを生み出し自己と向

図9

き合う段階であったのに対して、自分の手元から全体へと視野
が拡大するこの段階で、園児は自己と他者との出会いに気づく。これは同時に園児一人ひとりが
結びつく瞬間でもあり、その象徴が蜘蛛の巣状の作品の出現なのだといえるだろう。
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3.2.3．終盤
ひもを結ぶ作業が一段落したところで、最後に全体を引
き上げる作業を行う。現在この蜘蛛の巣状の作品は、園児
の腰から膝辺りの高さ、即ち目線よりも下に位置してい
る。一番初めのシュロ縄は絡み合うひもの謂わば幹線道路
であるため、これらを再度締め直すと全体を一気に頭上高
く引き上げることができる。
この段階は劇的な瞬間だ。それまで園児の目線よりも下
の位置に重なり合っていた網の目全体が頭上高く引き上げ
られることによって、水平が垂直に、ヨコがタテになる。
園庭全体を覆い尽くす巨大な天井が突然現れ、園児は作品
に包まれてしまうような感覚にとらわれる（図 10）。

図 10

中盤では、ひものつながりに導かれ自分の手元から全体
へと園児の視野が拡大した。一方、作品を引き上げるこの
段階ではそれまで目線の下に見ていた作品を下方から仰ぎ
見ることになり、文字通り見る角度が変わる。つまり、前
者の視野の拡大が平面的な変化であったのに対して、ここ
では立体的な視点の移動が起こっている。
この視点の移動は、ひもを結ぶという作業から一歩離れ
る目を持つことを意味する。それまでとはまったく別の角
度から網の目を捉えることによって、改めて個と全体との
関係を見つめ直すことができる。つまりこれは、つくる作
業に没頭している自分の感覚を相対化するということであ

図 11

る。それゆえ見ることがあそびとして始まり、園児は網の
目や強い力で張られたシュロ縄、緩やかに垂れ下がったパーケルひも、美しいほつれなど作品の
細部の面白さに気づくことができるのである。
これら細部の面白さとは別に、園庭全体に関する発言が多く聞かれる。たとえば「複雑に絡み
合った網の目の影が面白い」とは必ず出てくる感想である（図 11）。作品が頭上に上がり網の目
で隠されていた地面が見えてきた時、そこに落ちる影の姿をいち早く捉える。また風を受けて全
体がゆっくりと波打つ姿を見て「風のかたちが見える」と感想を述べる園児もいる。
活動の締め括りには、幼稚園スタッフから「地面に寝転がってみよう」と声かけがあり、園児
は仰向けになる。縦横無尽に張り巡らされたひもとその隙間に見える青い空は、まるで一枚の絵
のようだ（図 12）。ひもの作品の下でゆったりとくつろぎながら、芝生に落ちる影や目に見えな
い風のかたち、そして青空といった面白さを見て取る様子からは、園児が網の目だけではなく周
囲の環境を含めて捉えていることがわかる。全体の引き上げによって園児の視点が立体的に移動
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し、活動場所全体をひとつの作品として捉える目を持つこ
と。この「作品」の発見の中で、園児は個と全体との関係
を捉え直し両者のあいだを往復するのである。
ひもを結ぶ行為から生まれるこれら一連の発見を、造形
的な見地から捉えてみると興味深い。導入から全体の引き
上げに到るまで各段階におけるひもの状態を考えてみた
時、材料であるひもは個々に結びつくことでやがて複雑な
網の目となり、全体の引き上げによって蜘蛛の巣状の作品
が活動場所全体を包み込む。これは、点から線、平面、そ
して立体への空間の変化である。
準備段階におけるパーケルひもの材料の山は、点の状態
だと考えることができる。この山から園児はひもを手に取

図 12

り、高い場所に結ぶ、たくさんの数を結ぶ、つないで一本
の長いひもをつくるといったあそびを個別に行う。「とりあえず」始める導入によって結ぶ行為
に目を向け個々のあそびを見つけるこの段階では、一次元の線が生まれている。
結んだひもの数が増えてくると、それぞれが絡み合って複雑な網の目となる。自分の手元から
全体へと視野が拡大し個と全体との関わりを見出すこの段階では、個別のひも即ち一次元の線が
重なり合うことによって、二次元の平面が生まれる。
結ぶ作業が一段落し全体を引き上げると、ホールや芝生を覆い尽くす巨大な天井が出現する。
作品に包まれるという感覚からもわかるように、これは網の目が活動場所全体を取り込むという
ことである。全体の引き上げによって園児の視点が移動し個と全体とのあいだを往復するこの段
階では、二次元の平面から三次元の立体へと空間が変化する。
まとめてみると、結ぶ行為によってひもは点から線、平面、そして立体へと次第に次元を変化
させ、園児はその空間の推移の中で驚きと発見を繰り返すのである。

3.3．場所
場所に関して必要な条件は少ない。準備段階で数本のシュロ縄を引いておくため周囲に建物や
樹木などがあること、これだけである。
広さについても特に指定はない。これまでこの年間交流とは別の事業では、吹き抜けのホー
ル、教室ほどの部屋、小学校の中庭、公園などを活動場所として使用してきた。面白いのは、広
い場所と狭い場所では参加者のあそびが微妙に変わってくることである。たとえば、長い 1 本の
ひもで活動場所全体を囲うというのは広い場所で良く出てくる発想であるし、机や椅子などその
場にあるものをひもでぐるぐる巻きにするのは狭い場所でのあそびであることが多い。校庭の片
隅を会場とした時には、一見作業の妨げとなるようなベンチやテーブルをひもでつないでいくと
いうあそびもみられた。以上からもわかるように、《ひもで、せんを、むすぶ。》は活動に最適な
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広さがあるというよりも、それぞれの広さに応
じて活動そのものが変化するという柔軟性を持
っている。
さて、今回の活動場所は西・北側は二階建て
の園舎で、東・南側はフェンスで、それぞれ囲
まれた約 20 m 四方の園庭である。活動の序盤
では準備段階で引いておいた数本のシュロ縄に
パーケルひもを結びつけていくことが中心とな

図 13

るため、これら幹線道路の内側に目に見えない
境界で囲まれているかのような自立した空間が生まれ、園庭は自由な雰囲気を持ちながらも集中
力を保つという、一見相反するふたつの機能を両立させる。
また園舎の二階に上がり園庭全体を眺めてみると、作業中に気づかなかったことが見えてきて
面白い。これは前項における作品全体の引き上げの段階と同じ理屈だ。活動場所全体を見渡すこ
とができる環境が、園児に作業中とは異なる視点を与え、新たな発見を促してくれるのである
（図 13）。
ここで、全体における園児の動きについて考えてみたい。比較対象は、同じく活動場所を園庭
とした前回 PART 3 のプログラム《きもちよいえのぐ》である。両者とも自由な雰囲気と集中力
という二面性を保ち、個々に活動する園児が関わり合うという点で一見、同じ仕組みを持つよう
に思える。
《きもちよいえのぐ》の場合、序盤で園児は各テーブルを囲み絵の具を混ぜている。第 1 の輪
となる各テーブルでは個々のスペースが確保されており、描く・見る・消すという一連のサイク
ルを繰り返すなど、園児は描くあそびを多角的に生み出している。この時点での第 1 の輪は机ご
とにそれぞれ自立した、閉じられた空間であり、それ故テーブルごとにあそびの流行が生まれる
ことになる。この段階では、個別のあそびが主流となっている。
中盤になると別のテーブルへの移動が始まり、色を混ぜるあそびが追加される。それと同時
に、園児の移動によって各色のテーブルごとに流行していたあそびが別の色のテーブルへと持ち
込まれる。あそびは次の段階へと移り、とりわけ色のつけ合いに拍車がかかる。人の往来によっ
て第 2 の輪つまり園庭全体が混ざり合い、場が活性化するこの段階では、他者との関わりによる
あそびが主流となる。その意味で、色の引越しとは園児を交流させ共同作業の中で生まれるあそ
びを促す仕組みだということができるだろう。
一方、《ひもで、せんを、むすぶ。》の場合ではどうだろうか。序盤の「とりあえず」始める導
入によって、個々の園児は結ぶという行為そのものに目を向けさまざまなあそびを生み出す。幹
線道路の内側は《きもちよいえのぐ》における第 2 の輪と同様に考えることができるが、園児の
動きは序盤から縦横無尽である。
中盤になると、ひもは複雑に絡み合って不思議なかたちが生まれてくる。自分の手元から全体

― ８１ ―

へと視野が拡がっていくこの段階で、園児は個と全体との関わりを発見する。前述の通り、ここ
でも園児は個別のあそびを行っているのであり、それらがお互いに絡み合うことで結果的に蜘蛛
の巣状のかたちが現れる。園児の意識は人に対してというよりも、ひもという対象および活動の
場に対して向かっていることがわかる。
活動場所全体における人の動きという点からまとめてみると、
《きもちよいえのぐ》は絵の具
という素材・混ぜる行為を通して他者と関わる活動であり、《ひもで、せんを、むすぶ。》は、ひ
もという素材・結ぶ行為を通して場と関わる活動なのだということができる。
これを換言すれば、交流と交差である。中盤以降、他者との関わりによるあそびが主流となる
《きもちよいえのぐ》では、協力してお互いの身体に絵の具をつけ合うなど、文字通り人が交流
する。一方《ひもで、せんを、むすぶ。
》では、お互いのひもを結び合うなど共同作業に近い動
きが見られることもあるが、ひもが結ばれた後はそれぞれの個に還っていく。ここでは人は交差
するのであり、それ故に蜘蛛の巣状の作品は個別の表現に満ちあふれ、なおかつ個の枠組みを越
えて全体化するのである。

4．ま

と

め

ここまで、素材、行為、場所という点からプログラムの詳細を見てきた。その特徴を振返り、
《ひもで、せんを、むすぶ。》がどんなプログラムなのかまとめてみよう。
《ひもで、せんを、むすぶ。》は、活動場所の周囲から数本のシュロ縄を引いておくことができ
れば、どこでも実践可能である。広さについて指定はなく、その時々の環境に応じて活動そのも
のが変化するという柔軟性を持っている。
園庭の周囲から垂らされた幹線道路の内側は、自由な雰囲気を持ちながらも集中力を保つとい
うふたつの機能を備えた空間となっている。また、全体を見渡すことができる園舎の二階は作業
中とは異なる視点を園児に与え、新たな発見を促してくれる。
材料のパーケルひもやシュロ縄はモノクロームの色彩が美しい。独特の手触りや弾力、抵抗感
が園児の手の感覚に直接訴え、ひもを結ぶ作業を促してくれる。また、結びやすくほどきやすい
性質から、縛るはもとより引っ掛ける、絡める、ほどくなど多面的な行為が可能であり、活動の
自由度が高い素材である。
「とりあえず」始める導入は、園児の心の解放を促すことであるとともに、行為そのものに目
を向けることである。つくる前からあまり深く考えず、とにかく結ぶ作業から始めることによっ
て、「こんなことをしたら失敗するのではないか」「こういうやり方は間違いではないか」という
不安は「こんな簡単なことでいいなら自分にもできる！」
「今日はこんなことをしていいの！」
という歓びへと変わる。そして、どこに結ぼうか、どのように結ぼうか、ひもの数や長さはどう
するかなど、園児は自分の手の感覚を通して素材と対話し、結ぶという行為から見つけたあそび
に夢中になっていく。活動の序盤で園児は「結ぶこと」を発見し、つくる作業に没頭するその中
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で自己と向き合うのである。
作業が進んでいくにしたがって結んだひもの数が増えてくると、それぞれが複雑に絡み合って
不思議なかたちが生まれてくる。
「いつのまにか凄いものができてきた」という驚きとともに、
自分の結んだひもから周囲のひも、そして網の目全体というように園児の目は導かれていく。活
動の中盤で自分の手元から全体へと視野が拡大し、園児は「個と全体との関わり」を発見する。
ひもを結ぶ作業が一段落したところで、最後に全体を引き上げる作業を行う。園庭全体を覆い
尽くす巨大な天井が突然現れ、園児は作品に包まれてしまうような感覚にとらわれる。目線の下
に見ていた作品を下方から仰ぎ見るという、それまでとはまったく別の角度から網の目を捉える
ことによって、改めて個と全体との関係を見つめ直すことができる。この天井の出現とともに園
児は歓声を上げ、網の目や強い力で張られたシュロ縄、緩やかに垂れ下がったパーケルひも、美
しいほつれなど作品の細部の面白さを見つけていく。また、複雑に絡み合った網の目の影や風の
かたち、そして背景の青空など網の目だけではなく周囲の環境を含めた面白さをも見出す。全体
の引き上げによる視点の移動は、つくる作業に没頭している自分の感覚を相対化することであ
り、これにより園児は活動場所全体をひとつの作品として捉える目を持つ。この「作品」の発見
の中で、園児は個と全体との関係を捉え直し両者のあいだを往復する。
導入から全体の引き上げに到るまでの各段階を造形的に捉えると、これは点から線、平面、そ
して立体への空間の変化である。ひもを結ぶという作業によって、縦、横、高さというように零
次元から三次元へと次第に空間が変化し、その推移の中で驚きと発見を繰り返すこと。これが
《ひもで、せんを、むすぶ。》の本質である。
空間が変化するこのプロセスの中では、特に次のふたつの点が重要である。第一は、作業のあ
いだ全体の姿が刻一刻と変化することである。その時そのときが完成であり、なおかつ未完成で
あるということ。第二は、部分と全体の関係が常に変化することである。ある個が加わることで
全体に影響が及び、その都度個々の関係が編み直されるということ。
以上をまとめると、作業の自由度が高い素材を使用し「結ぶ」というシンプルな作業を行う
《ひもで、せんを、むすぶ。》は、特定の場所にとらわれずどこでも実践可能であり、その時々の
状況に応じて活動そのものが変化する柔軟性を持っている。そして、作業を通じて変化する空間
の中で常に編み直される個と全体との関係を捉えるプログラムだといえる。
また《ひもで、せんを、むすぶ。》は、一般的に共同制作と呼ばれているものとは違う。
冒頭で述べたように、共同制作とは参加者全員が価値観を共有し同じ目標に向かって作品をつ
くる活動である。一人の力で完成させることが難しい作業を分担し、個々の表現よりも全体の中
での役割を優先させる方法であり、それ故に全体を覆さない程度に個は抑えられる必要がある。
たとえば、先の例で説明してみよう。彩色した小さなタイルを並べて大きな虹のモザイク壁画
とする場合では、一人ひとりが自由に色を使う訳にはいかない。全体の絵柄を決定し、七色のタ
イルの量を考慮しながら誰がどの色を担当するのか、大きさやかたち、配置をどうするのかとい
うように、完成に向けて予め計画することが必要であり、個々の表現という点では制限が強い作
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業となるだろう。
また、折紙でつくった飾りをまとめて七夕の笹とする場合では、行事に関するものであれば、
どういう飾りをつくるかは個々の自由となる。こちらは上記のモザイク壁画よりも比較的自由度
が高いといえる。
一方、《ひもで、せんを、むすぶ。》の場合である。仮に、ひもを結ぶ作業の導入を「全員で協
力して蜘蛛の巣のような作品をつくろう」という説明から始めてみたらどうだろう。主催側が前
もって「ひもで蜘蛛の巣をつくる」というテーマを設定し、参加者はその部品づくりをするとい
う構図である。これは明らかに共同制作である。この場合、部分と全体との関係はあらかじめ決
められていて参加者は既成の枠組みの中でしか活動しないため、自己と向き合う機会は少ない。
つまり、ここでは参加者の個は著しく制限される。
《ひもで、せんを、むすぶ。
》では、「とりあえず」始めるという導入によって、行為そのもの
に目を向ける。園児は「結ぶこと」を発見し、つくる作業の中で自己と向き合うことによって個
を生み出す。ひもが絡み合うことは人の交差、即ち個と個との出会いであり、そこでは園児は個
と全体との関わりを見出し両者のあいだを往復する。《ひもで、せんを、むすぶ。》では、作業を
通じて個は自身の枠組みを越え、全体との関係を絶えず問い直す状態に置かれることになり、こ
れは共同制作とは異なる活動である。筆者の目に園庭のゴールと保育室の水筒掛とをつなぐ一筋
のひもが美しく見えたのは、屋外と屋内という異質な空間を結びつけた個としての表現が、蜘蛛
の巣状の作品として全体化した後もなおそこに内在しているが故である14）。
最初に述べたように、このプログラムの目的は、ひとつの大きな作品をつくるだけではなく、
作業を通して生まれる個々の表現や作品の見え方・捉え方など多くを発見することにある。そし
て、それは予め完成を念頭に置いて作業を分担する共同制作ではなく、ひもを結ぶという行為を
起点に園児一人ひとりが自由にあそびを見つけ、そこで生まれた個々の表現が集まり個の枠組み
を越えて全体化するものであった。ひもを結ぶという作業によって、零次元から三次元へと次第
に空間が変化し、その推移の中で驚きと発見を繰り返すことが《ひもで、せんを、むすぶ。
》の
本質であり、園児は縦横無尽に張り巡らされたひもとその隙間に見える青い空によって描かれた
一枚の絵をはじめ、随所に生まれる表現としての個をそこに見出すのである。

注
１）倉科勇三「芦屋市立美術博物館と芦屋市立伊勢幼稚園との年間交流 PART 3《きもちよいえのぐ》
」
（
『園田学園女子大学論文集』第 51 号、pp.141-150、2017、園田学園女子大学）
２）対象は子どもから大人まで、人数は 10 名〜100 名、場所は吹き抜けホールや教室などの屋内、中庭や
公園などの屋外というように、過去いろいろな形式で数十回程度実践している。
３）このプログラムについては、下記の著作の中で過去に詳細を述べており、本稿のプログラムの概要、
考察およびまとめについて文章を一部流用している。倉科勇三「個の枠組みを越える──美術館ワー
クショップの実践から」
（栗山昭子編著『障がい児教育と家庭教育』
、pp.52-82、2009、ふくろう出版）
なお、図版については、年間交流とは別の事業で行った時のものを一部掲載している。
４）2002、2005 年度の年間交流では、屋内となる美術博物館ホールで実施した。
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５）布を裂く音と感触に夢中になる園児は多く、しばしばあそびのコーナーのひとつとなる。
６）幼稚園スタッフによれば、年長が年少に結び方を教える姿をよく目にするとのことである。
７）事前打合せにおいて、園児がどの程度ひもの結び方を会得しているかを確認している。
８）大勢の園児が自由に活動するため、安全確保の点からジャングルジムに結ぶことは中止とした。ただ
し、雲梯への結びはスタッフが常駐することで続行とし、園児はスタッフに抱え上げられながら結ぶ
など柔軟なサポートが見られた。
９）事後反省会で、幼稚園スタッフから次の日まで園庭に置いておきたいとの意見が出たため、筆者は
「ほどく作業を楽しむ」ことを提案し、翌日には、ほどく、丸める、束ねる、分けるという片づけ作
業があそびとなった。なお、幹線道路であるシュロ縄にはさみを入れると、パーケルひもの結び目を
ほどかずに抜き出すことができるので、結ぶ時と同様ひもをほどくことが難しい年少の園児も楽しむ
ことができる。
１０）スズランテープは、1962 年に発売された伊藤忠サンプラス株式会社（シーアイ化成子会社）の登録商
標。薄く幅の広い合成繊維製のテープで、ポリエチレン製のものが多い。「スズランテープ」
『フリー
百科事典

ウィキペディア日本語版』
。最終更新

2017 年 4 月 23 日（日）14 : 02 UTC、URL : http : //

ja.wikipedia.org
１１）このプログラムを初めて行ったのは、とある児童館に出向いた時のことである。その場にあり合わせ
のもので行ったためスズランテープを使用したが、その後自然素材に変更したという経緯がある。
１２）事後反省会では例年、ひもをつないで長くする面白さに関する発言が聞かれる。
１３）制作プロセスと結果の問題については、拙著を参照のこと。倉科勇三『ワークショップのためのワー
クショップ──《しろいろくろいろ》で制作プロセスを考える』
（2005、芦屋市立美術博物館）
１４）本プログラムを前述のような共同制作として行っていたのであれば、一見全体像とは無関係に見える
このひもは余計な部分として片づけられてしまうだろう。
図版

1〜4, 7, 8, 10〜13

図版

5, 6

写真提供：芦屋市立美術博物館

山口県立美術館

HEART 2007

ワークショップより（2007/08/05）

協力：芦屋市立伊勢幼稚園
───────────────────────────────────────────────
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栄養士養成教育における解剖生理学実習

林

淑

美

1．は じ め に

管理栄養士養成教育では、カリキュラムの専門基礎分野に「人体の構造と機能、疾病の成り立
ち」という項目があり、生化学、解剖学、生理学、薬理学などの内容を含む授業および実験また
は実習を行う。その中で、からだのしくみやはたらきについて学習する科目として、解剖学と生
理学を各々独立させて教育している管理栄養士養成施設もあるが、解剖生理学という科目名で人
体の構造とその構造に関わる機能を合わせて教育している所も多い。
管理栄養士養成施設は 4 年制の専門学校または 4 年制大学のどちらかの教育機関である。4 年
制大学の場合、栄養学部、生活科学系の学部、医療系の学部、農学部などに設置されている。以
前は女子大学の家政学部に設置されていることが多かったが、2000 年代以降新設の共学の大学
および学部、女子大学から改組された共学の大学または短期大学改組後の 4 年制大学などに管理
栄養士養成課程の設置が行われた結果、男子学生への門戸が広がると同時に管理栄養士養成施設
の入学定員総数は急速に増加した1）。
近年、健康の保持増進、生活習慣病などの疾病やメタボリックシンドロームの予防、健康長寿
社会の実現、ライフステージに対応した食育の実践、競技スポーツにおけるパフォーマンスの向
上を目的とした食事指導など保健、医療、福祉、介護、食品製造業、教育、スポーツなどの分野
で栄養指導や給食関連サービスのマネジメントを行うことができる管理栄養士を社会に送り出す
ことを養成機関は期待されている。そのため専門基礎科目として人体の構造と機能に関する学習
が位置付けられている。
日本国内には栄養士養成施設と管理栄養士養成施設の両方が存在し、同じ大学内で併設されて
いる所もある。どちらの養成施設においても解剖学および生理学に関わる実験または実習が行わ
れており、その教育内容には模型や標本などの観察学習が含まれていることは共通している。そ
の他の学習については共通する内容は多いが、科目担当者の裁量に委ねられている。

2．調 査 方 法

2000 年以降に開設された私立の管理栄養士養成施設（以下養成施設と省略する）から無作為
に選択した 20 の養成施設で行われている解剖学および生理学に関わる実験または実習について
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教育方法や教育内容の実態を知るために、各養成施設の 2017 年度 web 公開シラバスをインター
ネットで検索することにより調べた。

3．結

果

（1）実験または実習の科目名
「人体の構造と機能、疾病の成り立ち」分野に該当する科目の名称は、各養成施設により定め
られている。また解剖学や生理学に関わる実験または実習の科目名も同様であり、解剖生理学実
習、解剖生理学実験、人体構造機能論実験、人体機能学実習および人体構造学実習、生体機能学
実験および人体構造学実験、栄養生理学実習、栄養生理学実験、解剖学実験および生理学実験、
解剖生理学実験・実習、形態機能学実習、解剖学（含実習）、生理学実習などとなっていた。

（2）配当年次および授業科目数
専門基礎科目分野の授業であるため、解剖学や生理学などの講義を履修後、2 年次生に学習す
るようにカリキュラムに組みこんでいる養成施設が多いが、配当年次が 3 年次生となっている養
成施設もみられた。また実験または実習が 1 科目である場合と 2 科目を授業として設けられてい
る場合があった。2 科目設定されている場合、2 科目どちらも必履修である場合と 1 科目は必履
修であり、他 1 科目は選択科目となっている場合があった。これらは専門基礎分野における科目
の法令上必要な単位数を満たすように実験または実習の科目数が各養成施設で定められる。

（3）教科書の指定状況
「解剖生理学実習」あるいは「解剖生理学実験」などを表題とした教科書を指定して授業で使
用している養成施設があったが、教科書を特に指定せず、プリントを配布したり、独自に作製し
た実習書に基づいたりして授業を行う養成施設が半数程度であった。また解剖生理学、解剖学、
生理学など実験または実習に先立って履修した講義で使用した教科書を指定教科書としている養
成施設があった。

（4）成績評価の方法
授業形態が実験または実習であるので成績評価方法にはレポートが含まれている養成施設がほ
とんどであり、その他に実習態度や受講態度などが評価される養成施設が多かった。討論や発表
などの表現力や動物飼育時の当番活動などを評価の対象に加えていた養成施設があった。評価対
象の評価割合が詳細に記されていた養成施設もあったが、評価対象の組み合わせの記載のみを以
下に示す。
（筆記試験、受講態度、口頭試問、レポート）
（レポート、課題、発表、定期試験）
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（筆記試験、受講態度、レポート）
（レポート、小テスト、実習態度）
（レポート、受講態度）
（レポート、総合討論）
（定期試験、小テスト）
（レポート、課題）
（実験レポート）

（5）学習内容
各養成施設のシラバスで授業計画欄の記載事項を学習内容とした。初回の授業では実験または
実習のガイダンスまたはオリエンテーション、実験または実習の目的や心構え、実験器具の取り
扱いなど授業の進め方を説明する養成施設が大半を占めていた。それに対し、最終回の授業では
ディスカッション、要点整理、総合討論、発表会などを行っている場合と実験または実習を行っ
ている場合があった。また、学期途中で小テスト、まとめ、要点整理、実験解説などが行なわれ
ている授業があった。学習内容の詳細な表記として以下の例が見られた。学習内容を学習手段や
学習対象で分類したが、観察を中心とした学習や実験動物を使用する学習の中に器官系に関わる
学習が含まれることなど分類上内容は重複するものもある。
〈観察を中心とした学習〉
人体模型（全身、骨格、臓器）の観察、人体に関わる DVD の視聴、光学顕微鏡の操作方法、
光学顕微鏡を使用した標本観察およびスケッチ（消化管、消化腺、泌尿器、血液、心筋、骨格
筋、骨、甲状腺、肝臓、腎臓、卵巣、精巣、病理顕微鏡標本、神経、感覚器）、血液塗抹標本の
作製と観察、学外での標本見学
〈実験動物を使用する学習〉
動物実験の実施に関する教育訓練、ラットの解剖および臓器重量測定、病態（脂肪肝、胃潰
瘍）モデル動物の解剖、実験動物の観察のポイント、スケッチの方法、動物摘出心臓を用いた心
機能実験、小腸における糖およびアミノ酸吸収実験、肝臓を用いた酵素実験、ラットの赤血球数
の測定、ラットの血液中のヘモグロビン濃度およびヘマトクリット値の測定、性ホルモンの効
力、血糖値に影響するホルモンの影響、脊髄反射機能、血清脂質測定、血清タンパク質測定、血
清グルコース測定、血中尿素窒素測定
〈人体の器官系に関する生理学的内容を中心とした学習〉
○消化器に関する学習
唾液腺の種類によるアミラーゼ活性の違い、咀嚼の実習
○呼吸器に関する学習
呼吸数測定、肺活量測定、酸素消費
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○循環器に関する学習
心拍数測定、心音聴取、心電図測定、脈拍測定、血圧測定、血糖値測定、血圧・脳波による
動脈硬化度測定、ABO 式血液型検査、赤血球および白血球数の測定、赤血球性状および凝
固、線溶現象に関する実験、血液の生化学的検査方法
○泌尿器に関する学習
低張液・等張液摂取後の尿量および尿中ナトリウム濃度変化、クレアチニンクリアランスの
算出、尿の生化学的検査方法、水分補給後の尿生成量の測定、発汗の尿生成量の測定
○感覚器に関する学習
皮膚感覚、重量感覚、味覚、聴覚、嗅覚、視覚（盲点、視野など）
○運動器に関する学習
運動機能の測定、筋電図、筋疲労
〈その他の学習〉
炎症の機序
体温測定
身体計測、体表面積・栄養指数の算出、皮下脂肪厚、肥満の判定

4．考

察

各養成施設の学習内容は「管理栄養士養成課程における専門基礎分野・専門分野の実験・実
2）や「
3）
『管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム 2015』の提案」
習・演習の例示」

などにおおよそ含まれるものとなっていた。前述の「3．配当年次および授業科目数」のように
実験または実習で必履修とされる科目数が養成施設により異なる上に、シラバスの表記だけでは
詳細が明らかでないことも考えられるため、厳密な比較は困難であるが、以下に整理したことを
記す。
授業で実験動物を使用しない養成施設と 1 回以上使用している養成施設があり、1 科目中の最
多使用回数は 5 回であった。病理組織標本や病態モデル動物の臓器の病態変化を観察することを
明記している養成施設は薬学部や看護栄養学部などの学部内に設置されていた。石川らは「医療
の現場においてはチーム医療の発達に伴い、管理栄養士に求められる知識・技術は多岐に渡り、
これらの現場において、直接的あるいは間接的に生命そのものに関わり続けることになるであろ
う。（中略）ラットを用いる解剖実験では、学生は直接『命』に触れるなかで、その犠牲に対し
て感謝の気持ちを持ち、積極的に実験に取り組んだことが一連の実験後の調査により、確かめら
れた。」4）と記しており、動物の解剖実験は、学生が専門基礎知識を定着させるだけではなく、生
命の発生とその尊厳について明確な意識をもち、重要性を認識し、理解を深めるという教育効果
があったことを示したとしている。成績評価に動物飼育の当番活動を含める養成施設があり、命
の理解のために効果的であるが、本学実習では動物を間近で見ること自体さえも苦手であると感
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じる学生は年々増えつつあるように見受けられる。食物を味わうことに関わる味覚についての学
習は 10 の養成施設、嗅覚についての学習は 1 養成施設で行われていた。消化器系臓器の観察を
行う授業回数は 1 回の場合よりも複数回行う場合が多かった。運動器に関する生理学的な学習の
授業時間が他より多い養成施設は大学内にスポーツ科学系学科が置かれていた。血液に関する授
業を 2 回以上行っている養成施設は 9 割であった。学習内容や方法は各養成施設の設備や教育理
念ならびに科目担当者の意向が反映されていると思われる。今後も提案が見込まれるカリキュラ
ムを踏まえた上で、各養成施設が管理栄養士としての基礎力に加えてどのような分野に強みを持
つ職業人を輩出するかということが教育内容に関わるであろう。

5．結語にかえて

管理栄養士養成施設は、1966 年に 1 施設、1967〜1969 年までに計 30 施設が設置された後、安
定的に推移し、1990 年代から設置が再開されたあと、2000 年代に急速に増加した1）。国内には
管理栄養士養成施設は 140 施設が存在し、2016 年度施設定員数は 1 万人を超える5）。冒頭で述べ
たように管理栄養士は今後も広範囲の分野で栄養や食物に関わる最新の専門知識を身につけて活
躍することが期待される。実験および実習の学習内容や学習方法は、学生の学力および感性が教
員に把握された上で講義科目の理論が学生に知識として一層定着し、興味深く印象に残るよう配
慮されることが望まれる。
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帝王切開分娩の出産体験に関する文献検討

竹

内

佳寿子

Ⅰ．緒

言

本国の帝王切開（帝切）率は、1985 年の 5％ から 2014 年の 24.8％（厚生労働省，2016）と上
昇し、その背景には不妊治療による多胎の増加や出産年齢の高齢化などのハイリスク妊婦の増
加、骨盤位経腟分娩の減少など社会的理由の複合的な理由が挙げられる（竹内，2013）。また、
全体の帝切の 3 分の 1 を占める反復帝切は、予定帝切の適応理由の 1 番であり（田中，2007）増
加傾向にある。予定帝切と緊急帝切の割合は 57％ と 37％（厚生労働省

平成 27 年社会医療診

療行為別調査）であり、予定帝切は前述した理由もあり、増加傾向にある。
帝切の出産体験は、母親に negative feeling（否定的感情）をもたらし、出産の満足度を低下さ
せ、喪失体験となることが多く（Marut, 1979）否定的な受け止めが、産後うつや PTSD（外傷後
ストレス障害）とも関連する（Ryding, et al., 1998）ことは知られている。さらにこのような体
験が母子関係や育児へ影響を及ぼすことも報告されている（Reynold, 1997）。同様に研究者自身
も臨床実践において帝切を受けた女性の喪失体験や母親役割を適切にとることが困難な例を多く
体験しており、心理的ケアの必要性を強く感じている。
Mercer, R. T（1981）は、多くの女性は出産後に出産を想起しながら出産体験を統合し、意味
づけを行うことで出産体験を肯定的に受け止め、母親としての自己概念を確かなものにしてはじ
めて育児が行えると述べている。Field, T. M（1980）もまた、帝切による否定的感情に対して
出産体験の意味づけを行う心理的ケアがなされれば、母親の愛着行動が直接阻害されることはな
いと報告しており、出産体験の意味づけへの援助の必要性を主張している。しかしながら、その
後の出産体験のとらえ方や出産体験の意味づけに関する研究の多くは経腟分娩を体験した女性を
対象に行なわれたものであり、喪失感を体験しやすいと報告されている帝切体験者を対象とした
研究は少ない。
同じ帝王切開の中でも緊急帝切による出産体験は、トラウマの要素を含んでいることが明らか
となっており（横手，2005）、ケアについてクリティカルパスに反映されにくい精神的ケアをど
のようにシステム化していくかが課題である（横手，2009）と示唆されている。
以上により、帝王切開をした女性の出産体験がどのようなものか、また、同じ帝切であっても
緊急帝切と予定帝切の違いに海外文献を含め文献検討を行い、明らかにする必要がある。
そこで、本論文では、文献検討により帝切（中でも予定帝切）の出産体験について主観的な体
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験について明らかにする。そのことにより、帝切体験者に対する効果的なケアに関する研究に有
効な変数を得ることを目的とする。

Ⅱ．文献検討の方法

文献検索は、国内文献については GeNii CiNii（論文情報ナビゲータ）・医学中央雑誌、海外文
献については、CINAHL・MEDLINE にて実施した。キーワードは、国内文献については「出産
体験」「予定帝王切開術」
「体験」
、海外文献については（elective or scheduled or planned）and
（caesarean or cesarean）section、（experience）とし、査読有の英語論文を指定し、年代等は設定せ
ずに論文を検索した。

Ⅲ．文献検討の結果および考察

その結果、国内文献は 32 件、海外文献は 65 文献（1960 年〜2016 年）の計 97 文献が検出され
た。その中から帝王切開の出産体験をどうとらえているかという体験の記述がなされ、学術論文
の形式が整っている国内文献 9 件、海外文献 38 件の論文を選んで概観した。抽出した 47 論文
を、内容別にまとめた。文献レビューの過程を図 1 に示す。

図1

本レビューの過程

1．文献の概要
1）出版年および国
対象論文の出版年は、1990 年 6 件、2000 年代 22 件、2010 年代が 19 件だった。国名はアメリ
カ 5 件、スェーデン 3 件、オランダ・カナダ・イギリス 2 件、他はオーストラリア、スイス、フ
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ィンランド、ノルウェー、ギリシャなどであった。国内文献に関しては、日本であった。
2）研究対象者の背景
対象論文を初経産でみると、初産婦のみが対象とされている文献が 3 件で、他はすべて初経産
の混合であった。また、帝切の種類（緊急・予定）については、帝切（緊急・予定）を扱った文
献は 9 件、全ての出産様式と比較している文献が 35 件で予定帝切のみを扱った文献は 3 件であ
った。また、年齢についても高齢初産婦（40 歳）を除外している文献が 1 件あったが、その他
はとくに制限されていなかった。
3）研究方法
研究デザインは、海外文献では量的研究のみ 15 件、ミックスメソッド 7 件、メタ統合 1 件、
文献レビュー・システマティックレビュー各 1 件、介入研究 1 件、質的研究 12 件（グラウンデ
ッド・セオリー 3 件、内容分析 8 件、現象学 1 件）であり、国内文献は量的研究のみ 3 件・ミッ
クスメソッド 1 件、質的研究 4 件、文献検討 1 件であった。

2．テーマ別文献検討結果および考察
1）「出産体験」の定義
出産体験を明らかにする目的で行われている研究は多くあるが、その定義は、
「情緒を伴うも
の」としてとらえられているのみで、明確な定義を示していない文献が多い。常盤（2006）は、
47 文献中を対象にした「出産体験」の自己評価についての文献レビューで、6 文献しか「出産体
験」を定義されていなかったと報告している。これは、「体験」という概念が、広義となるため、
ある現象に注目しそれが何かを明らかにする過程で具体化して定義することが困難なためではな
いかと考える。
①「体験」の概念
「体験」の概念について初めて定義したのは、ドイツの哲学者ディルタイであり、1910 年に生
の哲学において「体験（Erleben, Erlebnis）」概念は最も重要な概念の一つであり「体験の実在性」
と「体験の有意味性」の関係が特徴とされた（西村編，2003）。その後、ハイデッガーや現代の
哲学的解釈学に大きな影響を与え、現在も「体験の実在性」と「体験の有意味性」についての議
論が哲学・心理学領域で議論が深まっている。教育学領域では、
「体験」が価値観を内在した概
念とし、「体験」とは何かを問うことは、すなわち「良い体験」とは何か、を問うことなのであ
る（青山，2006）としている。そして教育学領域では「良い体験」について議論を深め、
「豊か
な体験」を目指すとしている。
②「体験」「経験」の違いと定義
一方、看護領域では、英文献の「experience」の訳が「体験」
「経験」であることから、質的研
究で「体験」「経験」のテーマの文献は多いが、それぞれを明確に定義して用いている文献は少
なく、体験や経験の違いについて明確に示した文献も少ない現状がある。そのことについて中井
は「看護学研究論文における「体験」「経験」「生活」の概念分析」の研究の中で、実際にどのよ
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うな概念のもとに使用されているのかを質的デザイン 34 文献をもとに Hasse らの Simultaneous
Concept Analysis 法で分析し明らかにしている（2007）。その結果、「体験」「経験」の定義を示し
た文献はそれぞれ 1 文献のみであり、収集されたデータや結果から判断した概念から導かれた定
義は次の通りである。
「体験」とは〈身体性〉を備えた〈関係的存在〉である人間が、
〈不確か〉
な状況で出会った〈印象に残る出来事とそのときの心身の状態〉
、特に〈限定された時期の身体
的感覚と反応〉であり、結果として〈発達的変化〉〈自己受容〉〈肯定的感情〉〈否定的感情〉〈自
己の存在意味の見出し〉
〈関係の再構築〉
〈習得・熟達〉を示す現象が見出されるもの、
「経験」
は〈不確か〉な状況で生じた〈印象に残る出来事とそのときの心身の状態〉
、特に認識・感情・
欲望・価値観などの〈内面的変化〉や〈主観的にとらえたあるがままの状態〉であり、結果とし
て〈自己受容〉〈関心〉〈問題への対峙〉
〈確信〉〈再構築〉〈習得・熟達〉を示す現象が見出され
るものとされた（中井，2007）。
このことから、「出産体験」とは、妊娠し出産という身体性を備えた、社会・家族との関係的
存在である人間が出産という限定された不確かな状況で出会った印象に残る出来事とその時の心
身の状態であり、〈発達的変化〉〈自己受容〉
〈肯定的感情〉
〈否定的感情〉〈自己の存在意味の見
出し〉〈関係の再構築〉〈習得・熟達〉が該当し、「経験」よりも「体験」の概念が妥当である。
③予定帝切の出産体験の定義
前述にて体験の定義が「限定された時期」と示されているが、出産のどの時期を示すのかの定
義についても経腟分娩と帝切では経過が異なるため、区別して示す必要がある。
経腟分娩の場合、「出産体験」の定義として、多くの文献で「分娩開始から出産後 2 時間の経
過 の 中 で、産 婦 の 情 緒 を 伴 っ た 体 験」（Lomas, 1987；恵 美 須，1990；宮 中，1995；我 部 山，
1996；常盤，今関，2000 ; 2006 ; Waldenstron, Borg, 1996）とされている。
しかし、帝切についてはほとんど定義がされていない。唯一、横手（2005）が緊急帝切の出産
体験について「緊急入院・分娩入院から帝切終了」までとしている。陣痛発来後の緊急帝切であ
れば、分娩開始後以降となり、陣痛発来前の緊急帝切であれば緊急入院からとしていることは、
妥当である。しかし、予定された帝切の場合はどの時期を限定する体験かを明らかにされていな
いが、出産体験を考える場合、その現象がどの時期かと限定する必要がある。自身の予定帝切の
女性の出産体験のとらえかたについての質的研究では、出産体験について「帝切の可能性を感じ
た時点から帝切後のインタビュー（入院中）まで」とした。女性の語りの多くは、帝切を受け入
れるまでの妊娠期と痛みや授乳に関する産褥期の体験が占めていた。しかし、
「体験」の定義に
照らすと、妊娠期の受け入れるまでの経過は、関連する要因ではあるが、出産体験そのものでは
ない。緊急帝切の「入院以降」としていることを参考に考えると、予定帝切の前日に入院した時
点から、が妥当であると考える。帝切後のどこまでとするかは、帰室時まで、あるいは経腟分娩
が第 4 期まで、24 時間までが多いことも鑑み、考慮すると帝切の場合は、帰室後は家族や児と
の面会があるが、その後は麻酔の覚醒状況や絶食や第一歩行など術後の体験も加わるため、出産
体験そのものではないと考える。そのため、帰室後 2 時間が妥当であると考える。
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④予定された帝切の用語について
「予定帝切」「選択的帝切」という言葉は、日本ではどちらも同様の意味で使用されている。し
かし、産科婦人科用語集・用語解説集（改訂第 3 版）や、厚生労働省の定める平成 28 年度診療
報酬点数には「選択的帝切」のみが示されている（日本産科婦人科学会，2008；厚生労働省，
2016）。しかし、Tully（2014）も帝切の質的研究の考察の中で「選択」という用語は誤解を招く
可能性があり、医学用語では、選択は医学的に必要な場合に、手術が予定されていることを意味
するが、一般的には選択肢や、妊産婦の「母が要請する帝切」（CDMR「Cesarean Delivery Maternal Request」）との誤解が生じる可能性もあり、
「要請」は不適切な用語である可能性もあるた
め、注意が必要であると述べている。そのため、選択肢として要請した帝切と明確に区別して、
医学的な適応のある予定された帝王切開ということを対象として示すために、今回は予定帝切の
用語を使用することとする。

3．予定帝切の出産体験
予定帝切についての研究論文では、妊娠期と帰室後以降の体験を明らかにした文献が多く、帝
切の手術中の体験について明らかにした文献も断片的で、入院から帝切後 2 時間までのすべての
時期の体験を網羅して明らかにした文献はなかった。このことからも、予定帝切の出産体験の明
確な定義がされていないため、帝切の手術中の体験がほとんど明らかになっていないことがわか
る。そのため、「予定された帝切の出産体験」に該当する断片的な内容を含め、術中の体験を焦
点化した質的研究の海外文献 3 件と国内文献 2 件から予定された帝切の出産体験を明らかにす
る。
1）入院から手術室出棟の体験
入院時については、多くの文献で明らかにされていない。しかし、国内文献に対象者全員が
「恐怖・不安と楽しみ」の両方の気持ちであり（2016，竹内）、入院時のスタッフの対応について
も、注意深く感じて「さんざん待たされた挙句、一斉に話しかけられ、素早くするように求めら
れた。出産までに 7 か所を移動する間、人間性を奪われ、あちこちに動いて何をすべきかを言わ
れるのみだった。」（Bayes, 2012）というように、予定入院であっても、不安や恐怖が増強し、
機械的な対応に人間性を無視されたと感じていることから、入院時には女性は感受性が高く、こ
の時の対応が出産体験の始まりであることを認識して関わる必要があることがわかる。
手術室への出棟時、多くの女性が覚えておらず、様々な感情を持ちつつ、どう行動したか覚え
ていない（2016，竹内）
。この理由として 2 つのことが考えられる。Affonso は、出産体験につ
いて思い起こせない事象（ missing pieces ）（1977）があり、そのことが産褥早期に葛藤、怒り
を 生 じ さ せ る 原 因 に な る と 指 摘 し て お り、この可能性がある。もう一点の 可 能 性 と し て、
peritraumatic dissociation（前トラウマ解離状態）の解離性健忘があり、この peritraumatic dissociation は、解離性障害や PTSD の前症状であり、この二つの違いは、
「闘争・逃走」か、「固まり・
麻痺」（Olde, 2005；金，2009）である。原因として急激な恐怖の体験が挙げられ、帝切の女性
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にも出棟時に高まる急激な恐怖があることから、当てはまる可能性があると考えられる。入院時
から、環境が変化する中、帝切への不安や恐怖があり、緊張が高いまま出棟している可能性もあ
り、「覚えていない」ということから出棟時の不安や恐怖が PTSD・急性パニック症状につなが
る可能性があり、「誰でも持つ不安や恐怖」としてとらえることの危険性を示唆している。
2）手術室入室から麻酔導入まで
手術室入室時、不安や恐怖に自分を奮い立たせながら、児に会える期待を持って手術に挑んで
いる（2016，竹内）。海外文献からは、パニックの女性にケアを行った体験を示し入室時の多く
の必要なタスクがある中でも、女性が安心できるようなケアが必要である（Guittier, 2014）とし
ている。
恐怖が一番強くなる時期は、麻酔投与時が最大となり、閉腹（外科的処置終了）時に下がり、
その後下がり続ける（Keogh, Hughes, Ellery et al., 2005 ; Hepp, Hagenbeck, Burghardt et al., 2016）
とされている。その時の体験として、手を握るなどのスタッフの対応に恐怖心を軽減しているこ
と（Yokote, 2008）その一方で、スタッフの言葉によって傷ついたと感じました（Fenwick et al.,
2003）などと医療専門家の否定的な言語、態度、行動も多く語られており（Fenwick et al., 2003 ;
2009 ; Fries, 2007 ; Liamputtong & Watson, 2006 ; Porter et al., 2007 ; Redshaw & Hockley,
2010）、周囲の状況を敏感に感じ、出産体験として後々まで覚え傷ついていることがわかる。
3）手術開始時から児出生後まで
手術開始時は、程度の差はあるが恐怖を持っており、早く終わらせたいと願っている（Pura,
2013；竹内，2016）。また、帝切の術中の不安について示された文献からは、8 割以上が術中、
不安に感じており、不安の原因は、児の状態・一般的な限定できない不安・硬膜外麻酔が順に 3
割程度（Blüml, 2012）であり、多くの女性が漠然とした不安を術中感じている。
児娩出時の感覚は、児娩出は揺れや押す感覚としてとらえ、娩出したことを感じることができ
ず、児の泣き声で出生を知っている（Bayes, 2012；竹内，2016）。その一方で児娩出時、経験し
たことのない身体の揺れや圧迫を感じ、術野が見えないこともあり、恐怖も強くなるが、すべて
の医療従事者は児の出生に注目しているため、女性の恐怖が強く、パニックをおこしそうになっ
たり、嘔気が強くなったり、海外文献では手術が進む中で不随意な揺れる運動（震え）など、心
理状況や過呼吸等に気付かれず、女性一人で深呼吸して、対応している（Bayes, 2012；竹内，
2016）。児の出生時から直後は児の出生への感動や喜びを感じ、STS（Skin To Skin 早期皮膚接
触）時に再度喜びが強くなっている。しかし、周囲が忙しく業務をする中で、その感動や喜びを
ともに喜ぶ家族もスタッフもおらず、一人喜びをかみしめ、術野を心配し、泣くのを自己でやめ
るなど手術途中であることも影響し、喜びに浸りきれていない。一方、STS をしなかった女性
は、児との対面後の分離後、赤ちゃんから離れ、自分の叫び声に無関心であるという感情の例を
挙げている（Puia, 2013）。このように、児の出生時と出生後の失われた数分の時間は、感情の変
化と産後の否定的な感情に影響し、これは生後 10〜14 週までつづき、自らの出産経験として統
合するのに苦労していた（Bayes, 2012）。女性は、児が産まれた後、児の泣き声に反応し、五感

― ９８ ―

で互いを確かめ、相互に反応し、愛着を形成していく。しかし、帝切の女性は、児の泣き声に対
して、身体も動かせず、声をかけることもできず、ただ、泣き声を聞くのみで「何もできない」
と感じ、母親としての初めての児への関わりができないことが、その後の児への関心に影響して
いるのではないかと考えられる。
4）児の退室から母の帰室・児との面会の体験
児の退室時について、児の出生で「終わった」
「もう少し」という思いを持っていること、恐
怖もあること、手術室内で医療従事者は手術終了へ向かっている中、女性は周囲の状況を見なが
ら過ごしていること、出産である帝切の途中で児のみ退室することについても、さびしいと感じ
ていることがわかる（Bayes, 2012；竹内，2016）。
閉腹時は、感覚が苦痛であることや、嘔気や眠気があり、他の文献からも、
「役に立たないと
感じました。私ができることは、彼らが手術を行うことができるようにそこにあるだけ。」
（Somera et al., 2010）「手術中できるのは、手術中、リラックスして静かに辛抱強く待つこと、こ
うすることで手術しやすくなると信じて、ふるまおうとするが失敗した」
『外科医のために「安
定した作業面」を維持しようと試みたが、不随意的な運動が起こり抑止できず失敗した。医師も
落胆した表情だった』（Bayes, 2012）というように、予測していない身体の反応に対応できない
ことや、手術中に何もできないことから、失敗や無力感を引き起こしている。また、
「求められ
るようふるまうよう努力すること」が役割の一つであると感じて行動しようとするが、うまくで
きず失敗したと感じている（Bayes, 2012）。さらに、女性は「手術患者」として求められるよう
にふるまう中で、自分の手術に協力すべきであると考えていることも明らかになっているが、過
換気症状や、体温の変化や麻酔薬の副作用である不随意な動きは、女性が止め得るものではな
く、医療スタッフが対処すべきことである。
5）手術全体に関する体験
①術中の不可視性（見えてないように感じること）と、女性への影響
「誰かが入ってきて自分を無視して、スタッフに他の患者について話した。
」「始まったんです
か？と聞くと、麻酔科医の表情が変わり、笑顔でうなずき、手術が始まったことを知った。」「手
術中、生産ラインのように、女性は手術台にいながら、麻酔室で待っているように感じる」
（Bayes, 2012）「自分が無視して扱われていると感じました」（Fenwick et al., 2003）「赤ちゃんが
苦しんでいたので、陣痛中の医師や学生の助産師のカジュアルな態度は、何が起こっていたかに
ついての情報はほとんど与えられていませんでした。誰も私には何も伝えなかった」
（Porter et
al., 2007 ; Puia, 2013）というように、意識下であるために、周囲の状況やスタッフの状況も認
識していること、自分が存在しないかのような感覚を持ったことを示している。さらに、他の文
献では、最も怖い体験として「手術開始後、深呼吸と言い聞かせたが、途中で調子が変であるこ
とに気付き、パニックになった。しかし、話せなかった。だれもそんな私に気付いてなかった。
立ち会っている夫に助けを求めたが、医師が血圧のことを夫に言ったが、私には何も言わなかっ
た。また、「恐怖に包まれ、自然に固まっていて筋肉を動かすことができず、自分自身の中に閉
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じ込められたように感じた」と言っており、このように「凍結（かたまる）
」してその状態を取
り消すことができないことは強直性不動（Tonic immobility）とされ、この状態は避けられない
ものとして認識され、恐怖を惹起する状況に対する無抵抗（条件）の反応として定義されている
（Bovin, Hyman, Gold, et al., 2008）。手術時は、多くの医療スタッフは手術の対応や女性の全身状
態の観察等に追われ、女性の心理面に配慮した対応ができず、恐怖を持ちながら、自己にて深呼
吸などで対応していること、対応できず、パニックになっていても気づいてもらえないことがわ
かる。そして、その恐怖が強くなり、自己にて対応ができなくなると強直性不動（Tonic immobility）となる可能性もあり、これは、前述した peritraumatic dissociation（前トラウマ

解離状

態）と関連している（Abrams et al., 2009）と言われている。Peritraumatic dissociation は、非常に
ストレスの多いイベント中に発生する認識されている状態で、その経験は、環境の意識、記憶、
アイデンティティまたは知覚の通常統合された機能の中断を含む（American Psychiatric Association, 1994）。他の症状の中でも、peritraumatic dissociation は、自己低下した周囲の認識と分離の
断片化として経験される可能性を示し（Bryant, 2007）ており、さらに、非参加観察と女性との
対話からも、これがまさにこの研究で女性に起こっていたことを強く示唆している（Bayes,
2012）。
②予想外の感覚の経験
帝切中の感覚について「私は、誰もそこにいないかのように、体なしの頭の様に、プラスチッ
クで作られたかのように感じました。それは変な感じだった」
「私は、もう一つの世界にいた気
分でした。完全にパラレルワールドにあり、完全に別の世界にいるように感じました」
（Guittier,
2014）というように硬膜外鎮痛またはエンドルフィンに起因する感覚の認識は、帝切中、潜在的
に嫌悪的な感覚性知覚がある。これらの認識は主にボディ制御の喪失に関連し、さらに不快感や
不安感を高めた精神的なコントロールの喪失に関連し、さらに解離症状とも関連する可能性もあ
る。
③手術の感覚
帝切を体験した女性が、手術の感覚をどのようにとらえるのかについては、
「手術時は痛くは
ないけど、お腹触られてる気持ち悪い感じ」（竹内，2016）「私の体の中で動く手の感覚−私はい
つもそれを「掻き集める痛み」と言いました」（Porter et al., 2007）というような言葉で表現して
おり、意識下での手術のため、多くの感覚を感じている。

3．出産体験に影響する因子
1）妊娠中帝切分娩の不安・恐怖
妊娠や出産は、女性にとって不安や恐怖を伴う体験であると言われている。予定帝切などの帝
切が経腟分娩と異なる点は、腹部を切開する外科的な侵襲を伴うということであり、健康な身体
や臓器を切開することは児を得るためであっても特有の不安や恐怖が存在すると考える。さら
に、予定帝切は、妊娠中に帝切で出産することが決まっているため、心身共に準備ができると言
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われているが、決まっているが故の不安や恐怖もあると考える。手術前の不安の内容として、児
のリスク、麻酔が効かないなど麻酔および関連する合併症、一般的な外科的処置・医療処置に対
する恐怖（切られる恐怖，注射される恐怖）、帝王切開中に動けないこと、痛み、術後のつらさ、
母の生活の変化（Victor, 2012；Wiklund, 2008；谷口，2014）がある。この中で、児のリスクに
ついては経腟分娩でも持つ不安だと考えるが、麻酔や、外科的処置、帝切中に動けないことなど
が、帝切特有の不安であると考える。この帝切特有の不安については、選択帝切では帝切の一連
の流れを事前に説明し、理解を得ることが可能であり、知識を得ることで軽減できる。谷口
（2014）は帝切の可能性を感じた瞬間から帝切への心身の準備である〈心づもり〉のプロセスが
始まるとし、
〈手術への恐怖〉は〈心づもり〉の阻害要因になるとしている。また、不安・恐怖
の多くは、知識と準備の不足で強化される（Puia, 2013）ため、帝切の可能性を感じた瞬間から、
心身共に準備ができるよう、正しい知識を提供し、不安や恐怖の軽減が必要である。
2）帝切の可能性を感じた時からの女性の準備
帝切の可能性を感じた時から女性は、心の準備〈心づもり〉を行い、覚悟を決めて帝切を肯定
的に捉えるよう努力する。まず、インターネット・本・帝王切開経験者等にアクセスして、手術
への不安を和らげる情報を集め、手術で大変な思いをしないための事前対処として、医師に相談
したり、自身に「痛くない」と言い聞かせて入念に事前対処しようとし、最後に手術に対して腹
をくくることで〔覚悟〕を決める（谷口，2014；竹内，2016）。そして、この覚悟を決める段階
で、自然分娩を望んでいた場合はまず、帝王切開と自然分娩を比較して、
《帝王切開のメリット
の認識》と《帝王切開のデメリットの払拭》を行い。帝王切開を肯定的に捉えようとし、予定が
わかって準備できること、腹部の創痛を経腟の会陰の創痛に代わるものとし、帝王切開のメリッ
トが大きく認識された場合には、
「むしろ帝王切開の方がいいな」のように、帝王切開に対する
期待が生まれることもあり、帝王切開を肯定的に捉えるようになる（谷口，2014）。しかし、帝
切の可能性を感じてから、覚悟を決めるまでのプロセスはその人の経験や価値観、周囲の意向に
よっても異なる。そのため、このプロセスが順調に進み、肯定的に帝切を捉え、覚悟をきめるこ
とができるようその人に合わせた必要な情報提供や支援が必要であると考える。
3）帝切についての教育
帝切で産むことへの納得、覚悟ができても、帝切の一連の流れについて、知識として情報を得
て理解し、準備できることは困難で あ る こ とが文献で示されている（Bayes, 2012 ; Graham,
1999）。
その理由の一つは、経腟出産の体験者によって細かく語られる「出産ストーリー」のように、
帝切の出産体験を聞く機会が少ないこと、また、話を聞いても帝切を覚悟するまでの経過を長く
話すことが多く、帝切の一連の流れ、手術室内での出来事を話すことが少ないためであると考え
る。妊娠中に受けた帝切に関する主な情報源は、自己学習と医療専門職が同じ割合（39〜41％）
であり（Graham, 1999）、周囲の経験者・家族・姉妹からの情報等が入っていないことからも、
帝切について情報を得る方法が限られていることがうかがえる。
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2 点目の理由は、事前に教育をされていても、理解し、知識として獲得できない可能性が挙げ
られる。妊娠中に情報パンフレットを用い標準化された患者教育形式を行った後、帝切の経過と
手順について問う研究では、帝切の具体的な手順を記述できる女性は 4 分の 1 に過ぎず、女性の
約半数（52.1％）が漠然としていた他の 22.9％ は、全く記述することができなかった。さらに、
硬膜外麻酔は 72.9％ が答えたが、カテーテル法や児の娩出過程などの他の詳細はほとんど答え
られなかった。しかし、54.2％ が十分情報を得たと答え、8.3％ のみが十分に情報を得られなか
ったと答えた（Victor, 2012）。この原因として、女性の妊娠週数や心の準備状況や情報を得たい
内容と合致しなかったことや、女性の理解度の違いが影響しているのではないかと考える。ま
た、集団指導でも、内容の多くが経腟分娩に関する内容であるため「出産クラスでは、明らか
に、大多数は自然分娩が主要な方法で、自分がそうでないので、帝王切開が二流の出生のように
見られると思い、そう思うために準備したと思いました。」（Fenwick et al., 2009）。というよう
に、出産のクラスに出席したにもかかわらず準備が十分であると認識できていない。さらに、帝
切予定の女性は妊娠中、出産クラスの参加が経腟予定の女性に比べて少ない（p＜0.001）（Wiklund, 2007）ことからも、帝切予定の女性にとって、経腟予定の女性と同じ集団指導を受けるこ
とは、十分な情報が得られず、準備ができないと認識されていると言える。そのため、内容が不
十分と感じ、集団指導への参加が少ないことも帝切予定の女性が出産への準備不足・情報不足と
なっていることが一因であると考える。
また、予定帝切では、手術予定日の前日入院し、入院日にクリティカルパスに沿って説明を行
う施設が多い（横手，2009）が、この前日の説明についても「パスのオリエンテーションを口で
言われるのが全部覚えなあかんから大変。」と、入院生活や手術までの手順などを聞くことで不
安を覚えること（竹内，2016）、また、前もって説明の時間があって、きちんと外科手術を受け
る「良い」患者を演じようとしても想像と実際の挙動と治療を手術室で反映することが非常に困
難である（Bayes, 2012）ことも示されており、初めての帝切の場合は手術室・手術台という未
知の空間の中で、腰痛麻酔の姿勢や、帝切の一連の流れがイメージできない可能性もあり、帝切
を経験している場合でも前回の状況を明確に覚えていることは少ないため、同様に求められてい
る行動を手術室という特殊な状況の中でとることが困難であることがわかる。また、帝切中の児
娩出時、母親がどのような感覚を持つのかについても、
「テーブルの決められた位置で、魚のよ
うに内臓を取り出されていたように感じた」（Fenwick et al., 2003）「私が常にある私の体の中に
働いている手の感じは、それを『魚の内臓を取り出す』よう（Porter et al., 2007）「押されてるよ
り、乗り物に乗って揺らされてる感じでベットが動いている感じがしました」
（竹内，2016）と
表現されることについても、情報として提供することが少ないが、その感覚が産後のみでなく、
数年後の反復帝切時に「あのお腹のもじょもじょした感じがずっと残って嫌なんです」と語る女
性もいることから、女性の立場にたった情報提供内容の検討や対処が必要である。
このように、予定された準備できるはずの帝切でも、女性は帝切後に帝王切開出生の準備がで
きていなかったと感じること、また、否定的な出生の認識は、コミュニケーションの不足だけで
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なく帝王切開出生についての事前知識の不足によっても引き起こされる（Fenwick et al., 2003 ;
Fries, 2007 ; Kealy, Small, & Liamputtong, 2010 ; Porter et al., 2007 ; Redshaw & Hockley, 2010 ;
Yokote, 2008）ことを示している。一方、妊娠中に情報提供され十分な情報を受け、選択的帝切
術を受けた女性は、十分な情報を受けたことに満足する（Graham, 1999）ことから、情報提供を
重ねて行ったり、十分な情報提供をすることは、女性の満足につながることがわかる。その反
面、「入院後も手術中も誰も実際に座って話したことはない。私はそれが将来何が起こるかを意
味するかを考え私はまだ動揺します。質問があります」（Fenwick et al., 2009）のように、女性は
医療従事者と話すことを求め、質問することで不安や恐怖を軽減しようとしている。妊娠期のみ
ならず、帝切直前まで情報提供が必要であるが、入院して緊張した状況の中で、多くの情報を一
度に示され、一方的な教育となっていること、そして、情報提供の内容や量・時間についても不
足している情報も含め検討が必要である。
4）意思決定
助産師の意思決定への支援については、国際助産師連盟（ICM）倫理綱領の中で「助産師は、
一人一人の女性とのパートナーシップを築き、女性が情報を得た上での意思決定や、発展する医
療ケアに関する計画への同意、自己の選択による結果への責任を引き受けられるように、関連情
報を共有する。」と示されている。
本国では、出産様式においては医学的適応のみ帝切が選択されるため、出産様式について自己
で意思決定したと認識することが困難であると考える。特に、緊急帝王切開では心の準備〈心づ
もり〉をする十分な物理的心理的余裕がないため、帝王切開に対する〔覚悟〕を決めらず、ポジ
ティブな〈意味づけ〉を行おうとするが、ポジティブな〈意味づけ〉ができないまま「受け入れ
るしかない」状態で出産に臨む場合もあり（谷口，2014）、帝切決定時についても「彼らが意思
決定プロセスに対する支援が欠如しているのを感じた。」（Fenwick et al., 2003）「帝切の必要性を
説明する際に危険と死などの用語を使用された。その言葉で、彼ら（医療スタッフ）が帝王切開
の準備のために（私は）野放しにされたと感じた。最悪の事態であり、意思決定の不足があっ
た。」と述べた。（Tully, 2013）とあり、母児の命の危険があるような逼迫した状況で、心の準備
もできないまま臨まざるを得ないと感じる緊急帝王切開だからこそ、外傷的出来事として PTSD
につながる可能性もある。さらに、それが計画されたか、計画されてなかったかどうかにかかわ
らず、帝王切開の必要は女性に無力感を感じさせ（Fenwick et al., 2003）、予定帝切の女性は帝王
切開分娩を「選ばなければならなかった」
「骨盤位が戻らなかったために、医師の指示で帝切し
た」と答える（Tully, 2013）ほとんどの女性は、帝王切開分娩を回避したいと思っていたが、状
況を考えると必要だった（Gamble et al., 2007, Unterscheider et al., 2011, Klein, 2012）など、帝切
について自己の意思決定できたと認識することが困難である一方で、必要性も理解していること
がわかる。
5）出産体験の受けとめ
（1）予定帝切の出産体験の受けとめについて
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予定帝切の受け止めについては、国内の文献は厳密に自己評価尺度を使用したものは少ない。
その中で、予定帝切のみを対象としたインタビュー調査では、全員が最終的には「満足」（竹内，
2016）と語っており質問用紙にて「満足」かを尋ねた調査で、過半数は「満足」しており（飯
沼，2002）満足などの肯定的な評価が上回っている。その一方、自由記載したものを肯定的・否
定的に分類した結果では肯定的受け止め 4 割、否定的受け止め 5 割（和智，2007）という結果
や、自由記載でも肯定的 4 割、否定的 1 割、肯定・否定の混在が約半数（上條，1993）という結
果となっており、肯定的と否定的の両極の思いを混在したものであるとも言え、予定帝切の出産
体験が「満足」の一言で表せない体験であるともいえる。
海外の文献でも、帝切に満足 81.3％、満足していない 6.3％ であり、満足と答えたうち 27％
が他者へ薦めない（Victor, 2012）という結果もある。
また、出産の評価について、「満足度」は、有用な指標ではないと言われており（Sofaer, Firminger, 2005 ; Crow, Gage, Hampson, et al. 2002）、その理由として「ハロー効果」（健康な児を得た
ことで、他の否定的な側面がすべてなくなること）
（Erb, Hill, Houston, 1983 ; Simkin, 1992 ;
Waldenström, Hildingsson, Rubertsson, 2004）があることや、出産について満足していると言い、
不満を示すことはほとんどない（Dodd, Pearce, Crowther, 2004）ことも示され、また、出産に満
足していると評価した女性でも曖昧性を含んでいる。（村上，2001）と言われていることからも、
予定帝切の出産体験を明らかにした上でどのような評価項目が妥当であるかを検討する必要があ
る。
（2）緊急・予定帝切の出産体験の受けとめ「失敗の認識」
質的研究では、帝切についての受け止めで最も多いのは「失敗」である。失敗の内容は、予
定・緊急を含んだものでは、骨盤位が頭位に戻ることを「失敗」
（Tully, 2013）「正常な分娩」
「自分の体の機能」の「失敗」（Fenwick et al. 2009）、帝切が「通常の出産」から逃げ出すことの
汚名だと感じる（Tully, 2013）、帝王切開をしたという事実が適応理由にかかわらず、失敗の感
情がある。（Fenwick et al, 2003, Herishanu-Gilutz et al, 2009 ; Kealy et al, 2010 ; Liamputtong &
Watson, 2006 ; Redshaw & Hockley, 2010；横手，2008）失敗は自分の身体に対しての期待を大き
く損ねる（Puia, 2013）というように、とらえている。一方、予定帝切に限定すると「良い手術
患者」「母親」の役割をとることについて「失敗」（Bayes, 2012）と示されている。
その他、予定・緊急帝切した女性の経験では「すべてが非常にうまくいったが、これにもかか
わらず、私はそれを非常に、光が多い冷たいノイズに満ちていたことを感じていました」
（Guittier, 2014）ととらえた文献があり、予定帝切では、「私は帝王切開とは決して考えなかった（中
略）すべてがうまくいった妊娠期間を経て、それが起こった」
（Tully, 2014）と示されている。
このことについても、正常な分娩を失敗したことから「異常」だという概念となり、自分の出産
物語を語れないことから孤独の感情へとつながる（Puia, 2013）との考察を立てている文献もあ
る。さらに、他の文献からも帝切の体験が「肝要な人生経験を逃した」こと（Porter, 2007）、
「重要な人生経験を逃した」こと（Fenwick, 2003）と示されており、得るよりも逃したという体
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験であることがわかる。
（3）緊急帝切の出産体験の受けとめ
緊急帝切の出産体験は、緊急事態での帝切の決断・母児の命について危険を認識し、一方、報
われない陣痛・フラッシュバック・経腟分娩をあきらめざるを得ないことに苦しんでいる。トラ
ウマの要素を含み、PTSD になる可能性もある。（横手，2005，常盤，2002）と示されている。
さらに、緊急帝切は後悔と不満の出産体験であり、その原因としてコミュニケーションの不足、
手術室の恐怖、医療チームの不信、制御の喪失などがあり要因としてケア提供者の不足または不
完全な信頼（Paul, 2016）があるとも示されている。

6）看護の方向性
帝切の女性への看護について述べられているものは 2 編のみであったが、
「説明と情報提供」
「受け止めに関連する背景やバースプランの調整」
「母の体調と希望に合わせた育児支援」
「出来
事や感情表出の促しと客観化」
（椎谷，坂上，山本，2015）や事前準備の重要性にとどまり、予
定帝切独自の看護が必要なのか等の具体的な示唆も示されていなかった。

Ⅳ．結

論

今回、「帝王切開分娩の出産体験」について文献検討から以下の事が明らかとなった。
1 ）予定帝切の「出産体験」の定義について定義されておらず、時期についても他の出産様式と
異なるにもかかわらず共通認識されていなかった。今回この定義と時期を文献レビューによ
り導いた。
2 ）予定帝切の出産体験については、出産体験そのものの内容と出産をどうとらえたかについ
て、十分に明らかになっていない。
3 ）緊急帝切や経腟分娩に比較して、明らかにされている内容が少なく、関心も少ない可能性を
示した。
4 ）予定帝切の女性は、PTSD や産後うつ等のリスクも緊急帝切と同様に高く、心理社会的な側
面からも看護の必要性は高いと考察された。
そのため、今後、さらに対象数を増やし、精度の高い質的な研究にて体験を明らかにし、看護
の方向性を検討する必要がある。また、唯一、予定帝切は、他の出産様式と違い、妊娠中から出
産様式が決定している。そのため、妊娠期の準備をすることが必要となるが、今回の文献レビュ
ーでは妊娠期の準備が十分でなく、出産様式の決定を「自己で意思決定した」という認識が乏し
い可能性があることがわかった。このことより、妊娠期に適切な教育を受ければ、正しい知識を
得て、「心づもり」「納得」ができ、不安や恐怖が軽減できる可能性があり、出産体験とも関連す
ると考えられ、今後さらに研究をおこなう必要がある。

― １０５ ―

引用文献
Bayes, S.（2012）
. Off everyone’s radar ‘Australian women’s experiences of medically necessary elective caesarean
section. Midwifery, 10, 10-16.
Betrán, A. P., Merialdi, M., Lauer, J. A., Bing-Shun, W., Thomas, J., Look, P. V., Wagner, M.（2007）
. Rates of
caesarean section : analysis of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol, 21, 98-113.
Blüml, V., Stammler-Safar, M., Reitinger, A, K., Resch, I, Naderer, A., Leithner, K.（2012）
. A Qualitative Approach to Examine Women’s Experience of Planned Cesarean. JOGNN : Journal of Obstetric, Gynecologic &
Neonatal Nursing, 41（6）
, 82-90.
Bryanton, J.（2008）
. Predictors of Woman’s Perceptions of the Childbirth Experience. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 37, 24-34.
Cavallaro, F. L., Cresswell, J. A., França, G. V., Victoria, C. G., Barros, A. J., Ronsmans, C.（2013）
. Trends in
caesarean delivery by country and wealth quintile : cross-sectional surveys in southern Asia and sub-Saharan
Africa. World Health Organization, 91 : 914-22.
Fenwick, J., Gamble, J., & Mawson, J.,（2003）
. Women’s experiences of Caesarean section and vaginal birth after
caesarian : A birthrates’ initiative. International of Nursing Practice, 9, 10-17.
Fenwick, S., Holloway, I., & Alexander, J.（2009）
. Achieving normality, The key to status passage to motherhood
after a caesarean section. Midwifery, 25, 554-563.
Field, T. M., Widmayer, S. M.（1980）
. Developmental follow-up of infants delivered by Caesarean section and
general anesthesia. Infant Behavior and Development, （
3 3）
, 253-264.
Fries, K. S.（2007）
. African American women and the experience of unplanned cesarean delivery : A phenomenological study. Unpublished manuscript. Retrieved from http : //digitalcommons.uconn.edu/dissertations/AAI
3276617/
堀内成子（1987）
．帝王切開分娩における母子相互作用に関する研究（第 2 報）
−帝王切開分娩産婦の心理
的喪失体験の分析．周産期医学，17（3）
, 429-435.
堀内成子（1989）
．帝王切開分娩における母子相互作用に関する研究（第 3 報）
−子どもへの愛着行動に及
, 273-278.
ぼす母親の心理的喪失体験の事例分析．周産期医学，19（2）
Kealy, M. A., Small, R. E., & Liamputtong, P.（2010）
. Recovery after caesarean birth : A qualitative study of
women’s accounts in Victoria. Australia. BMC Pregnancy and Childbirth, 10
（47）
, 1-11.
上條陽子（1999）
．帝王切開分娩褥婦の受けとめと満足感．母性衛生，40（1）
, 68-71.
飯沼博朗（2002）
．帝王切開分娩褥婦の受けとめと満足感．周産期医学，32（1）
, 73-76.
近藤潤子（1986）
．帝王切開分娩における母子相互作用に関する研究（第 1 報）帝王切開分娩産婦の心理
に関する文献的考察．周産期医学，16（4）
, 599-609.
厚生労働省

平 成 26 年 医 療 施 設 の 動 向（平 成 28 年 8 月 10 日 ア ク セ ス）http : //www.mhlw.go.jp/toukei/

saikin/hw/iryosd/14/
国清恭子（2004）
．育児期の母親の出産体験と心理健康に関する研究．The KITAKANTO Medical Journal,
54, 125-135.
國崎絢子（2011）
．帝王切開分娩に対する思い・希望に関する調査；初回帝王切開患者と前回帝王切開患
者を比較して．日本看護学会論文集

母性看護，41, 100-103.

Marut, J. S., Mercer, R. T.（1979）
. Comparison of Primiparas’ Perceptions of Vaginal and Cesarean Births. Nursing Research, 25（5）
, 260-266.
Mercer, R. T.（1981）
. The Nurse and Maternal Tasks of Early Postpartum. MCN, 6, 341-345.
中野美佳（2011）
．肯定的出産体験をもたらすための看護

−出産体験の想起・統合を促す看護の効果の

検証−．母性衛生，52（1）
, 111-119.
Noblit, G. W., & Hare, R. D.（1988）
. Meta-ethnography : Synthesizing qualitative studies. Newbury Park, CA :
Sage.

― １０６ ―

Olde, E., van Hart, O., Kleber, R., van Son, M.（2006）
. Posttraumatic stress following childbirth : A review.
Clinical Psychology Review, 26（1）
, 1-16.
Porter, M., Teijlingen, E., V. Yip, L. C., & Bhattacharya, S.（2007）
. Satisfaction with cesarean section : Qualitative analysis of openended questions in a large postal survey. Birth, 34, 148-154.
Puia, Denise.（2013）
. A Meta-Synthesis of WOMEN’S Experiences of CESAREAN BIRTH. MCN : The American Journal of Maternal Child Nursing, 38
（1）
, 41-47.
Ryding, E. L., Wijma, K., Wijma, B.（1998）
. Experiences of emergency cesarean section : A phenomenological
study of 53 women. Birth, 25（4）
, 246-251.
Ryding, E. L., Wijma, K., Wijma, B.（1998）
. Psycholojical impact of emergency cesarean section, instrumental
and normal vaginal delivery. Psychosom Obstet Gynaecol, 19（3）
, 135-44.
竹内正人．帝王切開のすべて，出版社名メディカ出版，2013 年 1 月
竹内佳寿子（2016）
．骨盤位適応による選択的帝王切開を受けた初産婦の出産体験のとらえかた．母性衛
生学会誌，57（2）
，483-490.
谷口綾（2014）
．帝王切開で出産した女性の妊娠中から産後 1 か月までの心理的プロセス−覚悟と納得−，
日本看護科学会誌，34, 94-102.
東野妙子（1988）
．初回帝王切開分娩の婦人の喪失と悲嘆過程の分析．日本看護科学会誌，8（2）
, 17-32.
常盤洋子，國清恭子（2006）
．出産体験の自己評価に関する研究の文献レビュー．Kitakanto Med J, 56 :
295〜302
田中政信（2007）
．帝王切開後経腟分娩（VBAC）
．産婦人科の実際，56（9）
, 1365-1368.
. Misrecognition of need : Women’s experiences of and explanations for undergoTully, K. P., Ball, H. L.（2013）
ing cesarean delivery. Social Science & Medicine, 85, 103-111.
和智志げみら（2007）
．帝王切開分娩で出産した母親の産褥早期のマターナルアタッチメントの検討；計
画群と緊急群との比．北里看護学誌，1-12.
横手直美（2005）
．緊急帝王切開における女性のトラウマの要因：産褥 1 週間における出産体験の認識か
らの分析．母性衛生，45（4）
，432-438.
横手直美，渡邊実香（2009）
．日本における帝王切開分娩時のケアの現状：クリニカルパスに関する文献
的検討から．母性衛生，49（4）
, 492-498.
Yokote, Naomi（2008）
. Women’s experiences of labor, surgery and first postnatal week by an emergency cesarean
section. Journal of Japan Academy of Midwifery, 22（1）
, 37-48.
───────────────────────────────────────────────

〔たけうち

― １０７ ―

かずこ

育成看護学（母性）〕

園田学園女子大学論文集

第 52 号（2018. 1）

【研究ノート】

保育専門科目「乳児保育」における
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1．は じ め に

本研究は、次年度以降の「乳児保育」授業計画について再検討することを目的とする。内容に
ついては、保育者養成校における科目「乳児保育」担当者である筆者自身の授業内容の振り返り
と、これまで各養成校で実践されてきた科目担当者の授業内容を調査しながら、学生にとってよ
りよい授業展開となるよう計画を作成する。また、乳児保育分野では、保育所保育指針の改定に
伴い、現行の「保育の内容」における年齢区分の変更も見られたことから、今後の科目「乳児保
育」のシラバスにおいても変更点が必要であると思われた。そこで、本稿においては、先行研究
から見られる科目「乳児保育」関連の授業内容報告や授業計画が記載されているシラバスからの
分析を行い、保育所保育指針の乳児保育部分の変更点も踏まえた上で、次年度以降の「乳児保
育」授業計画について再検討する。
科目「乳児保育」とは、児童教育学科専門科目の児童支援学群に位置しており、2 年次生該当
の保育士資格必修科目である。シラバスに記している授業を通して修得できる力として、学士力
のコミュニケーション・スキル、問題解決力、社会的責任が挙げられており、それらを育むよう
な授業展開を行っている。

2．保育所保育指針の改定に伴う乳児保育の位置づけ

平成 20 年厚生労働省から告示された保育所保育指針では、第 2 章「子どもの発達」に「1．乳
幼児の発達の特性」「2．発達過程」と記載があり、ここで 8 区分の発達における適切な援助を求
めるものであった。また第 3 章「保育の内容」においても、
「1．保育のねらい及び内容」には、
養護に関わるねらい及び内容として生命の保持、情緒の安定の文言が、「2．保育の実施上の配慮
事項」に乳児保育に関わる配慮事項として 5 点、3 歳未満児の保育に関わる配慮事項として 6
点、3 歳以上児の保育に関わる配慮事項として 9 点が挙げられているのみであった。
平成 29 年厚生労働省から告示された保育所保育指針では、第 2 章「保育の内容」において、
「1．乳児保育に関わるねらい及び内容」と「2．1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び
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内容」、「3．3 歳以上児の保育に関わるねらい及び内容」に区分されており、これまでとは異な
る乳児保育の重要性が強調されている。さらに、乳児保育のねらい及び内容については、身体的
発達に関する視点「健やかに伸び伸びと育つ」
、社会的発達に関する視点「身近な人と気持ちが
通じ合う」及び精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」としてまとめ示され
ていた。また、乳児以降の年齢に関しても、3 歳未満児と 3 歳以上児のそれぞれの発達段階に応
じたねらいと内容が 5 領域の視点から記載されており、月齢や時期に応じた保育がなされるよう
丁寧に指示されている。そして「4．保育の実施に関して留意すべき事項」に関しては、保育全
般に関わる配慮事項として 6 点、小学校との連携として 3 点、家庭及び地域社会との連携が挙げ
られ明文化されていた。以上のように、他章においても改定の大きなポイントは見られるが、乳
児保育および保育内容に関しては、非常に意義深い変更点が見受けられた。

3．先行研究に見られる科目「乳児保育」

科目「乳児保育」においては、授業担当教員の様々な取り組みが見受けられた。ここでは、先
行研究に見られる授業展開や学生の学びについて取り上げる。三好ら（2005）は、模擬保育を中
心に「乳児保育」の授業を展開していた。その中で、第 1 回の模擬保育において子どもを理解す
る必要性を感じた学生が第 2 回の模擬保育へ向けて学習意欲を高めたことや、振り返りの不十分
さを指摘しており、実践力へ繋げるための課題を見出していた。萩尾（2010）の報告では、子ど
もの生命の尊さや命を育むことの意義などに重点を置き、視聴覚教材や自身の作成したスライド
を中心に乳児保育の正しい認識と理解ができる取り組みを行っている様子がうかがえた。和田
（2015）は、伝承遊びを授業内で発表することによる学生自身の学びと気付きについて報告して
いる。乳児保育の子どもと保育者の関係については、相互をよく見て心を動かし伝えよう読みと
ろうと寄り添いながら充実していくものであり、伝承遊びがその 1 つの手立てとなり得ること、
互いに発表し合うことで実際に声を発し一緒に動いて体験したことが子どもの育ちを支える具体
的内容であると示している。またそのように学生が把握できていることも明らかにされていた。
前林（2017）では、手作り玩具に着目し継続してそれらを使用した授業計画がなされていた。製
作段階での学生の学びとして、子どもの発達段階における感覚機能や認知機能、運動機能や社会
性などを考慮することや、学生同士が意見を出し合うこと、互いに評価すること、などが重要と
考えられ、数回にわたり取り組まれていた。そこでの手作りの温かさを感じることや子どもがそ
れらを大切に思い、子どもの心を豊かにしてくれるものが手作り玩具の魅力であるとして、内容
が展開されていた。
それらに関連して、授業展開や授業実践報告だけでなく、受講後に「乳児保育」の授業を通し
た学びや課題について学生や卒業生を対象にたずね、どのように捉えているのかをはかっている
報告も見受けられた。船越（2010）は保育所実習を終えた学生を対象に、乳幼児保育の保育や養
育行為について項目でたずね、科目「乳児保育」の理論と実践を結び付ける材料とするための調
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査を行っていた。保育所実習において 6 か月未満児に関わった学生はそうでない学生と比較し
て、環境整備など安全面での配慮や気付きなどの項目に有意差が見られたことを明らかにしてい
た。そのため、養護についての体験が必要であること、特に視覚的教材やロールプレイ、モデル
人形を利用することと学生の実習での情報や体験を共有するワークショップなどの必要性を強調
していた。加藤（2016）は卒業生が就職後、保育現場へ抱く乳児保育に対しての困難さや課題に
ついてたずねまとめていた。トラブル・けがの処置・アレルギー対応などの個々に必要な援助方
法や対策、着脱の援助や声がけ、行事の予備知識、手遊び、未満児の遊びなどの知識や技術、経
験などによるものなどが挙げられていた。
以上のように、これまで報告に挙げられている科目「乳児保育」の特徴として、担当教員の専
門領域や得意とする分野、実践内容が全 15 回のうち多くの回数で実施されていることがうかが
えた。また、その実践内容から子どもの発達段階や保育者としてのあり方を学生に汲み取らせた
いという思いを感じ取ることもできた。それらは、研究や報告で挙げられている以外の側面から
も読み取ることができるだろう。そこで次に、担当教員が作成しているシラバスから調査分析を
行う。

4．科目「乳児保育」のウェブシラバスによる調査分析

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を、指定保育士養成施設と呼び、
その一覧から本務校と同県にある大学、短期大学の計 28 施設を取り上げ対象とした。各養成校
情報は厚生労働省ホームページに掲載されている最新（平成 28 年 4 月 1 日現在）のものを使用
した。各養成校のホームページからウェブシラバスを検索し、一般公開されている閲覧可能な
25 校の科目「乳児保育」をダウンロードし調査分析を行った。科目名に関しては、
「乳児保育」
に統一されており、中にはⅠ・Ⅱや A・B のようにクラス分けや学期で区分されていた。以下、
ウェブシラバスの内容やそこに記載されている情報の詳細についてまとめた。

（1）履修学年や履修時期
履修該当学年別に見たところ、4 年制大学では 2 年次での履修は 6 校、3 年次で 3 校、1 年次
で 1 校、4 校は不明であった。短期大学では 1 年次での履修は 6 校、2 年次で 1 校、4 校は不明
であった。養成校入学後比較的早い段階で乳児保育の学習が始まっていることが見て取れる。こ
れまでの報告にも挙げられている通り、乳児期の保育内容や方法については保育実習に向けて、
しっかりと押さえておきたい科目であることが理解できる。
また、通年科目と位置づけている養成校は 3 校のみで、22 校において学期毎に科目が分けら
れていたり担当教員が異なっていたり、選択や必修の別が見られたり様々な授業形態が見られ
た。
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（2）担当教員
記載のあった科目担当教員について、所属大学の一覧や経歴から調査した。4 年制大学と短期
大学を合わせて 7 校の養成校において、保育現場経験者が科目を担当していることがわかった。
次いで 3 校が実習担当者であった。そうすることにより、保育実習と関連づけて指導することが
できるメリットがあるだろう。またそれ以外の養成校において、科目担当者の他科目について調
査したところ、5 校で保育内容 5 領域のいずれかを担当していることや、2 校で医学や保健など
の医療的な科目を担当していた。多くの養成校において、保育や幼児教育分野の専門性が高い教
員が科目を担当していることがわかった。それに加え、別の視点から見てみると 19 校において
科目担当教員が専任教員であることや、3 校において他の保育者養成校に所属している教員が非
常勤講師として担当していることが把握できた。これらは、保育の知識や技術を習得したい学生
の学習環境の充実にも繋がっているといえるだろう。

（3）授業内容
授業計画として 15 回の授業内容から、複数回にわたり教授している内容や特徴的であった部
分を挙げまとめる。多くの養成校において乳児の発達や保育内容について指導する項目が見ら
れ、中でも 18 校の授業内容に、4 回以上の乳児の発達や乳児の保育内容を取り上げていること
がわかった。また、22 校の授業内容の中で 1 回以上は、基本的生活習慣について、養護や保育
内容 5 領域についての記載が見られた。特徴的であった内容は、手作り玩具の製作と発表、指導
計画の立案と実践、保育者の労働環境についての講義、事故リスクマネジメントや危機管理に関
すること、などを挙げて授業を計画立てている養成校もあった。授業の概要や到達目標について
は、文言は異なるが、発達の理解をはじめ乳児保育における保育士の役割を学ぶ内容や、理論や
知識技能を習得すること、技術と実践力を身につけることなどが中心に挙げられており、どの養
成校においても共通されていた。

（4）教科書と参考書
22 校において、教科書として挙げられている指定図書があり、その中でも 4 校以上で取り扱
われていた書籍は以下の 3 点であった。ひとなる書房発行の『資料でわかる乳児の保育新時代
乳児保育研究会／編』、株式会社みらい発行の『乳児保育新時代の保育双書』、株式会社萌文書林
発行の『見る・考える・創りだす乳児保育−養成校と保育室をつなぐ理論と実践』と、いずれも
保育や教育、福祉分野などの専門書を扱う出版社が発行している書籍であった。その他の養成校
においても、「乳児保育」や「乳児の生活」「0、1、2 歳児の心の育ち」などの語句が見られる教
科書を指定しており、授業の概要や到達目標、または授業内容に沿った教科書が選択されている
ものと推測できた。また参考書として保育所保育指針や解説書を挙げている養成校が多く、これ
らは本科目だけにとどまらず、あらゆる科目で使用するため参考書として取り上げ、学生の目に
触れる機会が多くあることが望ましいだろう。
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5．「乳児保育」の授業内容

今年度の科目「乳児保育」の授業内容については表 1 に示す通りである。教科書は『乳児保育
新時代の保育双書』を用いており、該当する章についての学習を各回行っている。他の養成校の
特徴に見られた、発達に関しては、4 回（第 6〜9 回）実施しているが、これらの発達区分が現
行の保育所保育指針であるため、教授回数や内容の変更が必要であろう。本科目は通年授業のた
め、前期に基礎的な知識の習得や理論的な講義を、後期に指導計画や模擬保育に関する指導案作
成などの実践を、多くの時間で設定している。これらは、履修学年である 2 年次生が後期に初め
ての保育実習を経験するため意図的に計画していた。通年科目の「乳児保育」は、他の養成校と
比較しても十分な時間配分で授業計画が設定されていることが明確であり、半期の同科目授業計
画においては交互に実施していたり、発達段階を学習した直後に指導計画案の作成を行ったりし
ているなどの工夫も見られた。そこから、次年度に向けては、学生が実践する時間を前期から設
け、理論と実践を繋げることができるよう内容を変更していきたいと考えている。また他の養成
校では沐浴の練習や玩具製作などの演習を見ることができた。本科目も第 10、11 回目には技術
を身につけるための演習、第 21 回〜28 回にはグループでの実践の時間を設けているが、それら
の実践について、次年度の授業計画においては、後期の終盤に偏ることなく、前期の早い段階か
ら継続して行うことで、より技術の定着がはかれるのではないかと思われた。
今回ウェブシラバスではあるが、他の養成校の同科目の授業計画を見ることで、参考にしたい
授業展開や実践方法などに触れることができた。改訂された保育所保育指針も参考にしながら、
学生にとってよりよい授業計画を立てていきたい。

表1

2017 年度「乳児保育」授業計画

前期
回
第1回

後期
内容

回

内容

オリエンテーション、乳児保育について

第 16 回

第 7 章：乳児期の保育課程と指導計画

第 1 章：乳児の保育と思春期への育ち

第 17 回

第 8 章：保育の記録と評価の方法

第4回

第 2 章：愛されて育つことの意味

第 18 回

第 9 章：伸びやかさを育てる遊びと保育

第5回

第 3 章：胎児の世界と謎

第 19 回

第 10 章：乳児期の児童文化と遊び

第 4 章：乳児期の発達

第 20 回

乳児の発達、遊びや玩具についての振り返り

第 2、3 回

第 6〜9 回

第 21、22 回

グループ内での模擬保育
（手遊びやうたあそびなど）の実践

第 12、13 回 第 5 章：乳児期の生活と保育

第 23、24 回

グループ内での模擬保育
（玩具を使用した遊び）の実践

第 14、15 回 第 6 章：乳児期の環境と人間関係

第 25〜28 回 グループワーク
（乳児保育の模擬計画、実践）

第 10、11 回

だっこやおんぶ、おむつ交換や着替えの
手法を学ぶ

第 29、30 回 授業のまとめと振り返り
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&P 2＝2017&P 3＝20170916
274 神戸医療福祉大学

社会福祉学部

シラバス

http : //www.kinwu.ac.jp/kobe_syllabus_2017/204.pdf
473 神戸親和女子大学

発達教育学部

シラバス

https : //swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
477 神戸女子大学

文学部

シラバス

http : //www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/public_information/pdf/syllabus2017wu-lit_2.pdf
479 甲南女子大学

人間科学部

シラバス

https : //lily.konan- wu.ac.jp/campusweb/campussquare.do?_flowExecutionKey＝_c24E84095-852E-E822-03E5
-CD62FE866B9C_k491ADCEB-2FD3-943A-93FD-A7649C710CF0
480 神戸海星女子学院大学

現代人間学部

シラバス

http : //www.kaisei.ac.jp/media/education/pdf/Syllabus2017.pdf
482 神戸松蔭女子学院大学

人間科学部

シラバス

http : //ksw.shoin.ac.jp/kyoumu/kyoumu- info/2017syllabus_u/syllabus_u/syllabus_u201719.pdf
483 神戸常盤大学

教育学部

シラバス

http : //www.kobe- tokiwa.ac.jp/univ/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E6%95%99%E8%82%B2%E
5%AD%A6%E7%A7%91.pdf
593 姫路独協大学

医療保健学部

シラバス

http : //www.himeji-du.ac.jp/univ/syllabus/refer/10/2/2017_10_105435.html
597 関西学院大学

教育学部

シラバス

https : //syllabus.kwansei.ac.jp/uniasv2/AGA030PLS01EventAction.do
599 武庫川女子大学

文学部

シラバス

http : //www.mukogawa-u.ac.jp/˜kyoumuka/syllabus/2016/html/111301630.html
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603 園田学園女子大学

人間教育学部

シラバス

http : //www.sonoda- u.ac.jp/syllabus/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?
P1＝21771031&P2＝2017&P3＝20170401
604 関西国際大学

教育学部

シラバス

http : //www.kuins.ac.jp/var/rev0/0015/1846/2_2_syllabus_2017_spring.pdf
265 湊川短期大学

幼児教育保育学科

シラバス

https : //minatogawa.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1
＝2017371&P2＝2017&P3＝20170401
266 芦屋学園短期大学

幼児教育学科

シラバス

http : //www.ashiya-u.ac.jp/files/college/section/child/yoji_one_2017.pdf
267 豊岡大学短期大学部

子ども学科

シラバス

http : //koutoku.ac.jp/department/syllabus/docs/%281703%29%20%E6%8E%88%E6%A5%AD%E6%A6%82%
E8%A6%81%20%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%B9%EF%BC%BF%E5%8D%98%E9%
A0%81%E7%89%88.pdf
269 兵庫大学短期大学部

保育科

シラバス

http : //www.hyogo-dai.ac.jp/research/education/pdf/29/hoiku1_syllabus_01.pdf
476 頌栄短期大学

保育科

シラバス

http : //www.glory-shoei.ac.jp/tandai/disclosure/pdf/syllabus2017.pdf
478 神戸女子大学短期大学部

幼児教育学科

シラバス

http://www.kobe-wu.ac.jp/jc/department/youji/pdf/hoiku-senmon-01_13.pdf
485 夙川学院短期大学

児童教育学科

シラバス

http://www.shukugawa-c.ac.jp/wp-content/syllabus/2017jidou1.pdf
594 姫路日ノ本短期大学

幼児教育科

シラバス

http://www.himeji-hc.ac.jp/faculty/silabus.pdf
598 聖和短期大学

保育科

シラバス

https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/attached/0000122075.pdf
600 武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科

シラバス

http://www.mukogawa-u.ac.jp/˜kyoumuka/syllabus/2017/tan/kyou.htm
602 園田学園女子大学短期大学部

幼児教育学科

シラバス

http : //www.sonoda- u.ac.jp/syllabus/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?
P1＝21724065&P2＝2017&P3＝20170401
───────────────────────────────────────────────
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【調査報告】

オーストラリアの看護教育事情
──クィーンズランド工科大学看護学科視察を通じて──

杉

野

美

礼

2016 年 5 月に当大学の海外提携校であるオーストラリア、クィーンズ工科大学（Queensland
University of Technology：以下 QUT）看護学科を視察する機会を得た。クィーンズランド州ブリ
スベン市街にある QUT は、国内外から多くの学生が学ぶ総合大学であり、看護学科は半期ごと
に 500 名の学生が入学する大所帯の学科であった。看護学科のキャンパスと看護学科が主な実習
場としている総合病院の視察をふまえ、オーストラリアの看護教育事情について報告する。

1）オーストラリアの看護職種と教育制度

オーストラリアの看護制度は英国に準じており、看護師免許は表 1 の通り主に 4 種類あり、一
部の診断・医療行為を行う Nurse Practitioner（NP）、日本の正看護師にあたる Registered Nurse
（RN）、日本の准看護師にあたる Enrolled Nurse（EN）、そして看護助手にあたる Assistant in
Nursing（AIN）である。NP は現在日本でも導入が検討されている職種で特定看護師と呼ばれ
る。日本の専門看護師同様に一定の看護師経験と修士相応の教育が必要とされる1）。オーストラ
リアで NP になるためには、RN 取得後に修士号またはそれに相応する教育を受けていること
と、その専門分野に関わる 3 年前後の臨床経験が必要となる。EN は 18 か月の教育課程で看護
職ライセンスをえることができるが、RN の監督もとに業務を行う。日本の看護助手は専門の訓
練は通常必要としないが、オーストラリアの AIN は看護職種のひとつとして専門職とされてお
り、医療現場で働くための基本的な訓練を受けていることが条件となる。
オーストラリアの学士課程は英国同様に通常 3 年間である。RN の中に日本でいうところの正
看護師と助産師の 2 種類の職種があり、教育課程においては助産師教育と看護教育は全く別のコ
ースとなっている。正看護師の資格取得後、助産師の資格をとるための単位を修得することもで
きる。修士課程は分野により 1〜3 年となっている。また大学での正看護師課程において、4 年
間で公衆衛生学士、心理学士等の二つの学士を取るコースもある。EN は 18 か月の教育課程と
なっており、必要単位を取れば RN のライセンスを取ることができる。AIN から EN また RN
になるための教育課程も整備されている2）。
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表1

オーストラリアの看護職種

職種名

内容、日本との比較

Nurse practitioner（NP）

特定看護師、一部の医療技術、医療診断ができる。

Registered nurse（RN）

日本の正看護師、助産師にあたる

Enrolled nurse（EN）

准看護師にあたる、RN の監督のもとに業務を行う

Assistant In nursing（AIN）

看護助手、RN、EN の監督のもとに業務を行う

2）看護師の労働環境

オーストラリア政府は労働環境整備に尽力しているので、人件費が高いことで有名である。看
護師の給料も日本より高額であるが、労働時間、有給などの制度が日本に比べて非常に良く整備
されている。日本で看護師免許を取り現在オーストラリアで正看護師として勤務する知人との面
談では、労働時間内の休憩は必ず決められた時間を取らなければならず、休憩時間に患者に対応
する義務はない。日本人としては患者の対応を優先させたくても、看護師の休む権利を優先する
ことを職場では求められるとのことであった。日本は患者 7 名について看護師 1 名の体制とされ
ているが、オーストラリアでは患者 4 名につき 1 名の体制である。看護師数の不足があって病棟
の入院患者がこれ以上の割合になるときは、看護師が患者の入院を拒否することも認められてい
る。

3）クィーンズランド工科大学の看護教育と設備

クィーンズランド工科大学（以下 QUT）は設立して歴史の浅い大学であるが、近代的な学舎
で学生アパートを含むキャンパス内でのコミュニティづくりを重視して運営されている（図 1、
図 2）。看護学科を設立したのは、クィーンズランド州では最初の大学であり、1970 年より多く
の学生を輩出している。オーストラリアの看護教育が大学教育に以降されたのは、1970 年から
1980 年代にかけてであるので、QUT では大学移行初期から看護教育を担ってきたことになる。
オーストラリアでは看護学科の学生数は日本に比べるとはるかに多い。QUT のように半期ご
とに 500 名以上の学生が入学し、年間 1,000 人前後の入学生があり、常に 3,000 人以上が看護学
科に在籍していることになる。日本との教育方法の大きな違いは、看護学科の教員は講義をする
教授や講師と、実習専門の実習指導者のグループに分かれていることである。教員職としては大
半が非常勤職となっており、研究職員 11 名、非常勤教員 54 名、臨床指導看護師 7 名がいる。常
勤の運営管理教員、教授、准教授、講師、助教職の合計数は 41 名となっており、日本の一般的
な看護学部の教員数と変わらない。看護学科教授陣は実習に関わることはなく、500 名の学生の
講義のみ行っている。実習指導は契約職員の看護師、病院看護師の指導者グループにまかされて
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いる。
キャンパス内には多数の留学生の姿が見られ、演習室でも多国籍の学生が一緒に自己練習を行
っていた。これらの留学生たちは多くが途上国からきていることから、非常に学習意欲が高い。
留学生の学費は国内学生の 4 倍以上になるので、非常に高額である。看護学士課程年間授業料は
国内学生 7,300 オーストラリアドル、留学生は 32,800 オーストラリアドルとなっている（注3）。看
護学科を案内してくれた実習指導者によると、留学生は経済的問題を抱えていることが多いの
で、まず留年することはないそうである。学習意欲の高いオーストラリア国籍の学生にとっても
良い影響となっていることが推測される。
学内での実習も前述の実習指導看護師が演習指導を行っている。日本の看護教育で一般的な学
内実習は、各領域の担当教員が担当科目の学生全員を受け持って一度に実施することが多い。筆
者が視察した際に訪れた成人看護の臨地実習前の学内演習では、10 名ほどの学生が実習指導看
護師に成人看護の学内実習をうけていた。これらの指導者は病院に勤務するかたわら指導者とし
て契約している看護師も多く、学生は最新の現場事情にあわせた指導を受けることができる利点
がある。実習教室の大きな違いは、50〜100 名前後の学生が実習を一度に行う日本のような大教
室ではなく、10 名ほどの学生が実習するシミュレーションルームや自己練習用の演習室が数多

図1

QUT キャンパス中心エリア

図2

看護学部正面
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く設置されていることである（図 3、4、5、6、7）。いずれの演習室にも臨床と同じ器具やモデ
ル人形が配置され、またこれらの演習室を管理する担当職員も常駐している、学生は授業以外の
空き時間に担当事務所員に申し出て、自由に物品を使用して技術の自己学習を行うことができ
る。厚い看護技術の教科書を片手に、2〜3 名ずつ話し合いながら、点滴セットを使用して自己
学習をしていた。シミュレーションを自己学習できる環境があることで、学生の主体的学習が促

図3

シミュレーションルーム

図4

図5

図6

技術演習室

学生自己学習用物品
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シミュレーション用指示ブース

図7

救急救命技術実習室

されている。
QUT 看護学科の理念として、学生中心の教育を掲げている。看護職の特徴として生涯学び続
ける力が要求されていることをふまえ、Problem Solving（問題解決学習）、Critical Thinking（批
判的思考）
、Reflection Practice（内省的実践）など、現在多くの教育分野で注目されている教育
概念をすでに取り入れ、教育体制を構築してきた。学生の主体的な学びに焦点をあてており、自
ら学習を組み立て学んでいくことを目指した教育体制を設けており、学士課程を通じての評価体
制も確立していた3）。

臨地実習指導教育
臨地実習は市内大学教育病院として指定されている医療機関となっている。学生は病棟ごとに
配置され、指導教員が巡回して指導する形式で行っているのは、日本とほぼ同様である。しかし
ながら看護学科教授や講師が実習の学習をまとめるのではなく、前述の実習指導看護師が各病院
の実習責任者となり病棟の担当指導者から学生の実習状況を聞いて実習内容を検討し、病棟看護
師とともに実習評価を行い、教授陣に報告している。学生から学習に関する相談があれば、これ
らの指導者が対応していることが多い。

図8

Princess Alexandra Hospital
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実習病院は、成人看護一般の実習にはブリスベンの主要総合病院の一つであり Princess Alex
andra Hospital、婦人科・助産実習には QUT キャンパス近隣にある Royal Brisbane and Women’s
Hospital、小児看護実習である Royal Children’s Hospital が提携されている。病院実習を行ってい
る。主な実習施設となる Princess Alexandra Hospital は図 8 の写真からもわかるように巨大な病
院施設である。病床数は 780 床、月間手術数平均は 1,500 件、月間入院数 900 人、また外来受診
34,000 件となっており、筆者訪問時も多くの外来患者が院内を行き交っていた（注4）。

一般医療機関での看護ケア
病院の付属施設として小さな看護記念館があり、病院を退職した看護師がボランティアとして
案内人をしており、説明を受けることができた。病院の歴史や医療サービスの変遷の概要を知る
ことができ、看護ケアについての考え方の変化も知る機会となった。
「今の看護師は患者のとこ
ろにこないのが残念だ」と、自分の入院経験を振り返って嘆いていた。地元の人々に聞いてみる
と、実習病院となっているこれらの国公立病院よりは、私立病院のほうが看護ケアが良いという
のが一般的だそうだ。オーストラリアは皆保険制度で国公立病院での医療費は保険料で補填され
る（注5）。私立病院での治療は政府の健康保険では補填できないため、私立病院専用の業者保険に
加入している人も多い。余分に保険料を払うので一定の収入がないと加入できないが、今回の視
察に協力していただいた大学や病院職員の方々は全て私立病院用の健康保険に加入していた。オ
ーストラリアでの看護師の労働環境と待遇を考慮すれば、看護師にとってオーストラリアの医療
機関は魅力的な職場といえるだろう。多くの留学生や外国人看護師がオーストラリアを目指すの
も、米国や英国に比べてパートタイム料金が高額なことや、看護師の労働環境が整っていること
が大きい。しかしながら労働環境を整備することが必ずしも看護ケアの質の向上につながるとは
限らないことが伺えた。

ま

と

め

オーストラリアは欧米諸国の流れを受けて日本より早期に大学教育課程において看護教育が取
り入れられてきた。看護師の労働環境向上とともに、学生の主体的学習力を養う大学での看護教
育も確立されてきている。しかしながら看護師の権利が優先され患者の権利が後回しになる現状
も見受けられた。看護師が不足し労働環境が必ずしも良好といえない日本の現状からみれば、参
考になる良いモデルとなる部分もある。忙しい勤務の中でも患者のニーズにすぐ対応しようとす
る日本の看護の良さも改めて認識できたが、労働環境の課題の大きさも明らかである。国民性を
含め、日本とは社会環境が様々に異なるオーストラリアの看護教育をそのまま取り入れる必要は
ないが、学生の主体性を養い評価体制を確立していく点においては多くの示唆を受けることがで
きた視察であった。
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注釈
注 1）クィーズランド州保健省：看護師対患者数は州ごとに基準が制定されている。
https : //www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/357453/ratiosqa.pdf
注 2）オーストラリア看護師保健師管理局：国内の看護職の教育、労働基準、資格認定を管轄する政府機
関

Nursing Midwifery Board of Australia http : //www.nursingmidwiferyboard.gov.au/

注 3）クィーンズランド工科大学看護学科看護学士過程
https : //www.qut.edu.au/study/courses/bachelor-of-nursing
注 4）Princess Alexsandra Hospital：救急外来 5000 件（2014 年度） 看護師 2597 名、医師：778 名、その他
医療職者 844 名、維持管理職員 565 名、事務職員 924 名
https : //metrosouth.health.qld.gov.au/princess-alexandra-hospital
注 5）オーストラリア健康保険：Medicare と呼ばれ、社会福祉省が管轄している。Medicare Australia, Department of Human Service https : //www.humanservices.gov.au/individuals/medicare
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「観光立国日本」に求められるもの
──外国人観光客のアンケート調査とインタビュー調査から──
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2020 年東京が夏季オリンピック開催地に決定し、また、観光庁が観光立国として、海外から
の日本への観光客を年間 2000 万人の誘致を目指しているが、海外からの訪日客を受け入れる制
度がまだ十分には整っていないことがマスコミなどで問題視されている。本研究では、
「観光立
国日本」に求められるものをテーマに善意通訳を通して案内した外国人観光客のアンケート調査
とインタビュー調査の結果をもとに考察していきたい。

1．訪日外国人観光客の動向

2012 年から 2016 年の筆者が主宰している善意通訳団体で案内した訪日国のベスト 3 の観光客
の推移の中で目立って増加しているのはフィリピンからの観光客である。
2012 年から 2016 年までのアメリカからの観光客の数は変わらないのに対し、フィリピンから
の観光客の増加は、2012 年には 4 名、2013 年には 10 名だったのが、2013 年の 7 月からの政府
のビザ緩和の実施により翌年の 2014 年から、特にフィリピンの観光客が 2014 年には 45 名、
2015 年には 61 名、2016 年には 51 名と 4 倍以上の増加となっている。

第1位

第2位

第3位

2012 年

アメリカ

（11 名） オーストラリア （10 名） シンガポール

（6 名）

2013 年

アメリカ

（15 名） フィリピン

（10 名） マレーシア

（9 名）

2014 年

フィリピン

（45 名） アメリカ

（19 名） オーストラリア （15 名）
マレーシア
（15 名）

2015 年

フィリピン

（61 名） アメリカ

（21 名） オーストラリア （14 名）

2016 年

フィリピン

（51 名） アメリカ

（22 名） マレーシア
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（15 名）

2．善意通訳の位置づけ

善意通訳（Goodwill Guide）とは、1979 年から国際観光機構（JNTO）が、外国語と日本語の
分かる人々がボランティア精神に基づき、街頭、駅、車中などで言葉が通じず困っている海外か
らの観光客がバスで観光地を巡るだけでなく、わずかの滞在期間であってもそれぞれの地域性を
持つ日本文化・日本人のホスピタリティ（おもてなし）に市民レベルで触れてもらうための草の
根親善大使として国際親善・友好の増進に貢献する役割を担う外客接遇の向上を図ろうとする小
さな親切の気持ちを持っている語学ボランティア通訳のことで、善意通訳の資格としては英検 2
級程度の資格を持っていることが必要である。外国人が観光したい世界の国の中では日本は
2013 年の JNTO の統計によると第 33 位ではあったが、2016 年の JNTO の統計によると第 16 位
と人気のある観光したい国に上昇しているが、まだベスト 10 の中には入っていない。全国に善
意通訳の登録者累積件数は約 6 万人と言われ、いかに日本を魅力ある観光立国にするかという立
場においてなくてはならない存在となっている。

3．本研究の目的と調査方法

本研究は（1）増加し続ける海外からの観光客、特に関西を観光地として訪れた観光客が、関
西を観光して良かった点、困った点などを記載してもらった結果と、（2）（1）の考察結果をもと
に困った問題点に関して考察し、（3）善意通訳が海外からの観光客を案内して「外国人観光客が
見たいものと日本人が見せたいもののギャップ」と感じた事例の 3 つの調査をもとに「観光立国
日本」に求められることについて考察していきたい。
（1）の調査方法は、2010 年 10 月から 2013 年 10 月にかけて、関西に来られた外国人観光客を案
内した善意通訳 15 名と案内した海外からの観光客 80 名の方々のアンケート結果の報告をもと
に、観光地として訪れた場所をフィードバックし、その間、良かった点、困った点などを記載し
てもらった1）。
（2）の調査方法は、2015 年 10 月〜2016 年 6 月まで善意通訳 25 名が実際関西を案内した海外か
らの観光客 130 名に依頼した

Merits and Demerits in your trip to Japan と言うアンケート調査

140 名、インタビュー調査（旅行中トラブルがあった）50 名を対象に、「観光立国日本」に潜む
問題点に関して考察した2）。
（3）2016 年 4 月〜2016 年 9 月まで筆者が主宰している善意通訳団体の善意通訳 25 名に海外から
の観光客を案内して「外国人観光客が見たいものと日本人が見せたいものギャップ」と感じたこ
とについて毎月の定例会で事例を出してもらい、まとめた内容である3）。
上記の 3 つの継続的な調査に基づき、今後日本が、
「観光立国」に求められることについて考察
していきたい。
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4．調査結果の分析

海外からの観光客への調査項目と調査のベスト 3 の回答

4.1.1

アンケート調査、インタビュー調査とも英語で実施し、1．日本を観光地に選んだ理由
日中、関西の観光地を訪れた場所
点

3．日本を観光する時の良さ

2．訪

4．日本を観光する時の不便な

5．善意通訳を選んでよかった点を記述式で記載してもらった。

図1

観光客の国籍の内訳（n＝80）

インフォーマントの観光客（80 名）の国籍の内訳は図 1 に示すように、アジア 61％（フィリピ
ン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシア他 92 名） アメリカ 19％（北アメリ
カ、カナダ 26 名、南米 3 名） ヨーロッパ 15％（フランス、イタリア、スペイン他 23 名）オセ
アニア 5％（オーストラリア 8 名）。
質問事項（1）から（5）の項目のベスト 3 の回答は以下の結果である。
（1）日本を観光地に選んだ理由：
①日本の歴史ある観光地を訪れたい。②日本文化体験（着物の着付け、茶道、折り紙他）
③アニメ文化に興味がある。
（2）訪日中、関西の観光地を訪れた場所：
①大阪（大阪城） ②京都（金閣寺、清水寺他） ③奈良（東大寺、奈良公園他）
（3）日本を観光する時の良さ：
①公共の場でのごみが少なく、道がきれいなこと。
②多くの公共のトイレでウォッシュレットの設備が整っている素晴らしさ。
③販売員の礼儀正しさ。
（4）日本を観光する時の不便さ：
①英語での案内が少ない。
②物価（交通費、入場料など）が高い。
③ベジタリアンのレストランが少ない。
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（5）善意通訳を頼んでよかった点：
①個人のプランを立てて旅行ができる。
②時間に拘束されることがなく、自由に行動できる。
③自分達が好きな日本の伝統文化（和食、着物、茶道など）を体験できる。

4.1.2

善意通訳への調査項目と調査のベスト 3 の回答

15 名の善意通訳の内訳：男性 5 名、女性 10 名

善意通訳 5 年以上の経験者

（1）海外からの観光客が善意通訳を依頼した理由：
①友人からの紹介などの口コミ（アジアの観光客のほとんどがフィリピン、マレーシア、シンガ
ポールなどの華僑の観光客が多く、華僑社会のネットワークの強さが善意通訳の依頼の一因とな
っている。）
②観光地だけの案内だけでなく、それぞれの地域のローカルな場所を訪れることができる。
③地域に住んでいる人に地域の良さを教えてもらい、つながり交流がしたかった。
（2）善意通訳の案内で良かった点：
①地域の素晴らしさを直接、観光案内と文化交流で体験できる。
②ゲストの日本、日本文化への興味の高さが伝わってくる。
③ゲストの地域の人との交流の喜びと感謝の気持ちが直接理解できる。
（3）善意通訳が案内中困った点：
①食事の問題；ゲストにはベジタリアンの方が多く、関西にはベジタリアン対象の食事ができる
フードパークのような場所が少ない。
②道案内の英語や他の言語での標識が少ない。また、英語での標識がわかりにくい。
例：英語での street などの標識が douri などの和製英語での翻訳になっている。
③外国人観光客での医療現場での対応；案内中、海外からの観光客が体調をこわした時に、英語
が通じる病院や医院をすぐ見つけるのが難しい。
（4）海外からの観光客が自分の国でも善意通訳のシステムを導入したいと思ったかどうか？：
7 割の人は日本の善意通訳のシステムが素晴らしいと感想を述べてくれるが、日本人の他者を優
先したサービスやおもてなしの考え方が違うので、実際に導入するのは難しい。
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4.2.1

図 2-1

アンケート調査の結果

観光客の国籍の内訳（n＝140）

図 2-2

アンケートは英語で、1．滞在期間 2．滞在先の形態
の有無

④その他

3．観光場所 4．JR パスの交通手段

②言語に関すること

5．観光中の問題点（①食事に関すること

所での案内表記

滞在先の形態（n＝140）

③道路、公共的な場

⑤日本観光の良さ）の 5 項目に記入してもらった。

インフォーマントの観光客（140 名）の国籍の内訳は図 2-1 に示すように、アジア（9 か国）
82 名（60％）アメリカ（北アメリカ、カナダ 22 名

南米 2 名）24 名（17％）、ヨーロッパ（13

か国）22 名（16％）オセアニア 10 名（7％）で、アジアの観光客では、フィリピン、マレーシ
ア、シンガポールの人が多く、アメリカからは、北アメリカ、カナダだけでなくメキシコ、コロ
ンビアなどの南米からの観光客も増加している。また、ヨーロッパからはフランス、イスラエ
ル、スペイン、ポーランドの方も増えている。
アンケート調査結果では、1．滞在期間は、1 週間の 97 名が一番多く、2 週間が 66 名、その他
3 週間以上の長期滞在は、18 名となっている。2．滞在先の形態は、図 2-2 に示すように、ホテ
ル 78 名（56％）、ゲストハウス 10 名（7％）、貸マンション 39 名（28％）、その他 13 名（9％）
（Air Bub 5 名

Hostel 1 名

寺2名

友人宅 3 名

カプセルホテル 2 名）。海外からの観光客を

受け入れる宿泊場所も多岐になり、ホテルの滞在ではなく、滞在費を安くするために、最近では
貸しマンションや Air Bub を 5 名以上で借り、そこを中心に関西のあちらこちらを観光に行くケ
ースも増えている。京都では、外国人向けのカプセルホテルが 1 泊 6,000 円で提供されるため、
ますます滞在先の形態も変わっていくように思える。3．観光場所のベスト 5 は、京都、大阪、
奈良、東京、広島の順だった。4．新幹線の指定席も乗れる JR パスを持参している観光客は 7
割で、大半が 1 週間から 2 週間パスを持参していた。5．観光中の問題で一番多かったのが、食
事の問題 20％

4.2.2

言葉の上での問題 70％

案内表記 10％。

インタビュー調査の結果

インタビュー調査では、インフォーマントの中で特に、食事などのトラブルがあった観光客
30 名に具体的にトラブルがあった内容に対面インタビュー調査を英語で実施した。
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①イスラム圏の観光客のためのハラールの食事の対応
食事の問題があるのは、イスラム教徒のインドネシアからの観光客や、国籍を問わず、ベジタ
リアンの方の食事にも問題が滞在中にあるようだった。2014 年に 183 万人の海外からの観光客
を受け入れている京都では、イスラム教徒の料理人と開発した日本料理の拡大に努めているとの
ことである。
②外国人観光客の医療現場での対応
京都に観光に来ていた、マレーシア人やオーストラリア人は気候の違いから体調を崩した方も
あった。多くが日本の医療システムの違いが理解できないトラブルによるものだった。医療のト
ラブル対応はほとんどが英語、中国語、韓国語によるものだが、今後は他の言語のタブレット端
末から呼び出すと 24 時間画面に通訳者が表示され、リアルタイムで画面を見て話しながら相互
通訳を受けられるシステムを京都市の通訳サービスの会社が開発している。
③案内表記の対応
観光庁では、2013 年 6 月「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドラ
イン」を決め、訪日外国人旅行者の快適で円滑な移動、滞在のための環境整備を図ることにし
た。共通ガイドラインは①英語での固有名詞の表記などの統一、②英語・中国語・韓国語の 3 言
語で 400 以上の用語・文例について対訳での記載。2014 年度中に作成され、京都、東京、大阪
の大都市では、案内表記の対応が定着してきているのか、今回の調査では旅行中のトラブルとし
ては大きな問題としてあがらなかったが、地方へ行く外国人観光客にはまだまだ問題があるかも
しれない。ただ、表記が英語、韓国語、中国語だけなので、フランス人からの観光客はわかりに
くいと答える人もいた。また、神社仏閣等の日本文化の象徴のような場所では、神秘的保持のた
め外国語表示がない方が良い場合もあるという考え方から英語などの他の言語での説明が書いて
いないので、観光に行っても日本文化の良さを理解しないまま帰国される場合も多いようであ
る。
④その他；翻訳の問題
海外の観光客の方と食事をしていると、英語のメニューを見て、自分が考えていたイメージの
食べ物と違っていたということを聞くことがある。例えば、初めて「お好み焼き」を食べたアメ
リカ人は、お好み焼きの英語の訳が、pizza、Japanese pancake と訳してあるので、英語でのお好
み焼きのイメージは、チーズたっぷりのピザや甘いパンケーキと思っていたのに、実際のお好み
焼きを食べる時、ソースたっぷりのお好み焼きのギャップに驚くことも多いようである。つま
り、翻訳された言葉のイメージの中で誤解が生じるような場合もある。その場合はむしろ日本語
をそのまま使った方が良いと思う。
⑤言語の問題
感想で記述された日本の観光中、問題になったことは、特に言語のコミュニケーションの問題
である。具体的には以下のことが挙げられる。
①地下鉄や JR の駅などで、通訳してくれる方がいれば、海外からの観光客にとって英語で
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のコミュニケーションが円滑になる。
②ほとんどの日本人は英語が話せない。
③メニューにほとんど英語で書かれたものがない。
④公共での英語でのアナウンスがあればいい。
⑤どの駅にも英語で表示が書いてあればいい。
日本が「観光立国」を謳っているわりには、ホテルや観光案内場所で英語が通じないことが多
かったのでびっくりしたと言う観光客も以外と多かった。しかし、善意通訳のおかげで問題なく
日本観光を楽しむことができたと 100％ の方から好意的な意見をよせていただいたことは、善意
通訳の存在がいかに日本を魅力ある観光立国にするにあたって、なくてはならない存在になって
いるかを改めて立証する結果となったことは悦ばしいことである。

アンケート調査で日本を海外旅行に選んでよかった点

4.2.3

2010 年 10 月から 2013 年 10 月に実施したアンケート調査の調査結果 3．（1）と同じような回
答が多かったが、ベスト 5 は、①治安がいい。夜遅くひとりで歩いていても安全である。②道が
きれい。③関西の人は特に親切。④電車や時間が時刻通りにきちんとくる。⑤自動販売機の数に
驚かされるが、壊されている自動販売機がほとんどない。
いろいろな殺人事件が増えているわりには治安の良さと清潔好きな日本人の国民性には海外の
観光客に日本人が誇るべきことであると思う。このような日本人が当たり前だと思っていること
が観光客にはおもてなしのひとつとして感心してもらい、リピーターが増える原因にもなるであ
ろう。

4.3.1 「外国人観光客が見たいものと日本人が見せたいもののギャップ」の事例の調査方法
最後に筆者が主宰している善意通訳団体の善意通訳（25 名）にインタビューした案内中で
「外国人の見たいものと日本人が見せたいもののギャップ」をテーマに「観光立国日本」が日本
に求めることについてまとめてみることにする。
2016 年 4 月〜2016 年 9 月まで、筆者が主宰している善意通訳団体の善意通訳 25 名に海外から
の観光客を案内して「外国人観光客が見たいものと日本人が見せたいものギャップ」と感じたこ
とについて毎月の定例会で事例を出してもらい、まとめた内容である。

4.3.2 「外国人観光客が見たいものと日本人が見せたいもののギャップ」の事例
1．善意通訳がご案内して外国人観光客が喜んでくださった事例
①観光地ではなく、日本人が普通に生活している場所
例：100 円ショップでの買い物、スクランブル交差点、食堂街など。
②自国にはない歴史建造物や観光地
例：住吉大社の太鼓橋、三十三間堂の仏像、道頓堀の派手な動く看板など。
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③文化体験
例：ラーメン作り、和菓子教室、ゆかたの着付け体験など。
今やコンピューターで事前に典型的な観光地の情報は調べることもできるので、典型的な観光
地ではなく、日本人の普段の生活している場所をご案内し、日本人と一緒に関わることで日本人
のおもてなしの素晴らしさが伝わるようだ。
2．善意通訳が外国人観光客をご案内して喜んでいただけると思っていたのに期待はずれだった
事例
①時期をはずした観光
例：桜の花見、大阪城の梅林、紅葉など。
②習慣の違い
例：水着を着ないで温泉に入る習慣、ラマダンの時期に来日された時の食事の対応など。
③設備の問題
例：世界遺産の姫路城の中でのエレベーターやエアコンの設備が使用できないこと、6 人以
上が乗れるタクシーがすぐ見つからないことなど。
④イメージで描いていた観光地と実際に訪れた観光地のギャップ
例：空中庭園、天保山フィッシュマーケットなど。
上記の期待はずれだった事例は、観光地での問題や、季節外れでお花見ができなかったなど、
ほとんどがハードな面での事例が多かった。自国との習慣の違いについては、いかにゲストが
「郷に入れば郷に従え」の気持ちを忘れずに習慣の違いを受け入れるかも大切なことであると思
う。

5．まとめと今後の課題

本研究では、2 つの外国人観光客のアンケート調査とインタビュー調査と、
「外国人観光客が
見たいものと日本人が見せたいものギャップ」の事例研究から「観光立国日本」に求められるも
のについて考察してきた。
外国人観光客を対象にした調査では、ほぼ 9 割の外国人が日本への旅行の調査として治安の良
さ、日本人の親切さ、ホスピタリティーを挙げている。「新観光立国論」（東洋経済新聞社、2015
年）の著書、デービッド・アトキンソンは、
「日本がよいと思っていることが外国からの観光客
の観光動機と必ずしも一致していない。今後日本が観光立国を目指すなら、外国人観光客の声に
耳を傾け、相手が何を考えているのか、何を求めているのかを聞き、そのニーズにあった、モ
ノ・サービスを打ち出すべきだ」と呈している。
2016 年 10 月に開催された第 11 回全国善意通訳の集い東京大会では、以下のような意見が出
された。
①文化が違うから、あるいは理解が異なるからギャップはあるという前提に立って、それをゼ
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ロにするのではなく、できるだけ縮めるということが大切である。
②ギャップという点では、外国に行ってがっかりすることがあるが、それでもまた行きたいと
思うのは、何か一つでも印象に残ることがあるとか、人が優しいということがあるからだと
思う。
③外国人が一番感動するのは、演出したものではなく自然のままの優しい対応。それに心が温
かくなるという。それも魅力の一つだと思う。
④外国人観光客がその場所に何を求めてくるかということを考えれば、そんなにギャップはな
いのではないかと思う。
⑤日本がきれいなこと、電車が定時に来ること、人が行き違うときに礼をするという習慣に非
常に好感を持つ。逆に日本人があまり海外の文化を知らなすぎると感じることが多い。アメ
リカからの観光客は、元々あった文化の上に海外からの移民文化が混ざりながら新しい文化
を育んでいるようだ。観光では何をしたいかということを十分に話しあることが大切だと思
う。
⑥ギャップをよく認識して相手の希望を聞いてそのギャップを埋めるということは非常に大切
なことだと思うが、逆に、ギャップを利用して訪日した外国の方に新しい発見をしていただ
く、持ち帰っていただくという視点も大切なのではないかと思う。
以上、さまざまな意見が全国の善意通訳から提案され、今後の「観光立国日本」の施策を進める
にあたって非常に有意義なことが新たに見出すことができたと思える。
SGG（Systematized Goodwill Guide）、善意通訳が組織されたのは、東京オリンピックが開催さ
れた 1964 年で、2020 年に東京オリンピックが開催されることが決まった今、本研究での善意通
訳を通して考える外国人観光客のアンケート調査とインタビュー調査から「観光立国日本」に求
められている内容の具体性がいくつか明らかになったと言えよう。日本と言う国の素晴らしさを
外国人の方々に紹介することは、自分の成長にもつながり寄与するこの善意通訳の役割は今後、
グローバル社会を目指す日本にとってなくてはならない存在であることは本研究からも立証でき
たと言える。
異文化コミュニケーターであるマリ

クリスティーヌは第 11 回善意通訳の集い東京大会の記

念講演の中で、「日本が高度な文化を持つ素晴らしい国であるということを海外の方にもっと知
っていただきたいと思います。人は知らないことに関しては見下してしまいがちですので、善意
通訳の方々には外国人に対して根っこの部分をきちんと説明していただきたい。根っこの部分は
他の国の文化と通じていると思うからです。自分の家族を大切に思う気持ちは世界中の誰もが一
緒だと思います。しかし、表現の仕方や表現力が異なりますから、それぞれの部分を相手にきち
んと伝えることが相互理解のために重要なことではないかと思います。」と指摘している。
今後日本を訪れる海外からの方々に、日本がまた、日本人が魅力的な国であることを理解して
もらうには、一部の日本人だけが日本に来られる人とコミュニケーションするのではなく、あり
のままを伝える日本人の数が増えていくことが今一番大切なことかもしれない。
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〔ひろうち

ひろこ

言語文化学〕

The name of a goodwill guide :
The tourist name :
Nationality of a tourist :
Date of a guide :

The Opinion for Your Trip to Japan

Osaka Tenma Yomiuri SGG Club appreciates your goodwill guide request for Kansai this time. We would like
you to answer the following questions because of our better goodwill guide for overseas tourists in Kansai. Please
mark an appropriate number each question or write your opinion. Thanks for your cooperation.

Goodwill guides of Osaka Tenma Yomiuri SGG Club

1. The length of your trip
1. for a week

2. Up to for two weeks

3. Other :

2. The accommodation during your stay in Japan
1. Hotel

2. Guest house

3. Renting an apartment room

3. The sightseeing places where you’ll visit or you have visited
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4. Other :

4. Do you travel by JR pass?
1. Yes The term of using JR pass 2. No

5. Have you ever thought any difficulties during your sightseeing?
1. Food problems

2. Language problems

3. Road signs or Public signs

6. Write the merits of the trip to Japan
1. Safety

2. Kindness of Japanese People

3. Hospitality

Write your opinion :
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【調査報告】

本学幼児教育学科における
「体育（運動あそび）
」の実践報告

乾

多慶士・中村

泰介

序

本報告は、本学幼児教育学科で実施している「体育（運動あそび）」の実践内容の詳細である。
担当教員は幼児教育学科所属教員の乾と中村の二名で各クラス（A、B）の授業をそれぞれ担当
している。授業内容を偏りなく統一するためにシラバス作成時より授業毎の内容の計画を行っ
た。また、幼児体育学会で推奨されている運動あそびの実践や指導方法等を参照して、本学科学
生の特徴を踏まえた上で十分に検討を行った。
前橋によれば、幼児体育は「…（中略）…各種の身体運動（運動あそび、運動ゲーム、スポー
ツごっこ、体操、リトミック、ダンス等）を通して、教育的角度から指導を展開し、運動意欲の
満足と情緒の解放、身体の諸機能の調和的発達を図るとともに、精神発達や知的発達を促し、社
会性を身につけさせ、心身ともに健全な幼児期に育てていこうとする営み（人間形成）であると
1）、としている。以上からも見て取れるように、幼児期の人間形成を促す重要な
考えられます」

教育的な活動の場であると同時に、社会で生きていくための知恵や知識を養い、昨今の子どもの
コミュニケーション不全の問題を打開する場であるとも捉えている。本体育実技は、以上のよう
な担当教員の「ねらい＝（願い）」を土台に展開されている。

1．導入での「ウォーミングアップあそび」と「鬼ごっこ」の展開

授業スタート時には毎回「ウォーミングアップあそび」を実施しいている。一人から二人三人
と人数を増やしていく場合や、二人組でストレッチ運動とじゃんけんを織り交ぜながらゲーム感
覚で展開するなど、授業へのモチベーションづくりとして行っている。その後、毎回異なった鬼
ごっこの実践を通じて、レパートリーを広げていくことと、3 歳、4 歳、5 歳児の年齢に応じた
鬼ごっこの展開方法を学習する機会でもある。また、
「鬼ごっこ」を競技化した「スポーツ鬼ご
っこ」も実施した。
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図1

ウォーミングアップあそび 1

図2

ウォーミングアップあそび 2

2．「投」動作の向上を図るあそびの実践−「なわ」を使ったあそびの応用と展開−

学生に「なわ」を用いた遊びを各自で展開させてみると、すべての学生がなわをほどいて遊ん
でいた。このような現象はある程度予測されたが、本実技ではなわをほどかないであそぶことに
着目し実践を行った。特に「投動作」の伸び悩みが最近の子どもたちの運動能力調査から指摘さ
ており、そのような問題を改善するうえでも「投げる」あそびの展開は、今後重要な視点になっ
てくると考えられる。またドッチビーのゲームも実施した。

リズムとタイミングをとって両足で踏みつけるあそび

図3

なわを踏むあそび

なわのキャッチボールあそび（距離をひろげていく）
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図4

なわのキャッチボールあそび

ドッチビー

図5

ドッチビー

3．「走」動作の向上を図るあそびの実践−リレーあそび−

本実技で取り入れた「リレーあそび」は、「走るのが苦手な子どもでも意欲的に参加できる内
容づくり」を目的として掲げた。走ることに苦手意識をもっている受講生も少なくなく、その学
生たちの「リレー」に対するマイナスイメージを払拭させることが最も重要なポイントであっ
た。「他者と競争する」ことは、子ども創造力（イマジネーション）を育てていく上で極めて重
要な要素であるが、「競争の内容を変えてみる」ことによって、体育・スポーツにマイナスイメ
ージを持っている学生の意識を変え、そこのことが、運動嫌いの子どもたちをつくらないことに
繋がっていくのではないかと考えている。まず指導者として子どもたちと関わっていく「人の意
識を変えていく」ことが、よりよい「走」動作を習得する上で大切なことではないだろうか。
「競争の内容を変更して」実践したリレーあそびの例
・「ラグビーボールを足で操作するリレーあそび」
・「全員リレー（『幼児体育』テキスト参照）」
1 番目の走者から 2 番目 3 番目と順番にリレー方式で進行するが、ラストまで休まずに全メ
ンバーが手をつないで最終まで走りきる競技である。
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・「足ながチャンピオン（『幼児体育』テキスト参照）」
一列になり、先頭の人が足を大きくひらき、
「ハイ」の声で最後尾の人が先頭につき、どん
どん距離をかせぎつつ競争するリレーあそびである。

図6

リレーあそび

4．平衡感覚を養うためのあそびの実践

・サイバーホイール
最近の子どもには、
「はう」、「回る」
、「転がる」、「逆さ感覚」の動きが不足していると指摘さ
れている（「日本幼児体育学会ニュースレター」
）。本実技で使用したサイバーホイールは、以上
のような不足している遊びを補填する遊具であるといえる。しかし、本来子どもたちの運動経験
を考えた時、このような遊具によって補うよりも自然のなかで経験することが大切であるという
前提はあるが、昨今の様々な事情を考慮して安全管理の点からもサイバーホイール等を有効に活
用して、子どもの平衡感覚を養っていくことは重要であるといえる。

図7

サイバーホイール

5．小学校体育への接続を狙ったゲームあそび

小学校学習指導要領におけるゲーム、ボール運動（領域）には、低学年（1〜2 年生）はゲー
ムとして「ボールゲーム」、「鬼遊び」
、中学年（3〜4 年）はゲームとして「ゴール型ゲーム」
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「ネット型ゲーム」
、「ベースボール型ゲーム」、そして高学年（5〜6 年）はボール運動として
「ゴール型」、「ネット型」、「ベースボール型」という流れで示されている。
以上からも、本体育実技では 3 つのボール運動の実践を通じて、それぞれのボール運動に必要
となってくる動きの要素を理解して、幼児期に経験しておきたい動きのレパートリーを学習する
機会としても機能させた。

ヘルスバレーボール

図8

ヘルスバレーボール

T ボール

図 9-1

T ボール

図 9-2

T ボール

6．パラバルーンの実践

「パラバルーン」とは、「パラシュート」と「バルーン」を組み合わせた用語であり、円形の大
きなナイロン生地を集団でタイミングを合わせながら操作する遊具である。幼稚園や保育園の運
動会や、子育て支援等でレクレーションまたは演技として活用されることが多くある。本実技で
はパラバルーンの実践経験がある学生がリーダーシップをとり音楽にあわせて巨大バルーンで演
技の実践を行った。
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図 10-1

パラバルーン

図 10-2

ま

と

パラバルーン

め

幼児期の生活習慣をしっかり整えるためには、
「食べる」
、「休む（寝る）」、「運動（あそび）」
の 3 要素がバランス良く確保されていることが必要不可欠である。特に、本体育実技では、その
一つの柱である「運動（あそび）」を充実させることが、子どもの生活習慣の向上改善に繋がる
という理念のもと、さまざまな運動あそびを学生と共に実践してきた。子どもの遊びの多様化が
進むなかで、自らのからだを動かして、失敗したり、成功したりする経験や、他者とふれあうこ
とで自己の存在を再確認していく機会は、これからますます重要視されると考えている。今後
も、幼児体育の充実を図るために授業内容を十分吟味して、
「楽しさが疲れを上回る」実技の展
開を目指していきたい。

引用参考文献
１）前橋明・他，2009，『幼児体育［専門］
』
，日本幼児教育学会認定幼児体育指導員養成テキスト，大学
教育出版，34 頁．
２）日本幼児体育学会，2017，「ニュースレター」
，日本幼児体育学会事務局．
───────────────────────────────────────────────

〔いぬい たけし
〔なかむら たいすけ
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【調査報告】

本学幼児教育学科学生の
体力・運動能力テストの調査報告

中村
板谷

泰介1・乾 多慶士1
昭彦2・藤川 浩喜2
1

は

じ

め

園田学園女子短期大学部
2
園田学園女子大学

に

スポーツ庁の平成 27 年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書5）によれば、青少年（6 歳
〜19 歳）のほんとんどの年代でゆるやかな運動能力の向上傾向があるとされているが、長期的
にみると中学生男子及び高校生男子の 50 m 走を除き、依然低い水準になっていると指摘されて
いる。運動・スポーツの実施状況の過去との比較の中では、特に女子の運動実施に関しては高校
期で大幅に下落して 18 歳で底（最も少ない）になり、20 代後半から上昇傾向に転じる5）、とい
うデータが示しているように、本学短期大学部に所属する学生たちの年齢はちょうどその時期、
つまり最も運動離れが著しい時期にさしかかっているといえる。そしてさらに危惧するべきこと
は、幼児教育学科所属の学生は卒業後に保育士や幼稚園教諭として幼児と一緒に全身を大いに動
かすために不可欠な体力が求められる職業に就く割合が高く、その職務には十分な体力が必要と
されている。また、基礎体力の高い学生は、ストレスや困難な状況におかれても柔軟に対応して
克服していく対処能力が高いという報告もある3）。
以上のような問題意識のもと、本調査では平成 28 年度、29 年度本学短期大学部幼児教育学科
入学生（1 回生時）を対象として実施した新体力テストの測定結果及び基本的な生活習慣の調査
から、幼児教育学科所属学生の体力及び生活習慣の把握を行うことを目的とした。また全国平均
値との比較を通じて、近年の本学科に所属する学生の運動能力、生活習慣の実態を把握し、これ
からの保育士養成校のとりわけ体育・スポーツ領域が担う課題についての検討を行った。

方

法

本短期大学部幼児教育学科に所属する学生を対象に新体力テストの項目に基づき測定を実施し
た。項目は（1）「握力」、（2）「長座体前屈」、（3）「上体起こし」
、（4）「反復横とび」
、（5）「20
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メートルシャトルラン」
、（6）「50 メートル走」、（7）「立ち幅跳び」
、（8）「ハンドボール投げ」
の 8 種目である。
実施期間は、入学年度に実施し 28 年入学生は、平成 28 年 5 月 26 日、6 月 2 日、6 月 9 日の計
3 日間、29 年度入学生は平成 29 年 6 月 15 日、22 日、29 日の 3 日間で、本学のスポーツセンタ
ー（メインアリーナ）及び第 2 グラウンドで実施した。また、本学学生の運動能力の水準を把握
するために本学の学生と全国平均値との差を比較するために T 検定を行った。ただし、全国平
均は平成 28 年度の調査結果がまだ報告されていないため、平成 27 年度の調査結果から得た 19
歳女子のデータを採用した。28 年度分が報告された後、再度比較し検証する予定である。
また生活習慣調査として、栗原ら2）が実施した 4 項目、（1）運動・スポーツの実施状況、
（2）
朝食の摂取状況、
（3）1 日の睡眠時間、
（4）1 日のテレビ等の視聴時間、以上の 4 項目を対象と
した。

結

果

本短期大学部幼児教育学科所属学生の測定結果と全国平均値の比較は表 1、表 2 に示した通り
表1

平成 28 年度入学生の測定記録と全国記録の比較

項目
握力

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

20 m シャトラン

50 m 走

立ち幅とび

ハンドボール投げ

M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N

本学学生
21.9
4.156
114
21.35
5.8
114
41.06
10.94
114
43.6
5.513
115
42.495
16.624
109
9.5
0.935
112
154.33
21.73
115
13.27
4.228
114

全国
27.126
5.046
613
23.16
5.54
614
48.61
9.32
616
48.12
5.29
603
46.44
15.836
440
9.09
0.71
600
169.23
23.836
614
14.2
3.776
596

差

t値

有意差

−5.226

5.22

**

−1.81

1.75

ns

−7.55

7.19

**

−4.52

4.36

**

−3.954

3.73

**

−0.41

0.45

ns

−14.9

13.99

**

−0.93

0.91

ns

*p＜0.05
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**p＜0.01

表2

平成 29 年度入学生の測定記録と全国記録の比較

項目
握力

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

20 m シャトラン

50 m 走

立ち幅とび

ハンドボール投げ

M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N

本学学生
22.9
3.77
64
23.04
4.987
64
42.14
8.6
64
42.9
6.191
64
49.3
15.165
58
9.1
0.767
63
155.8
19.871
64
14.34
3.707
63

全国
27.126
5.046
613
23.16
5.54
614
48.61
9.32
616
48.12
5.29
603
46.44
15.836
440
9.09
0.71
600
169.23
23.836
614
14.2
3.776
596

差

t値

有意差

−4.226

4.17

**

−0.12

0.11

ns

−6.47

6.2

**

−5.22

5.03

**

2.86

2.73

**

−0.01

0.06

ns

−13.43

12.59

**

0.14

0.13

ns

*p＜0.05

**p＜0.01

である。また表作成にあたり山村ら4）の視点を参照した。
表 1 から、平成 28 年度入学生に関しては、
「握力」
、「長座体前屈」、「反復横跳び」
、「20 メー
トルシャトラン」
、「立幅跳び」は全国平値との間において有意な差が見られた（p＜0.01）。「上
体起こし」
、「50 m 走」、「ハンドボール投げ」は全国平均値との間において有意な差は認められ
なかった。
表 2 から、平成 29 年度入学生に関しては、
「握力」
、「長座体前屈」、「反復横跳び」
、「20 メー
トルシャトラン」
、「立幅跳び」は全国平値との間において有意な差が見られた（p＜0.01）。「上
体起こし」
、「50 m 走」、「ハンドボール投げ」は全国平均値との間において有意な差は認められ
なかった。
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図 1-1

新体力テスト実施の様子

図 1-2

新体力テスト実施の様子

生活習慣について

1）運動・スポーツの実施状況（学校の体育の授業を除く）
本学幼児教育学科所属の学生の運動・スポーツの実施状況はについて平成 28 年度入学生は、
「ほとんど毎日」は 0 人（0％）、「ときどき（週 1〜2 日程度）」が 7 名（7.1％）、「ときたま（月 1
〜3 日程度）」が 14 名（14.3％）、「しない」が 77 名（78.6％）、以上の結果であった。
平成 29 年度生は「ほとんど毎日」が 3 名（4.5％）、ときどき（週 1〜2 日程度）が 5 名（7.6
％）、「ときたま（月 1〜3 日程度）
」が 10 名（15.2％）、「しない」が 48 名（72.7％）という結果
であった。
平成 28 年度入学生

平成 29 年度入学生

図2

運動・スポーツの実施状況（学校の体育の授業を除く）

2）朝食の摂取状況
朝食の摂取状況について平成 28 年度入学生は、
「毎日食べる」が 69 名（69.7％）、「時々欠か
す」が 21 名（21％）、「まったく食べない」が 9 名（9.1％）、以上の結果であった。
平成 29 年度入学生は「毎日食べる」が 49 名（73.1％）、「時々欠かす」が 13 名（19.4％）、「ま
ったく食べない」が 5 名（7.5％）という結果であった。

― １４６ ―

平成 28 年度生

平成 29 年度生

図3

朝食の摂取状況

3）1 日の睡眠時間
1 日の睡眠時間について平成 28 年度入学生は、
「6 時間未満」39 人（39.4％）、「6 時間以上 8
時間未満」56 人（56.6％）、「8 時間以上」4 人（4％）、以上の結果であった。
平 成 29 年 度 入 学 生 は、
「6 時 間 未 満」23 人（34.8％）、「6 時間以上 8 時間未満」42 人（63.6
％）、「8 時間以上」1 人（1.5％）であった。
平成 28 年度生

平成 29 年度生

図4

1 日の睡眠時間

4）テレビ視聴時間（テレビゲームを含む）
テレビ視聴時間について平成 28 年度入学生は、
「1 時間未満」25 人（25.5％）、「1 時間以上 2
時間未満」31 人（31.6％）、「2 時間以上 3 時間未満」23 人（23.5％）、「3 時間以上」19 人（19.4
％）の結果であった。
平 成 29 年 度 入 学 生 は、
「1 時 間 未 満」16 人（23.9％）、「1 時間以上 2 時間未満」26 人（38.8
％）、「2 時間以上 3 時間未満」13 人（19.4％）、「3 時間以上」12 人（17.9％）の結果であった。
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平成 28 年度生

平成 29 年度生

図5

1 日のテレビ（テレビゲームを含む）の視聴時間

考察・まとめ

運動能力テストの結果より、平成 28 年度入学生の運動能力の水準は「上体起こし」
、「50 m
走」、「ハンドボール投げ」が全国平均程度の値であった。他の数値は、全国平均よりも低い値で
あり、特に「立ち幅とび」は全国平均より一段と低い値であった。
平成 29 年度入学生の運動能力の水準は、
「上体起こし」、「50 m 走」、「ハンドボールなげ」は
全国平均程度の値であり、「20 メートルシャトルラン」は全国平均よりも上回る値であった。し
かし、「立ち幅とび」は平成 28 年度入学生同様に、全国平均よりも一段と低い値であった。
基本的な生活習慣の調査から特に顕著な傾向としては、平成 28 年、平成 29 年度入学生共に、
運動・スポーツを習慣化している学生がきわめて少ないことが挙げられる。各学年共に運動をし
ない学生が大半を占め、体育やスポーツの実技以外においての運動実施は皆無という状況であ
る。カリキュラムの特性上、特に 2 年 2 学期（後期）には体育、スポーツの実技が開講されてい
ないために、運動実施の時間も大幅に減少することが推察される。さらに文科省の指摘からも、
女性における運動機会の底（生涯にわたって最も運動機会が減少する時期）に差し掛かり、この
時期に大学内外においてスポーツ・運動を実施する機会を増やしていくことが今後の重要な課題
であるとの共通の認識のもと改善策を検討していきたい。
朝食の摂取状況に関しては、平成 28 年度、29 年度入学生共に、約 7 割以上の学生が毎日朝食
を取ることを習慣化している状況が確認できた。しかし、朝食を全くとらない学生が中には存在
しており、食を通じた健康管理、或いは食育に関する情報や知識習得の機会をより頻繁に設定す
る必要性があるといえる。
睡眠時間に関しては、6 時間未満の学生の実際の睡眠時間まで把握することはできなかった
が、夜遅くまでアルバイト等で就寝時刻が深夜になってしまう学生もいることから、修学面への
悪影響や、心身に与える影響等、睡眠の重要性について深く学べる機会を各授業の中で増やして
いく必要性がある。
テレビの視聴時間については、日常生活の中でのリラックス方法或いは専門的知識の習得とい
う点で必要となる場合もあるが、長時間にわたって視聴する学生もいることから、自らが節度を
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もって見る習慣づくりについて呼びかけていくことが重要である。テレビの視聴率、或いはスマ
ートフォンの使用状況はこれからますます増えていくことが予想される。それに付随して、代償
となるものがあることを十分認識したうえで、保育士養成課程に在籍する学生の身心のバランス
を考えていきたい。

参考文献
１）出村愼一，2007，『健康・スポーツのための研究方法−研究計画の立て方とデータ処理方法−』
，杏林
書院．
２）栗原武志・乾多慶士・木田京子，2009，「本学短期大学部幼児教育学科学生の体力及び運動能力テス
トに関する調査報告（2007 年度）
」
，園田学園女子大学論文集第 43 号、pp.135-146.
３）小川幸代・西島大祐，2017，「保育者養成校学生の保育者効力感と体力およびストレス耐性との関
係」
，第 13 回日本幼児体育学会講演要旨・研究発表抄録集，p 45.
４）山村伸・太田あや子・福島邦男，2016，「本学学生の体力水準と生活習慣に関する調査−平成 28 年度
健康栄養専攻女子学生を対象として−」
，武蔵丘短期大学紀要第 24 巻，pp.37-39.
５）スポーツ庁，2016，「平成 27 年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」http : //www.
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閲 覧 日 平 成 29 年 9 月 8

日．
───────────────────────────────────────────────

〔なかむら たいすけ
〔いぬい たけし
〔いたたに あきひこ
〔ふじかわ ひろよし
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コーチング学〕
コーチング学〕
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コーチング学〕

園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集編集規程
（平成 21 年 4 月 1 日制定）

改正

平成 25 年 4 月 1 日

（趣旨）
第1条

この規程は、園田学園女子大学及び園田学園女子大学短期大学部（以下、「本学」とい
う。）における学術研究の成果の発表を目的として本学が発行する論文集（以下、「論文
集」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（名称）
第2条

論文集は「園田学園女子大学論文集（英語表記：SONODAJOURNAL）」と称する。

（発行）
第3条

論文集は、原則として年度 1 回発行する。

（論文集編集委員会）
第4条

論文集の発行にあたり、論文集編集委員会（以下、「編集委員会」という。）を置く。

編集委員会は、次の委員をもって組織し、図書館長を委員長とする。

2
⑴

図書館長

⑵

各学科長

⑶

委員長の推薦する図書館委員

第5条

若干名

編集委員会は、第 6 条に定める論文集編集実務委員会の検討結果を参照する等により投
稿論文を審査し、論文集への掲載の採否を決定する。

（論文集編集実務委員会）
第6条

編集委員会に論文集の編集等の実務を担当する論文集編集実務委員会（以下、「編集実
務委員会」という。）を置く。

2

編集実務委員会は、編集委員の中から選出された委員若干名をもって組織し、編集委員会委
員長を委員長とする。

3

編集実務委員会は、投稿原稿について事前に検討し、編集委員会にその結果を報告する。

4

編集実務委員会は、必要に応じて編集委員以外の専門研究者に投稿論文の審査を依頼又は意
見を求めることができる。

5

前項の場合、その結果を編集委員会に報告することとする。

（投稿資格等）
第7条

投稿資格、その他論文の投稿に関し必要な事項は別に定める。
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（所轄）
第8条

論文集の編集に関する事務は図書館事務室がこれを担当する。

（規程の改廃）
第9条

この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が行う。

（補則）
第10条
付

この規程に定めるもののほか、論文集の編集に関し必要な事項は、学長が定める。
則

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
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園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集投稿規程
（平成 10 年 4 月 30 日制定）
改正

平成 10 年 6 月 30 日

平成 17 年 5 月 19 日

平成 21 年 4 月 1 日

平成 25 年 4 月 1 日

平成 26 年 4 月 1 日

（趣旨）
第1条

この規程は、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部論文集編集規程」（平成
21 年 4 月 1 日制定）第 7 条の規定により、論文の投稿に関して必要事項を定めるものと

する。
（投稿資格）
第2条

論文を投稿できる者は、次の者とする。

⑴

本学の専任教育職員。ただし、共同執筆者として他の者を含むことができる。

⑵

その他、論文集編集委員会が認めた者

（掲載の採択）
第3条

投稿論文の論文集への掲載の採択は、論文集編集委員会が決定する。

（原稿の用紙、分量等）
第4条

投稿論文の原稿の用紙、分量等については次に定めるとおりとする。

2

用紙は、A 4 縦長とする。

3

分量等は和文・欧文それぞれ次のように定める。
⑴

和文
①

ワープロ使用・横書を原則とする。

②

43 文字×34 行を 1 ページとし、20 枚以内とする。

③

やむを得ない場合のみ例外として手書き原稿・縦書を認める。その場合の分量は、
1）手書きの場合は二万字（四百字詰め原稿用紙 50 枚）以内とする。
2）ワープロ使用縦書原稿の場合は（30 文字×23 行）×2 段を 1 ページとし、20 枚以内と

する。
⑵

欧文
①

ダブル・スペースで打つ。

②

86 letters×34 lines を 1 ページとし、20 枚以内とする。

その他

4
⑴

和文の場合は欧文タイトルをつけること。
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⑵

要旨
①

論文が和文の場合は、欧文シノプスを 100 words 以内でつけてよい。

②

論文が欧文の場合は、和文要旨を 200 字以内でつけてよい。

（投稿の申し込み）
第5条

投稿希望者は、所定の用紙によって投稿を申し込む。

2

投稿の申し込み締め切りは、7 月末日とする。

3

申し込みは、所定の申込書を図書館事務室に提出する。

（原稿締め切り）
第6条

投稿原稿の締め切りは、9 月末日とする。

原稿は、それを収録した記録媒体（CD・USB メモリ等）を添えて図書館事務室に提出す

2

る。
（投稿原稿の記載、校正等）
第7条

投稿原稿の記載及び校正等については、次のとおりとする。

図・表・写真は本文原稿とは別にし、挿入すべき位置と大きさの指定を本文原稿に明示す

2

る。
カラー写真の使用は原則として認めない。ただし、編集委員会が特別に認めた場合は使用す

3

ることができる。
4

和文原稿の場合は、原則として常用漢字を使用し、新仮名遣いによる表記とする。

5

英語英文学関係等の場合は、MLA に準ずる。

6

欧文原稿の場合、ゴチック体・イタリック体にするものは、該当箇所にアンダーラインを付
し、それぞれその下に「ゴチ」・「イタ」と指示する。
漢字使用国以外の外国の人名・地名・書名等には、原則として初出箇所で原綴りを付記す

7

る。
8

漢文の返り点・送り仮名は半字分として書く。

9

文献を脚注としない。

10

引用文献の書式は各自専門の書式に従う。

11

原稿末尾に、ひらがな書きの氏名と、専攻を記入する。（例）そのだ

12

完全原稿で提出し、校正時に組版等に影響を与えるような改変・書き換えは認めない。

13

原稿とは別に、論文題目・筆者名を和文・欧文で記入したものを提出する。

14

印刷校正は、筆者自身が 3 校まで行うが、校正原稿の返却の日時を厳守する。

15

抜き刷りは 30 部作成し、筆者に進呈する。

たろう

西洋史

（著作権）
第8条
付

掲載論文の電子化及び web 上での公開に関する著作権は、編集委員会に委譲する。

則

この規程は、平成 10 年 4 月 30 日から施行する。
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付

則

この規程は、平成 17 年 5 月 19 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

― １５５ ―
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