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「家族外コミュニティ」の教育効果

一高校寮生活経験者へのインタビュー調査をもとに－

１

Theeducationaleffectof“communityoutsidefamily（communitywhichhas
altemativefimctionoffamily)”

:Interviewwithpeoplewhohavespenｔａｔａｄｏｒｍｉｔｏｒｙｗｈｅｎｔｈｅｙｗｅｒｅｈｉｇｈ
ｓchoolstudents

Ｉ

綿引伴子

TｂｍｏｋｏＷＡＴＡＨＩＫＩ

家庭教育と子ども

１家庭教育をめぐる現状

現代の教育政策における家庭の教育力という

言葉の使用は，1984年から1987年の臨時教育審

議会の議論で「家庭の教育力の低下」が指摘さ

れたことに端を発する')。本田によれば，１９９０

年代以降，政策的・社会的に家庭教育に対する

関心が高まっている2)。

1990年代後半から家庭教育への政策的介入が

強力に推進されるようになった理由を，「家庭

は教育の原点であり，すべての教育の出発点で

ある｡」で始まる2003年３月の中央教育審議会

答申では，家庭教育の機能の低下によって，子

どもの生活習慣やマナー，思いやり，モラルな

どが低下しているので，家庭教育の担い手であ

る親のあり方をまず正し，家庭教育の機能を充

実させることが必要であると述べている。家庭

が，子どもの社会化の主体として政策的に重要

視されていると言える。

また，2000年代に入って『プレジデント

Family』や『Edu』など，ビジネス系雑誌が家

庭教育にターゲットを絞って新たな雑誌を創刊

し，売れ行きを伸ばしている。雑誌による方向

性の違いはあるものの，いずれも，主体には家

庭や親が想定されており，子どもの社会化も含

んだ広義の学力を子どもに身につけさせること

に関心をよせている3)。

平成22年３月30日受理

中田淳平

JｕｎｐｅｉＮＡＫＡＤＡ

２「教育家族」と問題行動を起こす子どもの

メンタリティ

近年の子どもの問題行動においては，親が教

育への関心が高く家庭の経済状態も普通以上，

両親に育てられており学力においても問題がな

く，親自身も非行の原因がよくわからないと

いったケースが増えている。その原因として，

家庭がよかれと思い子どもに教育指導を行い，

結果的に子どもに押し付けてしまうような「教

育家族注')」になっていることが挙げられる4)。

教育家族に関しては，「今ほど家族の結びつき

の強い時代はないし，親が子どもの教育に全面

的にかかわる時代はない｡」と，広田も指摘す

るところである5)。現代の家庭の教育力は低下

しているとの認識から，家庭の教育力の低下と

少年の犯罪の増加の関連とを関連付けるロジッ

クがある。しかしその関連』性は否定されている6)。

現在の家庭の教育力は低下しているどころ

か，昔の家庭での教育とくらべるとより細やか

な配慮をするようになってきており，新たな問

題はそこからが生じている。親と子の過度な癒

着や，親から子への過度な期待から，キレたり

バーンアウトしたりなどの問題が起きている。

1980年に起きた「金属バット殺人事件」では，

父親が教育熱心であったことが，子どもの両親

殺害という犯行の動機だったと言われている7)。

近年増加している子どもによる親や祖父母の
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殺害事件にも，同様の背景があると考えられ

る。2008年に埼玉県川口市で起きた中三女子に

よる父親刺殺事件は，端から見ると何の問題も

ない典型的な「いい子」が親を刺殺した事件で

あったと言える。犯行理由は期末試験の成績が

悪くなったことであり，親の期待を裏切らない

ように親を殺し，その後自分も自殺しようと

思った。この少女は「家には自分の居場所がな

い」と告白しており，親の目を盗んではシン

ナー吸引を繰り返していた。「いい子」の仮面

をかぶり緊張を強いられる日々の生活の中では

いつかは必ず限界がくるものであるが，この少

女に限らず，限界すれすれまで我慢をしている

子どもたちが案外多いという現実をもつと認識

する必要があると須永は指摘している8)。

ただし，資源のない家庭ではむしろネグレク

トや虐待が問題化しており，教育家族の問題点

は比較的経済的に安定している家族にいえるこ

とである。

Ⅱ家族外コミュニティ

「コミュニティ」とは，アメリカのマッキーバー

が提唱した概念で，日本では「共同体」と訳さ

れ，今日では「地域社会」と訳されることもあ

るが，地域仙性を必ずしも伴うわけではない，)。

地域性を伴わないコミュニティとして，目的型

コミュニティやバーチャル・コミュニティなど

の例がある。本論文でコミュニティという際に

は，必ずしも地域性を伴うわけではない「共同

体」としての意味で用いる。家族も１つのコ

ミュニティとしてとらえる。

今日の日本では家庭が子どもに責任を持つべ

きだという規範が強いが，責任の全てを引き受

けることが困難な家庭は少なくない。仮に責任

を全て引き受けることができたとしても，それ

で問題が生じないということではない。今日の

社会で家庭の機能や責任とされていることを代

替しうるコミュニティを，本研究では「家族外

コミュニティ」と言う。例えば石川県七尾市の

カンガルーハウス注2)や，加賀市のはづちを楽

堂注3)，三重県鳥羽市の寝宿法4)，千葉県秋津市

立習志野小学校の秋津コミュニティ注5)を挙げ

ることができる。家族外コミュニティは，家庭

では担いきれない機能を家庭の外部に求めるこ

とによって，閉塞した家族から開かれた家族を

創造する可能性をもっている。

Ⅲ研 究の 目的 と方 法

１研究の目的

以上述べたように，子どもに対する家庭教育

が重要視されている現状であるが，むしろ教育

やしつけを家庭に一身にゆだねることで問題が

生じている。家族外コミュニティへと家庭教育

や家庭の機能を開いていくことが，親子関係や

子どもの現状改善にとって重要であると考えら

れる。子どもは，家族外コミュニティをもつこ

とによって社会性を身につける機会が増えた

り，時間的・空間的に親との過度な癒着から離

れたりすることができるのではないかと考えら

れる。

本研究では石川県七尾市の清栄寮を一つの家

族外コミュニティとして注目する。清栄寮とい

う家族外コミュニティが当事者である子どもに

どのような影響を与え，教育効果をもたらした

かを明らかにし，家族外コミュニティの可能性

について検討することを目的とする。親にとっ

ての家族外コミュニティの有効性は別稿で論じ

る'0)。

２仮説

１の目的に対して，清栄寮での寮生活が子ど

もに与える影響として５つの仮説を立てた

（図)。

清栄寮は子ども14人と寮を運営する上野さん

夫婦が生活しているため，多くの人間と触れ合

う機会がある。一つ目は，多様な人間とのかか

わりは子どもの社会性を育むのではないかと考

えた。答志の寝屋子では宿子同士が親密な人間

関係を作り上げていたように，清栄寮でも友達

同士が親密な人間関係を形成している可能性が
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受験する。寮では大学進学という同じ目標を志

す子どもたちが集まっていることで，学び合う

姿勢が育まれるのではないかと考えた。先輩が

勉強する姿を見ることや，後輩に勉強を教える

ことで，勉強や受験に対しての意欲が高まると

考えられる。

四つ目は，親から離れて生活することで家族

観が変化するのではないかと考えられる。

五つ目は，家族観の変化と自分の居場所だと

感じられるコミュニティが広がることによっ

て，家庭という狭いコミュニティからの解放感

を得ることができるのではないかと考えられる。

３調査方法

(1)調査対象者

2003年～2008年，石川県立七尾高等学校在学

中に清栄寮で下宿生活を行い，現在四年制大学

在学中の以下の５名を調査対象者とした。

『
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ミ
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プレッシャー

閉塞感
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ば，結果的に自分の居場所を感じることもでき

るのではないかと考える。

二つ目は，掃除や洗濯といった生活的な自立

や，親から離れて生活するという精神的な自立

を促すのではないかと考えられる。

三つ目は学習意欲の向上である。七尾高校は

進学校であり，ほとんどの生徒が四年生大学を

Ｄは朝６時に起床して部活の朝練習に出かける

など生活の自己管理がよりできていた。５人と

も国立大学への進学を目指していた。

(2)調査時期と調査方法

2009年９月～2010年１月。

上記５名の対象者に対し，面接による聞き取

り調査を行った（１人につき30分～１時間３０

分)。テープに録音し，それを活字に起こした

ものを基礎データとする。

(3)調査内容

・帰ってから寝るまでの過ごし方

・友だちとの会話の内容

・先輩や後輩の存在

・寮はどのような場所か

・家族のとらえ方（Familyldentity，家族と

認識する範囲）の変化

・家族に抱く感情の変化

・親元を離れてよかったこと。悪かったこと

栄

Ａはソフトテニス部、ＢとＣは空手部、Ｄは

バスケット部に所属しており土日も含めて毎日

部活があった。Ｅは１年の途中まで空手部に所

属していたが、その後部活動は行わなかった。

Ａは実家には１月に１回程度帰り、親は週１回

程度寮に来た。Ｂは実家には２～３ケ月に１回

程度帰り、親はほとんど寮に来なかった。ｃは

実家には１ヶ月に１～２回程度帰り、親は１ヶ

月１回程度寮に来た。Ｄは実家には半年に１～

２回程度帰り、親は２～３ケ月に１回程度寮に

来た。Ｅは毎週実家に帰っており、毎週洗濯物

を持ち帰っていたが、Ｅ以外は自分で洗濯して

いた。ｃは親が来たときに、親が部屋の掃除を

していたが、ｃ以外は自分で掃除をしていた。

る。ただし，寮には七尾高校生が多いことか

，共有できるのは同質な文化に限られる。清

寮というコミュニティで社会性を獲得できれ

，結果的に自分の居場所を感じることもでき

あ

ら

対象者

Ａ

Ｂ

Ｃ

，

Ｅ

年齢

2０

2２

2１

2０

2２

学年(大学）

2年生

４年生

3年生

2年生

４年生
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･寮の地区への所属意識

･勉強・受験に関して寮生活をしていてよ

かったこと

･自立できたと感じること

･３年間寮で過ごした経験の意味

４清栄寮の概要

現在七尾市には，七尾高校，七尾東雲高校

（旧七尾工業高校，七尾農業高校，七尾商業高

校)，中島高校（旧中島町)，田鶴浜高校（旧田

鶴浜町）の公立高校４校と鵬高校という私立高

校１校がある。高校生が七尾市内で寮生活を行

うとき，ほとんどはこれらの高校のどこかに通

学している。七尾高校周辺にはおよそ５寮あ

り，それぞれの寮が男女別に生徒を募集してい

る。学校が寮を斡旋するのではなく，親がそれ

ぞれ知人などを通じて紹介してもらう。所属高

校別では七尾高校の生徒が多いが，田鶴浜高校

での看護・介護や，七尾東雲高校でのスポーツ

の勉強をする生徒などもいる。寮生の出身地は

輪島市（旧輪島市，門前町）や能登町（旧能都

町，内浦町，柳田村）など奥能登がほとんどで

あり，まれに加賀地区からの生徒もいる。

清栄寮は七尾市内の寮の１つであり，上野さ

ん夫婦が1977年から経営している男子寮であ

る。１人につき部屋が１室与えられ，１棟で最

大14人が寮生活を送ることができる。他の寮に

比べると規模が大きい。寮費は食事代を含めて

55,000円／月で，それに加えて電気代のみ各部

屋で使った分を別料金で支払う。寮生たちは，

上野さん夫婦のことを「おじちゃん」「おば

ちやん」と呼ぶ。

部屋は一室四畳半で，玄関の上に位置する二

部屋だけは，四畳半より少し広い長方形となっ

ている。全て和室で畳が敷かれ，１間の押入れ

がついている。部屋には最初から置かれている

物は何もなく，入居時に必要なものを購入して

持ち込む。冷暖房器具は備え付けられておら

ず，夏は扇風機，冬は電気カーペットや電気ス

トーブなどを持参して，各自部屋の温度を調節

する。自分の部屋に友達を呼ぶことはできる

が，その際は必ず上野さんに挨拶してから上げ

ることが規則となっている。

食事は，平日や補習のある土曜日には上野さ

んが用意するが，休日に食事は出ない。朝食は

バイキング形式で６時頃から用意され，昼は弁

当が作られ渡される。夕食は18時30分頃に用意

され，学校から帰ってきた者から順番に食べ

る。朝食や夕食を食べる場所は１階にある食堂

である。休日には実家へ帰省する者もいるが，

部活動をしている者などは休日でも寮で過ごす

ことになる。休日は食事が出ないために，イン

スタント食品などを食べたり，近くのスーパー

で惣菜を購入したり，ときには外食をしたりす

る。

テレビは，共同のテレビが食堂に１台置かれ

ている。テレビを個人的に部屋に持ち込むこと

はできるが，持ち込む者はほとんどいない。本

調査の対象者では，自室にテレビを持ち込んだ

者はいなかった。

トイレや風呂は共同である。風呂は，平日は

17時頃から準備され，帰ってきた者から順番に

入る。一度に２人一緒に入れるようになってい

るが，仲がよい者同士なら３，４人一緒に入る

場合もある。２２時までには全員が風呂に入らな

ければいけないことになっているので，風呂の

前で順番に列を作って待つこともある。休日に

は風呂は沸かされないので，風呂に入りたい者

は寮から自転車で７～８分の銭湯に行く。

洗濯は各自でやることになっている。１回

200円のコイン式洗濯機が１つあり，それを

使って洗濯する。洗濯物は，玄関か２階の１

室，または自分の部屋に干す。洗濯竿は用意さ

れているが，ハンガーなどは各自で用意する。

消灯時刻や起床時刻は特に決まっておらず，

自己責任で寝たり起きたりする。体の調子が悪

いときなどは自分で病院に行くか，それができ

ないときには上野さんが病院へ連れて行く。

親は週末などに子どもの様子を見に来たり，

実家への送り迎えをしたりする際に寮に来る。
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きるだけ聞こえるように。聞こえなかったら

意味ないんで。先輩には自分から言うように

しました｡」「上下関係はやっぱり教えても

らったりっていうか｡」「言葉づかいもやっぱ

り。高校の下宿来て｡」

Ｂ「お風呂とかの順番は気を遣った。でもあん

まり厳しくなかった｡」「自分が後輩のときは

自分からしてたね。先輩になってからは後輩

が言うのを待っていたかも。でも挨拶しろ

よっていうふうに言ったことはないかも｡」

Ｃ「どちらかというと僕たちの寮は厳しい寮で

はなかったですよね｡」「あいさつは，でもど

うでしたかね。おはよう，おやすみなさいく

らいはしてた気がしますね。特に朝は，おは

ようございますって言ってたと思うんですけ

どね，確か｡」

Ｅ「あんまり意識しなかったけど，風呂入る順

番とかIま先輩優先って感じで，自分で考えて

た｡」

風呂は２人ずつしか入れないため，ＢやＥは

５

先輩を優先するように心がけている。挨拶で

は，ＡやＢのように先輩に対しては自分から挨

拶をしており，Ｂは自分が先輩になったときに

頻度は家庭によって異なり度は家庭によって異なり，ほぼ毎週来る親も

れば，月に１回や数ヶ月に１回程度の親もい

◎

調査対象者が寮にし､た５年間では，田鶴浜高

の生徒１人が，看護実習とともに病院近くの

パートに引っ越し，それを除けば退寮者は１

である。

Iま，後輩から挨拶するのを待っている。Ｃはど

ちらから挨拶をするかということに関しては特

に意識していなかったが，挨拶自体をしないと

いうことはなかった。言葉づかいについては，

Ａは寮に来てから学んだと述べている。

以上から，清栄寮での寮生活では，先輩や上

野さんから厳しい指導を受けることはなかった

が，各自先輩に気を遣いながら生活し上下関係

を学ぶことができたといえる。調査の結果と考察

き取り結果から，以下に示す１～１０に関連

記述を抜き出し考察する。「」内はイン

ュイー，「（）」内はインタビュアーの話

内容を活字に起したものである。内容理解

め著者が補った部分を（）で加筆した。

し、

る

Ａ「

上下関係（礼儀，挨拶，言葉づかい）

(挨拶で気をつけたことはありますか｡）で

るだけ聞こえるように。聞こえなかったら

１

Ⅳ

間

する ２コミュニケーション能力

Ａ「たぶん中学校から礼儀とかも変わらずに適

当な感じで，人ともそんなに腹割って話し合

うっていうのが…人に溶け込みづらくなるっ

ていうか…。なかなか心を開かないみたいに

なって，人との交流ができなかったかなって

思います。（じやあコミュニケーションは上

がったということですか？）ああそれです

ね。かなり上がったと思います｡」

Ｂ「コミュニケーション能力も多少はついたか

な。親だったらあっちが気を遣ってくれるけ

ど，友達どうしだったらいかに自分をわかっ

てもらえるかっていうことが大切だし。親な

ら話ふってくれるし楽だった｡」

Ｃ「多少なりコミュニケーション能力ですか。

その－，常に家にいて，寮に戻ってもやっぱ

り数人の普通に血のつながってない人間がい

る中で生活するわけなんで，必然的にコミュ

ニケーションはもちろんとるわけですし，そ

ういう力が，多少なりは養えたんですか

ね－｡」

Ｄ「テレビを見る時間は確かに面白いですけ

ど，そこまで有意義な時間だとは…。それよ

りは友達としやくってたりするほうが有意義

だっていうか…｡」

ＡＢＣは，コミュニケーション能力がついた

のではないかと振り返っている。Ａは腹をわっ

ては話すことができ，人との交流を持てたとい

うことからコミュニケーション能力がかなりあ

がったのではないかと考えている。ＢとＣは，

タビ

した

のた
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家族のなかでは家族が気を遣ってくれるが，寮

では他人と会話をしなくてはならないので，友

達と理解しあうために考えたり自分からかか

わったりしたことから，コミュニケーション能

力が養えたのではないかと考えている。

Ｄは，直接コミュニケーション能力が向上し

たとは述べていないが，テレビを見るよりは

「友達としやくってたりするほうが有意義」だ

と振り返っており，友達との会話を重要視して

いた。

以上から，清栄寮での寮生活はコミュニケー

ション能力を向上させることことにプラスに作

用したと考えられる。

３地域とのかかわり

Ａ「(寮に入って，寮の地区の人たちとの関わ

りっていうのはありましたか｡）ないです

ね。たまにうるさいって怒られたくらいで。

ほかには全くないですね｡」「話せたほうが，

下宿から帰ってきたときに「おかえり」「あ

～こんにちは」みたいなやりとりがあったほ

うが，あたたかさがあって…。そういうのが

地元にはあるので，あったほうがいいと思い

ます｡」

Ｂ「(寮に入ったことで地域とのつながりはあ

りましたか｡）近くの家の人とは挨拶くらい

はしてた。それくらいかな。（もっと地域に

入りたかったですか｡）そんなことはないか

な。あんまりべったりはしたくなかった

し｡」

ｃ「(地区の人とのかかわりってありました

か｡）僕らはなかったですね。全くなかった

ですね｡」「当時の高校生の自分を考えると，

かかわれるのならかかわりたいと思います

ね。まあ今だから思えることかもしれないで

すけど，一期一会じゃないですけど，いろん

な出会いがあって，それが自分の身になると

思うんで大切にしていきたいなという思いは

あるので，当時を振り返ってみても，かかわ

れたら今の自分とはちょっと違ったあれに

なってたのかなって｡」

Ｄ「(寮に入って寮の地域の人たちとのかかわ

りはありましたか｡）ないです｡」「(もし地域

の人たちとかかわれたらかかわりをもとうと

しましたか｡）その当時だったらしないです

ね。その現状で十分精神的に満たされたとい

うかなんというか。新しいものを求める必要

性はなかったっていうか｡」

Ｅ「(地域の人とのかかわりってありました

か｡）ない。（もしそういう地域の人たちとか

かわりをもてるとしたらもちたいなって思い

ますかね｡）全然思いません。（それはどうし

てですか｡）もったことで何が起こるってい

うわけでもなさそうだし｡」

地域とのかかわりをもっていたのは「挨拶く

らいはしていた」と述べるＢのみで，他の４人

はかかわりを全くもっていない。

もし地域の人たちとかかわりをもてるものな

らもちたかったかという質問に対しては，Ａと

Ｃはせっかくならかかわりをもちたかったと述

べており，Ａは実家の地元では地域とのかかわ

りがあったから地域とのかかわりをもちたかっ

た，ｃは一期一会を大切にしたいという理由で

あった。他の３人は特に地域とのかかわりをも

ちたいとは思っていなかった。Ｂはべったりし

たくなかったから，Ｄは十分に精神的に満たさ

れていたから，Ｅはかかわりをもったところで

特に何かが起こるというわけではなさそうだか

らという理由であった。

以上から，清栄寮での寮生活は，寮生が地域

との結びつきをもつことには影響を与えておら

ず，地域との結びつきをもちたいという意識に

対しても特に影響を与えていないと考えられる。

４友達関係

Ａ「学校にいるときは，授業のことについて，

たまにはわからんこととかやったら聞いた

り，そうじやなかったら授業で先生が言った

おもしろいことを掘り起こして笑うみたいな

…。そういう集団って寮では４人とか５人で



Ｂ

Ｃ

，

すけど，学校では１０人くらいで，わ－って規

模が大きい感じでしたね。（反対に寮では日

常生活の会話であったり，他にあったりしま

すか？具体的な会話の内容で｡）会話は，下

ネタであったり…（恋の話とかIま？）恋の話

…。あっ恋の話ありましたね－１１てかむし

ろそれが多かったですね。恋の話ありました

ね－。そういう相談もありました。あとは…

学校で腹たったしとか愚痴を聞いてもらう感

じで。学校ではさすがにできなかったけど，

下宿ならできましたね｡」

「いつも一緒にいるやつとなら，帰ってきて

20時にご飯を食べ終えて，そのあとずっと一

緒にいて寝るまでずっとだから，３．４時間

は一緒にいたね｡」「(友達との距離感にちが

いはありましたか｡）寮のほうは家族みたい

な感じだね｡」「(寮で暮らしたことはどのよ

うな意味がありましたか｡）一生の友達がで

きた。いつも一緒にいた友達は中学までは嫌

いだったけど，寮にきたら仲良くなれた。夜

語りあったりしていろんな価値観に会えた。

めったにできない経験が毎日できた｡」

「誰かの部屋に行って，集まって，話してい

ることが多かったですかね。そういう他愛も

ない，今考えると特別たいしたことじゃない

んですけど，そういうことが多かったかなぁ

と思いますね｡」「やっぱり寮の友達とかのほ

うが，その－，学校の友達はもちろん仲が悪

いというわけではないですけど。ある意味そ

の－，心の距離じやないですけど，ざっくば

らんに話せるところはありましたし。でも，

…，先輩後輩かかわらず寮生として一緒に住

んでいたので，一つ屋根の下に暮らしてい

るっていうのもあるんですけど，そういう意

味では，学校の人間たちに比べて，近い部

分っていうのもあったんですかね｡」

「(会話の内容は…｡）え－と学校生活，それ

から世の中に対する不満…，それから…会話

というよりは，冗談とか。趣味の話だった

り。そんな感じですね。（相談ごととかって

７

そういうのはあまりなかったですか｡）相談

事は，まあ不安をぶつける感じで。相談とい

うかたちではないと思うんですけど，不安を

言い合ったりするうちに解消されていったり

するつて感じ。（友達は寮にもいて，学校の

友達もいたと思うんですけど，そういうわけ

方をすると，会話の違いとか内容に違いと

かってありましたか｡）そうですね。寮のほ

うが，何でもざっくばらんに話したという

か。やっぱ深いっていうか，人間的な部分の

話は，寮のほうが多かったと思います｡」

「将来のことについて真剣に語り合える友達

も高校になってからできたというか。（将来

について語り合えるのは高校の友達？寮の友

達？）寮の友達｡」

Ｅ「(じやあ20時くらいには勉強始める感じで

すか｡）まあ宿題やね。最低限の。でそれ終

わったら，まぁとりあえず12時くらいまで起

きて遊ぶ。（何して遊びますかね｡）ゲームで

す。（ゲーム。１人でゲームですか｡）は

い｡」「(学校の友達と，寮の友達を比べて，

自分の中で違いってありましたか｡）違い

…。あんまりないかな｡」

Ａは「学校で腹たったしとか愚痴を聞いても

らう感じで。学校ではさすがにできなかったけ

ど，下宿ならできましたね｡」と，学校の友達

とはできない内容の会話を寮の友達としてい

る。Ｂは「夜語り合ったりしていろんな価値観

にあえた」「家族みたい」「一生の友達ができ

た」と述べている。ｃは「心の距離」では「学

校の友達に比べて，近い部分」があったと述べ

ており，Ｄは「相談事は，まあ不安をぶつけ」

て「不安を言い合っているうちに解消されて

いったりする｡」「寮のほうが，何でもざっくば

らんに話した」「深いっていうか，人間的な部

分の話は，寮のほうが多かった｣。「将来のこと

について真剣に語り合える友達も」できたと述

べている。

ＡＢＣＤは帰ってきてからのほとんどの時間

を友達と過ごし，冗談や他愛ない話，下ネタ，
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学校での出来事，趣味，恋愛，将来のこと，不

満相談など，気軽なものから深刻なものまで多

岐にわたる。ＡやＤの，不満や不安をぶつけ合

うことができる相手は学校の友達ではなく寮の

友達であった。ＡＢＣＤの発言から，学校の友

達よりも寮の友達のほうがより親密であると言

える。Ｅは友達と遊ぶよりは１人でゲームをす

る時間が多かった。Ｅは週末帰省することが多

かったために，寮の友達と会話をしたり遊んだ

りする機会が少なかったことが影響していると

考えられる。

以上から，Ｅ以外は，清栄寮での寮生活を通

して，さまざまな話をし自分の内面を表出でき

る親密な友達をつくることができたと考えられ

る。

５精神的，生活的な自立

Ａ「(ありがたみを感じるようになったってい

うのもあったんですけど，それまではありが

たみを感じることもあまりなかったのです

か？）そうですね。ぶつちやけって言うとそ

こまで…。おって当たり前で，風呂とか洗濯

もしてもらって当たり前で。してもらってし

てもらってっていうので，そういうのが当た

り前で，で下宿して，洗濯とかIま１人でせん

だめやし｡」「掃除・洗濯を中学生のときは親

に任せきりにしてたので，高校来て早いうち

に下宿して，掃除・洗濯を自分でやらなくて

はいけないていう。でやってるうちに慣れて

きて，大学生活もスムーズに。アパートに

行ったら人がおらんくってさみしいなあくら

いで。洗濯したり掃除したり，生活するうえ

で必要なことは高校のときからやつとったか

らスムーズに入れたし｡」

Ｂ「自立したかった。精神的な自立。久しぶり

に親に会うと，親がおじさん・おばさんみた

いに思えて，その人たちにいいところみせた

いし，心配されると大丈夫だよって虚勢を

はっていた。とにかく依存したくなかった。

家から離れていても上手くやっているという

ことをアピールしたかった。まあそこそこう

まくいっていたから，根拠のない虚勢ではな

かったかな。楽しかったし｡」

ｃ「悪影響かどうかはちょっとわかんないんで

すけれども，ただいろんな意味で時間はとら

れたかもしれないですね。親元を離れると，

例えば日常雑貨，生活雑貨を買いに行くにし

ても，僕らだとどっかに自転車で行くわけな

んですけど，実家だと（親に）『あれ買って

きて，これ買ってきて』ってそんな部分があ

ると思うんですけど，自分でやることが増え

た分，その分時間が制約されていたかなと，

思います｡」

Ｄ「生活面，精神面，なんか何もかんも家族に

やっぱ，まわりとのコミュニティが，過疎地

域だったぶん，それで他の共同体っていうか

団体との接し方，他の存在との接し方，ある

程度自立していくことを学べたり｡」「(自立

の部分で自分でこういうことができるように

なったっていうのは…｡）ああそうですね。

まず起床。基本的な，何て言うんですかね，

１人で生活していくための，例えば起床で

あったり，あと洗濯，生活必需に関すること

は大学でも学べたと思うんですけど，高校の

時点で学べたのかなあと思いますし。やっぱ

支えがなくなったり，叱責してくれる人間が

いなくなった分，自分でブレーキを…，善悪

を判断するというか，そういう部分が強く必

要なんだと認識させられた｡」

Ｅ「生活習慣は身についたかな。夜遅くまで起

きててって感じ。（夜遅い生活に慣れた？）

で朝は自分で起きれるって感じ｡」

５人中５人が生活面での自立，ＢとＤは精神

的自立ができたと振り返っている。生活面での

自立では，掃除や洗濯，日常雑貨や生活雑貨の

購入，起床，時間管理などを５人がそれぞれに

挙げている。対象者たちは，それまで“その程

度”の家事もせずに家族と暮らしてきたし，寮

生活をしなければ高校生になっても，“その程

度'，の家事をせずに生活していたと推察でき



し

れる。

９

６
Ａ

る。この状況は，対象者のみならず日本の多く

の中高生にもあてはまることだろう。平日は食

事をつくってもらう環境ではあるが，今日の男

子高校生の家事参加状況を考慮すると，休日の

食事を選択・購入することや洗濯・掃除をする

こと，日常生活に必要な物の管理，時間管理は，

自立につながるステップであると考えられる。

以上から，清栄寮での寮生活は自立，特に生

みっていうか。大変そうやなあって…。自己

採点とかするじゃないですか。それ見とっ

て，うわ－って。来年大丈夫かなあって。で

もそこで，俺２年の後期の成績良かつたんで

すよ。それ（先輩の様子を）見とって。や

く－って言って(笑)。センターとかあった

じやないですか。あれ見てやく－って思っ

て，部活17時半くらいに終わって，本当に来

活面での自立を促したと考えられる。

ＤやＥが大学の１人暮らしでも学ぶことはで

きたと言うように，今挙げた自立に関すること

年これやって思って，２年後期，冬くらいは

めつちや成績よかったんですよ。そしてそこ

から急降下です(笑)｡」

Ｂ「先輩後輩では相談はなかった。後輩の部屋

に行って勉強のアドバイスはしていたかも。

模試の結果とか進路とかいろいろ｡」「(先輩

の受験の様子とか見てて，自分の受験でため

になったこととかつてありますかね｡）少し

気が楽になったんじやないかな。（自分が気

が楽になったの？どうしてですか｡）なんで

やろうね。まわりの人がそういうのを経験し

とるのを見とると気が楽にならん？プレッ

シャーになる人もおるかもしらんけど。」

「そうそう。でも△△（友達の名前）としや

くりながら勉強できたのはよかったと思う

よ。斉藤孝とかも言っとったでしよ。勉強は

１人でするもんじやないって。（へえ－。そ

れで頭に入るの？）うん入った入った｡」

Ｃ「寮に来る人たちは勉強しようと思ってると

思うんですけど，自分がそういう環境にいれ

たということは，どちらかというと１人では

勉強できるようなタイプではないので，刺激

にはなったのかなあとは思うんですけど｡」

「(先輩の姿とか見てて，影響したことはな

いですかね｡）やっぱりすごい影響しました

ね。すごい勉強しているなあって。それで自

分がいざ３年生になったときに，そういう先

輩を見ていたので，これじやダメだって思っ

て。そういう先輩たちの姿が少なからず影響

しているのかなと思いますし｡」「(今情報シ

ステムという進路選択をしたわけですけど，

そういう進路選択が寮生活と関わったりはし

高校の寮生活でしか学べないことではない。

かし大学での１人暮らしは，アパートでは食

や風呂も自分で用意する必要があり，寮生活

比べてより多くの自立すべきことが求められ

・５人中３人が，高校で寮生活を経験したこ

により大学での１人暮らしにはスムーズIこ

っていけたと述べている。寮生活は大学での

人暮らしへのステップになっていると考えら１

Iま

学習に対する意欲

「夜に，ミスドとか行って，いつも１人とか

やったら寝てしまうんですけど，ミスド行こ

うぜ－11とか言って勉強しに行ったり，勉強

わからんかつたら，もう即効分からんって

言って勉強教えてもらったりできたんでよ

かったですね｡」「(後輩にアドバイスしたり

とかつてありましたか｡）勉強は，がんばっ

て予習をしたらいい感じになれると思うって

(笑)。だけど俺は続かんかつた。お前はがん

ばれって感じ(笑)。って確か入ってきたテニ

ス部の後輩に…｡」「(先輩の姿を見ていてよ

かったことってありましたか｡）ひたすら大

変そうやなって。あっでも下宿の先輩はそこ

まで大変じやなかったかもしれないんですけ

ど。でもセンター前とか，大きいテストの前

はやっぱりめつちや早起きしたりとかで，

ちょっとは気遣うところもみんなあったと思

うし，来年はおれらか－っていうこの気の沈

事

に

る

と

入
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てますか｡）．あ－進路選択に関してはそんな

に関わってないですね。ただ，いろいろ先輩

に相談させてもらったっていうのは助かった

なと思うんですけど｡」

Ｄ「俺は○○さん（先輩の名前）の影響はすご

い強く受けているんですけど，勉強方法にし

ろ，…。そうですね，勉強法なり高校での生

活の過ごし方なり，やっぱり生きてるのが長

い分，いろんな視点が与えられたかなっ

て｡」「(ちなみになぜ法学部に？どんな話し

合いをして…｡）とりあえず，もともとは先

生になろうとしていて，教師志望だったんで

すけど。なんていうか学校に対する不信とい

うか。（どんな不信？）教師の…。やっぱり

生徒のためを思っとるような振りをして，実

は…，結構自分のためにいってしまうってい

うか…。そういう部分が見え隠れしたという

か。そういう部分で，自分はそうならない自

信がなかったんで。まあこういうこと教師に

対する不満とかを一緒に話していて，そこで

教師という選択肢がなくなったりとか・まあ

法学部を選んだのは，寮とはあまり関係ない

話で｡」「□□さん（先輩の名前）を見て，も

う少し勉強しなきやいけなかったんじやない

かなって｡」

Ｅ「先輩を見てて。そのとき受験なんて意識し

てないからね。（１年のときでも２年のとき

でも…｡）２年のときは全然見てなかった｡」

ＡＣＤは先輩の勉強する姿を見て影響を受け

ている様子がわかる。Ａ「来年大丈夫かなあっ

て｡」Ｃ「それで自分がいざ３年生になったと

きに，そういう先輩を見ていたので，これじゃ

ダメだって思って｡」というように，ＡとＣは

先輩の勉強をがんばって大変そうな姿から受験

に対する意欲が高まり，反対にＤは，先輩があ

まり勉強していなかった姿を見て，先輩を反面

教師として自分はもう少し勉強しようと思い，

受験に対する意識を高めている。Ｄは，「俺は

○○さん（先輩の名前）の影響はすごい強く受

けているんですけど，勉強方法にしろ，…｡」

というように，先輩から勉強方法でも影響を受

けている。Ｂは，先輩の受験勉強する姿を見て

「少し気が楽になったんじやないかな｡」と述

べており，受験勉強のプレッシャーが軽減され

ている。

ＡＢＣＤの４人は，自分がわからないことを

寮の友達に教えてもらったり，後輩にアドバイ

スをしたり，一緒に勉強をしたりと，お互いに

学び合う姿勢をもっていたこと。ｃは進路選択

の際に先輩に相談をし，Ｄは寮の友達と「教師

に対する不満とかを一緒に話していて，そこで

教師という選択肢がなくなった」と振り返って

おり，寮生活が進路選択に影響を与えている。

Ｅは先輩が受験勉強をしている姿を意識して見

ておらず，寮生活はＥの受験に対する意欲に対

して影響を与えていなかった。インタビュー対

象者の５人は，全員が現役で志望大学に合格し

ている。

以上から，Ｅ以外は，寮生活によって学習や

受験に対する意欲が高まったと考えられる。

７家族との関係

Ａ「(ありがたみを感じるようになったってい

うのもあったんですけど，それまではありが

たみを感じることもあまりなかったのです

か？）そうですね。ぶつちやけって言うとそ

こまで…。おって当たり前で，風呂とか洗濯

もしてもらって当たり前で。してもらってし

てもらってっていうので，そういうのが当た

り前で，で下宿して，洗濯とかIま１人でせん

だめやし。しかも仕送りとか大変なのも分

かってたんですけど，下宿のお金も払っても

らって恵まれてるなあっていうのは感じまし

たね｡」「(実親と離れて，七尾から能登町ま

でだいたい５．６０キロ，物理的にはすごい離

れたわけなんですけど，心の距離感みたいな

ものは変化がありましたか？）たまに電話と

かもらうと，楽しいかなって。親とも楽しく

話せる。普段離れてるから，たまに話すと楽

しい。けんかは少なくなった｡」「(お母さん



とけんかが少なくなったって。あっお父さん

もかな？）あっお父さんとはしたことないで

す(笑)。（そのけんかが少なくなったってい

うのは，会う回数が少なくなったから必然的

に少なくなったのか，それとも割合で考えた

ら少なくなったのか，どっちなのかを教えて

ください｡）あったぶん，会わなくなったか

らなのかなあ…。（会う回数が少なくなって

…｡）会う回数が少なくなって，会わないか

らけんかすることもないし，まあたまに何か

あっても，そこは大変やってんなあと思って

親がおれに優しく…，みたいな(笑)。あぁた

まに会ったし別に怒らんとくしって。たまに

けんかしても，逆にそれが新鮮って(笑)。会

わなくなったのもあるんですけど，親のほう

がよく帰ってきたなって感じで，やさしく接

してくれたみたいな感じですね｡」「たまに

会ったときに怒られるのはだらしなさすぎる

ときに，何か言われて，いやいやいやいや

ちょっと待って，今休んどるだけねんからっ

て。親が何か言って，それを聞き流すってい

うのは高校行ってから覚えました(笑)。なん

かこう堪えて…，堪える力っていうのは高校

行ってつきましたね。（そこで堪えなかった

らまたけんかになってたつてこと？）もうも

うもう会うたびに(笑)｡」

Ｂ「(家族と物理的な距離が開いて，心の距離

の変化とかIま？）親のことを心配するように

なった。病気とか怪我とか。（気を遣えるよ

うになった？）うん。」

Ｃ「やっぱり親元離れてわかることってあると

思うんですけど，月並みですけど，僕ら例え

ば土日だとご飯が出なかったり，でそんなと

き自分で料理するわけですけど，まあ初め

て，母親だったりが料理してくれること，普

段やってることってこんなに大切なんだって

いうことがやっぱりわかりましたね。身にし

みてわかったんじやないですか。離れてみて

やっぱり気づくこと，両親だったり祖父母が

してくれたことを自分ですることになって，

1１

初めてこんなにやってもらってたんだってい

う感謝の気持ちはやっぱりでてきましたか

ね。洗濯とかもそうですけど｡」「どうしても

学生のうちは大したことしてあげれてないか

なっていうのが今の感想ですし，社会人に

なった時に恩返しできるかなっていうのが一

つなんですけど，ただありがとうって言う回

数は増えたと思います。今でもそうなんです

けど，少し何かしてもらったときに，まあ電

話かかってきたときに，いろんな場面がある

と思うんですけど，感謝の言葉を…。ああ僕

成長したのかなって，まあわかんないですけ

ど，ってまぁ思ったりするんですけど。まあ

照れくさいっていうのもあるんですけど，素

直に言えるようになったかなって｡」「今もむ

しろそうなんですけど，気にかけてくれてる

なっていうのはすごい感じているので，まあ

例えば電話がかかってきたりなんですけど，

気にかけてくれてるなっていうのは僕の中で

すごい感じているので，物理的には離れてま

すけど心の距離が離れたとは思ってはないで

すね｡」

Ｄ「親に対する…。ん－．まあなんていうか，

小中とあまり人がいないような過疎地域で

育ってきて，で七尾へ出て，いろんな人の家

庭の事情とか聞き，やっぱりうちの親は，

ん－，俺に尽くしてくれたなあとは思いまし

た。（尽くしてくれたなぁというのがあっ

て，行動に変化とかありましたか｡）ん－，

そうですね，やっぱ帰ってもあまり迷惑をか

けないようにしたり，それくらいですか

ね｡」「(物理的な距離感はできたんですけ

ど，心の距離感って変化はありましたか｡）

ないですね。全く。（会えなくて寂しいとか

はなかつたんですか｡）ないですね(笑)｡」

Ｅ「(親元を離れて生活してみて，家族のとら

え方って自分の中で変化はありましたか｡）

家族…。大学来てからならあるけどね，飯と

かにしても家と同じように出てきてたし。あ

んまり意識の変化はなかったかな。（大学来



1２金沢大学人間社会学域学校教育学類教育実践研究 第36号平成22年

てからはあったの？）飯自分で作ったりせん

といかんからさ。特に作ってくれるありがた

みとか…。そんな感じ。（では，家族と物理

的な距離はひらいて，心理的な，気持ち的な

距離の変化って自分の中でどんな変化があり

ましたかね｡）そのときのこと思い出せって

ことだよね，つまり。（中学校のときまでの

ことと…｡）そんなに仲悪いわけじゃない

し，意識の変化ってそんなになかったと思う

けど｡」

寮生活を始めて親との物理的な距離が大きく

なったことから，心の距離感に変化があったか

という質問に対しては，心の距離が広がった，

寂しかったと述べた者は誰もいなかった。ＡＢ

ＣＤの４人は，家族と離れたことによりそれま

で以上に家族のことを気にかけたり心配するよ

うになったと述べている。

ＡとＣは食事が出なかったり洗濯を自分でや

らなくてはいけなくなったことから，Ｄは他人

の家庭と自分の家庭を比べることができたこと

から，家族を再認識し感謝の気持ちをもつよう

になっている。ＡやＣの食事が出ないというの

は，土日など食事が出ないときも部活で寮に

残っていたときのことである。Ｅは，高校生の

ときは食事が毎日出たが，大学生になって自分

で作るようになり家族のありがたみがわかった

と述べている。土日に実家へ帰ることが多かっ

たため，ＡやＣの振り返りとは異なったと考え

られる。

Ａは母親とのけんかが減ったと述べており，

その理由としては，「親が堪えて，たまに帰っ

て来たんやからゆっくりさせてあげよう」とし

たり，Ａ自身がけんかにならないように「堪え

る」ことを学んだからだと振り返っている。

物理的な距離が広がっても心の距離が広がら

なかった理由として，家族のことを気遣ったり

家族のありがたみを感じられる場面が，寮生活

の中で多々あったことが考えられる。それに

よって家族に対してよい感情をもてるように

なったのではないだろうか。また実家で過度に

親子の距離が近かった場合には，寮生活をきっ

かけに親子双方とも適度な距離感を持つことが

できるようになり，Ａのように良い関係をもつ

ことができるようになったとも考えられる。連

絡を取ろうと思えばいつでも携帯電話を使って

連絡をとることができたということも安心感に

つながったのではないだろうか。

以上から，清栄寮での寮生活によって親との

物理的な距離はできても，寮生は家族の存在を

再認識することができ，家族に対してよい感情

をもったり，家族との関係をよくすることがで

きたりしたと考えられる。

８家族のとらえ方

Ａ「兄弟みたいな感じですかね。やっぱり。

（同じ下宿で暮らしている人たちが？）は

い。やっぱり長く集団生活してればしてるほ

ど，寮のおばさんとかも第二の親みたいな感

じですかね。大きく広がったって感じで

す｡」「(寮には14人いて，特に先輩とかにま

で範囲を広げればあんまりしゃべらない人と

かもいたと思うんですけど，そういう人たち

のことも兄弟だと思っていましたか｡）あ～

確かにちょっとしゃべらない人は，あんまり

かかわり合いのない人はやっぱり，家族とい

う感じはなかったかな。その人らは今のア

パートの隣の人とかみたいな感じかもしれな

いですね。（今のアパートの隣の人とはどん

なかかわりが？）全くしゃべらないですよ。

見ても挨拶はするけど心は許していないみた

いな｡」

Ｂ「(友達との距離感に違いはありましたか｡）

（寮のほうは）家族みたいな感じだね｡」

「(寮のおじちやん，おばちゃんから影響は

ありましたか｡）第二のお母さんみたいな感

じはあったね｡」「(寮は14人いて，先輩後輩

がいて，仲が良い悪いなどもありますが全員

家族だと思うことができますか｡）仲悪くて

も攻撃したりするわけじゃないし，家族とし

て見れる。みんなでご飯食べるから親近感が



わいてくる｡」

ｃ「家族…。難しいですね。ただ僕が思うの

は，よくわかんないですけど，家族は家族で

すよね。あの－，まあ例えばそれこそ両親と

かきょうだいとか祖父母とか…。それが僕に

とって家族ですかね。家族のとらえ方，そう

ですね，もちろん当時は寮のおばちやんだっ

たり寮生だったりいましたし，今だと大学の

部活の友達と仲がいいのかなと思うんですけ

ど，やっぱり家族のとらえ方ってことに関し

て言えば，かわらないですね，ほんとに昔か

ら。家族は家族｡」「(高校時代の寮のおば

ちやんとか，先輩・後輩・友達のことってど

んな感じで見てましたか｡）お世話になって

いる人たちっていうとらえ方ですかね。もち

ろんすごく感謝はしてましたし。ただ家族っ

ていうのは僕の中ではもう少し特別なもので

すかね｡」

Ｄ「まず家族ってとらえ方が自分の中で明確で

ないんですけど，やっぱりその例えば，精神

的に支えてもらっているとか，金銭的以外の

面で今まで家族がしてくれたことの役割は，

下宿の友達だったり，先輩だったりおばさん

がしてくれた感はすごいありました｡」

Ｅ

と

「(高校生活３年間過ごした寮って自分に

とってどんな場所でしたかね｡）第二の家っ

ていうかそんな感じだったかな。（寮のおじ

ちやんとかおばちやんは第二の父とか…。）

いや。（そこまではいってない？）なってな

い｡」

Ａは仲のよい友達のことは「兄弟のよう」だ

感じており，あまり仲のよくない友達のこと

「アパートの隣の人」のような感じで，上野Iま｜アパートの隣の人」のような感じで，上野

さん夫婦のことは「第二の親」だと述べてい

る。Ｂは「一緒にご飯を食べるから親近感がわ

いてくる」から「寮生全員が家族みたいな感

じ」と述べ，上野さん夫婦のことは「第二のお

母さんみたい」だと述べている。Ｄは「精神的

に支えてもらっているとか，金銭的以外の面で

今まで家族がしてくれたことの役割は，下宿の

1３

友達だったり，先輩だったりおばさんがしてく

れた感はすごいありました｡」と述べており，

寮生や上野さん夫婦が家族の役割を代替してく

れたと感じている。Ｃにとっては，寮の人たち

は「すごく感謝して」いる「お世話になってい

る人たち」であり，「家族っていうのは僕の中

ではもう少し特別なもの」である。Ｅは寮が

「第二の家」ではあったが，上野さん夫婦を第

二の父や母というふうには感じていない。

５人中３人が寮生や上野さんを家族のようだ

と認識し，家族に対する概念を広げつつあるよ

うにもみえる。しかし，自分の家族を再評価す

る面が多く，家族というものに対する葛藤がみ

られないことから，それまでの家族に対する概

念が崩れたとは言いがたい。

９自分の居場所

Ａ「寮の友達と話してるときがもうすでに自分

らしいというか，むしろそのときが自然体で

すかね。（学校の友達だとそうはいかないで

すか？）ああなんかちょっと，仲はいいんで

すけど，ちょっと…難しいなぁ。なんか違う

んですよ。（最初のほうに心が開けないと

かっていう表現使っていましたけど…｡）学

校だと仲いい人はいるんですけど，そこまで

しやくらないっていうか，そういう人もい

て。そういう人としやくるときはちょっとあ

れでしたね。仲いい人も，なんていうかやっ

ぱ学校だけの付き合いっていうか。僕として

は，学校でだけ付き合うって人とはなかなか

腹割って話せないんで。（学校と寮の友達比

較したら…｡）やっぱり絶対寮のほうが安心

してって言うか，自然体で…。（自分らしく

いれる｡）そうですね。気遣わんって言った

ら変なんですけど，気遣うんですけど，あり

のまま話せるっていうか，思ったことをその

まま伝えるって言うか｡」「(寮での居場所と

実家での居場所って何か違いはあります

か｡）ほとんどない気が…。違わない気が

…。実家帰ったときに，人が少ないんで寂し
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い感じはありました｡」

Ｂ「(寮の中に自分の居場所があるっていう感

じはありましたか｡）うん自分の部屋。まあ

ほとんど△△（友達の名前）に占領されとっ

たけど。（それは空間があるってことでほっ

とするのか，それとも仲のよい友達がいて

ほっとするのか｡）両方なんじやない｡」「だ

いたい自分の部屋自体なかったし。（あっ部

屋なかったんや｡）寮生活始めて自分の部屋

ができて，プライベートが…。（そういう意

味ではよかったんかな。自分の部屋をもって

意識に変化はありましたか｡）なんやろ…。

隠し事ができるとか？普段やったら人の目を

気にしてできんこととか｡」「寮のほうが自分

と向き合える時間が多いかなって｡」

Ｃ「自分の部屋に入れば，そこは自分の空間

だったので，そういう意味で，落ち着ける場

所ではあったのかなあと思います。（ほっと

するとか落ち着けるっていうのは，１人一部

屋自分の部屋があたっていて，自分の部屋っ

ていう空間があったから落ち着けたのか，そ

れとも知り合いや友達がいるから落ち着けた

のかっていうのを考えると，どうですか

ね｡）両方ありましたね。自分の部屋もそう

ですし，帰ってきたら帰ってきたで先輩でも

後輩でも，普段学校で気を遣わないとだめな

部分もあるんですけど，もちろん寮の中でも

あるんですけど，それでも気兼ねなく話せる

部分だったり，その－，他愛もない話をでき

るっていうのはすごい自分にとっては大き

かったですね｡」

Ｄ「(寮は自分の部屋があるし，友達もいるか

ら居場所があるというようなことを言ってい

たんですけど，実家へ帰ったときってどうで

すかね｡）実家はまた別の意味でほっとしま

すね。（その二つを比べると自分の中でどう

いう違いがありますか｡）違い…。ん－，ど

ういう違い…。やっぱ本当の家族がいる安心

感っていうか…。逆に下宿帰ったら友達がい

るという…。二つを比べるとやっぱり下宿の

ほうは友達って感じなんで｡」

Ｅ「(寮に帰って，ほっとするとか…。そうい

うのってありましたか｡）１人になれるって

いう意味ではあったやろうけど。（自分の部

屋が，１人一部屋あるってことでほっとする

のかな｡）ああまぁそうやね。（誰かとしやく

れるとか｡）ああそういうのは…。（全然な

い？）全然ではないやろうけど，そんな意味

ではほっとはせんかな｡」

ＡＢＣＤの４人は自分の部屋があるというこ

とと，話せる友達がいるという２つの面で寮に

居場所があると感じており，Ｅは友達がいると

いうよりは自分の部屋があるということで寮に

居場所があると感じている。

家での居場所との比較に関しては，ＡとＤは

寮だと友達がいるということでほっとできると

述べている。Ｂは実家に自分の部屋がなかった

ため，寮生活を始めてから初めて自分の部屋が

でき，プライベートな時間や自分と向き合う時

間をもつことができたと述べている。Ｅは実家

だと住み慣れた場所であるということと，家族

がいるということで居場所だと感じている。

以上から，親密な友達がいることと，自分の

部屋があることによって居場所があると感じる

ことができたと考えられる。

１０親子関係でのストレスやプレッシャー

Ａ「ほんと気を遣ってもらっとるんやなってい

うありがたみがわかって。でもやっぱり，

どっかに，親から離れられたっていう解放感

がやっぱり。親から人より離れてるのが早

かったので，大学来てからもやっぱり１人暮

らしの生活に抵抗感なく入ってけてよかった

です。（今解放感っていう言葉がでたんです

けど，家族から離れる前は解放感はあまりな

かったのですか？）てかないです。（どうい

う面でそういうことを感じましたか？）やっ

ぱり，どこに行くにしても，今日はどこに遊

びに行って，何時くらいに帰ってくるのかと

いうことを言って，それを守らなかったら怒



られたりしたんですけど，でもやっぱりもう

離れたんで，どこ行くにしても勝手と言った

ら悪いですけど，誰にも邪魔されず行きたい

ところに休日は行ったり，友達と夜遅くまで

しやくっていても寮にさえ迷惑かけなければ

大丈夫｡」

Ｂ「でもやっぱ広くとらえたらさ，（家族は

（著者注。以下同じ)）狭い人間関係の中や

とすごい密着になりすぎて大変かなって。そ

’ういう広くとらえることによって，ちょっと

気が楽になるかなって。（それは自分の考え

ですか。それとも実際そういうところがあっ

たんですかね｡）実際そうやったんじやな

い｡」

Ｃ「家にいるとまあ，同じようなことなんです

けど，早く風呂に入りなさいとか，早く着替

えなさいとか，やっぱ今でも実家帰ると言わ

れるんですけど，帰ってきたんだから今日ぐ

らい早く寝なさいとか言われるんですけど，

そういう意味では，（寮に入って）ちょっと

楽になったのかもしれませんね。まぁでも離

れても電話はかかってきますからね，でも多

少は楽になったかもしれませんね｡」「寮にい

るときは早くお風呂に入りなさいって言われ

てたんですけど，やっぱりあのとき（寮で

は）はどうしても迷惑かけてしまうじやない

ですか。遅くなれば遅くなるほど。そういう

意味で誰かにいつも，寮のおじさんおばさん

に迷惑になるっていうのはわかっていたんで

すけれども，それでも何かな－（わかってい

ても面倒くさい）っていう思いもあって，

（寮での）ストレスになっていました。家に

いるときは，いつも言われることじやないで

すか，早く風呂，早く寝ろって。まあ実際中

学生の頃も早く寝なさいってよく言われてま

したし，いつも。そういうように小さい頃か

らいつも言われていることだったので，習慣

じゃないですけど，ストレスと言えばストレ

スかもしれないんですけど，あんまり…。聞

き流していたみたいなところあるので，そう

1５

いう意味で，寮ではほっとくわけにはいかな

いので。そういう違いはあったのかなっ

て｡」

Ｄ「やっぱ（自分に）甘える部分がどうしても

出てくるようになったんですけど，まあその

都度今の姿を見たら，間違いなくなんか言わ

れるだろうなって。でやっぱりそれは正しく

ないんだろうなって。その前のその幼い頃の

出来事がインセンテイブというか何という

か，きっかけになって，自分の行動をある程

度律するきっかけにはなったと思います。

（こう言われなくなったから，その分楽に

なったとかそういうのはあまりなかったです

か｡）ないですね－｡」

Ｅ「あっでもゲームの時間は制約があった。寝

る時間とか。（寝る時間とかは中学生になっ

ても一緒？）まあはっきりとは決まってない

けどね。早く寝ろってうるさかった。（そう

いう面では寮で１人暮らしするとかなりラク

だったのかな？）もうラクやね｡」「(家が時

間の面とかがうるさくて，それが高校で１人

暮らし始めたら，束縛されなくなったってこ

とでは,そういう面での解放感みたいなもの

は…｡）うん，あった。若干じゃなくて，

あった。（かなり？）うん。（その解放感っ

て自分にとってよかったと思う？悪かったと

思う？）よかったと思うよ。（それはどうい

う面でそういうふうに思いますか？）ストレ

スたまらんし，好き放題できたから｡」

ＡとＥは解放感があった，Bは気がﾗｸに

なったと述べている。

Ａは，実家だと帰る時刻などを告げてから家

を出て行きそれを守らなければいけないという

ルールがあったが，寮では他人に迷惑さえかけ

なければ何をしてもよくなったことに解放感を

感じている。Ｅは実家では就寝時刻が決まって

おりうるさく言われたが，寮ではそれがないこ

とと,ゲームを好き放題できたことに対して解

放感を感じている。Ｂは，実家では今やろうと

していたことを親に指摘されることに対してス
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トレスを感じており，寮では親がおらず指摘さ

れないことや人間関係が広くなったことによっ

て気がラクになったと述べている。

ｃは気がラクになったと言いながらも，実家

で親がお風呂に入りなさいと言うのは聞き流せ

るが，寮でお風呂に入りなさいと言われること

に対しては，迷惑もかかるので入らなくてはい

けなかたったということから，気がラクになっ

たことに対して大した違いはないと述べてい

る。

本調査対象者の親は，中高生の子どもに対

し，日常生活の行動や時間管理などこまごまと

した注意や指導を行っていた。この状況は本調

査対象者に限らず、多くの日本の親に言えるこ

とと予想される。寮生活をすることで，親の管

理がなくなり自由になったことによって，対象

者は解放感を感じたりストレスが軽減されたと

考えられる。またＢが述べるように，家族が密

着しすぎず，人間関係が広くなることによって

家族のストレスやプレッシャーから解放された

り軽減されたりすると考えられる。

Ｖまとめと課題

調査結果を，仮説に沿って４点にまとめる。

(１）（仮説１）寮生活によって，コミュニケー

ション能力を身につける，親密な友達ができ

るといった，社会’性を向上することにプラス

に影響していた。自分の部屋があること以外

に，友達がいるから自分の居場所があると感

じていた。寮では，同級生や先輩後輩と他愛

のない話から進路・相談事まで様々な話がで

きる関係が築けていた。本音を話すことがで

きる場であり，話すことにより不安を取り除

いたり安心感を得たりしていた。勉強では競

い合うのではなくお互い教え合い学び合う関

係ができていた。逆にいえば，普段の学校生

活では，友達と真剣な話をしたり気兼ねなく

話をしたりすることが困難な状況にあると推

察される。勉強を通して互いの関係性を深め

ることは，進学校の生徒特有の関係性の持ち

方であると考えられる。

本調査では，Ｅが寮の友人と特別な関係を

築けたと認識しておらず，コミュニケーショ

ン能力が身についた，先誰の姿を見て学習に

対する意欲が向上したとは感じていない。親

密な友達とまでは言わないでも，話す友達が

いないような状況に置かれる場合には，寮で

の生活はかなり居心地の悪いものになるだろ

うと考えられる。Ｅは好んで１人でゲームを

していたが，これはＥからすれば，他人との

関係よりも自分の好きなことに価値を置いて

いただけなのではないかと考えられる。また

受験に対してあまり興味がなかったために，

受験をしている先輩に対して関心をもたな

かったのではないかということも考えられ

る。短絡的にＥの社会性に問題があるという

わけではない。Ｅにとってはまわりの寮生の

文化が特殊でなじめない部分もあったのでは

ないかと思われるが，この点を明確にできず

課題として残った。

(2)（仮説２）掃除や洗濯，食事がないときに

は自分で食事を用意するといった生活面での

自立や，親から離れて自分で選択したり決定

したりする機会が増えたことによる精神的な

自立を，寮生活は促すことができた。自分の

．ことは自分で考え自分でやるという意識が身

についたと思われる。今日の日本では，親元

にいると，多くの中高生はこのような自立の

機会を奪われる可能性が高いといえる。

(3)（仮説３）進学校の生徒たちにとって受験

勉強は大きな関心事であるが，寮生は激しく

競争し合うわけではなく，お互いに学び合う

ことで受験勉強に対する意欲を向上させ学力

を身につけていた。先輩の姿を見て自分の将

来の姿と重ね合わせることによって受験に対

する不安を取り除いたり，先輩や同級生から

教えてもらうことによって学力を向上させた

りしていた。

(4)（仮説４．５）寮生活により親子関係に物

理的な距離ができ適度な距離感が生じること



によって，家族を再認識し親子関係が良好に

変化するきっかけになっている。家族に対し

て感謝の気持ちをもったり，家族の健康を気

遣ったりできるようになり，家族を再認識し

ていた。親との距離が近すぎて親の存在がス

トレスになっている場合には，親から離れる

ことによって解放感を得ていた。寮生や上野

さんを家族のようだと認識し，家族に対する

概念を広げつつあるようにも見える。一方

で，自分の家族を再評価する面が多いこと

や，家族というものに対する葛藤がみられな

いこと，寮のある地域との交流がほとんどな

いことから，それまでの家族観が揺らいだ

り，近代家族を超え開かれた家族を指向した

りするまでには至っていないといえる。

本研究は家族外コミュニティの可能性を探る

研究である。寮経営者へのインタビューや女

の場合，他寮の場合，進学校でない場合等の子の場合，他寮の場合，進学校でない場合等の

観点を取り入れ，今日の社会や家族にとっての

寮という家族外コミュニティの意味や課題をさ

らに検討する必要がある。また，寮以外の様々

な家族外コミュニティの多面的・普遍的な可能

性を探り提案していく必要があるだろう。

なお，本稿では｢高校寮｣を「家族外コミュニ

ティ」の１つとしてとらえたが，「コミュニ

ティ」ととらえることが妥当なのか，他の用語

が適当であるのかは課題として残った。今後検

討していきたい。

【注】

注１）一般には，大正期の新中間層に端を発

し，子ども数を意図的に制限し，少ない子ど

もを愛情をかけて大事に育て，子どもの教育

に積極的に取りくむ家族という意味で用いら

れる。

注２）石川県七尾市和倉の旅館加賀屋の従業員

用の託児付き宿舎で，長時間保育，早朝・深

夜保育，病児保育，学童保育など，ゼロ歳児

保育を除いて日本の保育行政の欠陥が満たさ

れているu)。

1７

注３）石川県加賀市山代温泉共同浴場前にある

施設であり，非営利活動市民団体はづちをカミ

スタッフやボランティアで運営を行ってい

る。Ｉまづちを楽堂のある地域には山代温泉が

あることから，温泉街で働き夜型の生活をす

る親が多いため，子どもの食事を親が作るの

が難しい現状がある。Ｉまづちを楽堂はこうし

た子どもたちのために朝食を提供することを

有料サービスの一つとして行っている'2)。

注４）三重県鳥羽市答志島答志地区の日本で唯

一残存する寝宿制度である。男子が中学校卒

業後に地区の特定の大人と「寝屋子一寝屋

親」の関係をもち，寝屋子の解散（約28歳）

まで寝屋親の家で集団で寝泊りをする。寝屋

子の解散後も寝屋子一寝屋親，寝屋子一寝屋

子の関係は続き，一生の付き合いをする。寝

屋子はしつけ的な機能や親密な人間関係をつ

くる機能をもっている'３)M)。

注５）千葉県習志野市立秋津小学校では，秋津

コミュニティとして高齢者から子どもまで老

若男女が集まって活動を行っている。活動を

通して，母親だけではなく父親や地域の人た

ちで子どもを育てることができており，子ど

ももその中で自信や社会性を身につけながら

育っている'5)。
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■

｢高校寮」という「家族外コミュニティの可能性」

一親へのインタビュー調査をもとに一

1９

Thepossibilityandeffectof“communityoutsidefamily（communitywhichhas
altemativefimctionofflmily)”；adormitoly”

:Interviewwithparentswhosechildrenhavespentatdormitolywhentheywere

highschoolstudents

綿引伴子

TｂｍｏｋｏＷＡＴＡｍＫＩ

Ｉ家庭教育をめぐる現状

１家庭教育に対する行政からの関心

現代の教育政策において家庭の教育力という

言葉の使用は，1984年から1987年の臨時教育審

議会の議論で「家庭の教育力の低下」が指摘さ

れたことに端を発する。それ以降現在に至るま

で，様々 な議論がなされてきた')2)。

1998年６月の中央教育審議会答申「『新しい

時代を拓く心を育てるために』－次世代を育て

る心を失う危機」は，1997年春に起きた，神戸

での連続児童殺傷事件（｢酒鬼普蔽事件｣）に対

して，当時の橋本首相が「心の教育」の必要‘性

を提唱したことに対応して開始された審議のま

とめである。この中の「もう一度家族を見直そ

う」という項目には，思いやりのある円満な家

族を作るという家族のイメージや，会話を増や

すこと，一緒に食事をとること，幼児には親が

読み聞かせをすること，小さい頃から家事を手

伝わせること，自然の中で遊ばせようなど，細

かく多岐にわたる提言がなされている。この答

申後，文部科学省は厚生労働省と連携して，

「家庭教育手帳」「家庭教育ノート」「家庭教育

ビデオ」の作成・配布などに取り組み始めた。

2000年12月の教育改革国民会議報告において

は，「教育を変える17の提言」の筆頭に「教育

の原点は家庭であることを自覚する」という項

目があり，「教育という川の流れの，最初の水

平成22年３月３０日受理

中田淳平

JunpeiNAKADA

源の清例な一滴となり得るのは，家庭教育であ

る。（中略）親が人生最初の教師であることを

自覚するべきである」と書かれている。

2003年３月の中央教育審議会報告「新しい時

代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画

の在り方について」においては，「家庭教育の

現状を考えると，それぞれの家庭（保誰者）が

子どもの教育に対する責任を自覚し，自らの役

割について改めて認識を深めることがまず重要

であるとの観点から，子どもに基本的な生活習

1慣を身につけさせることや，豊かな情操をはぐ

くむことなど，家庭の果たすべき役割や責任に

ついて新たに規定することが適当である」とい

う理由により，教育基本法に家庭教育に関する

条文を盛り込むことが提言され条文化された。

2007年６月１日に提出された教育再生会議第

二次報告においては，「提言３」として「親の

学びと子育てを応援する社会へ」が掲げられ，

具体的には，子どもたちの規範意識や「早寝早

起き朝ごはん｣，挨拶やしつけ，礼儀作法を，

学校や家庭，地域が協力して子どもに身につけ

させることが述べられている。こうした動向を

反映したかたちで，「早寝早起き朝ごはん」国

民運動や「子どもと話そう」全国キャンペーン

に力を入れるようになった。

1990年代後半からこうした家庭教育への政策

的介入が強力に推進されるようになった理由
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Iま，2003年３月の中央教育審議会答申で次のよ

うに述べられている。「家庭は教育の原点であ

り，すべての教育の出発点である。親（保識

者）は，人生最初の教師として，特に，豊かな

情操や基本的な生活習慣，家族や他人に対する

思いやり，善悪の判断などの基本的倫理観，社

会的なマナー，自制心や自立心を養う上で，重

要な役割を担っている。しかし，少子化や親の

ライフスタイルの変化等が進む中で，過干渉・

過保護，放任，児童虐待が社会問題化するとと

もに，親が模範を示すという家庭教育の基本が

忘れ去られつつあるなど，家庭教育の機能の低

下が顕在化している。また，父親の家庭教育へ

のかかわりが社会全体として十分ではない｡」

家庭教育の機能の低下によって，子どもの生活

習'慣やマナー，思いやり，モラルなどが低下し

ているという認識が読み取れる。家庭教育の担

い手である親のあり方をまず正し，家庭教育の

機能を充実させることが必要であるとの理論構

造になっている。子どもの社会化の主体として

の家庭が，政策的に重要視されていると言え

る。

２家庭教育に対するメデイア・家庭からの関

心

家庭教育に対するメディアや家庭からの関心

では，2000年代にビジネス系雑誌が家庭教育に

ターゲットを絞って，『プレジデントFamily』

『日経kids＋』『Edu』等新たな雑誌を創刊し，

売れ行きを伸ばしていることからもわかる3)。

それぞれ雑誌によって方向性の違いはあるも

のの，受験学力や基礎学力，学業達成以前の基

礎学力など，どの雑誌も学力向上へ関心を寄せ

ている。学力には，これまでの知識の習得や言

語的・数量的記号操作能力のような狭義の学力

だけではなく，社会的規範やコミュニケーショ

ン能力といった人間性を問うような現代社会で

要請される能力も含まれている3)。いずれの雑

誌も，子どもに学力を身につけさせる主体には

家庭や親が想定されている。狭義の学力，人間

'性，社会‘性などあらゆる面で子どもをより発達

させること，責任をもつことが親に課せられ，

ますます親へ重圧が大きくなっている状況と言

えよう。

３家庭の教育力

「教育する家族」とは，近代家族の特徴を持

ちながら，親はパーフェクト・ペアレンツを目

指しており，しつけや教育に関しては熱心に取

り組む家族である。親がジェネラル・マネー

ジャーの役割を果たし，子どもに与えるものは

親が事前にチェックしいいと思うものだけを与

えるというようにサービスを使いこなし，家庭

教育機能の外部化を効率よく行っている4)。自

分たちにできないことにお金を投資することに

よって，より一層子どもたちに様々なことを教

え込もうとする。

戦後の経済成長による近代家族の大衆化とと

もに地域共同体が解体し，家業継承の終駕を迎

えた。もともと子どものしつけや教育機能は，

社会的なネットワークのなかに組み込まれてお

り家族の外にあったが，家族という単位で生き

残るための戦略の一つとして，家庭での子ども

へのしつけや教育が重要視された。1970年代頃

からは，多くの親が自分たちこそが子どもの最

終責任者であることを自覚するようになって

いった5)。

「『家族の教育機能が低下している』のではな

く，『子どもの教育に関する最終的な責任を家

族という単位が一身に引き受けざるを得なく

なっている』のである。（中略）今ほど家族の

結びつきの強い時代はないし，親が子どもの教

育に全面的にかかわる時代はない｡」と広田

（1999）は述べている6)。現在の家庭の教育力

は低下しているどころか，昔の家庭での教育と

比べるとより細やかな配慮をするようになって

きており，新たな問題はそこからが生じてい

る。親と子の過度な癒着，また親から子への過

度な期待から，キレたりバーンアウトしたりな

どの問題が起きている。1980年に起きた「金属
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バット殺人事件」では’父親が教育熱心であっⅢ研究の目的と方法

たことが，子どもの両親殺害という犯行の動機１研究の目的

だったと言われている7)。2000年以降増加して以上のような現状においては’教育やしつけ

いる子どもによる親や祖父母の殺害の事件にを家庭に一身にゆだねるのではなく’家族外コ

も，同様の背景があると考えられる。ミュニテイヘと家庭教育や家庭の機能を開いて

いくことが，親や子どもの現状改善において重

Ⅱ家族外コミュニティ

今日の日本では家庭が子どもに責任を持つべ

きだという規範が強いが，責任の全てを引き受

けることが困難な家庭は少なくない。仮に責任

を全て引き受けることができたとしても，それ

で問題が生じないということではない。そうし

た今日の社会で家庭の機能や責任とされている

ことを代替しうるコミュニティを，本研究では

「家族外コミュニティ」と言う。「コミュニ

ティ」とは，アメリカのマッキーバーが提唱し

た概念で，日本では「共同体」と訳され，今日

では「地域社会」と訳されることもあるが，地

域性を必ずしも伴うわけではない8)。地域性を

伴わないコミュニティとして，目的型コミュニ

ティやバーチャル・コミュニティなどの例があ

り，これと区別するために地域性を伴うコミュ

ニティを地域コミュニティということもある。

本研究での家族外コミュニティとは，必ずしも

地域性を伴うわけではない「共同体」としての

意味で用いる。例えば，石川県七尾市のカンガ

ルーハウス注')や，加賀市のはづちを楽堂注2)，

三重県鳥羽市の寝宿注3)，千葉県秋津市立習志

野小学校の秋津コミュニティ注4)を家族外コ

ミュニティと考える。

家族外コミュニティは，家庭では担いきれな

い機能を家庭の外部に求めることによって，閉

塞した家族から開かれた家族を創造する可能性

をもっている。例えば親子の過度な癒着による

問題を解決する一手段となりうる。育児不安の

研究では，子育て以外のネットワークをもち活

動している母親のほうが9)，また専業主婦の母

親より共働きの母親のほうが10)，精神的により

安定して子育てをしていることが明らかになっ

ている。

要であると考えられる。

本研究では石川県七尾市の清栄寮を一つの家

族外コミュニティとして注目し，清栄寮という

家族外コミュニティが，子どもに寮生活を経験

させた親にどのような影響を与えたかを明らか

にし，家族外コミュニティの可能‘性について検

討することを目的とする。寮生活を経験した子

どもを対象とした調査は別稿に論じる皿)。

本研究の調査対象者は，後述するように公務

員や教員が多く，地域の中では経済的に安定し

ている層であり，子どもの教育に対しては比較

的熱心で経済的投資が可能な親が多いと推測さ

れる。「教育する家族」の要素を多分にもつ対

象者にとって，子どもの寮生活がどのような意

味をもたらすのかに着目する。

２仮説

清栄寮での寮生活をわが子にさせた親に対す

る影響として，次の仮説を立てた（下図)。

一 陸

『－･子どもへの期待一---,

･社会'性

一倭
■－－－－－＝－－－－－－－－－口＝一一一一一一一一一＝｡

ストレス

プレッシャー

閉塞感

･学習意欲

一つ目は，親は子どもの社会性や自立，学習

や受験に対､する意欲の向上を期待するのではな

いかと考えた。

二つ目は，わが子を寮生活させたことによっ

て家族観に変化があるのではないかと考えた。

･子どもとの関係

『--．家族観の変化･…---1

1．家族のとらえ方Ｉ
Ｌ－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一４
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三つ目は，寮生活に対しての期待や家族観の

変化により，家庭教育のプレッシャーやストレ

スから解放されるのではないかと考えた。

３調査方法

(1)調査対象者

2003年～2008年，石川県立七尾高等学校在学

中の子どもに，距離や交通の面で七尾高校に通

うことが困難なため清栄寮での下宿生活をさせ

た親12名を調査対･象者とした。

対象者 年齢 学歴 職業

Ａ父 5６ 大卒 教員

Ａ母 5０ 大卒 教員

Ｂ父 5３ 高卒 会社員

Ｂ母 ４７ 高卒 会社員

Ｃ父 ５３ 高卒 公務員

Ｃ母 4８ 高卒 公務員

Ｄ父 5２ 大卒 教員

Ｄ母 5０ 大卒 教員

Ｅ父 5７ 大卒 教員

Ｅ母 5４ 大卒 教員

Ｆ父 5６ 大卒 教員

Ｆ母 ４９ 高卒 会社員(パート）

(2)調査時期と調査方法

2009年９月～2010年１月。

上記対象者のうち９名に対し，面接による聞

き取り調査を行った（１人30分～１時間30分)。

テープに録音し，それを活字に起こしたものを

基礎データとする。

Ｂ父，Ｂ母，Ｄ父の３名に対しては，対象者

の都合により面接ではなくて記述式のアンケー

ト調査を行った。その際できるだけ面接調査に

準じるように，ほとんどの設問は自由記述式と

した。

(3)調査内容

・教育や子育ての方針

・家庭教育に対する言説に対する考え方

・子どもが寮生活をおこなったことよる不安

や期待，そしてそのことによる家庭の変化

・家庭教育に対するプレッシャーやストレ

ス，閉塞感とその変化

･家族のとらえ方（Familyldentity，家族と

認識する範囲）の変化

･子どもが寮で生活していた３年間の自分な

りの意味

４ 清 栄 寮 の 概 要

現在七尾市には，七尾高校，七尾東雲高校

（旧七尾工業高校，七尾農業高校，七尾商業高

校)，中島高校（旧中島町)，田鶴浜高校（旧田

鶴浜町）の４校の公立高校と，鵬高校という１

校の私立高校がある。高校生が七尾市内で寮生

活を行うとき，ほとんどはこれらの高校のどこ

かに通学している。七尾高校周辺にはおよそ５

寮あり，それぞれの寮が男女別に生徒を募集し

ている。学校が寮を斡旋するのではなく，親が

それぞれ知人などを通じて紹介してもらう。所

属高校別では七尾高校の生徒が多いが，田鶴浜

高校で看誰・介護，七尾東雲高校でスポーツの

勉強をする生徒などもいる。寮生の出身地は，

輪島市（旧輪島市，門前町）や能登町（旧能都

町，内浦町，柳田村）など奥能登からがほとん

どであり，まれに加賀地区からの生徒もいる。

清栄寮は七尾市内の寮の１つであり，上野さ

ん夫婦が1977年から経営している寮である。１

人につき部屋が１室与えられ，最大14人が寮生

活を送ることができる。他の寮の在籍人数は約

５名程度であるから，比較すると規模が大き

い。寮費は食事代を含めて55,000円／月で，そ

れに加えて電気代のみ各部屋で使った分を別料

金で支払う。寮生たちは，上野さん夫婦のこと

を「おじちゃん」「おばちやん」と呼ぶ。

部屋は一室四畳半で，玄関の上に位置する二

部屋だけは，四畳半より少し広い長方形となっ

ている。全て和室で畳が敷かれ，１間の押入れ

がついている。部屋には最初から置かれている

物は何もなく，入居時に必要なものを購入して

持ち込む。冷暖房器具は備え付けられておら

ず，夏は扇風機，冬は電気カーペットや電気ス

トーブなどを持参して，各自自分の部屋の温度



を調節する。自分の部屋に友達を呼ぶことはで

きるが，その際は必ず上野さんに挨拶してから

上げることが規則となっている。

食事は，平日や補習のある土曜日には上野さ

んが用意するが，休日に食事は出ない。朝食は

バイキング形式で６時頃から用意され，昼は弁

当が作られ渡される。夕食は18時30分頃に用意

され，学校から帰ってきた者から順番に食べ

る。朝食や夕食を食べる場所は１階にある食堂

である。休日には実家へ帰省する者もいるが，

部活動をしている者などは休日でも寮で過ごす

ことになる。休日は食事が出ないために，イン

スタント食品などを食べたり，近くのスーパー

で惣菜を購入したり，ときには外食をしたりす

る。

テレビは，共同のテレビが食堂に１台置かれ

ている。テレビを個人の部屋に持ち込むことは

できるが，持ち込む者はほとんどいない。１階

の３部屋にはテレビ線が通っているので，テレ

ビを持ち込めば番組を見ることができるが，２

階の部屋にはテレビ線が通っていないために，

テレビを持ち込んでも番組を見ることができな

い。見たいテレビ番組があれば，食堂の共同の

テレビを使うか，携帯電話のワンセグ機能をつ

かって見ることになる。本調査対象者の子ども

たちはテレビを持ち込んでいない。

トイレや風呂は共同である。風呂は，平日は

17時頃から準備され，帰ってきた者から順番に

入る。一度に２人一緒に入れるようになってい

るが，仲がよい者同士なら３，４人一緒に入る

場合もある。２２時までには全員が風呂に入らな

ければいけないことになっているので，風呂の

前で順番に列を作って待つこともある。休日に

Iま風呂は沸かされないので， 風呂に入りたい者

Iま自転車で７～８分の銭湯に行く。

洗濯は各自でやることになっている。。１回

そ れを200円のコイン式洗濯機が１つあり，

使って洗濯する。洗濯物は， 玄関か２階の１

室，または自分の部屋に干す。洗濯竿は用意さ

れているが，ハンガーなどは各自で用意する。

脚目

消灯時刻や起床時刻は特に決まっておらず，

自己責任で寝たり起きたりする。体の調子が悪

いときなどは自分で病院に行くか，それができ

ないときには上野さんが病院へ連れて行く。

親は週末などに子どもの様子を見に来たり，

実家への送り迎えをしたりする際に寮に来る。

頻度は家庭によって異なり，ほぼ毎週来る親も

いれば，数ヶ月に１回程度の親もいる。上野さ

んがいるときには親は挨拶をするが，挨拶程度

であり，それ以上の話をすることはほとんどな

い。

Ⅳ調査の結果と考察

聞き取り調査の結果から，以下に示す１～４

の４点に関連する記述を抜き出し考察する。

なお「」内はインタピュイー,「（）｣内はイ

ンタビュアーが話した内容を活字に起したもの

である。

１子どもへの期待

Ａ父「期待したことはね，人付き合い。やっぱ

り人付き合い。いろんな人と付き合うこと

で，人間やわらかくなってくれんかなって」

Ａ母「私も高校行ったときに，あぁいろんな人

がいるとか，こんなすごい力持った人がい

るって，すごい視野が広がったので，そうい

う面で視野が広がればいいかなって思いまし

たね。苦労するかなあとは思いましたけど。

でも優しい先輩もいるし，友達もおるし，

知っている先輩がいるっていうのは安心だっ

たかな｡」「洗濯しているかなってことが心配

で週に１回行ったりとか…｡」

Ｂ父「家族と離れて暮らすので，少しでも自立

心等が持てる様になれたら良いと思いました｡」

Ｂ･母「いろんな人との出会いの中で，自分にプ

ラスになることができたら良いし，自立がで

きたら良いなぁと思いました｡」

Ｃ父「共同生活するのが社会に出る上でいい環

境だとは思ったんです。下宿は他にも何人も

お子さんが入っとるし，そこでその生活をま

ともにできれば，将来はまあ役に立つんじや
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ないかなっていう思いはもつとりましたけど

も｡」「先輩から教えてもらえるっていうが

は，塾行かなくても先輩から教えてもらえる

と。そういう面では，Ｃさえ人見知りしなけ

れば，どんだけでも習えるチャンスはある

し，そういう面では，他の学校行くよりも寮

入っていたほうが，いいなと｡」「やっぱり自

分たちの知ってる人が一生懸命しとるような

姿を見れば，あっ俺もっていうような気持ち

になると思うんですよね｡」「１人やさかいき

ちつとね，朝計画立ててちゃんと，で学校も

遅刻せずに行くかとか’やっぱそういう心配

もした｡」

Ｃ母「まず朝起きれるんだろうか。今まで起こ

していたのが１人して起きてかにやいけな

かったので，朝起きれるのかなという…｡」

Ｄ父「他人の釜の飯を食うこと｡」「何をするに

しても，プラス面とマイナス面がある。プラ

ス面を期待しているのが親だと思う｡」

Ｄ母「まあ一番は，精神的自立っていうか，依

存心がなくなるし，要するに自分で起きて自

分で行ったりっていう自立に向けての第一歩

やなっていうのは思ったし｡」

Ｅ父「家やったら完全に自由やがいね。でも

あっこ行ったら自由じやないから，うまいこ

とやれるかなっていうのがちょっと心配やっ

たし，逆にうまいことやれたら社会出てから

うまいことやれるかなって｡」

Ｅ母「まああとうまいことね，下宿の人，おじ

さんとかおばさんとかともかかわるし，うま

いことやっていけるかなって。やってってほ

しいってね｡」

Ｆ父「生活リズムをつくってほしいなと思った

ことはありました」

調査では，親に期待と不安の両方について質

問をしたが，不安の裏返しが期待でもあるとい

うことがほとんどであった。

１２人中７人が共同生活や友達とのかかわり，

人付き合いといった社会'性を身につけることを

挙げている。

１２人中６人が自立について不安や期待を述べ

ており，起床・洗濯（ｃ母）や，生活リズム

（Ｆ父）といった生活的な自立や，Ｄ母のよう

に精神的な自立を期待する者もいた。

子どもに期待することとして勉強は12人中２

人が挙げ，ｃ父母は下宿だと先輩に勉強を教え

てもらえたり先輩が勉強する姿を見られること

をよい点だと述べている。

寮生活することで何も期待をしていなかった

者は１２人中１人であり，他の11人は寮生活で何

かを身につけてほしいと子どもに期待していた

ことになる。寮生活は，子どもに社会性を身に

つけることや自立，勉強することを期待する場

になったと考えられる。Ｄ父が「何をするにし

ても，プラス面とマイナス面がある。プラス面

を期待しているのが親だと思う｡」と述べるよ

うに，親は寮生活のプラスの面に期待してい

た。

２親子関係の変化

Ａ母「１５歳で親と離れるんだったら，これは予

測してませんでしたから，１５歳で離れて生活

するようになるんだったら，１５年間の間しか

一緒に暮らせなかったわけでしよ。だったら

怒らなかったらよかったなあとか，もっと手

をかけてあげてもよかったなあとか，なんか

そういう親の反省をしました。（中略）弟は

甘やかしましたね。たっぷりと(笑)｡」

Ｃ母「Ｃに何もしてやらなくてよくなったかわ

りに，逆に下の子に逆にその分もかまって

たっていうか。それこそね。今まで２人分し

てたことが１人分でいいから，倍で今度は

そっちが…。（甘やかしたような）うんうん

うん。だからそれもよくなかったような気も

するんですけど｡」

Ｄ父「間が持てるようになった。」

D母「親子の，要するに親離れ，子離れ。どこ

かで離れていかなくてはいけないと思うんで

すけど。で，わりと今の世の中って，その離

れていく時期っていうのがだんだん延びてい



ると思うんですね。（中略）そういう線引き

ができたのが，下宿だったのかなあって。あ

そこで１つ，Ｄにとっても私にとっても，離

れることができた時期だったと思います。そ

れを早いと見るか遅いと見るかはあれやけ

ど，それくらいが丁度やったんかなって｡」

F父「私にとっては子離れのいい機会だったと

とらえることができるかな。（中略）もし寮

生活じやなくて自宅の場合だったら，どうし

ても口出しすることが多くなっていたのでは

ないかな。そうすると，自分なりの子離れの

時期というものをある程度きちんとつくって

おかないと，子どもも親離れができなくて，

親も子離れができなくて，いつまでもずるず

るべったりでいってしまうという危険‘性はあ

るのではないかな｡」

Ｆ母「きっと，子離れはできたんだと思いま

す。（中略）地元の高校だったら，もう少し

口うるさくいろんなことを言っていただろう

なと。で言うだけじやなくて実際行動にも起

こしていただろうなと。離れているっていう

ことで一枚フィルターをはさんでいるような

状態。別にそこからは私が知らなくても息子

が対処していってれば，そこまで親が口挟む

ことじゃないなと思うことが多くなった。そ

ういう意味で子離れができたと思います｡」

Ｄ母，Ｆ父，Ｆ･母は「子離れのいい機会に

った」と述べており，Ｄ父は「間が持てるよ

Iこなった」と述べ，子どもとよい距離感をも

なった」と述べており，Ｄ父は「間が持てるよ

うになった」と述べ，子どもとよい距離感をも

てるようになったと感じている。

Ａ母，Ｃ母は，兄が寮生活を始めて家にいな

くなったぶん，弟に愛情を注ぎ込むようになっ

たと振り返っている。Ａ母は15歳で子どもがい

なくなるのが予想外の出来事だったから，もっ

と愛情をかけてあげたかったとも述べている。

以上から，清栄寮で寮生活させることによる

親子関係への影響は家庭よって異なるが，親が

子離れするよいきっかけになりうるといえる。

また，実家にいた子どもの人数が減った分，弟

や妹により愛､情をかけるようになった者もい

2５

た。

３家族のとらえ方

上野さん夫婦のことを第二の親だとか，寮生

のことを兄弟だと思えるようになった者は誰も

いなかった。子どもに寮生活をさせたことは，

家族のとらえ方が緩やかになることに対して影

響を与えなかったと考えられる。

４ストレスやプレッシャー，閉塞感の軽減

Ａ父「心配で，何かしでかしたらまずいって。

やっぱこんな狭いところで育つとるから，一

気に広いところ行くから，やっぱそのプレッ

シャーはいつもあった。（具体的に言うとこ

ういうこと，もしかしたらって…｡）あつ’

まずね，反社会的行動でしよ。あのこれは

まあ法律に反するタバコとか。あとは非社会

的な行動でしよ。法律には違反せんけどご

ちよどちょと悪いことするような…。これを

するんじやないかっていうこと，これをしな

いかどうかはいつも頭にあった。プレッ

シャーになっとった｡」

C母「それはね，まあ正直もう親の手から離れ

た？離れていってしまったんで，心配は心配

なんだけど，心配なんだけど，もう親は構わ

なくていいというか。悪い言い方だけど。う

ん。だから正直ラク，言い方悪いけど，

ちょっとラクになったって言う面はあります

ね。言い方悪いな。（中略）だから，目の届

かないところでは不安なんだけど，逆にラク

になる，親は。（中略）もう私が何もやらな

くてもいいっていう，まあね，もう目の届か

ないところ行つちやったんだから，いいって

いうラクさは，今度は寮のおばさんに迷惑を

かけていることもあるかなっていうのは思っ

てたけれども，よっぽど何かあれば言ってく

るだろうからっていう気持ちで。まあ寮のお

ばさんが１人いらっしやるっていうのは，親

代わりじやないけど，一応見てくださってる

んだろうから，なんせ私としては気がラクに
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なったって言う，ちょっとそういう気持ち

が。あれやってやらなくちゃ，これやってや

らなくちゃって思ってたことがもうやってや

らなくてもいいなっていうのはありましたよ

ね｡」

E母「例えば受験っていうのは親も気が張るっ

て言うがいね。でも全く。たまに帰ってくる

と息抜きに来るさかい，楽しんどるっていう

か一緒にテレビ見たりして，何かして楽しん

でっていう，久しぶりに会ったのを楽しむっ

て感じで。受験生の時期でもあんまり(笑)。

そんな感じで過ごせたし。カリカリとした覚

えもないし。そんな意味では親はラクやった

かも知らん。大変なところを見てないから。

（中略）たぶん受験期やったらやっぱりあん

ま勉強せぇとか言わんように，言いたくない

けど言ったかもしらんしね。そう思ったらラ

クやったね。子どももラクやと思うし。親か

らああやこうや言われんし。ラクな分自分で

せんやいかんけど｡」

Ｅ父（上述のＥ母の発言を受けて）「うん，そ

うや」「受験生やったらたぶん成績とか見て

もうちょっと伸びんだめやなとか。（言った

かもしれない)」

Ａ父は，子どもが目の届かないところへ行っ

て何か悪さをするのではないかということか

ら，プレッシャーを感じている。

Ｃ母は，「もう親は構わなくていいという

か。悪い言い方だけど。うん。だから正直ラ

ク，言い方悪いけど，ちょっとラクになったっ

ていう面はありますね｡」と述べており，Ｅ父

母は「受験生の時期でも…カリカリとした覚え

もないし。そんな意味では親はラクやったかも

知らん。…子どももラクやと思うし。親から

ああやこうや言われんし｡」と述べている。Ｃ

母は，子どもが親の手元を離れてあれこれやっ

てあげなくてはという思いから解放され気持ち

がラクになったと感じていた。しかし，「ラ

ク」という言葉を発することや，そのような気

持ちになることに少々うしろめたさを感じても

いる。Ｅ父母は，受験生の子どもをみてカリカ

リしたり，子どもにうるさく勉強のことを言っ

たりせずに済んだことが，親も子もラクだった

と振り返っている。Ｃ母やＥ･母は「ラク」とい

う言葉を何度も発していた。

それ以外の者は，寮生活を始めるまでの家庭

教育にあまりストレスやプレッシャーを感じて

おらず，感じていた時期があっても子どもが幼

少期のことであり，既に解決済みであった。

以上から，清栄寮での寮生活は，親の家庭教

育へのプレッシャーやストレスに影響を与える

が，プレッシャーやストレスが軽減することも

あれば，子どもが見えないことでの不安など

違った新たな問題が浮上する可能性もあると考

えられる。

Ｖ家族外コミュニティの可能性

以上から家族外コミュニティの可能性という

観点から考察する。

一つ目は，生活的自立や精神的自立，社会性

を身につけること，勉強を教えてもらえること

など，寮生活を通して子どもに様々なことを学

んでほしいと親は期待をしていた。社会性では

特に人付き合いや共同生活を学ぶことを期待し

た親が多く，これらの能力は親と子どものかか

わりだけでは身につきにくい能力であるからだ

と認識していると考えられる。また，寮に対す

る期待が大きいということは，自分たち親が実

際に膜や教育を行う責任を委ねる意識のあらわ

れを意味するとも思われる。家庭の機能を親以

外にも分散させることは，親の精神的・物理的

負担を軽減することになると考えられる。ただ

しここに挙げた親の期待は，それを主目的とし

て子どもを寮に入れたというわけではなく，七

尾高校に通うことが困難なため，寮生活を選択

したということがまず前提としてある。

二つ目は，親子関係に物理的な距離が存在し

たことによって，親は子どもの存在を再認識

し，親子関係に変化をもたらしていた。子離れ

のよい機会になったという意見もあり，子ども



との距離のとり方を考える機会になると考えら

れる。換言すれば，本調査対象のなかには｢子

離れ｣を課題としてしまう親が多いといえる。

三つ目は，親の家庭教育に対するストレスや

プレッシャーに与える影響である。子どもが親

の手元を離れたため，あれこれやってあげなく

てはという思いから解放され気持ちがラクに

なったと感じプレッシャーが軽減された人がい

た。また，受験生の子どもに対しうるさく勉強

のことを言わずに済んだことが，親も子もラク

だったと振り返っておりストレスから解放され

たといえる。２人の母親は「ラク」という言葉

を多用していた。一方で，子どもが目に届かな

い場所にいることで逆にストレスやプレッ

シャーを感じる人もいた。地域‘性が反映してい

ると思われるが，そもそも家庭教育に対するス

トレスやプレッシャーをあまり感じていない，

または感じていても幼少期のことであり既に解

決済みである人もいた。

先述したように「教育する家族」の要素を多

分にもつ本調査の対象者にとっては，子どもが

高校生になっても，子どもを育てる責任，学業

達成へのプレッシャーは少なくない様子がうか

がえる。入寮することによって，子どもと同居

している場合ほど子どもに教育することができ

ないし，またしなくても周囲から非難されるこ

とはなく，精神的・物理的負担が軽減される。

自分のできない分を，寮父母や寮生との生活に

期待している。

同居していると，学業面だけでなく生活的自

立や社会性を身につける場面でも親の過度のか

かわりや配慮が多くなり，子どもの自立の機会

を奪いがちである。入寮をきっかけに子どもと

物理的に離れることによって，一緒に生活して

いると困難になる子離れがスムーズになり，子

どもの自立を促すことにつながるといえる。

Ⅵ課題

１寮という家族外コミュニティの課題

いずれの対象者も，高校で寮生活をしたこと

2７

に対･し，親にとっても子どもにとってもマイナ

ス評価はほとんどなかったが，次のような課題

があげられる。

・寮にかかる費用

清栄寮での１ヶ月の家賃（食事代などを含

む）は55,000円であり，それにプラスして日常

生活での雑費などがかかるが，他の寮の家賃は

８万円～10万円程度であり，それと比較すると

安めの価格設定である。それでもＤ父は「経済

的な負担。（ほぼ大学生と同じだけの費用が必

要であった｡)」と述べている。寮生活をさせて

よくなかったことは何かという質問に対して経

済的な問題を挙げたのはＤ父のみであったが，

Ｄの家では両親がフルタイム就労（父母ともに

教員）であっても経済的な問題を取り上げてい

ることから，他の家庭にも同じような問題があ

る可能性が高い。

本研究での対象者は，公務員や教員に偏りが

多く見られた。能登における公務員の位置づけ

は，経済的にかなり安定した地位にあると考え

られ，このことが子どもの寮生活を可能にして

いる。子どもの自立や学歴，人格形成を意図す

る近代家族が教育サービスを購入しているとも

考えられる。しかしⅣ，Ｖに挙げたような効果

が期待できるとすると，今後経済負担が少ない

形で，親子に距離があり，子どもが様々な人間

とかかわることのできるようなコミュニティの

あり方が模索されてもよいのではないだろう

か。

・兄弟姉妹（きょうだい）への影響

親と子が物理的に距離をとることは，親子の

関係が密になりすぎている場合には，親子両者

がお互いを再認識したり自立したりする機会と

なるため有効といえる。しかし，物理的な距離

をもってしても親が子離れできないときには，

親の愛情の対象が弟や妹など実家に残った子ど

もに注ぎ込まれる可能性があることも明らかに

なった。そうした場合実家を出た者はいいが，

実家に残った者は親子関係が密になりやすく，

ストレスやプレッシャー，閉塞感を感じるので
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はないかと考えられる。親の家族観や子ども

観，教育観が根本的に変化しないと，きょうだ

いへのマイナス影響は解消しないだろう。

・親の家族のとらえ方

今回の調査では，上野さんを家族のようだと

とらえる感覚を持った人は１人もいなかった。

親の寮とのかかわり方は，寮に子どもを訪ねた

ときに，上野さんと挨拶する程度のかかわりで

ある。自分の子ども以外の寮生や関係者と親交

をもつことで家族のとらえ方が緩やかになると

考えられるが，親が親交を持つような時間や場

を作ることは難しく，清栄寮での寮生活によっ

て親の家族のとらえ方を緩やかにすることは現

状では困難であると考えられる。

２本研究の課題

以下のような観点を研究に取り入れ，今日の

社会や家族にとっての寮という家族外コミュニ

ティの意味や課題をさらに検討･する必要がある

と考える。

・親の職業の偏り

・家庭教育に関するストレスやプレッシャーと

地域性

・寮の経営者へのインタビュー

・女子の場合

・他の寮の場合

・進学校でない場合

また，先述したはづちを楽堂やカンガルーハ

ウス，習志野市立秋津小学校での秋津コミュニ

ティ，グループホームなど，寮以外の様々な家

族外コミュニティの調査により，家族外コミュ

ニティの多面的・普遍的な可能性と課題を探る

必要があるだろう。

なお，本稿では｢高校寮｣を「家族外コミュニ

ティ」の１つとしてとらえたが，「コミュニ

ティ」ととらえることが妥当なのか，他の用語

が適当であるのかは課題として残った。今後検

討していきたい。

【注】

注１）石川県七尾市和倉の旅館加賀屋が従業員

用の託児付き宿舎で，長時間保育，早朝・深

夜保育，病児保育，学童保育など，ゼロ歳児

保育を除いて日本の保育行政の欠陥が満たさ

れている'2)。

注２）石川県加賀市山代温泉共同浴場前にある

施設であり，非営利活動市民団体はづちをカミ

スタッフやボランティアで運営を行ってい

る。Ｉまづちを楽堂のある地域には山代温泉が

あることから，温泉街で働き夜型の生活をす

る親が多いため，子どもの食事を親が作るの

が難しい現状がある。Ｉまづちを楽堂はこうし

た子どもたちのために朝食を提供することを

有料サービスの一つとして行っている'3)。

注３）三重県鳥羽市答志島答志地区の日本で唯

一残存する寝宿制度である。中学校を卒業し

た男子が地区のある大人と寝屋子一寝屋親と

いう関係をもち，寝屋子の解散（約28歳）ま

で寝屋親の家で集団で寝泊りを共にする。寝

屋子の解散後も寝屋子一寝屋親，寝屋子一寝

屋子の関係は続き，一生の付き合いをする。

寝宿はしつけ的な機能や深い人間関係をつく

る機能をもっている'‘')'5)。

注４）千葉県習志野市立秋津小学校では，秋津

コミュニティとして高齢者から子どもまで老

若男女が集まって活動を行っている。活動を

通して，母親だけではなく父親や地域の人た

ちで子どもを育てることができており，子ど

もたちはその中で自信や社会性を身につけな

がら育っている１６)。
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企業スポーツチームの運営と指導に関する研究

一企業バレーボールチームにおけるマネジメントを事例として(2)－

Managementandteachingofsportsteam

-Casestudyonmanagementofvolleyballteamincompanysport(2)－

大久保英哲
ＨｉｄｅａｋｉＯＫＵＢＯ

Ｉ．はじめに

筆者（樫井）は大学・大学院で体育・スポー

ツ経営学を主たる研究テーマとする研究室に所

属し，研究活動を行ってきた。研究室を選択し

た理由は，将来的にはスポーツを指導する立場

の職に就きたいという漠然とした希望を持って

おり，実際に指導者になった時に「さまざまな

問題が生じた場合どのように対応することが必

要なのか」ということに興味・関心があったこ

とは確かであるが，主たる理由としては，大学

時代に所属していたバレーボール部の監督がス

ポーツ経営学を専攻する研究者であったこと，

バレーボールに関する相談あるいは練習計画な

どのアドバイスを通じ日常的にディスカッショ

ンを行っていたことであった。

しかし，研究室に所属後，部活動の顧問であ

る教員が担当したスポーツ経営学，体育科教育

法，バレーボールなどの講義を受講し，その内

容が理解できるようになると，今まで抱いてい

た筆者自身のスポーツ観が理路整然と整理され

ていくことが実感できた。そこからスポーツ経

営学，体育科教育法に興味をもち，スポーツ経

営学に関する書籍を読み始めた時に出会った以

下の文章に大きく感化された。長くなるがその

文章を引用する。

「体育経営管理学はいうまでもなく，体育学

の一分野であるが，…（中略）…。しかし，体

育学のなかはさらに二つに大別することができ

る。一つは比較的にいって基礎的な分野ともう

一つは，それらの応用を考慮しながらも実践的

平成22年３月30日受理

楼井貴志

ｎｌｋａｓｈｉＳＡＫＵＲＡＩ

な場に即した理論体系を構築している分野とが

ある。

例えば，運動生理学やスポーツ心理学あるい

はスポーツ社会学などは，前者の代表的な例で

ある。それに対して，体育経営管理学は後者に

属し，体育の管理，経営という目的的な実践活

動をめぐっての学問といえる。体育の学習指導

の考え方．進め方を問題とする体育科教育法

（学）とか，スポーツの技術指導を中心課題と

するコーチ学なども同じような実践場面を切り

開いていく分野のものであり，体育の最前線に

あって臨床的に活動する上で直接役立つべき役

割を果たさなければならない｡」')(pplO-ll）

その後，スポーツ経営学の研究室生として，

スポーツ心理学やスポーツ社会学，スポーツ

史，スポーツ哲学などの人文科学系のみなら

ず，運動生理学，バイオメカニクス等の分野あ

るいは調査研究等で必須となる統計学などにつ

いても辞書を繰りながら，あるいは教員や各研

究室の上級生や同級生に専門的なアドバイスを

もらいながら，様々な書籍・論文を読むように

なったことを今でも覚えている。

また，スポーツ関連の書籍，論文のみなら

ず，哲学，経営学，経済学等からも様々な知見

を得た。さらには，学部，大学院の授業は勿論

ではあるが，指導教員とのディスカッション，

研究室でのゼミ活動，卒業論文，修士論文の作

成，自身の運動部での活動を通じ，徐々にでは

あるが確実に筆者自身のスポーツに対する見

方，考え方が構築されていった。
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このように筆者自身の背景を明確にすること

は，マネジメントを論じる際には必要不可欠な

要素であると考える。なぜなら，「なぜあの

時，あの人は，あの様なマネジメントを行った

のか」ということは，量的な調査の積み重ねに

よって解明できる可能性は否定しないが，「そ

の時，その瞬間に決断しなければならない場面

での意思決定」は，最終決定者の判断に依存す

る事項になると考えるからである。伊丹・加談

野2)は「現実の意思決定は，きわめて複雑な心

理的過程の産物である」（p､224）と述べ，個人

の行動をベクトルに例え，方向は「意思決

定｣，大きさは「心理的エネルギー」によって

決定されるとし，その方向と大きさを決める要

素として次の４つの要素を挙げた（表１)。

表１４つの要素

①個人の目的

②個人のもつ情報や知識

(記憶されている情報や知臓）

③個人の認識と思考のパターン（思考様式）

④個人の感情

個人の目的，情報や知識，思考様式，感情に

よって行動が決定されると仮定するならば，最

終決定者が，状況をどのように判断し，考え，

決断したのかを明らかにすることなくして「な

ぜあの時，あの人は，あの様なマネジメントを

行ったのか｣は解明できないように思えるので

ある。４つの要素について詳細な検討を進める

必要はあるが，これらの要素となりえる事柄の

把握は，個々のマネジメントを総体として捉え

論じる際には必要不可欠であると考える。

本研究は筆者が自ら行ってきた企業スポーツ

であるバレーボールチームのマネジメントにつ

いて，数々の取り組んできた事実を忠実に抽出

し，分析を行い，１つのスポーツ組織体におけ

るマネジメントの総体を明らかにすることを試

みるものである。そのため，様々な場面で最終

意思決定者として活動してきた筆者自身の目的

や情報，知識あるいは考え方（以後，「フレー

ムワーク」とする｡）を明らかにすることは必

要である。

そこで本稿では，「筆者のスポーツに対する

フレームワーク形成」に大きく関与している事

項について整理し，企業スポーツチームのチー

ムスタッフに就任するまでに形成されていたで

あろうスポーツに対するフレームワークについ

て分析を行う。

次に，入社当時のチーム実態を記述した後，

分析したフレームワークをもとに当時のチーム

状況について検討を行うことを目的とする。

Ⅱ、フレームワーク形成についての分析

１．フレームワーク形成に影響を与えた事項

１）クラブ（運動部活動）経験について

筆者はバレーボールを小学校６年生から始め

た。町のスポーツ少年団で週２回程度の活動で

あった。発足間もないチームであり人数も少な

いことから自らが友人を誘い試合に出場できる

人数を集めチーム結成に辿り着いた。また，当

時の石川県の小学生男子バレーボールチームは

５チーム程度であり，チーム結成後すぐの大会

で３位を独得することができ，バレーボールへ

の興味とともに試合に勝利する喜びを感じたこ

とは今でも憶えている。

中学校に入学後，運動部活動（以後，「部活

動」とする｡）を選択する機会があったがバ

レーボール部へ迷いなく入部し，卒業までには

県大会優勝，準優勝，県選抜チームへの選出を

経験することができた。

高校進学では県内のバレーボール強豪校へ入

学し，競技者として更なる向上および全国大会

への出場，全国大会での勝利を目指し練習に明

け暮れていた。高校時代には全国大会への出

場，勝利，県選抜チームへの選出という貴重な

経験ができた。

上記のように全国大会への出場，県の選抜

チームへの選出など競技者としては恵まれた結

果を残すことができた。多くの方に「このよう

な成績を収めるためには厳しい指導・練習をさ
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れたのでしょうね」と言われるが，筆者にはそ般を主体的に行うという活動ができた。

のような感覚，記'億はあまり残っていない。当修士課程に進んでからは女子バレーボール部
時を思い起こしても監督（部活動の顧問の教

員）に詳細な技術指導あるいは戦術的な指導を

受けた記憶はないが，「どうしたら良いチーム

になるか，強いチームになるか｣，「そのために

何をしなければいけないのか」ということを問

われ続けたことが強く印象に残っている。筆者

は主将をしていたため，練習前には必ず監督の

所へ行き，当日の練習について確認していた。

そこでは，当日の練習について監督と打合せを

行い，チームの問題点，改善点，改善方法等に

ついて監督とディスカッションしていた。その

ため，自分あるいはチームとして日々の練習に

ついて考えることが必要であり，考えた内容を

監督に報告し，了解が得られた練習については

実行し，練習後に個人あるいは部員間で雑談を

交えながら練習について振り返り，翌日の練習

を考えるということが「日常的な部活動」と

なつ

から

り，

し，

ていた･その過程では図書館で書籍や雑誌

技術的なポイントや最新の情報を入手した

テレビ放送されている試合をビデオ録画

特定の選手の真似をしたり，自宅にて数人

の部員で攻守のフォーメーションについて話し

をするなどの活動が自然発生的に行われてい

た。

中学時代はバレーボール専門外の社会科の教

員，高校時代は指導者として全国大会で優勝を

経験している教員が監督であったが，決して監

督からの押し付けではなく，部活動の部員が協

力しながら，主体的に勝利を目指して日々の練

習を行っていた。

大学での部活動も従来の活動の延長線上にあ

ると位置づけることができるが，ここでスポー

ツ経営学を専攻する監督と出会い，練習計画や

部活動運営についてのディスカッションやディ

スカッション内容を論理的に説明してもらえた

講義の受講，さらに研究室活動を通じ，自身が

試行錯誤しながら行っている活動について，さ

まざまな疑問を持ちながらも，部活動の運営全

のコーチを経験し，これまでの部活動経験で得

たノウハウや学習してきた内容をチーム運営と

いう実践の場で確認できた貴重な期間であっ

た。監督の基本的なチームづくりの方針，意向

を確認し，それをベースに置きながらも大学１

～４年生の選手と話し合いを行い，選手達の意

向・要望にも合致するように練習場面でのサ

ポートだけでなく，練習計画立案等のチーム運

営に関する事柄についてアドバイスを行なっ

た。その成果として目標としていた大会に勝利

することができたことは，指導者としての大き

な成功体験であった。

筆者にとっては小学校から大学院の部活動は

すべてが貴重な経験であった。なかでも，目標

としていた戦績は収められなかった大学時代が

最もバレーボールについて考え，チームについ

て考え，スポーツについて考えた充実した時期

であったと言える。

上記の部活動経験を通じ，筆者は「試行錯誤

しながらも，自分達で目標を立て，その目標を

達成に向け日々の活動を展開していく場がクラ

ブ（運動部活動）であり，運動者が主体的に取

り組むことにより，専門的な技術・戦術指導を

受けられない状況でも『よいチーム』『強い

チーム』を創りあげることは可能である」と考

えるようになっていた。また，監督が「自分

（達）では気付かないことを適宜指摘し，何か

あった時には相談でき，的確なアドバイスをく

れる存在」であれば選手の主体’性を推進する場

を創出できるのではないかとも考えるように

なった。

２）学校体育について

筆者は平成４年に大学に入学した。この時期

は平成元年に改訂された指導要領についての解

説や授業実践についての報告，さらには体育科

の存在意義が検討され始めている頃であった。

出原3)は「公教育としての学校教育に『体育』
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という教科がなぜ存在するのか，その存在根拠

は何か，これを問うことは優れて体育科教育学

の今日的課題である｡」（P､2）とし，いくつも

の授業実践を１冊の本にまとめている。

竹田ら4)，友添5)は学習指導要領の変遷につい

て分析を行い，昭和50年代（昭和52年に小学

校，中学校。昭和53年には高等学校の指導要領

が出された）については先進諸国のスポーツ．

フォア．オール運動の影響を受けながら，

「『みんなのスポーツ』という量的拡大をめざ

す運動から，『生涯スポーツ』あるいは『生活

スポーツ』というように，スポーツの質的転換

を求める運動へと発展していく」4)(p23）時期
であったと述べ，この改訂から「現在に至るま

で，生涯にわたってスポーツを楽しみ，豊かな

スポーツライフを営むことができる人間を育成

することを主眼におく『楽しい体育論』や『め

あて学習』が生み出されていくようになる｣5）

（p､69）と指摘している°

平成元年に改訂された指導要領は昭和50年代

の傾向が一層強まり，平成１０年の指導要領では

,｢教科論としての『楽しい体育論』，具体的な

授業論としての『めあて学習』を踏襲し，生涯

スポーツを一層志向した内容のもの」５）

（p70）となっている。

上記の背景もあり「運動を手段的にカリキュ

ラムに位置づける『運動による教育』」４）

（p28）ではなく，楽しい体育論の根幹である

「運動の教育｣，つまり「運動（スポーツ）そ

れ自体の本質的価値を人間的．文化的視点から

評価し，運動を自己正当なものとしてカリキュ

ラムに位置づけていこうとする考え方」４）

（p､29）に強く影響を受けた。

これは運動（スポーツ）の内在的価値に着目

した運動目的論であり，「運動の欲求充足の機

能を重視し，その特性が学習されるように工夫

された機能的特性論｣5)(p,76）である。この機
能的特性論は固定的であったため，その後「一

般的特性と子どもからみた特性｣4)(p49）に区
別され，この両面からスポーツの特'性が捉えら

れるようになった。

さらには，「スポーツや運動を健康のためで

はなく，生涯の楽しみとして享受すべきとす

る｣6)(p75）スポーツ．フォア・オールにおけ
る生涯スポーツの理念のもと，体育は「運動や

スポーツへの愛好的態度の形成｣5)(p,76）が柱
となり，生涯にわたってスポーツを主体的に愛

好する運動者の育成に主眼がおかれた。

最後に，学校体育には必修教科，選択教科以

外の重要な事項がある。総則に示されている体

育に関する指導については「教科，科目として

の体育（保健体育）の時間だけでなく’特別活

動におけるクラブ活動，学校行事における体育

的諾活動，さらに，課外の部活動や自由時間に

おける体育的な遊びなどにも着目し，それらを

含めて，学校の教育活動全体を通じて’計画的

に指導されなければならない｣6)(p､39）との指
摘がある。学校には教科としての体育以外にも

様々な体育に関する活動があり’それらもま

た，教科体育と同様に’生涯スポーツあるいは

豊かなスポーツライフを営むことができるよう

配慮することが必要であろう。

上記のことから，学校における体育（教科体

育，総則に示される体育に関する指導）では，

その背景にある「生涯にわたりスポーツを主体

的に愛好する運動者の育成」が大きな課題であ

り，その実現に向けた学校体育が必要なのでは

ないかと考えるようになった。

３）スポーツ経営学について

スポーツ経営学に触れるに従い，これまでの

筆者自身のクラブ（運動部）活動の経験，学校

体育で求められている内容について理論的に整

理，理解ができるようになると，スポーツのあ

るべき姿について自分なりに考えるようになっ

た。そこで，さまざまな基礎的な分野に関する

知見を得ることを意識し，それらの知見に基づ

きながら，スポーツ経営学で言う「体育・ス

ポーツ事業｣!）(p,28）を「自分だったらどのよ
うに計画し，展開していくのだろうか」という



ことを盛んに思考するようになった。

一般的に経営とは「共通の目的をもって形成

された組織体が，その目的達成のために協働し

て行う事業活動とその過程｣'）(p､17）といわれ
ている。野中7)は経営管理とは「経営者あるい

は管理者の活動」（p,10）であり，活動は過程

（プロセス）あるいは機能と呼ばれ，一般的な

経営管理の活動については「個人が単独ではで

きない結果を達成するために，他人の活動を調

整する一人ないしそれ以上の人々の取る活動」

（plO）や「求める目的に向かって効率的に動

くために，資源を統合し，調整すること」

（plO）としている。岸田・田中8)は「管理と

は，分化されたそれぞれの専門職能別の問題解

決活動であり，与えられた課題を，最大の効率

･で遂行しようとするプロセス」（p､329）であ

り，経営は「こうした専門職能を統合・調整し

て,､変化する環境に組織全体として対応するた

めに，一定の方向を目指して努力を結集する活

動であり，いわば全般管理である」（p,329）と

し，経営および管理については「環境に適応す

るために，資源と情報を使って，これを適切に

組み合わせて組織を編成することによって，問

題を解決すること」（p､329）だと述べている。

これらのことから，経営（経営管理）とはヒ

ト，モノ，カネ，情報の経営資源を活用し，与

えられた，あるいは変化する環境によって生じ

た（る）問題に対し，分析を行い，問題を明確

化した後,その問題を解決するという共通の目

的をもった組織を編成し，目的達成のために協

働を行い，問題解決を図る営みだと整理できる

であろう。

また，問題解決を図る営みが効果的に遂行さ

れるためには「経営の理論にそった具体的でか

つ合理的な仕事の進め方を理解し，それを取り

入れていく必要がある」'）（ｐ99)。これが経営

過程であり，「代表的な機能として計画・組

織・統制の三機能があげられる」'）(ｐ'00)。こ
の３つの機能については「計画を作成し，その

計画は合理的な組織によって分業の形で実施さ

3５

れる。その結果は統制活動によって，はじめの

計画と比較・分析される。計画なくしては統制

活動を行うことはできないし，統制活動によっ

て，計画が適切でないことがわかれば，次の計

画や組織は修正される」（plO3）という関係が

成り立つ。

この関係は近年ビジネス界でマネジメントサ

イクルとして盛んに用いられているＰＤＣＡ

（Plan-Do-Check-Action）サイクルの考え

方と同意であるといえよう。例えばDCは合理

的な組織による分業での実施であり，Check，

Actionは統制活動そのものである。

これらのことから，当時の筆者の問題意識

は，どのような事業が，体育科教育における

「楽しい体育論｣，特に「運動の教育（運動目

的論)｣，なかでも「機能的特性論」を中心に，

生涯スポーツあるいは豊かなスポーツライフを

運動者が主体的に営むことができる能力を育成

できるのかということであり，その事業を遂行

するための経営管理，経営過程について継続的

な興味・関心があったと言えよう。

２．形成されたフレームワークについての分析

筆者自身の部活動経験，学校体育，スポーツ

経営学での知識の獲得，問題意識の芽生え，そ

の問題意識に対する探求の蓄積により，「日々

の練習」においては以下のようなフレームワー

クが形成されていたと考えられる。

①目的

・スポーツを主体的に取り組むことが出来るプ

レイヤーの育成

・上記を可能とするスポーツ事業の展開

②‘情報や知識

．「運動による教育（運動手段論)」と「運動の

教育（運動目的論)」

・運動の欲求充足の機能を重視した機能的特‘性

論（一般的特性と学習者からみた特性）

・スポーツ経営（経営管理）

・経営過程（近年におけるPDCAマネジメント

サイクル）
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③考え方

・プレイヤーが主体的に取り組むことにより，

ある程度までの専門的な技術・戦術は運動者

自身で習得することができる

・活動の主体はプレイヤーであり，指導者とし

てアドバイスはするが強制はしない

・問題提起を行い，プレイヤーに様々な視点か

らスポーツについて考えてもらう

・質問等には適切な回答ができるように最新情

報の収集および自己学習を怠らない

・チームの一員である以上，チーム目標の達成

に向け，他のスタッフ，プレイヤーと協働す

る

無論，これらを実現すべく「中長期的な視

点・私案」も有していたが，就任時の役職は

コーチであり，練習補助者という役割の中で

チーム運営に対する中長期的な意見を求められ

ることが着任当初にはなかった。そのため，

チーム運営に関する事項はここでは割愛する。

皿入社当時のチーム実態について

前稿9)では，わが国における企業スポーツに

ついて整理し，筆者が在籍していたチームにつ

いて，チームスタッフに着任した時点でのチー

ム状況の分析を試みた。結果，「社内の求心力

の向上」を果たすべく，まずは「チーム強化」

を推し進めるなかで「選手の主体性を育むこ

と」が求められていたことを明らかにした。

「社内の求心力の向上」あるいは「チーム強

化」に関する意思決定は，中長期的なチーム運

営に大きく関わる事柄であり，今回の分析対象

とはしない。

そこで今回は「選手の主体性を育むこと」に

ついて当時のチーム実態を記述した後に分析を

行う。

なお，今回は筆者の入社時のフレームワーク

にて分析を行うが，「スポーツを主体的に取り

組むことが出来るプレイヤーの育成」を目的に

あげているように，筆者のフレームワークを用

いて当時のチーム実態，特に「選手の主体性を

育むこと」を分析することは妥当であると考え

る。

１．チーム実態について

１）チーム実態の概要

1998年度のチームは部員11名であり，すべて

の選手が高校卒業と同時にＰ社へ正社員として

入社している。出身地は石川県が６名（新人１

名），福井県２名，奈良県１名，兵庫県２名

（新人２名）であり，１１名中８名は高校時代に

全国大会に出場した学校を卒業している。ま

た，全国大会に出場したことのない３名につい

ても県内で準優勝を獲得したチームの主力選手

や小学校からバレーボールを続けているなどの

経歴を持つ選手ばかりであった。

筆者自身，プレイヤーとしては学生バレー

ボールしか知らず，指導者としても女子大学生

のバレーボールしか経験したことがなく，日本

国内のトップリーグである日本リーグ（現在の

Ｖ・プレミアリーグ）の３部リーグに該当する

Ｐ社バレーボール部の日常の練習に大変興味が

あった。

ちなみに，筆者がＰ社への入社を決断した大

きな理由は「THP（トータル・ヘルス・プロ

モーション・プラン)」をＰ社にて導入・推進

したいという要望に対し，スポーツ経営学を主

としながらも，修士課程までで学んだことを実

践の場で活かしてみたいという希望と合致した

ことであり，バレーボール部のコーチについて

は「出来る限り補助します」という立場であっ

たため，Ｐ社に入社するまではチーム構成，選

手の特徴はもちろん，日常の練習について何も

知識のない状況であった。

当時のチームは本格的なチーム強化を進め始

めた時期であり，元全日本選手の監督と全国大

会出場レベルの選手が地域リーグ上位進出を目

指し，質の高い練習を日々展開していながら

も，前年度の東部地域リーグでは８チーム中６

位という成績であり，やはり日本の女子バレー

ボール界の競技水準は非常に高いのではと考え

■



ていた・

２）日次練習について

４月に入社し，新人社員研修が終了後，練習

に参加することになった。主要大会が終了し，

チームはトレーニング時期を迎え連日走り込み

やウェイトトレーニングを主とした練習が計画

されていた。最大筋力値を測定した後，体幹部

の強化およびバレーボールに必要であろう部位

の強化メニューが監督の知人の専門家によって

立てられていた。同様に心拍数をカウントし，

強度を確認しながら行う坂道ダッシュや階段

ツシュ，持久走もメニューとして組み込まれ

いた。

トレーニング時期も試合期を考慮した期間

，ウェイトトレーニングと走り込みが１週間

中でバランスよく組み込まれていた。

この事実から「年間計画は無論，シーズン計

，月度計画，週計画，日次計画が存在し，常

ダ

て

で

の

画，月度計画，週計画，日次計画が存在し，常

に進捗あるいは問題点の改善を行いながらチー

ム強化を行っているのだろう」との予測を持っ

た。

だが，この予測は大きく外れていた。練習計

画はトレーニングに関してのみ，つまり，ト

レーニングの専門家が担当している部分のみで

あり，その他の計画は存在していなかった。そ

のため，選手のトレーニングに対する必要性の

理解度は低く，当時の選手からは「このトレー

ニングをして何の強化につながるのですか」と

の質問をほぼすべてのメニューについて受け

た。

一見，しっかりと計画されており，その必要

性についても説明し，理解した上でトレーニン

グ期を迎え，トレーニング後の最大筋力値の測

定で設定された目標値のクリアに向けて個々人

が

た

メ

し

日々のトレーニングを行っていると思ってい

が，何も理解せず，監督から提示された練習

ニューをこなしていた事実が４月早々に判明

た｡

このことはボールを使った練習についても同

3７

様であり，当日の練習メニューは練習前に監督

が筆者に「今日はこんな感じで練習しようと思

うけど」「気になること何かある」という程度

の打ち合わせで行われた。この程度の打ち合わ

せで済む練習の背景は，コーチの役割は女‘性だ

けでは困難な練習を成立させるための「練習相

手」でしかなかったからである。

日々の練習は妥協を許さない厳しいものであ

り，コートサイドにいても緊張感漂う練習で

あった。日常的に「最後までボールを追いなさ

い｣，「やる気がないならコートから出なさい」

といった声がかけられ，その度に選手は「は

い」あるいは「やる気あります」という返事を

し，ボールを追いかけていた。

この光景が不思議で練習後に選手に雑談形式

であるが日々の練習について感じていることを

ヒアリングすることが習慣になった。選手の口

からは驚くべき答えが返ってくることが多々あ

り，今でも以下の回答は記1億に残っている。

・反論したり，やる気ありますと言わなかった

ら監督の機嫌がますます悪くなり，余計練習

が厳しくなるから。

・監督は全日本選手になれるくらいの選手だか

ら簡単に出来るかもしれないが，才能のない

私には簡単に出来ないプレイなのに，何も技

術的なことは教えてくれず，精神的にプレッ

シャーばかりかけてくるからつらい。

・バレーボールは高校で終わろうと思っていた

けど，高校の先生から強くＰ社への入社を勧

められ断れず入社した。だから正直こんな根

性バレーはもうやりたくない。

･全日本や日本リーグのチームがやっている練

習を私たちがやってもうまくなるわけがな

い。私たちのレベルに合わせた練習をして欲

しい。

．上手くなりたいし，強くもなりたい。ただそ

の方法がわからない。今まで監督に言われた

ことしかしたことないからどうしたら上手く

なれるのかわからない。

これらの選手のコメントからもわかるように
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日々の練習に対する不満が蔓延していたことは

入部後すぐに判明した。

３）フレームワークによる分析

ここでは入社当時の状況および選手への練習

後のヒアリング内容から先に整理した筆者のフ

レームワークに沿って当時のチーム状況を分析

する。

①目的

・スポーツを主体的に取り組むことが出来るプ

レイヤーの育成。

→「監督の機嫌が悪くなる｣，「今まで監督に

言われたことしかしたことない」「私たち

のレベルに合わせた練習をして欲しい」な

ど，練習に関する決定権は監督が有してお

り，また，練習内容の説明等も不十分で

あったため，選手が主体的に取り組める環

境ではない。そのため主体的に取り組むプ

レイヤーの育成は困難である。

・上記を可能とするスポーツ事業の展開。

→「正直こんな根性バレーはもうやりたくな

い」という発言から，違う視点，つまりバ

レーボールのもつ「楽しさ」を体験できる

練習にすることで解消できる可能性があ

る。また，練習内容およびその練習の意図

を明示することにより「自己の課題の発

見」が促進され，課題解決の練習を主体的

に行う可能性がある。

②情報や知識

。「運動による教育（運動手段論)」と「運動

の教育（運動目的論)｣。

→「運動による教育」に該当しないが，「高

校の先生に進められての入社（入部)」で

あり，このケースと同様に高校進学の際に

もバレーボールを継続するという理由で推

薦にて高校進学している選手が大半であっ

た。つまり，進学・就職の手段としてのバ

レーボール継続であり，バレーボールの特

’性に触れ，その楽しさをさらに享受したい

と自らバレーボールの継続を希望していた

選手が少ない。

・運動の欲求充足の機能を重視した機能的特性

論（一般的特性と学習者からみた特性)。

→バレーボールは競争型のスポーツであるが

ゆえに他者との競争に勝利することが一般

的特性となるが，出来なかったプレイが出

来るようになるなどの克服型やある基準の

ことが出来るようになったという達成型と

して捉えなおすことが出来る（学習者から

みた特性)。

・スポーツ経営（経営管理)。

→チーム全体で共通の目的がなく，目的を達

成するための組織も形成されていない。

、経営過程（近年におけるPDCAマネジメント

サイクル)。

→練習計画が存在しないために評価、改善を

行うことが出来ない。

③考え方

・プレイヤーが主体的に取り組むことにより，

ある程度までの専門的な技術・戦術は運動者

自身で習得することができる。

→「才能のない私には簡単に出来ないプレイ

なのに何も技術的なことは教えてくれ

ず｣，「上手くなりたいし，強くもなりた

い。ただその方法がわからない」から技術

向上の欲求を有していることが読み取れる

ため，ＰＤＣＡサイクルにてスパイラルアッ

プしていく素地があるといえる。次項と関

連するが適宜ｱﾄﾞﾊﾞｲｽをすることで解決

できる可能性がある。

・活動の主体はプレイヤーであり，指導者とし

てアドバイスはするが強制はしない。

→現状の練習，チーム状況に関して不満を

持っていることは明らかである。チーム内

に不満が蔓延していることを認識させ，ど

のような方向に進むのかを注意深く見守り

ながら適宜アドバイスを行う必要がある。

・問題提起を行い，プレイヤーに様々な視点か

らスポーツについて考えてもらう。

→「どうしたら上手くなれるのかわからな



い」という疑問があり，向上心が認められ

る。「どうしたら上手くなれるのか」とい

う問いに置き換える，選手が色々な角度か

らバレーボールについての知識や考え方を

育むことが可能。

･質問等には適切な回答ができるように最新情

報の収集および自己学習を怠らない。

→トレーニングあるいはバレーボールの技術

に関する専門的な知識が必要。

･チームの一員である以上，チーム目標の達成

に向け，他のスタッフ，プレイヤーと協働す

る。

→チームに共通の目標がないことを認識し，

一つのチーム（組織）として効率的に目標

達成ができるような仕組みを監督とともに

講じることが必要である。

４・まとめにかえて

Ｐ社に入社した当時のチーム状況，特に「選

手の主体性を育むこと」手の主体性を育むこと」について筆者の当時の

フレームワークにて分析を行った。

結果，入部当初は監督からのトップダウン方

式の練習であり，その練習についても年間計画

あるいは月度計画は存在しない「場当たり的練

習」であったと言える。そのため選手には練習

メ

ン

と

力。

が

生

ニューの提示，練習の意図，注意すべきポイ

トが不明確であり，練習評価は監督の評価に

任される状況であったといえる。

このような環境下で「選手の主体性を育むこ

」は困難であり，また，チーム運営という点

ら見ても，チームの目的が共有されず，した

って，目的達成のための組織の編成，協働が

じることもなく，効率が悪いことが容易に推

測できる。

チーム環境的には恵まれていたものの，最も

肝心な部分，つまり日常の練習に大きな問題

点，改善点を抱えていたことが明らかとなっ

た。

最後に練習後のヒアリングで素直に話をして

くれる選手が多かったこと，選手全体がほぼ同

3９

じ感覚で不満を持っていたこと，その中にも

「上手くなりたいがその方法がわからない」と

いう向上心のある選手が存在していたこと，さ

らには「私たちのレベルに合致した練習をした

い」という要望を持つ選手たちがいたことはそ

の後のチーム創りを考えると大きな財産であっ

た。
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ツチームの運営と指導に関する研究一企業バ

レーボールチームにおけるマネジメントを事

例として(1)一．金沢大学人間社会学域学校

教育学類附属教育実践支援センター教育実践

研究（35).23-31.

附記

本論文は，挫井貴志が1998年から2007年まで

携わり，実践してきた，企業スポーツとしての

バレーボール・マネージメントを総括するため

の研究である。この間，楼井は，独自の理論と

練習方法を工夫し，地方の一企業チームの比較

的無名であった選手を個性豊かなプレーヤーに
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育成すると共に，自由で豊かな発想のもとに独

自の戦法を創り上げて，全国的に注目される

チームに育て上げた。本研究はそこに至るプロ

セスを振り返り，スポーツの指導や指導者とは

如何なるものか，そのような指導者を育成する

にはどのようなファクターを如何に配列したプ

ログラムを構想すべきかについて考えようとし

たものである。今回の論文はそこに至る個人史

と学びの足跡を主にまとめている。

なお，本論文については大久保が文責を負う

が，その功績は挫井貴志に帰することを明記し

ておきたい。（大久保英哲）
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。Ｗｂ本研究では，二つの実験を行った。

●

4１

マット運動における伸膝前転の動作解析

ＭＯＴＩＯＮＡＮＡＬＹＳＩＳＯＦＴＨＥＦＯＲＷＡＲＤＲＯＬＬ

ＷＩＴＨＳＴＲＥＴＣＨＥＤＫＮＥＥＳＯＮＴＨＥＦＬＯＯＲＥＸEＲＣＩＳＥ

山本博男松井－洋＊鈴木孝佳＊
牛津安未＊湯浅真梨也＊

ＨｉｒｏｈＹＡＭＡＭＯＴＯ,KazuhiroMATSUI,ThkayoshiSUZUKI，
ＡｍｉＵＳＨＩＺＵ,MarinaYUASA

緒言

鉄棒やマットを使う器械運動では，個人差は

あるが，学習過程で所謂運動のコツを覚える形

で運動を可能にする場合が多い。とりわけ伸膝

前転では，起き上がる時点で重心をより高く引

き上げる必要がある。即ち，回転により生まれ

た力を伝動させ，立位へ戻るための鉛直方向の

力に変えている。前転系の技に限らず，発展し

た高難度の技を成功させるためには，加速技術

だけでなく，回転開始時における加速しやすい

姿勢が重要である。

従って，本研究の目的は，伸膝前転における

「できる者」と「できない者」を動作解析し，

回転開始時の姿勢に注目し，伸膝前転を成功さ

せる運動のコツを明らかにすることである。

二つの実験

者は金沢大

者は上下黒色スパッツを着用，リフレクテイブ

マーカーを身体右側の耳，肩，肘，手首，大転

子，膝，足首の計７ヶ所（図１）につけ，マッ

トの上で伸膝前転を行った。伸膝前転の全体を

撮影するため，ハイスピードカメラ（ディテク

ト社製ＨＡＳ-220）１台をマットから４ｍの位

置に固定し，毎秒200フレームで撮影した。Ａ

群とＢ群の伸膝前転における各変量の比較につ

いて，対応のないｔ－検定を用い有意差を求め

た。有意水準はα=0.05に設定した。

顎金沢大学大学院教育学研究科カリキュラム研究コース

研究方法

平成22年３月30日受理

■

表-１

の
く
下
体

実験１の被検者は金沢大学教育学部学校教員

養成課程保健体育コース及びスポーツ科学課程

の健康な男子学生で伸膝前転ができる者５名

（以下Ａ群と略記する)，できない者５名（以

下Ｂ群と略記する）の計10名である。両群の身

体特性と全体の身体特性を表１に示した。被検

表･１身体特性 図１実験１における身体計測点

実験２の被検者は金沢大学教育学部体育科の

健康な男子学生で伸膝前転ができる者１名（身

長：172cm，体重：７２kg）である。被検者は，

計10名である。両群の身

性を表１に示した。被検

身体特性

～

A群

B群

全体

身長《c､｢０

１６ｑク＋4.97

１７３Ｂ士4.56

171.4±5.06

体重k由

65.6±7.40

704±6.19

68.0±6.91
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リフレクテイブマーカーを右側の大転子，膝，

足首，瞳，小指の５ケ所（図２）につけ，マッ

トの上で伸膝前転を行った。伸膝前転の踏み切

り局面と立ち上がり局面の脚の使い方を撮影す

るため，ハイスピードカメラ２台をマットから

２ｍの位置に配置し，毎秒200フレームで撮影

した。

(・愉

●

図２実験２における身体計測点

測定する角度として，肩一大転子一膝が成す

角を①腰角度，大転子一膝一足首が成す角を②

膝角度，膝一足首一足底が成す角を③足首角

度，小指一廊一マットが成す角を④足部の傾き

と定義した（図３)。

①.！

､、

②所
⑳.】

図３角度定義

１試行の開始を１回目の着手，終了を腰角度

が最小になるまでとし，１試行あたりの時間を

算出した。また，試行の中で重要と思われる

pointを設定した。設定したpointは次のとおり

である。

pointl…試行開始，マットに手をついた瞬間

point２…耳と大転子につけたポイントを結ぶ線

がマットに対して垂直になった瞬間

point３…肩と膝につけたポイントを結ぶ線がマッ

トに対して垂直になった瞬間

point４…背面の接触局面，肩と膝につけたポイ

ントを結ぶ線がマットに対して平行に

なった瞬間

point５…立ち上がり局面でマットに手をついた

瞬間

point６…立ち上がり局面でマットに足をついた

瞬間

point7…試行終了，腰角度が最小になった瞬間

撮影にあたり，実験１，実験２ともに，被検

者には立位で静止した状態から始めることを指

示した。

表２足首Ｙ変位

Ａ群 pointl足首Y変位(c､） Ｂ群 pointl足首Y変位(c､）

subil 40.8 subi､６ 6９

subi2 49.0 subi､７ 5‘５

sUbi､３ ２０．４ subi‘８ 9９

subj‘４ 28‘３ subi9 1１．７

sUbj､５ 44.7 subjlO 7.5

平均 36.64±5.34 平均 829±1.10

結果と考察

ｐｏｉｎｔｌの足首Ｙ変位（表２）において，

subj､1～5がＡ群，subj､6～10がＢ群である。Ａ

群Ｂ群それぞれの平均をみると，Ａ群は36.64

cm，Ｂ群は8.29cmであり両群に有意差がみられ

た。Ａ群各被検者の値から，Ａ群は全員手をつ

いた時にはすでに足がマットから離れている。

つまり，Ａ群の方がより飛び込むような姿勢で

回転動作にはいっている。一方，Ｂ群は手を

マットについてからマットを蹴り，回転を開始

している。伸膝前転は回転により生まれた力を

腰角度の減少と手の押す力によって腰部の鉛直

方向の力へ効率よく伝動させることが必要であ



Ｏ１０Ｄ

３ＧＯ

３(】《】

の傾きと瞳と足首の速度Ｙ成分から，蹴り動作

のための膝屈曲時には，すでに瞳がマットから

離れ，つま先立ちになっている。また，この時

大転子がＸ軸正方向へ移動していることから，

実験１のpointｌにおける飛び込むような姿勢を

作るため，この時点で前傾姿勢になっている。

ｐｒＩｍｂ）

図４踏み切り局面（合成速度。角度）

4３

表３１試行あたりの時間

Ｕ
ｎ

ｏ

り，飛び込むような姿勢で回転動作に入ること

で，より大きな水平方向への運動量を得ること

ができる。

１試行あたりの時間（表３）において，Ａ群

の平均はＢ群の平均に比べ0.31秒短く，両群に

有意差がみられた。pointl-point2間の時間を

みてみると，Ａ群が0.12秒，Ｂ群が0.27秒であ

り，両群に有意差がみられた。前述したとお

り，Ａ群は手をついた時点で踏み切りを完了し

回転を開始している。これが１試行あたりの時

間を短くする１要因として考えられる。

表３におけるsubj､3とsuhj､8及びsubj9の値を

みると，Ａ群であるsuhj､3よりＢ群であるsubj8

とsubj､9のほうが，１試行あたりの時間が短

い。subj､8とsuhj9は回転の速さは成功する範囲

におさまっているが，他の要素がその範囲から

振り下ろしたことで生まれた力と身体の折りた

たむことで生まれた力を合わせることができ

ず，その力を鉛直方向への力にするための伝動

も効率よくできなくなる原因であり，立ち上が

りにくくなる。

表４立ち上がり局面の時間

。

実験２の踏み切り局面の結果を図４，５，６

に示した。踏み切る前の段階で，蹴り動作のた

め膝の屈曲がみられたが，蹴り動作とともに膝

角度も立位時の角度に近付いていた。膝角度の

減少に合わせて足首角度も減少している。足部

極端に外れているため，立位に戻ることができ

ないと考えられる。

立ち上がり局面のpoint5からpoint7までの各

point間の時間を表４に示した。立ち上がり局

面において，point5-point7間の時間はＡ群の

平均が0.34秒，Ｂ群の平均が0.51秒とＡ群の方

が0.17秒短く，両群に有意差がみられた。立ち

上がり局面の中でも，point5-point6間の時間

については有意差はみられなかったが，point6

-point7間の時間は両群に有意差がみられた。

即ち，Ｂ群では手をつくタイミングと足のつく

タイミングは成功する範囲で行っているが，足

がマットについたあとの身体の折りたたみが遅

い。身体の折りたたみが遅くなることは，足を

1００

尻ロ

'

狐)０

２５０

－大転子in度

2００－歴巡度

一足芦測磨

150--膝角度

一一足首角度

100－－足部の傾逸

＝

〃

'

〃

０
０
０

鐸
釦
胆

雪
日
里
閏
調
燈
⑩

Ａ群

suIqj,１

subj､２

subj､３

subj､４

subj5

平均

1試行あたりの時間(s）

1.53

1.33

1.83

1.58

1.48

1.55±０．０８

ｌＢ群

subj,６

subj､７

subi､８

subi､９

subj･１０

平均’

１試行あたりの時間(s）

１．８６

２．２２

1.64

1.73

1.85

1.86±０．１０

群

Ａ群

point5-point6間(s）

0.07±0.04

0‘15±0.03

point6-point7間(s）

0.27±0.01

0.35±0.03

,point5-Point7間(s）

0.34±0.04

0.51±0.01
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図６踏み切り局面（速度Ｘ成分）
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①pointlの足首Ｙ変位において，Ａ群とＢ

群の間に有意差が認められた。Ｂ群はマッ

トに手をついた時点でまだマットに足がつ

いているのに対し，Ａ群はマットに手をつ

く前に蹴り動作を終え，足が離床している

こと。

②１試行あたりの時間について，Ａ群とＢ

群の間に有意差が認められた。回転開始の

着手から立ち上がり局面における腰角度が

最小になるまでの時間がＢ群よりもＡ群の

方が短いこと。

③Ａ群とＢ群の立ち上がり局面において，

point5-point6間の時間に有意差は認めら

れなかったが，point6-point7間とpoint5

-point7間の時間に有意差が認められた。

Ｂ群はＡ群より足がマットについてから腰

角度が最小になるまでが長く，身体の折り

たたみが遅いこと。

結論

１．本研究において，伸膝前転が「できる者」

５名と「できない者」５名を対象に行った実

験から，以下のことが明らかになった。
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文部科学省「高等学校学習指導要領解説保

健体育編体育編」東山書房２００７

角

、､

立ち上がり局面の結果を図７に示した。立ち

上がり局面における足首角度の変化から，振り

下ろし動作中に足を底屈させ，それが腰部の上

昇速度が最大になるあたりまで続いている。ま

た，大転子及び膝の速度変化が緩やかになるあ

たりで足部の傾きが約180。になり，完全に立

位に戻る前に足底全体がマットについている。

11】0

870

130

2．伸膝前転が「できる者」１名を対象に行っ

た実験により，以下のことが明らかになっ

た。

①踏み切り動作において，「できる者」が

前傾姿勢になるのは，蹴り動作の準備段階

である膝の屈曲時であること。

②立ち上がり動作において，「できる者」

は，振り下ろし動作中からつま先を伸ばし

始め，完全に立位に戻る前に足底全体が

マットについていること。
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携帯電話を使用した投榔競技における運動指導の試み

Acasestudyofinstructionusmgmobilephone'sanimationfbedback
■

onthrowingkinematics

山本博男佐々木健吾＊佐藤隆彦*＊

萩尾耕太郎**＊蜂矢鉄心***＊

ＨｉｒｉｏｈＹＡＭＡＭＯＴＯ,ＫｅｎｇｏＳＡＳＡＫＩ,TakahikoSArOH，
KohtarohHAGIO,ＴｅｓｓｈｉｎＨＡＣＨＩＹＡ

一
一
一
一
目
９

緒
日

・
今

１．緒言

今日，運動指導の場において，CAIやビデオ

などの動画コンテンツを使用した指導が度々行

われる。従来の方法ではその場で動画の撮影に

はデジタルピデオカメラなどが利用され，指導

をmblelに示す。被検者には実験に対･する充分

な説明を行い，インフォームドコンセントを得

た。予備実験により，難易度の高い動作ではパ

ラメータの変化が見られにくいことが示唆され

たため，本研究では砲丸投げのスタンディング

者

ー

が動作のポイントを生徒や競技者に説明する

とが一般的である。しかし，運動を行う者全

が，こうした機材を所有しておらず，投榔競

など，専門性の高い種目では指導者に恵まれ

いない現状である。一方，技術の発展により

投法（立ち投げ）を行った。

１泡ｂＩｅｌ･Subiectsこ

Ⅱ．方法

１．被検者

金沢大学陸上競技部に所属する投榔種目を専

門としていない男子学生９名を無作為に統制群

（以下CO群)，動画フィードバックのみ行う群

（以下Fb群)，動画フィードバックと指導を行

う群（以下IF群）に分けた。被検者の身体特性

員
技
て

デバイスの進歩が近年活発になっている。小型

と りわけ，携帯電話に至っては，単なる電話の

枠を超え，動画の再生・録画，テレビや音楽の

試聴等が可能になっている。また，国内の調査

で携帯電話の普及率は80％を超え，最も身近な

機器の一つとなっている。こうした状況を踏ま

え，携帯電話を，運動の指導に有効に活用出来

るのではないかと考え，小型デバイスを運動指

導に利用した実験を試みた。従って，本研究の

目的は携帯電話を投榔競技における技術指導に

利用した際の基礎的データを得ることだった。

２．撮影

撮影は，解析用にSony製のデジタルビデオ

カメラ（DCR-TRV30）を３台使用し30fPsで撮

影を行い，フィードバック用に各被検者の携帯

電話を使用し，l5fPsで撮影を行った（Fig.1)。

携帯電話の機種の制限は行わなかったがQVGA

Group

IＦ

Fｂ

ＣＤ

Hei9ht(､）

1.73士０．０４

1.72士０．０２

1.74士０．０２

Wei9ht(k9）

63.0±２．９４

65,7士４９２

65.0士７．７９

ＢＭＩ士ＳＤ

21.1士０．６３

22.2±１．４５

21.3士２．２４
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ＴａｂＩｅ２ｐＰｈ尭兵②

Event DetaiI

開始(Start》 砲丸の加速度がリリースから時間軸をさかのぼり、０に肢も近い極小値のコマ

Ｔｍ 体幹部傾斜角度が最小値のコマ

Ｋｍ 膝関節屈曲角度が最小値のコマ

Ｈｍ 体幹部捻転角度が妓小値のコマ

ＫＤ 膝関節伸展角速度が最大値のコマ

V2Ｍ 砲丸加速屑 が妓大値のコマ

終了限eIease） 動作終盤において砲丸の加速度が０以下に初めてなったコマ

（320×240）サイズで撮影した動両を視聴でき

る機種とし，被検者の右側に固定して撮影を

行った。

３．データ

三次元D画法でキャリブレーションを行い，

撮影した動画をラップトップ型コンピュータ

（ＶＹ１２Ｍ/Ex-M，ＮＥＣ，L49Ghz，1.24Gb

RAM）に取り込み３次元動作解析ｿﾌﾄ

（FrameDiaslLDKH社製）を使って左右の肩

峰，肘関節，大転子，膝関節，足関節と砲丸に

任意でデジタイズを行った。膝関節屈曲角度

（３Ｄ）と砲丸の加速度，各ポイントの三次元

座標を算出した。

４．パラメータ

ソフトで算出したパラメータの他に，三次元

座標を基に，各コマにおける体幹部捻転角度

（ＨＳＳ：Hip-Shoulderseparationamgle)，体幹傾

斜角度（ＴＴ：Trunk-Tiltangle)，C-line（左右肩

峰中点一左右大転子中点一右膝関節の成す角）

の生データをExcel（Microsoft）で算出し，３

点移動平均法で平滑化を行った。

５．モデルの作成

競技レベルの設定として，投郷競技経験者を

対象とした予備実験では，web上で取得できる

外国人選手のグライド動作をエキスパートモデ

ルとして利用したが，モデルのパラメータの算

出が不可能であり動画視聴前後の変化を，モデ

ルと比較することが困難だったため，本研究で

は2009年度国内ランキング150位以内に記録を

持つ競技レベルの競技者の動作をモデルとして

使用し，被検者の手順と同様にあらかじめ動作

解析を行った。

６．フィードバックデザイン

フィードバックのデザインは先行研究を基に

作成した。全ての被検者はBaseLineTbst（以下

BT)，PerfbrmanceTest（以下PT)，Retention

T℃sｔ（以下RT）の順にテストを行った。各テス

ト２回の練習投榔の後に，本番投郷を３回行っ

g簿

EIe

｡h…u歌､9撫飛職‘
１１１１月詮

↓↓
2ｎｄＰｅｒｆＱｒｍａ面GBdT直哉琴

却麺否投晦２試技、本投脚３試技技禅mEX指零なし
類SP:ティゥクピクチャー
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理由として，ＩＦ分に与えた指導が不的確だった

ことが考えられる。加えて，Ｆｂ群は急激な記

録の上昇が見られた被検者ばかりでは無く，標

準偏差を見るとIF群よりも大きいことから，本

研究における被検者では群間で技術の修得度に

Figure4･Distance

＊1：ＣＯ群でテスト間に有意差ありｐ<0.05
＊2:Ｆｂ群でテスト間に有意差ありｐ<0.05
＊3:ｌＦ群でテスト間に有意差ありｐ<0.05

十1：Ｃ□<Fb‘1F.ｐ<0.05
十2:ＣＤ<ＩＦ<Fb.ｐ<0.05

4９

た。全てのグループに対してＢＬ後に基礎的な

指導（砲丸の持ち方，足の配置，技術のポイン

ト）が書かれたチェックリストを配布し，リス

トに基づいた投榔を検者が見本として実際に投

げて見せた。ＢＴ後，全ての被検者には自分が

Ⅲ、結果と考察

各グループにおける各テストの平均値を図に

示した。記録（距離）のテストにおける平均値

はCO群がPT＜PT2＜BＴ（p＜0.05）とＢＴの結果

が最も良く，Ｆｂ群がBT＜PT＜PT２（p＜0.05)，
改善させたいパラメータを記入させた。

DispIacemmt(ｍＩ

の後

IF群

した

IF群

IF群がBT＜PT，ＰT２（p＜0.05）と介入後に有

意な記録の増加が見られた（Fig3右)。また，

ＢＴの記録を100％としたときの変化率で見る

と，ＰＴではＣＯ群よりもFb，ＩＦ群が有意に高い

比率で記録が増加しており，ＰT2ではFb群が

CO，ＩＦ群に比べ有意に高い比率で記録が増加

していた（Fig.4左)。杉浦らによると，視覚的

なフィードバックは，指導ポイントを的確にし

た方が効果的であることが紹介されている。し

かし，石井・杉浦の先行研究（1993）に反し

て，本研究で動画フィードバックに指導を加え

たIF群に比べ，フィードバックのみ行ったFb群

が有意に高い割合で記録が増加していたことの

収害させたいバフメータを記入させた。そ

ＣＯ群のみ動画の視聴をせずにPTに進み，

とFb群は自分のBTの試技の動画と，作成

モデルの動画を視聴しPTに進んだ。また

検者が動画を視聴するポイントを指示にのみ，

した。ＰＴから１週間後に， 全てのグループが

ＲＴに進んだ。

-●一ＣＯ

1週間の期間内IFにのみ，Dみ，動画

ポイントをを視聴するときのモデルとの比較の

e-mailで送信した。

7．統計処理

パラメータと記録の関連性についてはスピア

内のテストマンの順位相関を使用し，グループ

ＰＴ

Ｔｅ電士

間における有意差検定にはフリードマン検定を

使用し；テスト内のグループ間の有意差検定に

はクラスカル・ウォリスのＨテストを使用し，

有意水準はいずれも５％に設定した。

ＰＴ２

Shot-putDistance
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HSS-ROMの増加(3)
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大きな差は見られなかった。これは，HSSが担

う仕事量が増加したことにより角速度に変化が

見られなかったものの記録との相関が増加した

と考えられる。この変化は，介入前はHSSを投

榔に導入していなかった被検者が，動画の視聴

により技術を変化させ投郷にHSSを介入させた

結果であると考えることが出来る。

Ｆｎｇｕｒｅ５・ＦｉｏｗＣｈａｒｔ

*１

）

差があったことも考えられる。Ｆｂ群とIF群各テ

ストにおける各局面のHSS（体幹部の捻転）の

角速度と，角速度と記録のスピアマン順位相関

を図に示した。ＰT2のＶ２Ｍ局面において，Ｆｂ・

IF群共にHSSと記録の間に有意な正の相関が見

られており，テスト中で最も大きくなってい

る。しかし，角速度そのものは特にテスト間で

蝿ｐ竜0.01（）内は人数
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一方，記入させた改善させたいパラメータの

回答結果と動作変化の概要をみるとＣＯ群の被

検者はTTとHSSのROM（Rangeofmotion）の

増加を意識しており，介入後のテストで両者と

も介入前に比べ増加している。Ｆｂ，ＩＦ群でも改

善を意識したパラメータが介入後に増加してお

り，ＣＯ群に比べ有意に高い増加となった。こ

れらのことから，本研究の介入では被検者の意

思を反映したパラメータにおいて，動画の視聴

を行った群が，動画の視聴を行わなかった群に

比べ有意に大きな動作の変化が見られ，記録の

増加は最も伸びたFb群で平均５％程だったも

のの，携帯電話の動画撮影・再生機能が運動指

導に効果的に利用できることを示唆している。

これらの結果と予備実験の結果から，携帯電話

の動画機能を使用したフィードバックは基礎的

かつ単純な動きの習得に対して効果的であるこ

とが示唆される。しかしながら，高度な動きの

基礎となる単純な動きを習得することは，初心

者に対する運動教育として重要であろう。本研

究で扱った投榔競技の他にも，基礎的な動きの

習得が要求される種目の指導において，本研究

の結果は携帯電話の有効性を示唆するものであ

り，比較的高度な技術を必要としない，学校教

育での鉄棒や器械体操など基礎的な種目にとっ

ても有効であると考えられる。一般的な体育授

業において，通常のピデオカメラの動画はその

ままビデオ学習に使用するにしろ，CAIで使用

するにしる授業時間内で視聴するには時間や人

数が限られ全ての児童，生徒に対して必ずしも

充分なフィードバックが与えられるとは限らな

い。本研究ではキネマテイクスに主に焦点を当

て，ＩＦ群の被検者が送信された情報を如何に処

理したか等の要因を動きの変化に結びつけるま

でには至らなかったが，今後学校教育の場での

検証の際，情報の処理は生徒児童の運動観察の

観点を知るために有意義であると考えられる。

携帯電話の有効性を提示するにはまだ課題が挙

げられるが，一人一台の普及率を誇る携帯電話

の動画機能は教材不足を補えるツールとしても

5１

利用出来るのかも知れない。

Ⅳ、結論

以上の結果から複数の指導の項目を提供した

場合，携帯電話の動画を視聴した群では，被検

者の意思を反映した項目において動画を視聴し

なかった群に比べ有意に大きな動作の変化が見

られる。本研究では１週間のみの介入であり，

その間の競技の練習は行っていないため，本研

究の結果は動画のフィードバックとメールによ

る指導のみの結果であると考えられる。従っ

て，本研究の結果は携帯電話の動画再生機能の

運動指導における有用性を支持するものであ

る。しかしながら，投榔以外の競技に対しての

影響，または本研究の介入と個々に合った指導

を組み合わせた時の効果は不明であり今後検討

していく必要がある。
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井上武士が目指した「知的」な音楽鑑賞教育：

『MusicAppreciationintheSchoolroｏｍ』の影響に着目して

"Intellectual'，MusicAppreciation：ThelnHuenceof“p"cjaがo〃加油e此ﾙCO"Ｏ脚
What'mlnoueLookedfbrM畑iｃ

篠原秀夫
ＨｉｄｅｏＳＨＩＮＯＨＡＲＡ

西島千尋

ChihiroNISHIJIMA

概要

戦前から戦後にかけて音楽教育界の中心で活躍していた井上武士は，独特な音楽鑑賞教育理念を
訴えていた。それが，「知的」な音楽鑑賞教育である。当時，知的なアプローチは音楽鑑賞を「阻
害」するなどと批判されていたが，井上はあえて「知的」な鑑賞の重要性を説いていた。そのよう

な井上の音楽鑑賞教育観に影響を与えていたのが，アメリカで出版された『MusicAppreciationin
tl,eSchoolroom』であった。本論文では，この両者の音楽鑑賞教育理念に着目し，現代の音楽教育
に与える示唆を考える。

序「ロ マン派」に区分される曲目である。しか
筆者らは「受け継がれなかった音楽鑑賞教し，〈鑑賞用音楽レコード：第２類〉は中世や

材：井上武士による昭和26年度学習指導要領の

選曲」において')，井上武士が昭和26年度学習

指導要領の音楽鑑賞教材の選曲に及ぼした影響

を論じた。昭和26年度学習指導要領に付された

く鑑賞用音楽レコード〉という一覧は，〈小学

校版〉〈中学校版：第１類〉〈中学校版：第２

類〉〈中学校版：第３類〉の４分類から構成さ

れている。この中でも，〈小学校版〉〈中学校

版：第１類〉は昭和22年度学習指導要領に付さ

れたく鑑賞レコード一覧表〉の曲目や国民学校

令下の『国定教科書』掲載曲を多数受け継いで

いる。また，〈中学校版：第３類〉には８カ国

の民謡が組み込まれているが，これは指導要領

の目標として掲げられた「言語・風俗・習』慣な

どを異にする諸民族の間に，いっそうよい理解

を得る」に対応するものと捉えられる。

一方，〈鑑賞用音楽レコード：第２類〉は他

要領にはない特徴的な選曲がなされていの指導要

た。いわゆるクラシック音楽の中でも，鑑賞教

材として選曲されるのはほとんどが「古典派」

平成22年３月30日受理

近現代の曲目までをも含む幅広い選曲がなされ

ていた。その選曲に影響を与えたのが井上だっ

たのである。

井上は《うみ》や《チューリップ》の作曲者

として後世に名を残し，国民学校令の際のいわ

ゆる『国定教科書』の編纂や，東京塾術大学で

の教育活動など戦前戦後ともに日本の音楽教育

界の中枢で活躍した教育者である。それゆえ，

井上に関する研究はいくつか確認されるが2)，

井上が昭和26年度学習指導要領に与えた影響に

着目した研究は行われていなかった。そこで，

その関係を明らかにするために記したのが先述

の論文であるが，その井上の冒険的とも言うこ

とのできる選曲の背後にある教育理念をより掘

り下げる必要がある。

よって，本論文では井上の戦後の音楽鑑賞教

育観を明らかにしたい。そこで以下ではまず，

先述の論文「受け継がれなかった音楽鑑賞教

材：井上武士による昭和26年度学習指導要領の

選曲」より井上の選曲を再度確認し（第１
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章)，次に井上の選曲の土台となっていた音楽

鑑賞教育に対する理念を整理する（第２章)。

１．井上武士の幅広い選曲

昭和26年度学習指導要領に付されたく鑑賞用

音楽レコード：第２類〉は，中世のグレゴリオ

聖歌からストラヴインスキーやヒンデミット，

ガーシュインなど現代音楽の作曲家らによる楽

曲まで幅広い曲目が選択されている。昭和22年

度学習指導要領のく鑑賞レコードー覧表〉や，

昭和26年度以降の昭和33年度，昭和4３（小）・

4４（中）年度，昭和52年度学習指導要領におい

て，それほど幅広い選曲がなされたことはな

い。津田正之・儀間綾子は「告示」として法的

拘束力を持つ昭和33年度，昭和4３（小）・４４

（中）年度，昭和52年度学習指導要領の鑑賞共

通教材（各学年で必ずきかなければならない教

材）を分析しているが，その87％がクラシック

音楽であり，内訳はロマン派55％，古典24％，

バロック９％，近代９％，現代３％となること

を指摘している3)。

つまり，昭和33年度から昭和52年度学習指導

要領において示された鑑賞共通教材の大部分が

「古典派」と「ロマン派」の楽曲で占められて

いたということである。この分析結果と比べる

と，〈鑑賞用音楽レコード：第２類〉がいかに

特殊なものであったかがわかるが，このような

選曲がく鑑賞用音楽レコード：第２類〉以外に

も存在していた。それが井上の著書『音楽教育

法」４)である。そして，中学校用の鑑賞教材と

して井上があげている全52曲のうち，２７曲が

く音楽鑑賞用レコード：第２類〉と重複してい

る。

井上は『音楽教育法』においてももちろん，

「古典派」「ロマン派」以外の「バロック」や

「近代」「現代」も組み込んでいるが，珍しい

のは時代的な幅広さだけではない。たとえば，

「ロマン派」にはウオルフやダンディー，「近

代」にはパデレフスキー，「現代」にはオネ

ガーやミローなど，現在では教科書には掲載さ

れないような作曲家の楽曲を組み込んでいる。

井上は，『音楽教育法』の「(2)の方針に従っ

て選択する場合のおもな項目」のｃとして，

「音楽の時代様式に対する理解と鑑賞」をあげ

ているのだが5)，ｃに対応する作曲家をそれぞ

れの時代ごとに「ａ・古典派時代＝６名，ｂ・

ロマン派時代＝１１名，ｃ，近代の音楽＝20名

（ブラームス，サンサーンスなども含む)，

ｄ・現代の音楽＝16名」と記していた。ただ

し，「ｃ・近代の音楽」にはブラームスやサン

サーンスなど現在であれば「ロマン派」と認識

されている作曲家も含まれているため，現在の

感覚で分類しなおすとすれば「ロマン派時代」

の作曲家数は増加し，「近代の音楽」の作曲家

数は減少する。しかし，そのことを差し引いて

も「近代」「現代」が積極的に取り入れられて

いると言える。このような珍しい選曲がく音楽

鑑賞用レコード：第２類〉に反映されていたの

である６)。

昭和26年度学習指導要領に「前の音楽指導要

領に示された鑑賞用音楽レコード表は，終戦後

の最も資材不足の悪条件下で選定されたため

と，それが，各学年に固定的に割り当てられて

あったために，とかく融通のきかない利用法が

とられがちであった。それで今回はできるだけ

広範囲から豊富な曲目を選定補足し，教師が地

域差その他いろいろな条件を考慮して，自由に

選択し指導できるようにした」と記されていた

ように，「できるだけ広範囲から豊富な曲目を

選定補足」することは指導要領全体の方針で

あった。その方針に具体的な示唆を与え，「選

定補足」した一人が井上であると考えられるの

である。

２．井上武士の音楽鑑賞教育観

本章では，井上の以上のような独特な選曲の

土台となっていた音楽鑑賞教育観を整理する。

井上の戦前と戦時の音楽鑑賞教育観に着目した

研究論文としてあげられるのが三村真弓の「井

上武士の音楽鑑賞教育観」である7)。三村は当



い

Iま

画には大貫松三など，その分野の大家をそれぞ

れ招いている。同著には「黒板蓋の描き方」と

いう箇所まであり，そこでは「描く態度にも多

少の感情を入れる。例えば静かなる波はゆるや

かに荒れたる波はさわがしく急速に描く如し」

5５

論文において，井上の戦前と戦時（国民学校令

施行期）の音楽鑑賞教育観が変化していること

を指摘しているのだが，戦後にもまた変化が見

られる。そこで，三村の論文を参照しながら，

まず戦前および戦時の音楽鑑賞教育観を把握し

ておく。

「描き出したらそのまふ描き終るべし」などの

ノウハウが指示されていた。

このような意欲は「鑑賞」を重視しようとす

る意図によるものではなく，「唱歌科」を「音

楽科」へと転換させようとする意図によるもの

であったと考えられる。明治以降の音楽教育は

教科名である「唱歌」が表す通り，歌うことが

中心であった。また，歌うことによって目指さ2-1．井上武士の戦前と戦時の音楽鑑賞教育観

武井上武士の戦前の音楽鑑賞教育観

三村は，井上の東京高等師範学校附属小学校

に在籍していた昭和６年から終戦までの井上の

論文・著書を対象とし，当時の井上の音楽鑑賞

教育観について考察を行った。この頃，音楽鑑

賞教育を先駆的に実践していた教育者ら（山本

書，津田昌業，青柳善吾，金森保次郎，草川宣

雄など）は積極的に音楽鑑賞教育の理念につい

れたのは，いわゆる「忠君愛国」的な歌詞や道

徳的な歌詞のものである。しかし，大正ロマン

や大正自由教育運動の思潮において「芸術」が

注目され，美術や音楽を芸術として教育しよう

とする風潮が高まった。忠君愛国を目的とする

のではなく，芸術が人間性や心情に与える効力

に期待が及んだのである。

井上・黒田もこのような思潮に同調していた

のだろう。『小学校唱歌教授資料集成』の

「序」では，主智主義・実利主義教育が厳しく

批判され，「唱歌科」が「唱歌」を教えるもの

であると思うのは誤解であり，唱歌科教師は人

生指導を行うことが使命であると主張されてい

るｕ)。井上・黒田は唱歌科が「人生文化に寄

与」することの出来る教科であること，「人生

指導」を担う教科であることを繰り返し述べて

いたが，歌うことに加えて様々なアプローチに

より音楽を「きく」ことで，それを達成しよう

と考えたのだろう。

ｑ
己
ロ
ー

害
雄

和

の主張を述べていた。だが，終戦以前の井上

「音楽鑑賞教育そのものの意義や目的等につ

てはほとんど論じていない｣８)。だがこのこ

も，井上が「歌唱」を最も重視しており，

鑑賞」は歌唱指導の補助と位置づけていたこ

を併せて考えると意外なことではない9)。

しかし，昭和10年頃には変化が見られる。昭

１０年から12年にかけて記した黒田隆朝との全

冊からなる共著『小肇校唱歌教授資料集成』

は'0)１ケ月毎の指導計画に，鑑賞教材が補助

材としてではなく位置付けられていた。ま

，楽曲を鑑賞するための多様なアプローチを

介している。

遊戯の図解や楽曲のイメージ想起のための黒

画，音楽を補助するお話など，教師らが実践

て

画，音楽を補助するお話など，教師らが実践

やすくなるような工夫もなされている。井

・黒田はこれらの方法にかなり意欲的だった

うであり，遊戯の図解の部分には柿漂充，お

の部分は児童文畢研究家の上田毒四朗，黒板

し
上
よ
話

と

Ｉ

と

６

に

遊

教
た
紹 井上武士の戦後の音楽鑑賞教育観

昭和16年に国民学校令が公布され，同令にお

いて「鑑賞」が法制化されると，井上はより

「鑑賞」を重視するようになっていく。井上は

当時，東京高等師範学校教諭であったが，『国

定教科書』の編纂委員も務めており，７名の編

纂委員の中でも，特に学習指導の実際面におい

て中心的な役割を果たしていた'2)。国民学校令

と深く関わっていた井上が，「鑑賞」を重視す

るのは当然のことと言えよう。

井上は，国民学校令公布の前年に記した「国

民畢校婆能科音楽精義』において，「｢芸能科音

板
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楽」に於ける「鑑賞指導」や「器楽の指導」は

決して「歌曲指導」を捕捉する意味の存在では

無い」と明言している'3)。また，芸能科音楽が

「｢歌唱」と「鑑賞」とを中心として実践され

なければならない」とも主張していたM)。だ

が，このように「鑑賞」を重視しながらも，当

時の井上が最も重視していたのは「国民学校教

育」である。

昭和18年に記した『国民皐校蕊能科音染問

答』に見られる井上の主張には，「教育は国家

の公事である。教育者はこの団家の公事を行ず

る使徒であらねばならない｣15)，「蕊能科音梁の

質践を通して圃民皐校教育の目的を貫徹する」

など'6)，教育が「国家」の一機関であることが

強く意識されている。当時は，音楽科以外の教

科もこのような方針を共有していたのであり，

「鑑賞」もまた「国家の公事」と位置づけられ

たことは当然のことであると言えよう。

このように，戦前から戦時にかけての井上

は，「鑑賞」を徐々に重視するようになっては

いたが，独特な音楽鑑賞教育観というものは見

当たらない。ところが，戦後の井上は非常にユ

ニークな音楽鑑賞教育観を主張するようになる

のである。

２－２戦後の井上武士の音楽鑑賞教育観

戦後の昭和24年に記された井上の著書『音楽

教育精義』は'7)，『国民畢校教育精義』をもと

に書かれたものであるため戦時の教育観が引き

継がれている。だが，昭和26年度学習指導要領

の公布の前年に出版された『音楽教育法』（単

著）と『音楽教育』（共著）には，井上独自の

音楽鑑賞教育観が確認されるようになる。この

両著に共通して引用されているのが，ボストン

を拠点とした教育出版社Ｇｉ１ｍ＆Companyが

1926年に出版した『MusicAppreciationinthc

Schoolroｏｍ』１８)(以下『ＭＡＳ』と省略）であ

る。

Ｇｉｎｎ＆Companyは『MAS』の掲載レコード

の制作をStarrPianoCompanyに依頼している

が，それは最初の一年に終わり，その後は

ColumbiaPhonographCompany（以下，米コロ

ムビア）が制作している。井上は日本コロムビ

ア社教育部と近い関係にあり，コロムビアから

の依頼で児童のための鑑賞レコードの編纂を

行っている'9)。それゆえ，井上がコロムビア経

由で『ＭＡＳ』を知ったという可能'性も考えら

れる。

実は井上は，昭和12年の著書『小畢教育大講

座12巻音楽教育』においても，『MAS』を引用

していた。だが，その引用の直前の箇所には，

「鑑賞教育といふ様な方面」も「器楽のレコー

ド－枚を聴かせること」も歌唱のための「具鴨

化された一手段」と，鑑賞があくまでも歌唱中

心の教育のための手段と捉えられており２０)，戦

後に見られる『MAS』特有の鑑賞教育論の影

響がみられない。仮に影響を受けていたとして

も，公にアメリカからの影響であると言うこと

が出来ない時期であったこととも無関係ではな

いのだろうが，井上自身の戦後の音楽鑑賞教育

観に対する変化も大きな要因であると考えられ

る。

井上武士と『MusicAppreciationinthe

Schoolroom』

井上はまず，共著である『音楽教育』の「鑑

賞指導の方法」という節で次のように述べる21)。

小学校，中学校などにおける音楽教育の究

寛の目的は，音楽をよく理解し，これを心か

ら楽しむことができるようにしてやることで

ある。Ｔ､PLGiddings,WEarhart,Ｒ､Ｌ､Baldwin，

EWNewton共著の“Musicappreciationinthe

schoolroｏｍ.”という本の最初に“Music

appreciation,ortheunderstandingandenjoyment

ofgoodmusic,iStheaimofmusiceducationin

theSchools.”とあるが，まことに員理である。

この文章は『MAS』の「INTRODUCTION」

の出だしの一文である。一方，出典は明記され



ていないのだが，『音楽教育法』の「第一節鑑

賞指導の目的」の冒頭でも，「小・中学校にお

ける音楽教育の最高目標は「良い音楽を，理解

（Understand）し，かつこれを楽しむ（Enjoy）
ことができるようにすることである」というこ

ともできましょう」と同じ箇所を引用している22)。

また，『MAS』の部分の直接的な引用以外にも

井上の戦後の音楽鑑賞教育観には『MAS』の

影響が見受けられる。

『MusicAppreciationintheSchoolroom』について

先にも述べたように，『MAS』に掲載された

レコードは２年目以降，米コロムビアが製作し

ている。また，『MAS』はコロムビアのガイド

ブックに名を連ねたメンバーらが携わっている

ことから，「コロムビア・プラン」の代表的書

物であると言える23)。実は，「１本の音楽鑑賞教

育の歴史において注目されてきたのは，当時，

米コロムビアのライバル社であったVictor

ThlkingMachine社（以下，米ビクター）の教育

関係の書物であった。日本で最初の音楽鑑賞教

育書『音楽の鑑賞教育』と『音梁鑑賞教育』が21)，

米ビクターが出版した『MusicAppreciationfbr
LittleChildren』25)(以下，『ＭALC』）に強く影

響を受けていたからである。『音柴の鑑賞教

育』と『音楽鑑賞教育』の両著は昭和22年度学

習指導要領の参考文献にも用いられたため，米

ビクターの『ＭALC』が日本の音楽鑑賞教育に

影響を与えた海外のレコードメーカーとして

真っ先に言及される。

井上の戦後の音楽鑑賞教育観および選曲があ

まりにユニークであったためか，後･世への影響

はほとんど残っていない。そのため，井上に影

響を与えた『MAS』が注目をあびることはな

かったが，なぜ影響が残らなかったのかという

こともまた音楽教育史の重要な一側面であるは

ずである。よって，井上の音楽鑑賞教育観に影

響を与えた『MAS』もまた特筆すべき存在で

あると言えよう。そこで，まず『MAS』の特

徴を踏まえておくが，ここではそれをより明確

5７

にするために『ＭALC』との比較を行う。

『MusicAppreciationintheSchoolro｡ｍ』と

『MusicAppreciationfbrLittleChildren』

まず，『MAS』と『ＭALC』に共通する理論
＼

的な特徴Iと，１.リズム・旋律・ハーモニーとい

う3要素への注目，２.幼少時における音楽聴取

の重要'性の主張，３.発達心理学的理論の適応の

3点があげられる。また楽曲の傾向にも類似が

みられる。1902年，グラモフオン会社（子会社

コロムビア・フォノグラフ会社）とビクター・

トーキングマシーン会社の間で製造の問題に関

する法律係争が起こった。しかし，コロムビア

とビクターは係争による負担を避けるため，円

盤用蓄音機とレコードの製造に関する特許をす

べて共同管理することに合意する26)。そのこと

とも，おそらく無関係ではないのだろう，

『MAS』と『ＭALC』に掲載された楽曲に重

複が多い。英語ではシリアス・ミュージックと

表現されるクラシック音楽も掲載されている

が，「軽音楽」などと呼ばれるアメリカン・ポ

ピュラーミュージックも多く含まれている27)。

しかし『MAS』は，『ＭALC』にはない特徴

ももつ。武内裕明は「２０世紀初期の米国におけ

る音楽鑑賞教育の展開」において，『MAS』に

ついて以下のように記述している28)。

Ｍｉ/sjc4”ﾉ℃cjα"o〃加的ｅ此ﾙＣＯ"００脚では，

学校における音楽教育の目的は鑑賞力の育

成，すなわち良い音楽の理解と享受であり,．

唱歌と標準的声楽曲の熟知は不可欠である，

として音楽鑑賞における歌唱の重要性が指摘

されている。一方で，最大数の人々に共通の

音楽活動は聴取であるので，声楽・器楽の最

良の音楽を聞き，それを知的に聴くことを教

えられるべきである，として，知的聴取の側

面も強調されている。

つまり『ＭＡＳ』は歌唱の重要’性を指摘する

とともに「知的聴取」を強調しているのだが，
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この「知的」聴取が『ＭＡＳ』に最も顕著な特

徴であると言える。加えて，『MAS』は「児童

は心情が柔軟なうちに，声楽曲においても，器

楽曲においても，最上の音楽をきくべきであ

り，知的にきくことを教えられるべきである」

というように２，)，子どものうちからの「知的」

な聴取をすすめている。より具体的には「それ

らの要素への反応（内容・音質・音の調和な

ど）は，鑑賞においても無意識に行われること

である。しかし本当に鑑賞する聴取者になるに

は知的，識別的能力を拡げ，天才のきらめき，

偉大な音楽を形成しているそれらの諸要素に注

意を向けなければならない」と述べられてい

た3o)。

『MAS』は，題目の通り対象を「Schoolroom

学校」に限定している。一方『ＭALC』は副題

に「ＩＮＴＨＥＨＯＭＥ，ＫＩＮＤＥＲＧＡＲＴＥＮ,AND

PRIMARYSCHOOLS」とあるように，対象に

家庭や幼稚園も含んでいる。対象の設定とも無

関係ではないのだろうが，『ＭALC』では発達

心理学に基づく子ども自身の成長に重点が置か

れており，写真やイラストも豊富である。一方

『MAS』には楽器の写真は多いが，イラスト

は少ない。

また『MAS』に最も特徴的であるのは，児

童に「聴衆」としての態度を求めるということ

である。「TheCourteousListener」という節に

は，「聴衆」としてのマナーを教えるべきだと

して以下のように示されている。

児童には，様々な音楽の場面の聴取である

ことを期待して，そのためのルールを教えて

やると良い。オペラの上演中は静かに，そし

て全ての注意を音楽と舞台に向けるべきであ

る。そうできないとすれば，出演者やオペラ

を堪能したいと願っている聴衆に対して無礼

であることになるからである。コンサート・

ホールにも同じルールがある。シンフォニー

のコンサートにおいても，オーケストラが演

奏している最中におしゃべりをしたり，雑音

をたてたりすることは許されない無礼であ

る。……レセプションや様々な社交的な場

……では社交を活発にするため，会話は許さ

れるだけでなく，奨励される。しかし，明ら

かなことに，社交のような場の音楽は，コン

サートやオペラでの音楽とは性質が異なる。

音楽が演奏されるときには，それが聴くため

の音楽として演奏されると理解されるべきな

のである。そこでは，礼儀正しい聴衆でいな

ければならない３１)。

このようにコンサート・ホールにおける「聴

衆」のあり方を前面に出す『ＭＡＳ』の姿勢

は，子どもたちが物語やダンスと共に音楽を楽

しむことを第一の目的としている『ＭALC』と

は対照的である。『ＭＡＳ』は子どもを未来の

「近代社会における聴衆」と位置づけ，それゆ

えに知的な聴取を求めるのである。

井上武士の理論にみられる知的聴取の重視

このような『MAS』の知的聴取の重視は，

井上の音楽鑑賞教育観にも見られる。先に紹介

した井上の著書に見られる『MAS』の引用部

分は「良い音楽を，理解（Understand）し，か

つこれを楽しむ（Enjoy）ことができるように

することである」という箇所であったが，この

中でも井上は「理解」という部分を掘り下げて

いた。井上は，リズム・旋律・和声などの美し

さに心を動かされるのは「きわめて直接的」

であると言う32)。そのような直接的な感受に加

え，たとえばその音楽を演奏する楽器の名前を

知ること，楽器を見ることなどの体験があれ

ば，「その感受の深さは，その体験をもたない

場合よりも一層深い」ものになると主張するの

である33)。井上は「音楽を鑑賞させる場合，そ

の知的な理解を相当に重んずるということはき

わめて大切なことである｣と,「知的な理解」

を非常に重視していた34)。

また，『ＭＡＳ』では「人々の生活において

最も一般的な行動はきくこと」であると述べら



る。子どもたちはやがて「一般大衆」として音

人」との位置づけにつながっていると考えられ

開くエチケット」なのである。

井上はまた，「｢文化的な社会人としての教養

を高める」という意味からも，まず「静かに音

楽を聞く」というしつけをしなくてはならな

い｣，「｢静かに聞くしつけ」は文化的な社会人

としての教養として最も重要なものである」と

繰り返し述べていた'2)。井上の他にも子どもた

ちを将来の聴衆と位置づけたうえで，社会と連

携のある音楽教育を主張する教育者もいたが４３)，

井上は「エチケット」や「しつけ」と明言して

いる点で，より直接的である。

5９

い

れていたが35)，同様の捉え方が井上の知的聴取

の重視につながっているとも考えられる。井上

は，「ラジオ・テレヴィジョン・映画・レコー

ド等の普及発達して来た今日」においては，

「一般大衆としては自分が歌うとか，楽器をひ

このような理念に裏付けられて，戦前には歌

唱を音楽教育の中心と捉えていた井上が鑑賞に

積極的になっている。井上は「だんだん高学年

になり，特に中学校あたりになれば，鑑賞指導

が相当濃厚に歌唱指導の中へ入って行くとか，

時によっては或る時間をほとんど鑑賞指導で終

始するとか，また場合によれば或る時間を鑑賞

指導に中心をおくというような取扱いも当然行

われるようになるでしょう」と主張した似)。学

年が進むにつれ「鑑賞」を重視し，ときにはあ

る授業の一時間をすべて鑑賞にあてるべきとま

で述べている。おそらく学年が進むにつれ，井

上が理想とする「知的」な鑑賞を実践できると

考えていたのだろう。

く，作曲をするというような生活よりも，音楽

をきくという生活の方が広い部面を占めてい

る」と述べていた36)。そのため，学校教育にお

いては「決して歌手，評論家，作曲家，演奏家

を作るのが目的では」なく，「結局は音楽がよ

くわかり，これを楽しむことのできるような人

間を造ること」を目的とすべきなのである37)。

この認識が，子どもたちを『ＭＡＳ』では

｢聴衆｣，井上の主張では「教養のある社会

ﾌ゚つ

チケットを身につけておくこと」である39)。

い習慣は非常に重要であるので，それらは

学校の教育の中で常に準備しておかなければ

らない｣''0)。学校教育は「社会人として，ま

は団民として満足な生活ができるために役立

能力をもつようにすることでなければならな

」からであり４１)，その能力の一つが「音楽を

井上武士の音楽鑑賞教育観の独自性

楽に接することになるが，その際に必要となる

のが「社会人としての教養」であり，学校とい

う社会においてまず良い習慣を養っておかなけ

ればならないと井上は考える38)。良い習慣と

は，「音梁を聞く態度を養うこと」であり，

「他F1社会人として世に立つ場合の音楽を聞く

このように児童・生徒を将来の「文化的な社

会人」と位置づける，知的な鑑賞を目指す井上

の音楽鑑賞教育観は当時としてはかなり独特な

ものであった。昭和22年度学習指導要領施行期

においては，「音楽を楽しむこと・好きになる

こと」が注目され，同時に「説明」や「知的理

解」などへの偏重が疑問視される傾向があっ

た。そのような状況を井上は，「世の中には

「知的な理解は虞の鑑賞では無い。音楽鑑賞に

解説はいらない，ただ総かせればよい」という

ようなことをいう人もあるが,それは知的理解

が，虞に音楽を鑑賞するための基盤となり，ま

た媒介者となるということを忘れている」と批

判している妬)。

また，「よく小さい児童に与える描写音楽な

どに文学的な説明をすることは有害無益である

と論ずる人がある」とも述べていたが‘'6)，音

楽教育の分野では言葉で説明することで，児

童・生徒の音楽に対する感じ方に先入観を与え

てしまったり，率直な感じ方を妨げてしまった

りするということが危』倶する傾向があったので

ある。

たとえばある教育者は，「其の曲の理解に

は,一定の解輝を強制すべきではなく，各人の

な
た

エ

良
－
１
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個'性的解騨を深め，且つ贋めて行く」「音楽に

封する文畢的解騨よりも音そのものの美を直接

感得することを目的とする」と述べ，「個性的

解釈」や「直接感得すること」を重視している47)。

また，当時の鑑賞で重視されていたのが

「心」である。たとえば，「鑑賞者はその蕊術

品をとおしてのみ，作家の心とふれるだけのこ

とである｣’8)，「聡衆は作曲家たる何某と云う人

物の音梁を媒としてその作曲家と心のまじわり

をむすびたくて演奏曾に集るのである｣卿)，「音

楽の鑑賞教育の目的は……心の活動をゆたかに

させるところにある」50)などと述べられてい

た。

ここに「心の活動」という表現があるが，

「心」が重視されることに並行して，言葉によ

る説明が批判されるようになる。言葉による説

明は，「心」のはたらきを妨げると考えられた

からである。ある教育者は「音梁の美は如何な

る言葉を用いても云い現わす事は出来ないので

ありまして，その美を直接感得させる事が肝要

なのでありますから，美辞麗句を用いて説明す

る事は却て虞の鑑賞を阻害する事になるのであ

ります」と述べていた５１)。「直接感得」と「説

明」とが相対するものとして位置付けられてい

たのである。

また，当時の雑誌『フィルハーモニー』の記

事「鑑賞について」には，「音楽の鑑賞が文学

的潤色によって理解されるような鑑賞法が邪道

であることは，今日の鑑賞家にとって十分承知

されている（傍点筆者)」とある52)。この記事

から，教育界のみならず一般の音楽界でも文学

的潤色つまり言葉による理解が「邪道」とまで

言われていたことがわかる。

このような風潮を踏まえると，たとえば「演

奏する楽器の名前を知ること」などをすべきだ

という知識を重んじる井上の音楽鑑賞教育観が

いかに特殊なものであったのかが理解できる。

そして，このような理念を井上は『MAS』を

引用して訴えようとしていた。戦前や戦時に

は，他の教育者らと比べて独特な音楽鑑賞教育

観を展開していなかった井上にとって，

『MAS』のインパクトは多大なものであった

と推測される。最後に，井上が目指した知的な

音楽鑑賞教育が現代に与える示唆を再考する。

結

ここまで，井上の独特の音楽鑑賞教育観とし

て知的にきくことの主張をあげてきたが，井上

は同時に「楽しむ」ことも必要だと述べてい

た。繰り返しになるが，井上が『MAS』から

引用したのは，「音楽教育の究寛の目的は，音

梁をよく理解し，これを心から楽しむことがで

きるようにしてやること」という箇所であっ

た。井上は自著で次のように述べている53)。

「学校における鑑賞指導は，知的理解によって

裏づけされなければならない｣。文学的説明が

「有害無益」になるのは，「その説明が有害無

益になるようにするから悪い」のであって，適

・切な説明を行えば問題はないからである。適切

な説明による知的理解によって，「その音楽を

聞こうとする態度が一層積極的になり，これを

聞いて感銘することが深くなることは当然なこ

と」なのである。もちろん，「その楽曲につい

て知的理解をするということ自体は決して音柴

の鑑賞では」ないが，「それがために児童の，

その音楽を聞こうという意欲が盛んになったと

したらば，それは全く有効適切な文学的説明と

いわなければな」らない。

つまり井上は知的アプローチの先に，態度の

積極性や楽曲への感銘を想定していたのであ

る。井上は，「虞に鑑賞するものは人間の知性

で は な い ｡ し か し 知 性 に お け る 理 解

Understandingが，感覚や情操における鑑賞

Enjoymentのなかだち（媒介者）となったり，

また一層それを深める土台ともなる」とも述べ

ていた54)。

先にも述べたが，当時の音楽関係者らの間に

は「説明」や「文学的潤色」は音楽鑑賞の「阻

害」や「邪道」な方法であるとする風潮があっ

た。井上の言葉で言えば「Understanding」と



｢Enjoyment」が反発するものとされていたの

である。一方，井上は「Understanding」を基礎

とした「Enjoyment」を想定し，「UnderstandinEl

を訴えた。多くの関係者が「Understanding」に
批判的であったからこそ井上は知的なアプロー

チを訴えざるを得なかったのだろう。

音楽教育においては，長い間「Understanding」
と「Enjoyment」が相対するものとして捉えら

れてきたと言える。だが，近年ではクラシック

音楽だけではなく，様々な国や地域の文化・伝

統をも視野に含むようになっている。今，求め

られているのは，それらを「Enjoy」すること

だけではないだろう。国際社会と言われる現代

においては，あらゆる文化や伝統を

｢Understanding」することも併せて求められて

いる。井上の音楽鑑賞教育観は，当時において

は主流の教育思想ではなかったために，これま

では着目されてこなかった。だが，本論文で述

べてきた井上の音楽鑑賞教育観が現代の音楽教

育に与える示唆は少なくないのではないだろう
か。
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序

昭和16年に公布された国民学校令では「唱

歌」が「芸能科音楽」となり，それに伴い「鑑

賞」が法制化された。戦時中の音楽教育と言え

ば一般に，軍歌などの軍国主義的な歌の歌唱に

加え，飛行機の音を聞き分けるなどの聴覚教育

のイメージが多い。しかし，国民学校令公布に

伴ない作成された，いわゆる『国定教科書』に

掲載された鑑賞教材の多くはクラシック音楽で

あった。鑑賞教材の中でも軍歌などの軍国主義

的な鑑賞教材は'7％と少なくＩ)，モーツァルト
やベートーヴェンなどのクラシック音楽の占め

そこで本論文では，国民学校令下の音楽鑑賞

教育が軍国主義に資することと，それをクラ

シック音楽を通じて行おうとしたことがどのよ

うに両立していたのかということを明らかにす

る。よって，以下ではまず国民学校令の方針を

把握し（第１章)，次に戦時におけるクラシッ

ク音楽の正統性について論じる（第２章)。

いた時代に，なぜこのような教育がなされようとしていたのだろうか。本論文では，戦時という非
常時にクラシック音楽の鑑賞を成り立たせた正統性を明らかにし，当時の鑑賞教育が何を目指して
いたのかを探る。

6５

国民学校令施行期における音楽鑑賞教育思想：

｢何をきくか」ではなく「何を目指してきくか」

EducationalPhilosophy'ｏｆ‘Kansho，ofKokumingaldmurei：ｎｏｔ‘Whattolisten'，ｂｕｔ
‘ListeningtoAssimilatetheFineArtSpjrit,

反
れ
あ

篠原秀夫

ＨｉｄｅｏＳＨＩＮＯＨＡＲＡ

西島千尋

ChihiroNISHIJIMA

概要

昭和16年の国民学校令公布によって，それまで歌うことを中心としていた「唱歌」科が「芸能科
楽」となり，「鑑賞」が法制化された。いわゆる『国定教科書』にはクラシック音楽を中心とす
鑑賞教材が掲載されたが，そのレコードは免税措置を受けていた。ナショナリズムが徹底されて

立
臼

る

の

平成22年３月30日受理

１．国民学校令における音楽鑑賞教育

1-1．国民学校令

昭和13年，内閣の諮問機関として教育審議会

が設置され，同審議会が「国民学校の教育は左

の趣旨に基づき国民の基礎的練成をなすものと

すること」「(一）教育を全般に亘りて皇国の道

に帰一せしめ，其の修練を重んじ，各教科の分

離を避けて知識の統合を図り其の具体化に力む

ること」「(二）訓練を重んずると共に教授の振

作，体位の向上，情操の醇化に力を用い，大国

民を造るに力むること」との答申を提示した。

この提示により，国民学校令においては「皇国

の道」に一本化される「大国民」の「修練」と

いう方向性が明らかになる。

割合が多いのである。

国民学校令下における教育が，「日本国民

＝皇国民)」を育成するためのナショナリズ

の一環であったことは言うまでもない。それ

も関わらず，『国定教科書』における鑑賞教

にクラシック音楽が組み込まれたのはなぜな

か。クラシック音楽が軍国主義的な教育と相

するものではないとされるだけの理論がなけ

ば，このような選曲は行われなかったはずで

る･

る

に

（

ム

材
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昭和16年３月１日，勅令第148号として国民学

校令が発布された。第１章第１係には「国民学校

は皇国の道に則りて初等普通教育を施し国民の

基礎的練成を為すを以て目的とす」と記されて

いる。第２章課程及編制において，「国民学校

の教科は初等科及高等科を通じ国民科，理数

科，体錬科及芸能科とし高等科に在りては実業

科を加ふ」とされ，「音楽」は，習字・図画・

工作・家事（女）・裁縫（女）と共に「蕊能

科」として位置付けられた。また第６係により

「国民学校の教科用図書は文部省に於て著作権

を有するものたるべし」とされ，これまで様々

に使用されていた教科書が，いわゆる「国定教

科書」に限られることとなる。

同年同月14日には，国民学校令施行規則が公

布，第２節教科及科目の第13膝において，「芸

能科は国民に必須要なる芸能技術を修練せしめ

情操を醇化し国民生活の充実に資せしむるを以

て要旨とす」「技巧に流れず精神を訓練するこ

とを重んじ真筆なる態度を養うべし」「我が国

芸能技能の特質を知らしめ工夫創造の力を養う

に力むべし」「教材は成るべく土地の情況に応

じ生活の実際に即し且国民的情操の陶冶に資す

るものたるべし」とその目的が示されている。

この表記から，芸能科への期待が「情操の醇

化｣，「精神の訓練｣，「真禦な態度の養成｣，「国

民的情操の陶冶」であったことがわかる。

しかし，『国定教科書』には複数のクラシッ

ク音楽が鑑賞教材として掲載されている。この

ことは，ナショナリズムが徹底された時代の

「国民的情操の陶冶」という目標に，クラシッ

ク音楽が貢献すると考えられていたということ

を意味すると言えるだろう。次節では,､芸能科

音楽の「鑑賞」に着目する。

1-2．国民学校令における鑑賞の法制化

国民学校令第14係に「芸能科音楽は歌曲を正

しく歌唱し音楽を鑑賞するの能を養い国民的情

操を醇化するものとす」と表記されたことが

「鑑賞」の法制化の根拠となり２)，『国定教科

書』音楽科には鑑賞教材が掲載された3)。軍歌

などの軍国主義的な鑑賞教材は17％と少なく，

モーツァルトやベートーヴェンなどのクラシッ

ク音楽の占める割合が多い（【表１】参照)。加

えて，『国定教科書』の発行と同時に，鑑賞教

材レコードが免税品として発売されていた。

ところで，戦時の軍国主義的音楽科の典型例

として真っ先に思い浮かべられる「聴覚訓練」

は，国民学校令第１４篠「音の高低，強弱，音

色，律動和音等に対し鋭敏なる聴覚の育成に力

むべし」という箇所を根拠とし，鑑賞とは別の

枠組みとして「聴覚訓練」が設けられていた。

敵機の爆音を録音したレコードは，当時「教育

レコード」と呼ばれていたようであるが，その

ような類のレコードは主に海軍・空軍関係の学

校で使用されており４)，普通教育でどの程度使

用されたかどうかはわからない。つまり，クラ

シック音楽の鑑賞は，聴覚訓練の延長線上に

あったものではなく，別のものとしての期待を

担っていたと言うことができる。

だが，なぜ戦時という非常事態に，鑑賞教材

レコードの製作が可能だったのだろうか。昭和

12年の虚溝橘事件を契機に戦時となった日本は

物資の統制を始めており，同年８月にはレコー

ドに物品税が付加されるようになっていた。当

初の税率は20％であったが，国民学校令が制定

された昭和16年の税率は50％，その後も税率は

上がり続け，１８年には80％，１９年には120％，

昭和20年にはレコード会社はプレス台を供出さ

せられ，レコードの製作が実質上，不可能とい

う状態だったのである。これほどまでに「賛沢

は敵」が徹底されていた時代，そしてナショナ

リズムがかつてないほどに高められた時代に，

なぜ「鑑賞」およびクラシック音楽レコードの

製作が認められ，免税措置を受けることになっ

たのだろうか。

1-3．『国定教科書』音楽科編

『国定教科書』の鑑賞教材に影響を与えたと

考えられているのが，当時，東京高等師範学校



『小学校唱歌教授資料集成』

学年まで各学年１巻，全６巻）

賞教材の多くは井上武士と黒田隆朝との共著

小学校唱歌教授資料集成』（第１学年一第６

牢まで各学年１巻，全６巻）と重複している7)。

その井上が国民学校令の意向に反する主張を

国民学校教則をも引用し，「ドイツの国民畢校
●●●●●

に於ても，音楽教育の中心としてドイツ民謡が
●■●●●

あり，このドイツ民謡の歌唱と鑑賞とをその質

践の中心として居ることがわかる」と述べてい

るu)。だが，ドイツと日本の音楽教育に共通点

が多いというものの，決定的に異なる点がある。

もし，国民学校令施行にあたってドイツの思

想を忠実に模倣したのであれば，歌唱教材も鑑

賞教材もともに，「日本の」民謡で成りたって

いるはずである。ナチス政権下のドイツでは，

6７

教諭であった井上武士である。山本文茂は，７

名の『国定教科書」編纂委員のうち，編纂委員

「ドイツの芸術」「ドイツの音楽」「ドイツの民

謡」など，「ドイツの」ということが重要で

あった。だが，『国定教科書』に掲載された日

本の鑑賞教材は，本多・国分の分析によれば７１

曲中わずか１１曲である１２)。

このことについて井上は「出来るならば日本

人の作曲したものを本体として選捧したいので

すが，現在の状態ではなかなかさういきませ

ん」と説明していた'3)。また別の著書では，な

ぜ日本の音楽を取り入れることが出来ないのか

ということについて，日本の芸術音楽は専門的

な音楽として存在していたため，「教育音梁，

或ひは普通教育の為の音楽としては殆んど存在

しなかった」「そのまふ之を今日の小単校に採

用することは出来ない」と述べているM)。

だが，「音楽の鑑賞とはいえ，戦闘場面の

く音楽〉による描写を放送を通してレコードで

再現し，イメージをもたせ，戦意昂揚の意識を

覚醒するところに本来のねらいがあった」とい

う指摘があるように，『国定教科書』掲載鑑賞

曲を用いて戦意昂揚につなげようとする実践も

行われていた'5)。また，たとえば柴田知常が

『レコード文化』の連載「子供のレコード」

で，《小国民愛国歌》や《僕等日本の少年圏

員》，《大東亜戦争双六》，《艦隊勤務「月月火水

木金金｣》など，様々な軍国主義的・愛国主義

的レコードを紹介するように１６)，軍国主義的な

曲目のみを「国定教科書』に掲載することは不

可能ではなかったはずである。

しかし井上は，「文部省編纂の音楽教科書に

ある歌唱教材及び各肇年用の鑑賞音盤を一通り

揃へて置けば他の音盤は殆んと必要ないでせ

う」と述べており'7)，『国定教科書』掲載曲が

国民学校令の目的に適うものであると捉えてい

ることがわかる。つまり，「国民的情操の醇

化」という方向性と，クラシック音楽を中心と

する「鑑賞」に整合性があると考えられている

のである。このことを成り立たせた正統'性は，

いかにして築かれていたのだろうか。

任命当時の年齢，専門分野，著作物などを総

すると，小松，井上，下総の３名が中心的な

割を果たしたことを推測し，小松が楽曲解説

全体の総括を，下総が基礎指導や伴奏編曲の

楽面を，井上が学習指導の実際面を中心と

ってすすめたと指摘している5)。また，山本

よび本多佐保美・国府華子の指摘にもあるが6>，

の

関

合

役
や
音
な
お
鑑

い

上
影

行っているわけではまったくない。『国民畢校

謹能科音梁精義」および昭和18年出版『幽民畢

校蕊能科音楽問答』に見られる井上の主張に

は，「教育は国家の公事である。教育者はこの

画家の公事を行ずる使徒であらねばならない｣8)，

「婆能科音柴の質践を通して園民畢校教育の目

的を貫徹する」など9),教育が「国家」の一機

令

であることが強く意識されている。

またこの時期には必然であると言えるが，井

は日本の音楽教育がドイツの芸術教育運動に

響を受けてきたものであると説明している。

園民皐校婆能科音楽精義』には，1897年にド

ツで開催された「ドイツ音楽家会議」におけ

15の決議案をすべて掲載し，それらの方針と

本の唱歌科の教則に共通点が多く，国民学校

の教則中にもドイツの精神が採り入れられて

ると説明する10)。さらに，1940年発令ドイツ

る

Ｉ

イ

日本
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２．戦時中におけるクラシック音楽鑑賞の正統

性

これまでは国民学校令を中心に学校音楽教育

における「鑑賞」について述べてきたが，本節

では当時の社会全体においてクラシック音楽の

鑑賞がどのように受け取られていたのかに着目

する。このことを明らかにすることで，戦時に

おけるクラシック音楽の教材化を支える理念を

探ることができると考えられる。

大正期後半から昭和期にかけてのクラシック

音楽愛好家に着目した加藤善子は，大正７年の

大学令による高等教育の拡充により学生文化が

多様化し，「バンカラ文化」とは別のあり方を

目指す文化として学生による西洋芸術音楽の演

奏団体が組織されたと述べている'8)。つまり当

時のクラシック音楽は，「大学で続く「学問

的」趣味」だったのである',)。

また西原稔は，著書『｢楽聖」ベートーヴェ

ンの誕生：近代国家が求めた音楽』において，

ベートーヴェンが日本独自に受容されていく過

程を明らかにした。ベートーヴェンの「人格」

が共感を得たというのである20)。西原は，ベー

トーヴェンの伝記や研究書など，数多くの例を

あげ２１)，ベートーヴェンの作品以上にベートー

ヴェンの人格や生き方が，「人格形成」や「生

きることの範例」として受け取られていたと指

摘した。

加藤，西原の研究から，日本におけるクラ

シック音楽受容が「学問的趣味」であったこ

と，また「人格形成」の理想を学ぶためのもの

であったことがわかる。このような受容の仕方

は，あわせて「教養主義」の一環であったと言

うことができるが，「教養主義」こそが戦時に

おけるクラシック音楽の鑑賞の正統性の蕪盤を

成していたと考えられる。

2-1．教養と修養

「教養主義」が何を指すか，どのような性

質・影響力を持つか，ということはそれだけで

議論のあるところであるが，ここでは何が「教

養」であるかという論題は一先ず避け，現在に

おける教養主義の解釈を参考にしながら，当時

の教養主義がどのような性質のものであったの

かを確認する。竹内洋が指摘しているように，

「日本の教養主義は，ピエール・ブルデューが

フランス社会を照準に描く教養＝ハイカル

チャーとはかなり異なったもの」であり22)，フ

ランスでは教養が「習得ではなく「天賦の才」

の崇拝」とされる一方，日本では「ガリ勉」に

よって習得するものとされていた23)。

筒井清忠は，大正期における教養が明治期に

おける「修養」を引き継いだものであると捉え

ている。明治末期の学生たちの間には，国家体

制の整備及び日清・日露戦争の勝利による「富

国強兵」という目標の達成感などから，彼らの

関心が「国家」から「個人」へと移行したとい

う24)。そのような状況打開のための「人格の向

上・完成」つまり自己形成を説いたのが修養主

義者であった。

大正期における教養主義は，明治修養主義を

基盤として形成されていくのであるが，修養と

教養には異なる点があった。それは，明治修養

主義が儒教や武士道などに依拠していたのに対

し，大正教養主義における教養は，西洋文化に

親しんだ知識人の資質を意味するものであった

という点である。

大正教養主義

渡辺かよ子は，大正教養主義における教養と

いう概念が「現実に人々を取り巻く日本文化や

習慣とは異なる西洋文化を通じての人間形成過

程やその結果的状態を表す概念となった｣25)と

述べる。筒井も，「大正教養主義の方が芸術や

趣味に高い価値をおいていた｣26)ことを指摘し

ているように，大正教養主義においては西洋の

文化や芸術を通した自己形成が最重要視されて

いた。また，大正教養主義者の生き方の象徴と

して引用されるのが，阿部次郎の小説『三太郎

の日記』であるが，「三太郎の生活様式」は

「現実･世界から隔離された思索と読書を通じて



が

めぐらせることに重きが置かれていた27)。

このように，読書や芸術鑑賞と向き合うこと

自己形成のための主な方法論である大正教養

義においては，ある個人の関心がすべて自分

身の精神に集約させられる思想的基盤が形成

れていたのである。

あ
養
て
を

6９

の教養」と形容されるように，現実がどうあ

れ，「基本的に読書や芸術鑑賞」を通して思索
しきものを受容れ｣，「或る場合には乱讃も益が

あり，或る場合には一切の誘惑を排して一つの
を

主

革・改革に必須だと考えられたのである。

それゆえ，大正教養主義と昭和初期教養主義

理念の違いはあっても，その手段は同じで

った°河合編『学生叢書』の一冊『畢生と教

』の著者安部能成は「諸君は自家の見識を立

ようとすると共に，青年らしい柔軟な感受性

開いて，あらゆる善きもの，美しきもの，正

書に讃み入ることも必要であろう」など30)，

「あらゆる善，美，正の受容れ」や「乱読」を

すすめている。昭和教養主義における自己形成

の方法もまた，大正教養主義と共通していた。

河合が「学問（真)，道徳（善)，芸術（美）の

全てが有機的連関を保つことが大切」と考えて

いたように３１)，昭和初期教養主義では「乱読」
だけではなく，いっそう道徳や芸術にも関心を

持つことが目指されている。

つまり，昭和教養主義では，まず読書や芸術

の鑑賞により自己形成を行い精神を鍛え，その

ことによって日本という社会を変革する。目的

は日本社会の変革ではあるが，そのために行う

読書や芸術の対象は必ずしも日本のものでもな

くて良い，ということなのである。このように

理解すると，たとえば，昭和１５年の『日本精神

と猫逸文化』（木村謹治，弘文堂書房）などの

著書の題名が脇に落ちる。現代の感覚からする

と，「日本精神に影響を与えたドイツ文化」に

関する内容であることが想像されるが，実際の

内容は大部分がゲーテの「ファウスト」をいか

に読み解くかというものであり，日本人がゲー

テを理解できるか否かということを主題として

いる。「日本精神」と「ドイツ文化」の結びつ

きの必然性や有効性についての説明はないが，

その背景に昭和教養主義的な考え方一ドイツ

の文化を学ぶことが「日本精神」の発展につな

がる－があるとすれば，題名と内容に違和感

を抱くことはない。

「戦時の動乱とは無関係に図書館で読書に親

しむ生活を送ることを正統化」していたのは32)，

教養により自己形成を行い，かつ精神の鍛錬を

行うことが社会の変革に，ひいては日本のため

になるとする理念だったのである。昭和教養主

義においては，その教養が外国のものであって

も，それを吸収しより素晴らしい日本の文化を

形成することで社会変革につながるという図式

が成り立っていたと言うことができる。この図

に

雷

呂

さ

昭和初期教養主義

昭和に入ると，大正教養主義への批判から昭

和教養主義が形成された。昭和i0年代の教養主

義を代表するものとして，まつさきにあげられ

るのは河合栄治郎編『学生叢書』であるが，河

合は，「マルクス主義をかいくぐっているだけ

に，社会に開かれた教養主義」者であった28)。

河合も含め，昭和10年代の教養主義の大正教養

主義批判はマルクス主義に裏付けられている。

個人の関心がすべて自分自身に集約させられる

大正主義に対し，「社会の改革のために」とい

う前提が昭和初期教養主義にはあった。つまり

昭和初期教養主義においても自己形成は目指さ

れでいるのだが，大正教養主義とは異なり，そ

の目的が社会の変革に置かれたのである。

河合にとって「教養」とは「社会現実から隔

絶された傍観者による独白的人生論ではなく，

学生時代に社会改革に備えて基礎を形成する必

要」であり，「個々人がそれぞれの精神世界で

確固とした主体としての自己形成をはかるこ

と」はあくまでも手段であって，培った自己に

よって「卒業後の社会改革の理論的基礎を築こ

うと」することを目的とするものであった29)。

つまり，自己形成を成し遂げることが，社会の

変
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式が，『国定教科書』とクラシック音楽の鑑賞

教材という結びつきの根底にあったとすれば，

そのつながりも，レコードの免税も当然のこと

と考えられる。そこで次節では，昭和教養主義

とクラシック音楽との関わりに着目する。

2-2昭和初期教養主義におけるクラシック音

楽の位置づけ

まず着目したいのは，『教養と文化の基礎』

における田中耕太郎（田中は戦後ＧＨＱの民間

人登用の意向のもと文部省（現文部科学省）に

入省する）の主張である‘3)。田中は，音楽教育

は「人格の基礎」のために必要であるが，音楽

関係者の「教養」が十分ではないために「閑人

の娯楽」に留まっていると述べる34)。また，田

中はこの時代の例に漏れず，日本の文化を日本

人の拠り所とするべきであると主張していた

が，いわゆる「国粋主義」者一西洋文化は排

斥すべき－ではなく，むしろ西洋文化を将来

的に確立させるべき日本文化の基盤として重視

していた。

我々が我々の病疾であった無批判な西洋崇

拝から脱却して，批判的に西洋文化を見，こ

れを取捨して我々のものとする時は，今や漸

く到来したといっていい……西洋文化は間よ

り寓能ではない。それだけで足りるものでは

ない。併し今に及んで誰が西洋文化の人類に

貢献した大影響（固より利害共にある）を否

定しようとするか。我国の文化的に猫特な位

置は，醤き文化を有しながらしかも新たな文

化の刺戟によって張り切れる若々しさにあ

る。これに西洋諸園の如き醤き西洋文化の園

に勝れる鮎であって，所謂「奮邦といへども

これ命新たなり」といふ所以である。このこ

とを忘れて徒らに西洋文化を軽蔑し自ら足れ

りとするの愚は質に笑ふ可きである妬)。

田中は，「西洋文化」を完全に吸収し，それ

に批判的見解を加えロ本独自の文化を形成する

ことを主張している。「新たな文化」が「旧き

文化」に勝ることを信じるからこそ，「西洋文

化を軽蔑」するには及ばないと訴えるのである

が，同様の理念は音楽関係者らの間でも共有さ

れていたようである。

当時，「日本の国民音楽確立」が求められて

いた錨)｡西洋の模倣ばかりではなく,今こそ明
治以来の課題であった日本の「国楽｣，つまり

「日本図民が，東亜共柴圏の民族が，直ちに楽

しく唄へる様なもの」が切望されてもいたので

ある‘7)。しかし実際には，大東亜共栄圏のリー

ダーたるロ本にふさわしいと考えられる楽曲が

なかなか生れない。そこで，雑誌『レコード文

化」に掲載された「座談会：戦時下に於けるレ

コード文化の方向」（第３巻第１０号）では，日

本人作曲家による曲があれば最も良いとしなが

らも，西洋に匹敵するものがないのだから，

ベートーヴェンやブラームスをまずやるべきで

あるという結論が出されている。当時，最も著

名であった評論家の野村あらえびすも「ベー

トーヴェン，ブラームスの魂が大衆音楽に必要

なんですよ」と断言していた38)。別の関係者

も，「猫逸のバッハからベートーヴェンにかけ

ての猫逸古典には此後も我々の以て範とすべき

ものが多々 ある」と明言している39)。

2-3．音楽教育におけるクラシック音楽の位置

づけ

先に，『国定教科書』の編纂に関わっていた

人物として井上をあげたが，井上の理念にもま

たこのような考え方への同調が表れている。井

上は外国のものを採用するのは日本精神に反す

ると考える人々がいるが，外国の音楽や形式・

内容の中に，日本人の芸術的情操を満足させ，

向上させる価値のあるものは，外国のものであ

るからといって棄てることは出来ないと主張し

た40)。いずれは日本精神を向上させることにつ

ながると考えられたからこそ，あえてクラシッ

ク音楽が選ばれていたのである。

井上は「結局ロ本精神といふのは形の問題で



多くの人が戦時の音楽教育としてまつさきに

思い浮かべるのは飛行機の音を聞き分けるなど

の聴覚教育であると考えられる。しかし，先に

も述べたように，聴覚教育は音楽鑑賞教育とは

別の枠組みで行われていた。また，国民学校令

公布後の昭和18年文部省訓令第二号中学校教科

教授及修練指導要目において，「教授上の注意

ー

ー

7１

はない。あらゆる文化や謹術や，生活を支配すいう箇所から明らかである。昭和18年という厳

るところの根本的な精神のことである」と述べしい状況の中でもまだ，クラシック音楽の鑑賞
ていた‘!)。学ぶ対象が西洋のものであるか日本が普及させられようとしていたのである。
のものであるかは問題ではなく，文化や芸術がこのように国民学校令下における音楽鑑賞教

個々 の精神に良い影響を与えることこそが重要育を振り返ると，あることに気付かされる。そ
だと考えていたのである。れは，「何をきくか」ということよりも，「何を
根本に読書や芸術鑑賞を通じて自己形成を行目指してきくか」ということの方が重視されて

い社会を変革するという昭和教養主義的な発想いるということである。戦後の音楽鑑賞教育Iこ
があり，それらが音楽や音楽教育関係者に共有おいては，特に昭和33年度学習指導要領におい
されていたことが，『国定教科書』におけるク

ラシック音楽の楽曲の教材化およびレコードの

免税につながっていたと言えよう。

井上は「大正期は「蕊術の為の蕊術教育」で

あり，「音楽の為の音楽教育」であった。しか

し反省期（昭和以降）に到って「教育の為の音

楽教育」に縛換しつ＞ある」と述べている42)。

音楽教育が，児童・生徒のためのものではな

く，音楽の教育を受けた児童・生徒が，やがて

は国家の為になるということを表そうとしてい

ると捉えられるのである。

最後に，国民学校令下における音楽鑑賞教育

のあり方を改めて捉えなおしたい。

て共通教材が制定されたことから，ある楽曲が

教材として適当かどうかということが集中的に

議論されることとなった。選曲された共通教材

が不適切であるという意見もあった43)。

だが，このように教材としての可否が関心を

集めたのにはある理由がある。それは，国民学

校令および戦時の芸術統制への激しい反省と，

その反動である。ある音楽教育関係者は「子供

たちを聴音兵器とする」「｢国策のための手段」

に堕ちることと」なった，「日本の教育界に

とって触れたくない過去」「強制と悪用の時

期」であると述べているが刺)，このような反省

が戦後の関係者らに共有されていた。その結

果，クラシック音楽は芸術であり，その存在そ

のものに価値があるのだから，それを何かに利

用してはいけないという強い意識が芽生える。

そして，クラシック音楽の「芸術」としての側

面を重視するあまり，教師ですら簡単に介入し

てはいけないような存在であると捉えられるよ

うになる。たとえば楽曲を解説することや，楽

曲以外のイメージ（映像など）を児童・生徒に

与えることがタブーとされた時代もあった45)。

余計な解釈は不必要だと考えられていたのであ

る。

だが近年，教師の楽曲への積極的な介入が注

目されている。平成21年に公布された新学習指

導要領について音楽科篇を担当した大熊信彦国

立教育政策研究所教育課程研究センター教育課

程調査官が，指導要領の改訂が「感'性を高め，

思考・判断し表現する過程を重視する」ことを

要点としており，その手立ての１つに「言語活

結

を

音楽鑑賞は我が国の作品を主とし外国の名

をも鑑賞せしめ我が園音楽の特質を会得せし

くし鑑賞に当りては真筆なる態度を訓練し

品の精神と気韻とを感得せしむくし鑑賞に

演奏・音盤・放送等を利用すべし」という記

がある。この指導要目が，熱を帯び続けるナ

ョナリズムに対応するために「我が国の作品

主と」することを徹底しようとしたのでない

とは，続く「外国の名曲をも鑑賞せしめ」と

曲
む
作

Iま

述

シ
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動」の充実があると述べている46)。大熊は，音

楽が本来は「音によるコミュニケーション」で

あること，そしてその充実のために，日本語と

いう言語活動を取り入れることの追及を主張し

た'7)。つまり，これまでの音楽教育をごく単純

に「音楽→児童・生徒」と図式化するとすれ

ば，これからは「音楽→言葉→児童・生徒」と

して言葉によって音楽と児童・生徒の関係を結

ぶことが意図されていると言える。

近年の音楽教育が扱うのはクラシック音楽だ

けではない。あらゆる国や地域の文化や伝統も

視野に含まれている。多様な音楽に接する中で

は，いっそう「何を目指してきくか」を考えざ

るを得ないだろう。その際には，教師が，大熊

の述べる「言語活動」を用いて積極的に介入す

る必要が生じるはずである。先にも述べたよう

に，関係者らの戦時の教育のあり方への反省は

深い。しかし，終戦から半世紀以上が経過して

いる。大熊が訴えるような思い切った理念の転

換を図ることも必要であると言えよう。
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曲目および作曲者名は当時の表記に基づく。

，

【表１】『国定教科書』掲載レコード

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

第
四
学
年

第
五
学
年

第
六
学
年

曲名（作曲者もしくは演奏者名）

君が代行進曲〈吉本光蔵）村の鍛冶屋（ミハエリス）

森の水車（アイレンベルグ）小鳥屋の店（レーク）

子守歌（日本古謡）国際急行列車（プーエ）

時計屋の店（オルト）郭公ワルツ（ショナソン）

おもちゃの兵隊（ゼッセル）

春の歌（メンデルスゾーン）さくらさくら（日本古謡）

軍艦行進曲（瀬戸ロ藤吉）森の狩猟（フェルカー）

カール王行進曲（ウンラート）ウォーターローの戦（アンダーソン）

軍隊行進曲（シューベルト）氷滑りの円舞曲（ヴァルトトイフェル）

人形の行進（リンデマン）

鉛の兵隊進めや進め（ピエルネ）攻撃（陸軍戸山学校軍隊）

軽騎兵（スッペ）ファシストの歌（ブランク）

愛馬行進曲（陸軍軍楽隊）アンネン・ポルカ（ヨハン・シュトラウス）

黄海海戦記念（海軍軍楽隊）敷島行進曲（海軍軍楽隊）

金と銀（レハール）分列行進曲（ルルー）

巨人御兵の分列式（フリードリッヒ大王）凱旋行進曲（陸軍戸山学校軍楽隊）

立派な兵隊（陸軍戸山学校軍楽隊）ダニューヴ河の漣（イヴアノヴィッチ）

春の海（宮城道雄）国の鎮め（海軍省制定）

ドイツ舞曲（モーツァルト）ひらいたひらいた（下総院一）

ガヴォット（ゴセック）日本海海戦（海軍軍楽隊）ガヴォット（ラモー）
●

山の子供（平井保喜）波涛を越えて（ローザス）

メヌエット（ビゼー）祖･母さんの誕生Ⅱ（マリー）水漬く屍（海軍省制定）

数へ歌変奏曲（下総院一）鉄兜隊行進曲（ブルーメ）

いやさか（古関裕而）トルコ行進曲（モーツァルト）

シューベルトの子守歌（シューベルト）太平洋行進曲（海軍軍楽隊）

海ゆかば（信時潔）ここはどこの細道じゃ（下総院一）

プランデンブルク行進曲（ヘンリオン）サンタルチア（民謡）

豊年（武井守成）特別攻撃隊（東京音楽学校）

モーツァルトの子守歌（モーツァルト）六段の訓（人橋検校）子供のための旋律

青きドナウの流れ（ヨハン・シュトラウス）

管弦楽用諸楽器おもちゃの交響曲（ハイドン）

さくら変奏曲（宮城道雄）「詩人と農夫ｊの序曲（スッペ）

越天楽（雅楽）「ウィリアム・テル」の序曲（ロッシーニ）

千鳥の曲（吉沢検校）白鳥（サンサーンス）正調追分（日本古謡）

タンホイザー行進曲（ワーグナー）月光の光（ベートーベン）



7５

学級の荒れを未然防止するための多面的支援

一小学校でのチームサポートー

MultipleSupportfbrPreventionofClassroomDisruption
-T1eamSupportatElementarySchool-

原田克巳

KatsumiHARADA

１．問題と目的

小学校の学級担任は１日子どもたちと生活を

共にしている。学習指導だけでなく，友達関係

のトラブルの解決などの生活指導|こもかかわっ

ている。低学年の子どもたちは自分を保護して

くれる学級担任のもとで学習を進め生活領域を

拡大していき，社会的に必要なスキルや知識も

獲得していく。一方，中学年，高学年になる

と，子どもたちは同年代の子どもたちと交流を

しながら集団学習の楽しさを味わい，知識，技

能の習得だけではなく，心理社会的な発達も援

助され，自分への自信も深めていく。発達段階

に応じて学級担任の関わりは変化するが，どの

ようなものであれ集団をリードしどの方向へ導

くか，学級作りでの学級担任の役割は大きい。

学力や生活力の不十分な子どもたちが高学年

になると，学校のリーダーとしての仕事や行

事，学習に追われ不適応を起こすケースがあ

る。この子どもたちの不安や不満が学級集団の

中で友達に向けられたり教師に向けられたりす

ると，学習の妨害，教師への暴言，友達へのい

じめと様々な形で問題が現れ，学級の荒れの

きっかけになる。最初は一部の児童から始まる

が，その学級の荒れに気づかずにいると不登校

坂口直子※
ＮａｏｋｏＳＡＫＡＧＵＣＨＩ

が，荒れの見られない学級の評価に比べて肯定

的であることを明らかにし，問題行動に対する

学級の支持的雰囲気が他の生徒の同調や容認を

引き起こし，問題行動をエスカレートさせ学級

の雰囲気をさらに悪化させるという状況を生む

ことを示唆している。そして，学級が荒れた場

合には教師は問題行動をする生徒ばかりに目を

向けるのではなく，まじめにやっている生徒の

気持ちや授業を受ける権利を疎かにしていない

か，常に確認の必要があると提言している。．

また加藤・大久保（2005）は，同じく中学校

を対象としてではあるが，荒れている学級と荒

れが見られない学級で問題行動を起こさない生

徒の教師に対する関係と規範意識を比較したと

ころ，荒れている学級の一般生徒の方が荒れの

見られない一般生徒に比べて教師との関係が悪

く，教師との関係が悪化すれば規範意識も低下

するという結果を示している。

これらの知見からも，学級に荒れが見られ始

めた早い時期に，問題行動を起こす児童に対す

る指導だけでなく，問題行動を起こしていない

一般児童に対して荒れを助長させないためのケ

アや指導が望まれることがうかがえる。

そこで本研究では，小学校において学級の荒

児童が出始める。そしてその頃には学級においれを未然に防止するために取り組んできた中で

て学習が成立できない状態になっていることが形となってきた，学級全体に対する教師のチー

ある。ム サポートによる多面的支援の実際を，具体的

中学校を対･象とした研究であるが，加藤・大な対応事例を取り上げて紹介し，その取組みの

久保（2006）は，荒れている学級では問題行動有効性について検討を行うことを目的とする。
やそれを起こす生徒に対する一般生徒の評価

平成22年３月30日受理 溌前金沢市立諸江町小学校教諭，現金沢市立扇台小学校教諭
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Ⅱ、実践

１実践校の概要と課題

実践校は児童数が1,000名近く，学級数29と

県内一の大規模校である。校区には何代にも

渡って住んでいる人，いわゆる転勤族の人，新

興住宅地の人，市営住宅に住む人，と様々な家

庭状況にある人が生活している。そのため子ど

も同士の交流は少なく，６年生になっても同じ

学級内の子の家の場所を知らないことがある。

家の場所だけでなく互いのことが分からない

と，小さな集団の中にこもり他の集団を牽制す

る動きが高学年になるほど強くなる。そのため

学級担任には学習以前に安心できる学級作りを

しなければならないという課題が要請されてい

る。そのため教師は安心できる学級作りに努力

をしてきているが，高学年における学級経営の

難しさ，友達関係が関連した不適応児童の増加

には苦慮している。

その原因の一つに，児童が学級担任の専門性

や熟練性を評価して学級担任との良好な関係を

結んでいるというより，人間性を含めた学級担

任の指導行動を評価して関係を結んでいるとい

うことがある。したがって児童と学級担任との

信頼関係が難しくなると，授業だけでなく学校

生活すべてが機能しなくなり，学級経営が難し

くなる事態に陥ってしまうケースがある。

また高学年の時期に学級の困難さから不登校

を経験した児童は，基本的な学力や学習方法の

習得，人間関係作りの経験など，人生の基礎と

もいえる力が蓄積できないだけでなく，自己肯

定感や人への信頼が低くなってしまうため，中

学進学後の適応がしにくく，本人のその後の進

路にも大きな影を落とすことにもなる。

このような学校状況から，実践校では平成１２

年度から学級作りのための支援を１６例実施して

きた。当初は不適応児童を学級へ復帰させる手

だてとして支援を行ってきたが（原田・坂口，

2007)，高学年では学級の荒れが出始めると，

その支援は不適応児童への個別支援だけで精一

杯となり，その結果学級への対応が遅れ，学級

では新たな不適応児童を出さないことに囚われ

るという消極的な対応に留まることもあった。

この課題を踏まえて支援を重ねる中で，学級担

任や教育相談担当教諭が個別の支援を行うだけ

の対応ではなく，学校全体がチームとなり学級

全体への支援を行う対応が有効であることが明

らかとなってきた。

２教育相談システムにおけるチームサポート

の位置づけ

実践校における学校生活不適応を起こしてい

る児童の問題は３つに分類される。不登校，発

達障害，学級の荒れの問題である。不登校等の

個人の問題についてはシステムサポート（原

田・坂口，2007）で，発達障害については校内

委員会で対応をしてきた。学校生活不適応を起

こしている児童を早期発見し，教室復帰に向け

た取組みをそれぞれの児童の状態に応じて実施

してきた。

チームで関わるのは長期化が予想される場合

であるが，学級の中の問題は短時間に悪化する

こと，悪化した場合は問題が学級全体に広がる

ことから，学級の荒れが危'倶されるときには

チームサポートを前提として取組んでいる。不

登校児童を教室復帰させるために学級担任を支

援してきたシステムサポートでもチームサポー

トを実施したケースもあったが，学級の荒れの

問題はチームで期間を決めて集中して実施する

ことで効果を上げることができる。

これら３つの取組みを図式化するとFigurel

のように示される。

Figurel実践枝における児童支援の枠組み



どの場合も学級担任の他，校長，教頭，学年

主任，教育相談担当教諭が関わるが，不登校の

場合は養謹教諭，発達障害の場合は特別支援

コーディネーター，学級の荒れの問題では生徒

指導主事が加わり協議する体制を取っている。

３学級の荒れへの対応

学級の荒れの問題も小さなサインの段階で対

応すると回復も早いことがこれまで取り組んで

きたケースから明らかとなり，早期発見，状況

の正確なアセスメント，対応策の検討，決定さ

れた対応策の実行という流れを持って，かつ同

時にチームによって学級全体に対して行われる

のが有効であると分かってきた。またこうした

一連の作業をスムーズに行えるようにするため

には全教職員に共有される認識が必要であり，

平成20年度と21年度は年間を通して計画的な教

職員研修を行った。

1）早期発見

阿部（2003）は，危機的な状態の学級をより

客観的に的確に把握し，アセスメントできるよ

うにするために，「授業へのレディネス」「授業

のルール」「教師と子ども」「子ども同士のり

レーション」「教師の指導・援助」「学習環境」

「サポートシステム」の６つの観点で33項目の

チェックポイントを挙げている。実践校におい

てはこのチェックポイントを参考にし，３つの

観点からなる10項目を早期発見のサインとして

用いている（Tnblel)。

そしてこれらのサインの中から３つ以上の状

況が学級に見られる場合は，早急に複数の教師

が授業を参観し，チーム会議を開き，対応策に

ついて検討を行うこととしている。

また４月の学級開きの前には，学級作りの研

修会を開催し全教師がこれらの早期発見のサイ

ンを共有することを行い，同時に学年毎のワー

クショップを開催し居心地の良い学級作りへの

イメージを高めるためキーワードを決め，その

年度の学級作りの合い言葉にしている。

Tableｌ早期発見のサイン

授業の様子

１私語が多く，手紙が回り出す

２友達の失敗や欠点を冷やかす

３教師の指示に従わず反応する子どもがいる

7７

４教師の指示に対して反応が鈍く，やる気の
ない雰囲気がある

５注意のため授業が度々中断する

６教師の注意をひくため，悪ふざけが多くなる

学習環境

７黒板にいたずら書きがされている

８掲示物にいたずら書きがされている

９教室内にゴミが散らばっている

児童の様子

１０教室には入れなかったり飛び出したりする
児童が出てくる

２）学級の問題のアセスメント

チーム会議においては学級の問題をアセスメ

ントすることを重視している。アセスメントに

はhyper-QUもしくはＱ－Ｕの結果を資料･とし，

客観的な情報を元にチームメンバー全員で児童

の心情や問題の背景を検討する。また，学級担

任，専科の教諭，養護教諭からの情報を集約

し，緊急度を把握することもこの段階における

大切な作業である。

５月にhypeIPUを実施し，７月と11月にＱ－

Ｕを実施することで，学級の状態や個別対応を

必要としている児童の情報を全教職員で共有し

ている。そしてこのように定期的にhyper-QU

（Ｑ－ｕ）を実施することによって，問題がど

の程度改善されたのかを読みとることも行って

いる。また，hyper-QU（Ｑ－Ｕ）の結果を十分

に読み取るために，hyper-QU（Ｑ－Ｕ）を用い

た学級経営の事例検討の方法であるK-13法の

手続きを用いた研修会も行っている。

３）対応策の検討と実施

対応策には大きく分けて個への対応と学級へ

の対応があり，チーム会議ではこの二つの対応
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の具体的内容を決定する。そして，決定された

対応策を順次もしくは同時進行で実行すること

によって事態の改善を図る。

佃への対応としては，学級の荒れによって心

的被害を受けた児童を相談室や保健室で一時的

に受け容れて，安心感・安全感の回復を得ると

同時に，学習を妨害する児童に対しては個別の

指導を校長や学年主任などが行い，問題となる

態度や行動について自覚と反省を促す。

学級への対応としては，学習方法を変える，

学習の形を変える，学習環境を変える，分かり

やすい授業を工夫する，学級の人間関係の調整

を行う，などがとられる。また，学級会で児童

たちと話し合いを持ち，どういう学級を作り上

げていくかについて明示的な再契約を結ぶ作業

を行う。そして望ましい学級の姿については，

道徳の授業において規範意識を育てる学習を行

うことによって，また構成的グループエンカウ

ンターの実施を通して他者尊重の意識を育てる

体験を得させることによって，児童に具体的に

伝えている。

４）学校組織へのコンサルテーション

①安心できる学級のイメージを共有する

学級担任制の小学校では学校研究が教職員の

共通理解を深める大切な場である｡そのため，

年間計画に基づいて研究主題に近づくための話

し合いを行っている。その中でも大切にしてい

る考えは「一人一人が安心できる学級作り」を

することである。

この学級作りの実現のために，平成20年度よ

り「学級作りのための研修会」を教育相談担当

教諭が主体となり，企画し実施した。

平成21年度は４月，５月，８月の計３回実施

している。

４月は「教育力のある学習集団を作るための

ワークショップ」と題し，学級開きの時期は児

童も教師も緊張している時期であり，児童一人

ひとりとの信頼関係を作るため，日常の会話や

日記などで児童一人ひとりの良さを認めるよ

う，また分かりやすい学習を心がけることを教

職員で共有した。また，構成的グループエンカ

ウンターの演習を行った。

５月は「hyper-QUの結果をもとに」と題

し，学級の様子に気づく方法についての研修を

行い，K-l3法のワークショップも行った。

８月は「気になる保談者への関わり方」と題

し，保誰者と協同して行う学級作りについての

ワークショップを行った。

②配慮を要する児童や保護者への対応力を高め

る

「学級作りのための研修会」の実施に加え

て，配慮を要する児童やその保誰者への対応力

を高めることを目的として，平成20年度より

「対応力向上講座」を教職員会で実施し，様々

なテーマを順次取り上げて計１４回行った

（Thble2)。

この講座の実施によって，教育相談担当教諭

が学級担任から相談を受けたとき，学級の様子

の気になる点や問題意識が教育相談担当教諭と

学級担任とで共有されているため，児童生徒が

発するSOSサインへの気づきが早く，素早い対

応を実施することを可能とした。

Table2対応力向上講座の内容

１ズック隠しがあったら

２突然，典証する子がでたら

３家では本当に良い子なんです

４うそをつく子

５発達障害を疑ったら

６いじめ発見のために

７サインを発している学級に出会ったら

８合い言葉は短く，わかりやすぐ

９保謹者への初期対応

１０「高学年の学級作り」５年生の実践より

１１女子がグループ化する学級

１２不登校を考える

１３不登校対応チャート

１４チームサポート
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３アセスメントと対応策の検討

Ａさん自身は友達との関わりや学習への取組

みについては満足している。学級活動も積極的

だと捉えている。一方，学級担任から見たＡさ

〆司、

7９

皿対応事例

ここでは，上述した早期発見，状況の正確な

アセスメント，対応策の検討，決定された対応

策の実行という流れを持った取組みをチームサ

ポートによって学級全体に実施し，効果を上げ

た具体的対応事例を紹介する。 ●
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を具体的に実行することの一連の流れを念頭

置き，新学期をスタートした。

また同時に，教師がチームとなって支援を行

るようにするために，下地作りとしての校内

修も重ねることを計画し実行した。

●●

１事例の概要

対象児童は５年Ｘ組のＡさん。前年度より学

級の人間関係だけでなく学習中の暴言で授業が

中断するなど影響を与えており，前担任が学級

作りに苦労していた。そのため５年生となった

学年当初から，Ａさんも含めてＸ組の一人一人

が居心地の良い学級になるための取組みを検討

し，必要に応じて具体策を実行していくことが

必要と考えられた。そこで，Ｘ組の児童からの

SOSを早期に察知すること，学級の問題をアセ

スメントし対応策を検討すること，そして対応

弓弓

卓卓

２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６

被侵害得点

Figure25月におけるX組の状況

その原因の一つにＡさんの存在が考えられ

た。Ａさん自身は学級生活満足群に属してお

り，得点は高い（承認得点20点，被侵害得点８

点，図中▲印)。これはＡさん自身が自分の好

きなように学級で振る舞っていられることの表

れと受け取られた。このＡさんの振る舞いの中

には暴言や勝手な行動も含まれており，そうし

た行動の被害を受けている児童が学級内に複数

いること，これらの児童が被害を受けないよう

にとＡさんに遠慮しながら発言や行動をしてい

ることが読みとれた。学級内のルールは教師に

頼る状況であり，そのために教師には児童間の

関わり合いの少ないクラス集団として目に映る

状態となっていたと理解された。

またhyper-QUの「日常の行動をふり返るア

ンケート」の結果からは，Ａさんは「配慮のス

キル」はあるが，「かかわりのスキル」は低い

ということが理解された。関わり方としてのス

キルの低さがＡさんを起点とする学級状況の問

題の背景としてあることが伺えた。

策

ら

園

に

え

研

SOSの察知

５月にhyper-QUを実施し，学級の状態の把

握を行った。５月時点でのhyper-QUの「居心

地のよいクラスにするためのアンケート」の集

計結果はFigure2に示すとおりである。

Ｘ組は男子１８人，女子19人の計37人の学級

である。その内，２３人（622％）が学級生活満

足群であり，多くの児童が学校生活に満足して

おり，学級内で大きなトラブルが起こるような

（

とはない。しかし，学級生活不満足群に５人

13.5％）の児童がおり，全体の分布としてば

つきも大きいことから，意欲のある子とない

に大きく別れていることが伺える。

また，関係教師の情報から，教師の指示は行

渡るが，教師がいないときの集団は目的を持

ず，児童間の関わりが少ないことも分かった。

こ
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んは，学習には自信がないが，友達への声かけ

は気軽にするため，周りにはいつも友達がいる

状態である。しかし，相手の気持ちを傷つける

言い方をしたり，プロレス技と称して自分の力

を誇示したりして学級内のボス的存在をアピー

ルしているようにも見える。相手との関わりに

は必ず上下関係があり，相手の行動によって卑

屈になったり，威圧的になったりする。この背

景には家庭での父との関わりがあり，父から暴

言，暴力を受けて成長したことの影響が伺える。

５月頃，５年Ｘ組の女子３人が不適応を訴え

てきた。その内の二人は欠席が続く状態で，一

人は教室に入れないという状態であった。詳し

く様子を聞いていくと「Ａさんが怖い」「Ａさ

んのまわりの男子が怖い」という思いが共通し

ていた。３人の女子児童は皆Ａさんから直接暴

力を受けたのでないが，他の児童が暴力を受け

たのを見ていたり，休み時間や担任のいない時

間に遊びという名目で技をかけているのを見て

いたりしていた。そしてそうした行動に注意を

するとＡさんの仲間の男子から「うるさい」

「死ね」と言われたり，遊びの形を取って物を

取られたりするなどの被害を受けていたことが

明らかとなった。また，Ａさんの仲間と思われ

ている男子５人についても，日頃からＡさんの

暴言，暴力を受けており，Ａさんと同じ行動を

とることで自分たちへの攻撃を避けているので

あろうと理解された。

そのため複数の教師が授業参観を行ったり，

情報を集めたりした。そして，この段階では担

任の授業での暴言は少ないものの，提出物が出

ない，活動をさぼるなどSOSと読み取れる行動

が複数の教師の目によって指摘された。

こうしたＡさんの姿と学級状態の把握から，

Ｘ組の様子は，Ａさんの対人関係スキルの低さ

による言動によって他児が被害を受ける中で，

被害を最小限に留めようとする児童たちの防衛

的対処が生まれ，児童間では消極的な関係性し

か生じず，そのためＡさんの問題となる行動が

抑制されることなく現れ，学級状況が硬直して

いる，と理解された。

そこで６月初旬に，校長，教頭，学級担任，

教育相談担当教諭が集まり，チームサポート会

議を開催した。

Ａさん自身は，自らの自由な振る舞いが許容

されていたためにではあるが，学級に対しての

満足感を得ていることから，対応としてはＡさ

んの満足感を大切にし，できることを認めてい

くことによって自己効力感や自己肯定感が損な

われることのないよう配慮することも大切であ

ると理解され，加えてＡさん以外の児童を育

て,互いに不快に感じる行動や関わりに対して

はストップが言える学級にしていくことが目標

となると確認された。学級の中で不適応児童は

出始めていたが，授業の形は崩れておらず学習

は成立していたため，この目標の下に以下の３

点の学級経営方針と，３点の対応策を決定した。

【方針】

ａ）承認感の低い児童が活躍できる場，認めら

れる機会を授業や学級活動，学級生活に意識

して取り入れる。できたことを認め，その子

の良さを言葉にして児童に伝えていく。

ｂ）道徳の授業を用い，児童同士の人間関係作

りのために構成的グループエンカウンターを

実施する。その際児童が相互に自然な関わり

ができるようにプログラムを配慮する。

ｃ）運動会，音楽集会，縄跳び大会等の行事で

学級がまとまりを持てるような取組みをして

いく。

【対応策】

ａ）道徳の授業において，いじめをよしとしな

い規範意識を獲得させるための学習を行う。

ｂ）Ａさんに対して個別学習を実施する。

ｃ）学級に対して全員が安心できる学級作りを

することの再契約を行う。

４対応策の実行

１）具体策１－道徳の授業を通しての学級作り

「いじめは悪いことだ」という規範意識を学

級全体に持たせることを意図して，６月に道徳
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の授業を実施した。テーマは「友達を傷つける談担当教諭だけでなく，学校中の教師が応援す
誘いを受けたら？（いじめをなくすために）」

とし，「正しいことが言える仲間を増やそう。

学校中の先生全員が応援するよ」をキーワード

として実行した。

授業は学級担任に教育相談担当教諭がＴＴと

して加わり，ゲストティチャーとして校長が参

加した。

授業はまず「いじめを受けている友達がいま

す。その友達を『また，いじめよう』とＺさん

から誘われたら，どうする？」と児童に尋ね，

その後「やってみる」「いやだけどＺさんが怖

いからやってみる」「逃げる」「やめてと言う」

「いじめられている友達を助ける」の５つの考

えの中から，自分の考えに合うものに自分の

ネームを貼るという活動をさせた。その後担任

からは「Ｘ組をいじめのない学級にしたい」と

いう願い，校長からは「いじめは絶対に許さな

い」という強いメッセージを伝えた。

このように児童たちの考えを揺さぶり思考を

深める場を作り，さらにグループで話し合いを

持たせ，もう一度５つの考えのいずれかに自分

のネームを貼り，最後に振り返りのワークシー

トにどのように感じたかをそれぞれが記入する

という作業を行った。

なお，ネームを貼るという形での発言方法を

採ったのは，遠慮して本当の気持ちが出せない

ことや発言が一部の児童に限られることを避け

るためであり，児童一人ひとりの考えを出させ，

学級全体で共有することを狙ったためである。

児童たちの当初の反応は，当事者でなければ

｢やってみる」という考えに大半がネームを貼

るというものであった。４月以来「いじめは許

さない」と児童に対･して話してきた担任として

は残念な結果であったが，３人の教師が再考を

促し，グループで話し合いを持たせた後の反応

は，教師が期待する反応へと変容した（Tnble3)。

３人の教師が共通して伝えた事柄は，①正し

いことを言える，正しいことができる仲間を増

やそう，②頑張る人を校長，学級担任，教育相

るよ’③「進んでやるべきことをして考えを持

ち，明るく仲が良いクラス」という学級目標に

近づこう，という３点であった。

３つの事柄を話すときに教師が大切にしたの

は，題材として挙げたＺさん自身を否定しない

こと，Ｚさんのした行為が良くないときは教師

全員で叱るがＺさんが頑張ったときは認めてい

くよということを，児童全員に対して伝えると

いうことであった。つまり，Ａさんにとっても

学級のみんなにとっても是々非々で良いこと悪

いことは何かを自分で考え正しいことを実行す

ることが大切であるということを伝えることを

強く意識したメッセージを投げかけることで

あった。

Table3X組の児童たちの意見

前 後

やってみる ５１０

いやだけどＺが‘怖いからやってみる 1５

逃げる ７１０

やめてと言う 1０ 3５

いじめられている友達を助ける ０１２

(注）数字は人数

その結果，Ａさん自身の思いも変わった。最

後の振り返りのワークシートにＡさんが書いた

のは，「今まで友達の嫌なことを話していたか

ら，今度から言わないようにしよう。けんかを

して嫌なことを言っていたから，もう言いたく

ないです。」というものであった。

当初「やってみる」と答えた５人の内の一人

であったＡであるが，振り返りの文章は丁寧な

文字で書かれており，一生懸命書いたことが伝

わってくる文章であった。自分では人を傷つけ

ているという意識の薄いＡさんであるが，具体

的な場面を通して考えさせることによって，

「いじめはしない」という規範意識を持たせる

ことができた。

さらにこの授業で教師がＸ組の児童に約束し
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たＡさんへの対応の仕方はその後もＸ組で守ら

れ，学級の中でＡさんの頑張りを認める取組み

を行った。学習においては認められることが少

ないＡさんであったが，後片付けや給食などで

自分もヒーローになれることが分かると，Ａさ

んもＸ組が居心地の良い場所となっていった。

なお道徳の授業は，Ａさんの所属する５年生

では全学級を対象に年間計７回行った。学級内

の人間関係を安定させることを目的として「友

達を知るために」「話す人が良い気持ちになる

聞き方」「君はどっちがうれしいタイプ？」「友

達の心にすてきな結晶を作ろう」の４テーマ，

規範意識を高めることを目的として「いじめを

なくすために」「失敗したとき」の２テーマ，

そして上級生としての関わり方を考えることを

目的として「どんな上級生になりたい？」の１

テーマである。

２）具体策２－Ａさんの個別指導（７月上旬２

週間）

Ａさんの学力は学級の中でも低く，学習内容

の理解が難しい。読み，書き，計算の力は個別

指導をすれば課題を達成できるが，集中時間が

短く，学習内容がなかなか定着しない。また家

庭での学習習慣がないため，学校での補充学習

が欠かせない。Ａさん自身は自分の能力の低さ

を自覚しており，放課後の個別指導の時間は与

えられた課題を真面目にこなしている。できる

ことをしようとする姿も見られる。

また，授業に思いつきで参加するのは授業内

容の理解の困難さに由来しているものと考えら

れ，他児の学習を妨害する形で授業に参加する

のはＡさん自身が自分の学力が低いことを気に

しているからであろうと考えられた。また教師

への暴言も，学習上の困難さから不快感や不満

を覚えたとき，それらの気持ちを軽減し，学習

状況から回避しようとする行動であると理解さ

れた。高学年になり自分が学級の中でも学習に

ついていけないことも感じはじめているからこ

そ現れる行動であると考えられた。

そこで，学習成果を上げて学習への抵抗感を

軽減すること，自己効力感を高めることを－つ

の目標とし，同時に不満の解消として生じてい

る他児への学習妨害行為と教師への暴言をなく

すことをもう一つの目標として，以下の事柄を

実行した。

ａ）校長室での個別学習

ｂ）学級における学習への個別支援

ｃ）家庭学習への支援

ｄ）ルール遵守の徹底

ｅ）相手を傷つける言動の禁止

校長室での個別学習は，Ａさんの所属する学

級の時間割に合わせて，分数，少数の計算練習

（算数)，漢字練習（国語)，県名や日本の地図

作り（社会）などのドリルや作業学習を校長が

実施した。校長の都合がつかないときには他の

教師が付き添い学習支援を行った。

これらの学習課題はＡさんが達成感を感じら

れる課題を用意し，達成時にはしっかりと褒め

ることによって自己効力感を覚えられるよう配

慮した。

また学級における個別支援では，朝自習の時

間に学級担任や教育相談担当教諭がＡさんに付

き添い，集中して課題に取組めるよう，また分

からないときには支援ができるよう配慮した。

家庭学習への支援としては，宿題の実行を学

級担任と教育相談担当教諭が毎日点検し，宿題

の直しをするところまで確認した。Ａさんがき

ちんと宿題をしてくるためには，連絡I限に宿題

や予定を書き込むことがＡさんと教師両者に

とって約束を確認する大切な約束状のようなも

のとなるため，連絡帳も毎日欠かさず付けるこ

との支援も行った。

校長室における個別学習の時間においては，

Ａさんは校長と，ルール遵守の徹底と相手を傷

つける言動の禁止の二つの約束を毎日話し合っ

た。Ａさんは「Ｘ組に戻りたい」「友達と一緒

に居たい」という願いを強く持っていたので，

戻るためにはどうすればよいかをくり返し話し
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３）具体策３－変化の確認

第２回目のアセスメントとしてＱ－ｕの実施

を７月に行った。７月の結果はFigure3に示す

とおりである。

Ｌ---1三:些謹
：Ｉ

．．’

２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６

被侵害得点

Figure37月におけるX組の状況

◆

8３

合った。師の注意も素直に 受けるというように変化が見

これら二つの約束の遵守については，集団活られた。

動場面となる係活動や委員会活動，清掃活動に

必ず教師の誰かが付き添い，Ａさんが真面目に ４）具体策４－学級の再契約（10月）

後期を迎え（実践校は２学期制)，学級の目

標を再度話し合う機会を持った。学級の状態を

点数で計り，再度目標をはっきりさせるという

ことが狙いであった。班で問題点と対応策をブ

レーンストーミング方式で話し合い，その後，

あらかじめ学級担任と教育相談担当教諭とで話

し合って作成していたチェック項目（瞳ble4）

を示し，これらについて各班で自己採点をした。

’項目につき'0点として換算したところ，各

班の出した点数を平均した学級得点は'00点満

点中62点であった。次にどの項目が低かったの

かを学級全体で話し合ったところ，発表が少な

い，無駄なおしやくりが多い，困っていても助

けないなどの学級の状態が浮かび上がってきた。

そこで，「ｘ組ステップアップ作戦一目指せ

80点一」と題して，ブレーンストーミング方式

で何をしたらよりよい学級になるかのアイデア

を出し合った。出されたアイデアは，「全員一

日一回発表しよう」「決まりを守れたらゲーム

をしよう」「プラスパワー年表をためたら，お

楽しみ会をしよう」「困っている人がいたらす

ぐ助けよう」「５年生なので罰を決めるより目

標に向かって努力しよう」というものであり，

いずれも前向きな取組みであった。

活動に取組むことを見届けるようにし，他児へ

の加害行為が起こらないようにも支援した。

Table４チェック項Ｅ

●●

５月においてＡさんは承認得点20点，被侵害

得点８点で学級生活満足群に属していた。一方

７月におけるＡさんの得点は承認得点18点，被

侵害得点18点となり，侵害行為認知群へと移行

していた（図中▲印)。Ａさんは個別指導を受

けていた時期なので，学校で一人だと孤立感を

訴えている。

６月に不適応を訴えた女子３名，暴力や暴言

を受けていた男子５名は学級生活不満足群や被

侵害行為認知群にいて変化はまだ認められな

かった。５月に比べて学級の状態は好転しな

かったが、個別指導の期間を終えた後学級に

戻ったＡさんは友達への暴言は少なくなり，教

。
◆
◆
◆

●
●

▲
Ｏ
Ｇ

●

◆ ●｡

●
凸

１学習用具を持ってくる

２宿題をしてくる

３発表を頑張る

４先生への言葉遣い

５学習中，無駄なおしゃべりはしない

６挨拶ができている

７きちんとした服装ができる

８係の仕砺をしている

９困っている人を助ける

１０時間を守る
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、●

月の時点とは異なり，この時期は暴言や暴力は

ほとんど見られなくなっている。本人及び他児

童に対して様々に行った取組みを通して規範意

識と社会的スキルを獲得し，なおかつ自己効力

感や自己肯定感を損ねることなく，これまでと

は違った自己表現の仕方で，学級で適応的にい

られるようになっていることが把握された。

５成果

１）Ａさんの変化

５年生となった当初はＸ組の男子の中では威

圧的な言動で影響力が大きかったＡさんであっ

たが，５年生の終わり頃には学習態度も落ち着

き暴言や暴力もほとんど見られなくなった。Ａ

さんは４年生までにも何度も似たような個別指

導を受けてきているが，これまでは短時間の指

導の後教室に戻されており，その度に学習妨害

を繰り返していた。そこで高学年となる５年生

においては，チームサポート会議で打合せを行

い，Ａさんの行動の変化を２週間確認するまで

教室には戻さないという約束をしたが，校長室

での２週間はこれまでにＡさんが経験したこと

のない時間であったと思われる。校長室の中で

のＡさんと校長の関わりは学習を続けるだけで

なく，Ａさんの思いを話し，学級のルールを守

る大切さを理解する時間となった｡自分に関心

を持ち，話を聴いてくれる大人と関わったこと

で自分を変えるきっかけとなったのであろうと

考えられる。

１１月に行ったＱ－Ｕの結果（Figure4）を見る

と，Ａさんは承認得点20点，被侵害得点９点で

あり，５月時点とほぼ変わらない得点で学級生

活満足群に戻っていた（図中▲印)。しかし５

２）Ｘ組の変化

Ａさんが７月ごろから落ち着き出すと，Ｘ組

の男子が学習中真面目に学習に取組むように

なった。学級担任だけでなく，校長，教頭，養

誰教諭，教育相談担当教諭，学年の教師がＸ組

のために学習にＴＴで参加することもあった

が，その結果Ｘ組の他の児童も正しい言動が支

持され，暴言，暴力から自分たちは守られてい

ると実感できたようであった。１１月に行ったＱ

－Ｕの結果からも人間関係の安定とやる気が上

昇していることが見て取れる。

２月には道徳の時間に「友達の心に素敵な結

晶を作ろう」というテーマで，互いの良いとこ

ろを見つけあう学習を実施した。

Figure5はその授業でＡさんに寄せられた友

達のコメントである。

Figure5Aさんに寄せられたコメント
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これを見ると，ＡさんもＸ組の一員としての

居場所を作ることができていることがうかがえ
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話をしてくれてありがとう」等のＡさんを認め

る文を読みながらＡさんの表情が明るく嬉しそ

うであったのが印象的であった。

がとう」等のＡさんを認め

さんの表情が明るく嬉しそ

的であった。

Ⅳ、考察

小学校では学級の荒れが始まると，荒れは加荒れが始まると，荒れは加

速され，授業だけでなく学校生活全てに及ぶこなく学校生活全てに及ぶこ

とがある。しかし学級担任が交代した後には学級担任が交代した後には学

級に大きな変化が見られることがあることを考られることがあることを考

えると，適切な変化をもたらせば荒れからの立をもたらせば荒れからの立

ち直りも早いと言える。この経験からチームサる。この経験からチームサ

題行動を起こしていない一

を助長させないためのケア

行動を起こす児童に対する

ポートは短期間に集中して実施することが望ま

しいと考えられ，本事例においても短期間に集

中して実施することの有効性が確認されたと言

えるであろう。

また学級の荒れの問題に対応する際，学級担

任だけでなく，関係教員がチームとなって援助

すること，また問題行動を起こす児童に対する

指導だけでなく，問題行動を起こしていない一

般児童に対して荒れを助長させないためのケア

や指導を行うことが問題の改善に大きな効果を

もたらすということも，本事例から明らかと

なった。

中して実施することが望ま

事例においても短期間に集

の有効性が確認されたと言

問題に対応する際，学級担

教員がチームとなって援助

問題の改善に大きな効果を

‘本事例から明らかと

チームサポートは支援に当たる教師や関係者支援に当たる教師や関係者

なる。支援者はチームとし同士の協働の作業になる。支援者はチームとし

ての気持ちを持ち，目標を共有することが重要

である。年間計画の中で学級作りのための研修

会や対言応力向上講座を実施したことが，チーム

目標を共有することが重要

中で学級作りのための研修

を実施したことが，チーム

が組まれた際にチームが即戦力となることに大ムが即戦力となることに大

きく寄与したと考えられる。したがって，予防られる。したがって，予防

ての取組みが重要であると

で青くむことができるかと

的対応の成果や，問題が発生したときにスムー

ズに対･応をスタートさせることができるかどう

かを左右するのは，教職員の共通認識をどれだ

け日頃の取組みの中で青くむことができるかと

いう，学校全体としての取組みが重要であると

題が発生したときにスムー

させることができるかどう

教職員の共通認識をどれだ

言えよう。

実践校では日頃から職員室内での教職員間のら職員室内での教職員間の

情報交換が活発に行われ，学年ごとに児童を育

てる実践が行われている。また，めざす学級の

姿を共通理解するために児童理解の会や事例検

われ，学年ごとに児童を青

いる。また，めざす学級の

めに児童理解の会や事例検

8５8５

討会などの教師研修も学校全体で実施してい

る。こうした日々の取組みが基礎となり，問題

の早期発見や対策の実施において教師間の思い

違いが少なく，チームサポートを有効にするよ

うな，開かれた雰囲気を酸成していると考えら

れる。つまり，本事例で示された支援が効果的

であったのは，その支援が重層的なものであっ

たためと捉えられ，図示するならばFigure6の

ように整理されるであろう。

Figure6学級の荒れを未然防止するための

討会などの教師研修も学校全体で実施してい

る。こうした日々の取組みが基礎となり，問題

の早期発見や対策の実施において教師間の思い

違いが少なく，チームサポートを有効にするよ

うな，開かれた雰囲気を酸成していると考えら

れる。つまり，本事例で示された支援が効果的

であったのは，その支援が重層的なものであっ

たためと捉えられ，図示するならばFigure6の

ように整理されるであろう。

Figure6学級の荒れを未然防止するための

学校全体の取組

学級作りのための研修会
対応力向上誹班

鞭例検肘会
児寵理解の会

職員室におけるl催の梢報交換
マナーやルールを守る生活目標の設定

多面的支援多面的支援

また，教師間に開かれた雰囲気を醸成するこ

とやチームサポートを有効なものにすることに

ついて教育相談担当教諭の役割を述べるとする

ならば，田村（2005）は，援助チームを作る際

にコーディネーター役を担う者の心がけとし

て，チームで援助するという意識を強く持つこ

と，メンバーの中に信頼関係が生まれるように

個々に働きかけることを挙げている。実践校に

おいて教育相談担当教諭が主導して実施した学

級作りのための研修会や対応力向上講座の意図

したところは，田村（2005）が述べるこの心が

けに重なるものである。

さらに田村（2005）は，コーディネーターの

役割として，話し合うタイミングを見極めたり

また，教師間に開かれた雰囲気を醸成するこ

とやチームサポートを有効なものにすることに

ついて教育相談担当教諭の役割を述べるとする

ならば，田村（2005）は，援助チームを作る際

にコーディネーター役を担う者の心がけとし

て，チームで援助するという意識を強く持つこ

と，メンバーの中に信頼関係が生まれるように

個々に働きかけることを挙げている。実践校に

おいて教育相談担当教諭が主導して実施した学

級作りのための研修会や対応力向上講座の意図

したところは，田村（2005）が述べるこの心が

けに重なるものである。

さらに田村（2005）は，コーディネーターの

役割として，話し合うタイミングを見極めたり
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援助者の持ち味を生かしたりすることや，解決

に焦点を当てた話し合いに導き，援助の方向性

を同じにすることなどを挙げている。本事例で

は教育相談担当教諭が関係教師から情報の収集

を行い，その情報を基にしてチームサポート会

議を開催した。会議においては校長が司会の役

割を担い，教育相談担当教諭が情報を整理して

示した。このように役割分担をし，多面的な情

報を整理し検討することによって，どんなとき

に問題が起こり，どんなときに問題が解決して

いるのかを読み取ることができ，支援の方向と

対策を決めていくことができた。チームサポー

ト会議において教育相談担当教諭が行ったこと

もまた，田村（2005）が挙げるコーディネー

ターの役割として大切な役割に重なるもので

あったと言えよう。

また実践校において教育相談担当教諭は，常

に校内をこまめに巡回し，児童や教師に声をか

け，教師が困っていることに耳を傾け，把握理

解されたことは級外の教師にも情報を伝えてき

た。このこともまた，全教職員が児童の少しの

変化に気づき，互いに相談できる関係となり，

全員が同じ取組みを行える，開かれた雰囲気の

醗成につながっていると考えられる。

学級の荒れを生じさせている児童の様子を見

ると，本事例のＡさんのように，社会的スキル

の適切な獲得が望まれる児童も多い。杉山

（2007）は，発達障害児の早期療育の必要性を

述べる中で「１０歳という年齢は一つの臨界点で

あり，これまで身についた言語や非言語的な

ジェスチャーが一生の間の基本となることが知

られている」と指摘している。発達障害の有無

にかかわらず小学校段階までに形成される行動

パターン，対人関係パターンはその後の人間関

係のもとになると考えられ，したがって小学校

における社会的スキルの獲得のための学習や支

援は非常に重要なものであると考えられる。社

会的スキルの形成が家庭の中で望めない場合は

特に，学校という場でその形成に向けての努力

が成されるものであろう。

しかしその努力は学級担任一人で担うことの

できるものではなく，また担うべきものでもな

いものである。学校内には連携できる援助者，

支援者が大勢いる。校内の援助資源を活用しな

がら苦戦している学級担任を学校全体で応援し

ていくことがこれから一層必要になる。そして

学級担任を学校全体で応援していくためには；

一人ひとりの教職員をつなぎ，開かれた雰囲気

を醸成すること，教師間の信頼関係を構築する

ことにおいて，教育相談担当教諭の役割は一層

重要なものになると言えよう。
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