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神戸夙川学院大学・夙川学院短期大学「教育実践研究紀要」投稿の手引き

1．原稿の種類 （年1回3月発行）

教育紀要に記載されるものは、以下に示されるカテゴリーに分類される｡

第1類：大学教育の理念や思想に関するもの

第2類：大学教育のilil｣度、法およびその連用に関するもの

第3類：大学における專門教育に関する方法、技術、課題に関するもの

第4類：大学教育に適した教具・教材の開発およびその利用効果に関す-るもの

第5類：大学生の心身の特性と教育のありﾉﾉに関するもの

第6類：その他、大学教育の実践に閲するもの

2．投稿に関する手続き

（1）文の構成は、「問題の所在（または目的)」「方法」「結果」「考察」「結愉」を某本とするが、教育分野や論の特性

に応じて適切な竜立てを設定す-ることができるものとする。なお、参考・引用文献守がある場合、必ず文水に付

記する。

（2）原稿は原則として、11icrosoftWord (表作成についてはMicrosoftExcelも可）により作成し、完成イメージで

提出する。文下数．行数・フォント等、執筆の詳細についてはフォーマットを参照のこと。

（3）原稿は、完成イメージで4枚以上とし、最大8校以内まで増頁することができる。

なお、8枚を超える場合、分筆を求めることがある。

（4）写真、図については、各自が画像ファイルとして作成し、1京槁内に貼り込むものとする。出版時に画像の精細等

に関す-る要求は一切受け付けない。

（5）原槁は、指定する電子メールアドレスに、投稿票と本文の電子ファイルを添｛､'し、FD委員会に提出する。2013

イ|ﾐ度の投槁〆切は2014年3月末日とする。

編集に関する手続き

（1）原稿が投稿されると、編集会議において1名のビアスーパーバイげ－(PS)が決定される。

(2)PSは受槁後速やかに精読し、質問および意見をまとめ、投稿者に返信する｡なお、PSが提示する‘首見や質問は、

本誌が多様な読者を想定してv､ることから、專門分野を熟知した内容でなくてよいこととす-る。

(3)投稿者はPSから提示された質問や意見について、回答または修正字を行い、再び提出する。

(4)PSは回答または修止を確認し、「ピアスーパービジョン実施報告耆」にコメント等、必要事項を記入の上、編集

会議に提川する。

3．
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第3類

兵庫県の地域多様性を学校教育で活かすにはどうしたらよいか

－兵庫地理学協会の参加型ワークショップから－

河本大地

KOIZIJOZDDaz℃hI

兵庫県は､多様な地域から成り立つ県である。この条件をどう活かせば､学校教育において、

より効果的な地理教育・地域学習ができるだろうか。筆者は2012年12月に、このテーマで兵

I市地琿学協会のシンポジウムを企I由i･実施した。本稿では、その中の参加型ワークショップ（ワ

ールドカフェ形式）で参加者が発言した内容を整理し公開する。このワークショップでは、地

域の抱えている課題、学校現場（特に受験指導中心の尚校）の抱えている課題をそれぞれふま

え、地域を中心とした多様性の認識、ものの見方の習得のあり方を議論した。

キーワード：地理教育、地域学習、学校教育、地域多様性、ワールドカフェ、兵庫県

を有しているなど、地域（都市）システムにおいても多

様性がある。さらに、日本海から瀬戸内海、さらには太

平洋近くまで県域が広がっており、さまざまな気候風土、

地形を有している。マスコミ等で「県民性」や「○○県

と言えば・・・」といった話題が扱われることがあるが、

兵庫県の場合は県域全体や県民すべてが共有できるもの

には乏しいのも特徴である。

このように、兵庫県は実にさまざまな地域から成り立

っている。どんな工夫をすれば、この条件を効果的に活

かした地域学習・地理教育ができるだろうか。地理の楽

しさ、おもしろさ、重要性を広められるだろうか。これ

らのポイントを共有し、今後の可能性を拡げる場とする

ことを試みた。

当日は､下記のプログラムで進行した｡小学校･中学校・

高等学校･大学それぞれの学習内容や学習方法の特徴を

意識した構成となっている。

1． はじめに

私たちの生きるH本社会は今、混沌としている。高度

経済成長期の成功モデルと同じような形で未来を切り拓

くことは、困難になっている。こうした中、「地域」はど

うあったらよいのだろう。「地域」についてどう学べば、

社会の未来を切り拓くことにつながるのだろうか。

本稿では、2012年12月に筆者がオーガナイザーとなり

神戸夙川学院大学を会場に企画実施した、兵庫地理学協

会特別例会のシンポジウム「『地域多様性」×学びの可能

性 地域多様性の県・兵庫ならではの地域学習・地琿

教育を工夫しよう 」の一部を記録し公衣する。このシ

ンポジウムでは、筆者が河本（2011, 2014)などに記し

ている、それぞれの地域がその地域らしさを発揮するこ

と､地域どうしが支えあうことを柱とする、「地域多様性」

の発想をとりいれた。

兵庫県は、「地域多様性」の県である。淡路・摂津・旧

馬･丹波･播磨の旧5国から県域の大部分が構成されてお

り、県内における社会的･文化的な違いが大きい。また、

政令指定都市・神戸や、大阪都市圏の一部、他県なら県

庁所在地になってもおかしくない規模の都市である姫路

開会挨拶

｢地域多様性という発想と兵庫県

河本大地（神戸夙川学院大学観光

13：0()～13：10

13:10～13:30

問題提起として 」

文化学部）

13:30～13:55 ｢小農討交社会科における地域学習と
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兵庫県の取り扱い方」 森本眞一（前・明石'i了立高丘西

小学校長）

13:55～14:25休憩・ポスター発表

14:25～14:50 「ムラ・ノラ・ヤマを通じた集落全

体の理解一兵庫県立大学附属中学のプロジェクト学習

を通じて 」 山崎義人（兵庫県立人と自然の博物館）

14：50～15：15 「高大連携授業で兵庫県立高校生の

学習をサポートして－神戸大生の立場から－」 佐伯健

太（神戸大学・学部生）

15:15～15:30休憩

15：30～16：50 ワールドカフェ形式による自由なア

イディア出し「兵庫県の地域多様性を活かした学びの可

能性」

16:50～17:00閉会挨拶

～2名ずつ各テーブルに着き、それぞれのテーブルでのフ

ァシリテーター役を務める形をとった。これは、大学で

の地域学習に関する口頭発表を時間配分の関係で入れら

れなかったのを補うこと、県北部（但馬地方）に関する

学習内容の発表やそこからの参加者があまり見込めない

と想定されたこと、会場提供した本学にとってのメリッ

トとして学生がさまざまな立場の方々の考え方に触れて

コミュニケーション能力や地域･社会の見方を伸長させ

るのを期待したことによる。なお、ゼミ生は当Hのポス

ターセッションで「小代における元牛飼いの思い」およ

び「香美町小代区の無住集落・熱田の過去・現在・未来」

と題する2件のポスター発表をおこなったため､参加者の

多くはこれらを目にしていたと思われる。

ワールドカフェは、これを2005年に提ﾛ昌したアニー

タ・ブラウンおよびデイピッド・アイザックスによると、

「建設的なダイアログを育み、集合知にアクセスし、実

践に移すための革新的な可能性をつくり出す、単純であ

りながら強力な会話のプロセス」（ブラウン・アイザック

ス, 2007, p.4)である。端的には、「カフェ」のように

リラックスした雰囲気の中で、少人数のテーブルごとに

自由な対話をおこない、何度かテーブルに着くメンバー

のシャッフルを繰り返して参加者のアイディアを集める

会議手法である。

今回は「地域多様性×学びの可能性」というテーマの

もと、ワールドカフェ形式を以下のように若干アレンジ

したうえで展開した。

参加者は45名で、高等学校と大学の教員を中心に、小

中学校の教員、大学生、大学院生、高校生、公務員、個

人事業主など幅広いメンバー構成となった。

本稿では、筆者がファシリテーターとなり設けた、ワ

ールドカフェ形式による自由なアイディア出しの場「兵

庫県の地域多様性を活かした学びの可能性を探ろ

う 1 1 」の部分を扱う。

己

角

蛾

段

蝿

還賓』
患蟻蟻 蝿

Ｉ
灘

第1ラウンド： まずはこの日の発表等で得られた

気づきや知識に基づく形で、参加者どうしで話し

ながら、各自が自分のテーブルの模造紙にキーワ

ードやアイディアを記していく。20分後、「異文化

体験のための海外旅行」のアナウンスをし、1名を

残して他のメンバーはできる限りぱらける形で他

のテーブルに移る。

第2ラウンド： 各テーブルで第1ラウンドの最後

に残された1名が、「先住民」として海外からの旅

行者にその「国」での議論を紹介する。そして、

模造紙に第1ラウンドで記されている内容に加筆

しながら議論を進める□その後、「母国に帰る時が

来ました」等のアナウンスで、全員が第1ラウンド

のテーブルに戻る。

第3ラウンド： 第2ラウンドの「海外旅行」で各

自が気づいたこと、理解したことなどを交換する

とともに、第2ラウンドで「外国人」が「自国」の
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ドスター発表の様子

2．｜圏壺

この「兵庫県の地域多様性を活かした学びの可能性を

探ろう 1 1 」では、参加者はまず、メンバーの属性が偏

らないよう「大人の配盧」をお願いする形で、4～6名ず

つテーブルに着席した。その際、兵庫県美方郡香美町小

代区でのフィールドワーク経験を持つ筆者のゼミ生が、1

③
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模造紙に吾き残した事項に目を通し議論を深める。

各テーブルでの議論の概要と面白いアイディアを、

全体でもシェアする。

4地域の抱えている課題をふまえた地域資源の活か

し方(4

「地域多様性×学びの可能性」という観点からみて上

記の解決・緩和策となり得るものとして、多く挙げられ

たのは、地域での「仕事」の体験である。「その地域の仕

事を体験｣、「仕事体験を観光材料に｣、「エコツーリズム

仕事の手伝いモチベーション若者の力｣、「地元は溝

掘り、野焼きなどにボランティアとして入って手伝うと

役立つその情報提供の必要性｣、「若者のextraordinary

→tOuriRm」などの記述は、それらに該当する。

これは、大学のゼミで地域と関わり、「(岡山県美作市

の）地域おこし協力隊がやっている野焼き→元は仕事→

学生にはおもしろいよい勉強」などと実感したり、「技術

の継承きねがつけない｣、「今、私たちが地域で学んで

いることを正しい形で下につないでいけるのか？」とい

った問題意識をもったりしている参加者がいたことなど

による。

他方、「中・高生が地域のことを学ぶ為には？」として、

「高校の授業に取り入れる」ことのほか、「地域をor地域

で、まちづくり部→就活（につなげる）？｣、「部活動

×総合学習｣、「トライやるウィーク」といったアイディ

アが出された。特に「運動部」に関しては、「兵庫県の中

であれば全域の移動・交流が可能」なので地域多様性を

体感する取り組みを積極的に導入できるのではとの意見

もあった｡

「仕事」や環境管理の体験を若者の趣味（興味・関心）

にひきつけるために、導入に気を配ることの必要性も指

摘されている。「生物（ウシしぼりたい、カメマニア）→

しゅみ｣、「関心＝しゆみ（スキー場・温泉）→仕事」な

どである。「しめなわづくり」なども魅力ある体験内容と

して挙げられている。

その中で特に兵庫県については、「兵庫県の広さを活か

す自然の多様性都会から田舎まで山も海も｣、「『気

軽に」行って見れるものがたくさんある｣、「『日本で最も

美しい村」連合に加盟した香美町小代区を活かしたい｣、

「防災・ハザードを共通概念として｣、「兵庫県内の地域

別にみていく」、「兵庫県という場の共有」など、多くの

意見が出された。中でも複数のテーブルで議論が盛り上

がったのが、ため池の活用である。「加古川のため池ト

トロの世界｣、「ため池…他の地域の方を巻き込んでい

く→現地の人も気づく」、「ため池（カイボリ）に知らな

い人を巻き込む」ことで「再発見1 →おもしろい「気

づき｣」につなげるなどのアイディアが出た。

こうした「本当は仕事」である、あるいは「仕事」で

以トでは、各テーブルの模造紙に書かれた内容を整

理して示す．

3.地域の抱えている課題

11頂番的には、農村地域を中心とする経済的課題が挙げ

られたテーブルが目立つ。「働く場所のなさ（田舎)｣、「し

ごと｣、「くらしやすいまちづくり｣、「田舎く都会｣、「生

活が成立しない｣、「経済的原理が大きいのでは」などの

指摘にそれが表れている。

その中で､ ｢人工的なものが増えている｣、｢生物多様性」

「地域の「本物』を残していく事」などが課題となって

いる。他方、「多様性は残すべきなのか」との疑問も呈さ

れている。

こうした中、「今までの都市農村交流は限界！」との指

摘がなされた。これは、「フォーマットを作ったのは？

行政主導か…｣、「ゆるキヤラとか方法の画一化｣、「ペン

ション村に若者がいない」など推進の仕方の問題、「グロ

ーバル化〈→ローカル化資源化の不均等｣、つまり観光・

交流・教育等でとりあげられる資源の偏在など、さまざ

まな要因による。

しかしその最たる問題は、「地域の方はもてなしがしん

どくなる」というJ1I1,(にあろう。これは、「地元の人以外の

誰かがいないと続かない｣、「地域の若者はいるが祭り事

などに出ない」などの指摘にもつながる。交流が「地域

の自律化の方向づけ」につながればよいが、そうなり得

ていない事例が各所にみられる。

弓
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とのメリットを感じられるようにすることなどの必要性

が挙げられた。

解決・緩和策として、「生活の地理学→生活に密着す

る｣、「生活・生業の地理学」も挙げられている。地理学

という学問分野の特長を活かして地域住民の視点に立つ

ことの口I能性は、追求されたほうがよかろう。また、「地

元の人が何を得るか」という視点から「野焼きは仕事！」

として、先述の「仕事」をともにおこなうことによる'学

びを重視するというアイディアも示されている。「若者

（特に女子大生）の特権不純？」にも、地域側のニー

ズをうまく活かした関わり方の可能性が垣間見られる。

あった内容を、「未知の体験」として提供することで、

「様々な産業様式」を学ばせることができるのではなか

ろうか。また、「空間・地域の人材を学習材として活用す

ること」は、「地域素材の活用」や「文化の発展」に資す

る。その際、「流ｲ｢は若者達から伝統はベテランから

相互交流｣、「世代を超えた交流」に表れているように世

代間交流が実現できる。あわせて｢親にも知ってもらう｣、

「子どもの発信力強化」につながれば、「人と関わるのが

好き＝趣味」と言えるほどのコミュニケーション能力

も養えるかもしれない。

轡
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1

5生活の場に「よそ者」が入ることにより生じる課題と

可能性 6．受験向け指導が中心となる高校における課題と可能

性
とはいえ、日常生活の場に「よそ者」が入ることに抵

抗感を抱く住民がいるのは当然である。「地元の人に、何

しに来たといわれた｣、「よそものわかものばかもの」

が地域づくりには必要と言われるがそこへの「｢偏見」が

ｼﾝﾌﾂﾚな共通点｣、「ヨソモノが受け入れられない｣、「よ

そ者を受け付けない違いを認める必要性」といった指

摘がなされている。その多くは、農村地域の地域づくり

に関わっている学生からである。また、卒業研究等で研

究対象とされることの多い地域や組織などを念頭に置き

「調査公害」という言葉を用いた指摘も2名からなされて

いる。

こうした点については、「受け入れ側のプラスは？」、

「仕事の邪魔？」といった視点を、地域にお邪魔する側

が持つ必要がある。「広いスケールで（万いの口常とは）

ちがう目線で話し合う｣、「とことん話す｣、地域住民側が

「よそ者・研究者」を受け入れることによって「よそを

知る｣、「他者の目線」を持って地域を「1佃敢化」するこ

高校の教員を中心に、受験指導との関係に閨する怠兄

が多数出されたのも特徴である。「受験科目に地理が入っ

ていない｣、「受験というしがらみ｣、「受験AO入試｣、

「尚校生にも考えを持ってもらいたいが余裕がない｣、

「学ぶ時間がない｣、「学ぶ場がない｣、「学びの場の確保」

などが該当する。また、「輪切りされた同質の集団→違

う意見が新鮮」との指摘もある。

これらをふまえ、「受験と人間形成」が議論の俎上にあ

がった。「知識社会→受験→アンテナがにぶっている

心の多様性地域の仕事観光化｣、「アンテナが張れて

いない 「心」の多様性相互受容｣、「農林業を知る積

み重ねが受験につながるような教育を」といった問題意

識および意見が挙げられる。

とはいえ、「社会科の知識と乖離している」こともあり、

地域多様性×学びに関しては、総合的な学習の時間に実

施するのが適当とする意見が目立った。「｢地剖よりは

8
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総合学習で時間の確保｣、「小・中．尚の総合学習で学ぶ

必要性」などである。しかし、「総合学習の意義は何なの

か？｣、「受験に必要あるかないかで意欲の変化」といっ

た問題もある。そこで、「受験勉強く高校生の興味に向

ける｣、「提示説明主体的学習｣、「遊びを通じた学び

の充実｣、「人間形成←地域での遊び｣、「総合学習の方

法教材としての地域多様性で、言語活動（技能）＋興

味・関心という手法→論文」など、多様な進め方が提

起された｡｢総合学習一大学での学習意欲｣のために｢本

物に{H会わせる｣、「種をまく」、「意欲をヴーえること！」

が重要という意見もあった。

「学校による違い進学校就職重視の学校」もある

ので、地域多様性×学びのあり方は、学校現場おのおの

の実情に合わせて、まさに多様な口1能性を検討したほう

がよさそうである。

てのズレ・違い」というアプローチもとり得る。

ただし、地域スケールの理解なしに地域多様性の理解

はあり得ない。「スケール位置付け｣、「｢地域｣の範囲｣、

「スケール論」など、この点の指摘は多くなされた。「地

域のスケールを目的に応じて適切に選ぶ」ことが人切で
－J＝づ

め'O｡

また、「他地域と比較して、その地域の特性まで見るこ

とができるのか？｣、「多様ドtはどうやって測るのか｣、｢指

標は？｣、「多様性には答えがない｣、「Fieldによって学ぶ

内容が変わる→共通概念」といった指摘もあった。ど

ういった切り口や「まなざし」で地域多様性をみるのか

に留意する必要があろう。「パターン」として、「提示す

るフィールドワーク 自身で研究｣の3つを挙げた提案

もあった｡切り口やまなざしが異なる場合にも有効な、

共通の学習パターンが見いだせるかもしれない。さらに、

「学生たちに地域のことをイメージ化させていく（可視

化)」事が必要との指摘もあった。このあたりは今後深め

ていく必要がある。

地域多様性を、認識や心の多様性と関連づけた兄方も

なされている。「認識の多様|生なしに地域の多様性はな

い｣、「地域多様|ｿ|ﾐをみることが、人の心の多様性、人間

の多様性をみることにつながる｣、「｢心』の多様性相互

受容｣、「他者に対して偏見をもたないことにつながる」

などがそうである。「違いを知ることの意義｣、「多様な価

値観｣、「違いを見る、比較してみる link一学習を実生

活に」もそれに該当しよう。

また、「教奇の多様性とのかけあわせ」が有効ではとの

アイディアも出た。「教育者側が多様でないといけない」

もそれに近い考え方である。この点に関連して、「多様性

を考える上で学校間の積極的交流の必要性」を挙げ、「多

様性 資源化＝観光化 均質のものではない 格

差はどうしたらよいのか」と逵巡したうえで、「差異の価

値化 ともに高めあえるようなもの課題」と記した

ものがあった。「両方が、もうひとつ高みにのぼれるよう

にとの考えもこれに近い。それぞれの場での地域多様

性×学びの取り組みを此有し、相玩研鑛を|叉|っていきた

いところである。

このほか、「兵j市県の多様性の自覚」が不十分との指摘

や、「兵庫県の苗l1読本教材をつくっては」という提案もな

された。兵庫県では、各市町の教育委員会が地域学習の

7多様性の認識、ものを見る目の形成に向けて

先述のように、高校での受験指導では「アンテナがに

ぶる」という問題意識が出されている。「物を見る目 ＝

「アンテナを張る｣」という指摘も同様である。アンテナ

を頭から張った絵を描き、「人類宇宙人化計画」と尚dし

たものもある。では、どうやったら「アンテナを張」り、

多様性を認識できるのだろうか。

まず、学習を通じて地域間の差異を認識することが挙

げられる。「考えの共有、多様性の『認識』 担保する場

が地域」という考え方である。これには2つのアプロー

チがある。ひとつは、他地域について知って、地域間の

違いを認識することである。「地域を知る＝よそを知る

＝多様化に！」、「違いを知ること（隣の子、隣町の子、

海外の子)」が該当する。他方、「共通性一基準に対し

gll読本を作成しているが、県単位の目'l読本は一部の分野

に限られている．この点が反映されていると言えよう。

9
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ThatMatter".Berrett-KoehlerPUbhshers.)

河本大地(2011）：ジオツーリズムと地理学発「地域多様

性」概念一「ジオ」の視点を持続的地域社会づくりに

生かすために－．地学雑誌,120 (5), pp.775-785.

河本大地(2014)：都市農村交流を中心としてきた日本の

グリーンツーリズムの課題とあり方一農村地域の未

来可能性を高めるために .神戸夙川学院大学観光文

化学部紀要5, pp.64-72.

ビアスーパーバイザーからのコメント

本論文は､多様な地域から成り立つ兵庫県において、よ

り効果的な地理教育･地域学習をいかに推進すれば良いか

という目的意識のもと、地域の人々・学校現場の教員・学

生を交え、「ワールドカフェ」方式で「集合知」を生み出

そうとした取り組みの結果をとりまとめたものであり､観

光教育の観点からも、少なからぬ知見を与えるものであ

る｡様々な価値観と行動様式を持つ人々との意見交換の中

で、学生が多くを学んだことも推測されうる。

筆者には是非､次の展開として､本稿で取り扱われたシ

ンポジウムの中でも提起されたという、「地域多様性」の

必要性や測定方法に関する概念的･方法論的問いに対する

考察や、「ワールドカフェ」方式の教育手法が、具体的に

いかなる形で学生の｢成長｣に寄与しているかを提示する

論考を期待したい。

（担当:観光文化学科原一樹）

端私心… 1-…密

8まとめ

以上のように、この参加型ワークショップでは、地域

の抱えている課題、学校現場（特に受験指導中心の高校）

の抱えている課題をそれぞれふまえ、地域を中心とした

多様性の認識、ものの見方の習得のあり方が議論された。

地域の抱えている課題からは、持続・継承や関係性構築

の観点から、地域の「仕事」を学びの内容とすることの

有効性などが示された。学校現場に関しては、受験指導

では得にくい学びの要素が地域にあるという視点から、

総合学習や課外活動などの時間に地域多様性を意識して

活用してはとの提案がなされた。また、地域多様性を活

かした学びのかたちを倉llっていく際の課題や可能性も、

いくつかアイディアとして示された。

今後は、兵庫県という地域多様性に満ちたフィールド

を、どう小中高大や社会における教育・学習の場として

活かしていくかが問われる。それは、地域が多様性をも

った形で持続していくことにつながるし、学習者がさま

ざまなものの見方、考え方を習得すること、ひいては生

き方の幅を広げることにもつながろう。そのためには、

個々人での工夫に満ちた実践とともに、多様な学びの現

場をつなぎ相互研鑛を図る場を積極的に創出していくこ

とが大切である。

引用文献

ブラウン,A. ･アイザックス, D.著、香取一昭・川口

大輔訳（2007）「ワールド・カフエーカフエ的会話が

未来を創る－」ヒューマンバリュー社(Brown,

Juanitaandlsaacs,David (2005) : "n1eWOrld

CafE:ShapmgOurFuturesThroughConversations
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第3類

観光教育の更なる洗練に向けて－方向性と手法に関する準備的考察

樹
軸

一
睡

原
型

本稿は日本の大学における観光教育を更に洗練させるためには何が必要かという問題に関

する準備的考察である。まず、日本の大学全般が置かれている大状況を各種政策文書や大学論

を参照しつつ確認する。その上で、著名な観光学者J.TIFibeが提案する「哲学的実務家」育成

カリキュラムを日本の観光教育の現状と照合し、「職業上の行動」・「職業に関する反省」・「自

由な反省」・「自由な行動」という4つの領域に関する検討課題を抽出する。最後に、観光教育

の手法について、既往の提案や観光系大学・学部を巡る状況を踏まえつつ手短に考察する。

キーワード：観光教育、「哲学的実務家｣、J.TYibe

更に洗練させていく必要に迫られている、という視点

をまずは共有する必要があろう。
1． はじめに本稿の目的

現在、政府による「観光立国」政策の推進や、東京

五輪開催決定､訪日外国人客1000万人突破など、「観光

に関する追い風」が社会的に吹いており、観光産業や

観光現象の重要性に関する認知度が向上しつつある。

観光立国の実現の為には究極的にはそれを支える人材

の育成が最重要であり、観光高等教育に携わる者は、

日本における観光高等教育の現状と今後の在るべき姿

を、社会全体や高等教育に関する大状況を踏まえつつ

再検討し、しかるべき改良を進めていく必要がある。

本稿は観光学や観光研究に関心を持つ者、観光教育

に携わる者に対し、大学を取り巻く状況の認識の共有

や、観光教育の更なる洗練に向けたビジョン構築の一

助を提供するべく、準備的考察を試みるものである。

21世紀の大学像と今後の改革方策

について－競争的環境の中で個性

が輝く大学 （答申）

大学審

議会

1998

審学
会

大
議

グローバル化時代に求められる高

等教育の在り方について（答申）

2000

大学の質の保証に係る新たなシス

テムの構築について（答申）

中央教

育審議

会

2002

我が国の高等教育の将来像（答申） 中央教

育審議

会

2005

学士課程教育の構築に向けて（答

申）

中央教

育審議

会

2008

大学教育の分野別質保証の在り方

について（答申）

日本学

術会議

2010
2．日本の大学を巡る大状況

日本の大学が大変動期に置かれていることは、大学

人であれば日常的に体感していることではある。高等

教育を巡る諸提言を一覧にしてみれば(下記)、ここ10

年～15年に「大学改革」への（焦燥感にも似た）社会

からの期待が急速に高まってきたことが可視化されも

する。「観光高等教育」は日本の大学全体を取り巻くこ

のような状況の中で、その内実や意義、社会的機能を

新たな未来を築くための大学教育

の質的転換に向けて～生涯学び続

け、主体的に考える力を育成する大

学へ～（答申）

中央教

育審議
’ヘ
ユベ

2012

大学改革実行プラン～社会の変革

のエンジンとなる大学づくり～

文部科

学省

2012

2013 1 これからの大学教育等の在り方に｜教育再

11
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牛実↑｣：

会議

牛実↑」

会議

らない。

以上を踏まえた上で、今少し日本の入学に要請され

ている変化に注目するならば、それが祷蝿運営I訂・研

究IAI ･教育面の全てに閨するものであることを認識し

ておかねばならない。管理運営|削に関しては教授会を

某盤とする同僚的自治からいわゆるトップダウン型へ

の組織改革が、研究面では研究資金の一律配分から競

争的研究資金制度の拡充への方向転換が見られる。本

稿の主題である教育については、一言で言えば「個人

事業主である教員がｷ'1当科目を各自の裁量で教授す

る」体制から、「学｣課程教育プログラムの一部の担当

者たる教員が学生の学修を促す」体制への変化が求め

られていると炎呪できよう。各大学は輩出したい人材

の育成を目指すカリキュラムを策定し、学生の'､』た修を

支援し、最終的には「生産物」たる人材の「質保証」

を実施することが求められつつある1．管理運営・研

究・教育の全側面において、「競争」と「評価」という

観念に基づいた改革が進められている。

このﾉJ向での「大学改革」については、その目的や

手法の正当性・有効性に関し様々に議論が展開されて

おり、大学人にとって切笈な問題だが、「観光教育の洗

練」に|h1けたビジョンと課題共有を上題とする本稿で

は扱わない2.但し留怠しておきたいのは､苅谷(2013)

が指摘するように、大学に対し各種「ステークホルダ

ー」から様々な要求が為されつつあるとしても、全責

任が人学にあるわけではない点である。「社会」が大学

に「教育の質保証」を要求するのであれば、「ﾈl会」の

方も「大学における教育の質」を正当に評価し処遇す

る姿勢を持つべく、変化する必要があろう3．

ついて（第三次提言）

このような様々な大学改革への政策提言が為される

背景の一つとしては、「知識基盤経済」や「グローバル

経済」とも言われる現代|Ⅱ界において、火'､jAに対し高

付加価値商品を生み出せる「イノベーション人材」の

輩出を期待する声が各国で高まっており、日本の大学

はこの点で後塵を拝しているという認識を大学の外の

社会（産業界・官界・政界）が抱いているという事態

が挙げられる。この時、「価値を倉ll造するとはいかなる

ことか」や「イノベーションとは何か｣、「イノベーシ

ョンを生み出せる人材とはいかなる能力を持つ者で、

教育によりいかにそのような人材を生み出せるか」と

いう根本問題が浮上するが、現在の日本の文脈におい

ては､差し当たりこの周辺の問いは｢社会人基礎力」(経

済産業省2006年）に象徴される「キー・コンピテンシ

ー」或いは「汎用的能力」の養成を大学に期待する、

という方向で事態が進みつつある。小方（2013）はこ

れを｢伝統的な大学の存立基盤を突き崩す二つの要求」

の一つと認識する。即ち、「特定職業と関わる専IlWの学

びや、好奇心に基づく自律的学びで扣保されてきた、

学問的知識体系や研究への参画を必ずしも前提としな

い汎用的能ﾉJの要求」が企業から大学に対し為されて

いるということである。

翻って小方（2013）は大学に突きつけられるもう一

つの要求として、「特定の職業や專F'1を希望しない多様

な学生」・「他律的学習で大学の学校化を迫る学生の流

入」という現象を挙げているが、これは各人学人が身

に染みて感じている現象でもあろう。基礎学力・学修

意欲・自律性の欠如等、学生の多様化（それを「劣化」

と見なす|向lきもあろう）に対する「戸惑い」をどう乗

り越えるかが大'γ:人に問われている。

詰まる所、大学は社会からその伝統的機能や社会的

1各種ポリシーの明確化、カリキュラム改革、個別授業の

改善、キャリア教育等、大学に必要とされる「改革」は多岐

に亘るが、究極的にそれら個別案件は「教育の質保証」とい

う目的の為に御前される道具立てだと見なされうるだろう。

2苅谷（2013）は、「市場化＝自由な競争による多様化は

く規制による質保証＞からく自由な競争により促される各人

学の、助努力による質保証＞へと基本原理の変更を迫った」

と認識している。また、「日本においてはく競争と評価＞が教

育の質の高度化・活性化を生み出しているとは言えない」と

判断してもいる。吉見（2013）は「質保証」について「成績・

GPAによる評価の厳密化、学修の体系化や各授業の質向上

により現状を改善することが、日本で可能な当面のく質保証

＞となる」と述べ、現実的に大学人が為すべきことを提案し

ている。

3苅谷（2013）は、「大学でどれだけ学んだかにかかわら

ず、入学の入口と出I Iの序列が結びついている現実」や「就

職活動の長期化と早期化が放置されてきている点」が問題だ

と述べ、それが解消されないままに「教育の評価」が語られ

存在意義を改めて問い直されているわけであI
琴
十更

‐
ブ

Ｆ
ｌ
ｌ

、

とはそもそも何か」という根本|H1題が切実さ菌 帯びる

時代に我々が生きているということである□ 二こで各

大学や大学人全般が取るべきは、社会や学牛力 らの要

kに汲々と応じるのみという消極的姿勢ではあるまい

我々は、吉見（2013）の言う「大学の 三重苦」（｢大学

ンの加速の量的拡大と少了化」・「グローバリゼーショ

度的進行｣・｢有用な知識の複雑化と流動化｣）を明瞭に

認識した上で、主体的に「変身」を遂げ、社会の知的

部門として、「学知の発展・次世代の育成・より良き社

会に向けた貢献」に関する活動の主導権を握らね ヤブ,勇
士』〔提
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る。これに「ツーリズムに関する枇半l1と懐疑主義を強

調するスタンスであるく反省＞」と、「事物やツーリズ

ムの諸側面と関わり、生きられたものとしての世界に

参与するく行動＞」とを掛け合わせることで、「目的」

（自由なものと職業上のもの）と「スタンス」（反省と

行動）のマトリックスが成立し、「職業kの行動」・｢職

業に閨する反省」・「自由な反省」・「自由な↑J動」とい

う、「哲学的実務家」を形成するための4領域が出来上

がる。この4領域に沿って日本における議論を蕊理し

てみよう。’

以下、如上の大学を取り巻く大状況を踏まえつつ、

観光教育の方向性や手法を巡る議論状況を整理し、 H

本における観光教育の更なる洗練を目指し取り組まれ

るべき課題を抽出しよう。

3．「観光教育」の方向性を巡る議論状況

一「哲学的実務家」(J.Tribe)を参照しつつ

「競争」と「評価」を指導理念とする「大学改革」

の時代にあって、相対的に新しい学術研究・教育領域

である「観光学」や「観光教育」は、どのような姿を

円指すべきであろうか。この問題を探究するにあたっ

ては、そもそも「観光現象」や「観光産業」が人類社

会に対して持つ意味や価値に関する議論、「観光学」が

いかなる学|H1領域として定義・確立されうるかという

問題に関する礒論が前提として必要となるのだが、本

稿ではそこまで深堀りして問題を探究する余裕が無い

そこで本稿では､Tribe(2002)が観光教育カリキュラム

を構築するに､'1たっての準拠枠となる人材像として提

出した「哲学的実務家」という着想と、日本における

観光教育の方向性に関する議論とを突合せ、日本の議

論状況を整理すると同時に、検討すべき課題を抽出し

たい。

Tribe(2002)による「哲学的実務家」を育成するカリ

キュラムは、抽象的には「労働市場や消費者ニーズを

満足させ、経済的福祉を促進する為にデザインされる

と同時に、ツーリズム世界の運命について議論できる

反省的労働力、深く考えられたツーリズム社会を創造

する活動的な労働力を生み出す」と表現される。我々

なりに平たく言い換えれば、観光産業を初めとする企

業社会で上手く働くことができる職業人であると同時

に、観光産業や観光現象が人類社会や地域社会に対し

て持つ作用や意味について反省し、「より良きツーリズ

ム社会」を産み出すべく活動できる人間を豊成するカ

リキュラム、とでも表現できるだろう。

では、いかにしてこのような「哲学的実務家」を育

成するのか。Tribe (2002)は「ツーリズム・カリキュ

ラムの2つの目的」として、「職業上の目的（ツーリズ

ムでの雇用可能性に焦点を当てる)」と「自由な目的(ツ

ーリズムに関する思考の白山に焦点を当てる)」を挙げ

3 1「職業上の行動」と「職業に関する反省」

まず「職業」に関する領域である。Tribe(2002)によ

れば、「職業上の行動」については「学生に職業への円

滑な移行を可能とさせること」を目的として教育が為

される。内容としては「コミュニケーション技術、対

人技術、コンピューター・リテラシー、人材管理、サ

ービスの質の管理、マーケティング、管理会計、旅行

産業とその実践」等の技術が挙げられる。Tribe(2002)

によるとノース・ウンブリア大学（英国）はこのﾉﾉ向

性を徹底したカリキュラムを組んでいる。他方、「職業

に閨する膜省」とは、職業生活の中でIll会う世界と手

持ちの知識とを突合せ、実践の中に潜む知識を個人化

し改善することを意味する。Tribc(2002)の枠組みでは、

「理論化された世界」と「出会われる世界」との間の

絶えざる弁証法が「行動における反省」の巾で展開さ

れることで、「曲濾に満ちたマネージャー」や「問題解

決やフレキシブルな思考の鍵となる技術」が産出され

ることとなる。我々なりにこのﾉﾉ向性を表現すれば、

観光関連産業での職業生活に適応する為の技術を習得

すること、及び、観光関連産業で労働しつつ「反省」

を行い、理論知と実践知との「弁証法」の中で各職業

人が自分なりの知識や技能を磨いていくこと、を言う

ものだと言えるだろう。

「観光関連産業に向けた職業教育」という観点から

の観光教育について日本では、以下のように幾つかの

提言や指摘が為されている。l)「観光マネジメント層」

の育成の必要性(観光ホスピタリテイ教育〔2009〕等)、

4Tribe(2002)のこの議論は、観光教育を「職業準備教育」

と同一視せず、「自由な反省」・「自由な行動」を組み込む点に

特徴がある。 Sharpley (2011)も、「キャリア教育」のみな
らば大学以外の機関でもできると見倣し、「大学のユニークな

催能は、キャリア教育のみならず一般的な社会発展に貢献す

る意思を持つ批半|｣的・理性的・創造的な個人を育てることで

ある と言う。

ているとす-る。その上で、「第三肯評価をやろうが、授業時間

を確保しようが、肝心の学習効果が社会から重視されないま

までは、高等教育システム内部の評価だと言われても仕方が

ない」のであって、「市場主義と言われる仕組みが成果をあげ

るためにはその競争において何が実際に評価されているかが

肝心」だと言う。
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2）「ホスピタリティ・マネジメント」教育の不在（岡

本[2012])、3)大学院教育の充実・自治体職員の再教

育の必要性（原[2008])。これら各提言については別

途検討が必要であるが､Tribe(2002)の枠組みを踏まえ

つつ、日本の文脈で観光関連産業に向けた職業教育を

考える際には、下記の問題が「そもそも論」として議

論される必要があろう。

l)「大学」で「観光関連産業で必要となる技術」を

どの程度教えるかという問題，これは観光産業関連の

専門学校と大学との位置付けや関係をどうするかとい

う問題でもある。学生募集の観点から「技術教育」の

組み込みの程度については大学別に相違があると推測

され、各機関に方針を一任するというのも一案である

が、「観光学の標準カリキュラム」の策定といった次元

の議論を展開する際には、 H本の文脈でも回避できな

い問題となるだろう。（專門学校で身に付く技術の汎用

性・普遍性・賞味期限に関する実証調査も必要となろ

う｡）

2）「観光系大学・学部」の卒業生の「観光関連産業」

への就職率に関する問題。日本の文脈では現時点で、

観光系大学・学部卒業者の観光関連産業就職率の低さ

が（批判的に）指摘される傾向にあるが、他方で観光

学の幅広さに応じて就職先も幅広くて良いのではない

かという意見もあり（そもそも「観光関連産業」の輪

郭が暖昧である、或いはそれが広がりつつあるという

認識も可能であろう)、合意形成は容易ではない。

以上の問題は、Tribe(2002)の言う「職業上の行動」

に関し「(どの教育機関で)何をどの程度、何を目指し

て教えるのか」という問題を産官学共同で議論する必

要性を示すものである。この点について､各論者が様々

な見解を提出してはいるが、合意に達しているとは言

い難い｡では､｢職業に関する反省｣についてはどうか。

これについては、「何を（教えるか)」という問題より

も「反省し次の業務改善を行う人間を産み出す為にく

誰がどのように＞教えるか」という問題が浮上する。

筆者は観光教育の場面におけるこの川辺の議論を未

だ渉猟できていないのだが、企業人・社会人の成長の

為には「経験学習」が必要であり、そのコアを為す作

業として各自の経験に関する「リフレクション」が重

要だとの言説や研究が増加しつつある現在、「職業に関

する反省」という主題は、日本の観光教育においても

議論の俎上に載せるべき問題であるのは確かである。

特に、観光産業の現場出身の教員が減りつつあり、経

済学・経営学の理論に裏打ちされたホスヒ・タリティ．

マネジメント教育が主流であるという米国に対し（岡

本[2012])、（マネージャークラス出身と思われる）実

務家教員が相当数見られる日本の観光高等教育におい

て、いかに実務家教員が自らの経験を活かし「職業上

の反省」を学生に教えうるかは、日本の文脈に即した

観光教育を展開する上で重要な主題ではないかと思わ

れる5．

3．2「自由な反省」と「自由な行動」

Tribe(2002)曰く、「自由な反省」においては「思考

の創造性」が許され、「可能なアイデアの無限の空間」

が描写される。また、これを促進する「自由な教育」

においては、「真理」を見つけること、事物に関する持

続的な懐疑、「善き生」の探究という3つの哲学的活動

が重要であるとされる。この様相における観光研究は

ビジネス技術の改善ではなく、現象の諸側面を理解す

る為に様々な学知（経済学・経営学・社会学・地理学）

を動員したり、ツーリズム社会を「イデオロギー、権

力、価値」等の概念を用いつつ批判したりするものと

なる。加えて、ツーリズムにとっての「善き生」とい

う問題が哲学や倫理学を用いて検討される。約言すれ

ば、「自由な反省」を目指すカリキュラム領域は、今日

のツーリズム社会の理解と批判的評価、ツーリズムに

付随する倫理的問題の反省を促すものとなる。他方、

「自由な行動」においては、広いツーリズム世界に関

する理解と批判を「行動に翻訳する」という更なる段

階が要請される。人はこの様相において、ツーリズム

により影響を受ける個人や場所に対する「倫理的で正

しい取扱い」を目指し、実際に行動を起こす。この時、

「ツーリズムの政治学」や「責任あるツーリズム」が

重要となる。

以上の議論についてまず言えるのは、Tribe (2002)

の「自由な反省」が、日本の観光研究・教育の文脈で

「教養としての観光学」や「観光を通した教養教育」

5Tribe(2002)の「職業に閨する反省」は全ての階層・役職

の労働者に適用される議論であろうが、Sharpley (2011)は

Tribe(2002)の議論を踏まえつつ、「マネージャークラスを育

てる為には何が必要か」という問いを立て、「マネジメントに

関わる個別テーマを教えること」・「実際の旅行業界を体験さ

せること」・「プランを立てさせること」では不十分であると

する。マネージャーの役割は「計画し、制御し、リーダーと

なり、動機付け、インスピレーションを与えること」であっ

て、「良いマネージャー」になるためには「職業的知識や技能

のみならず、ツーリズムの発展の中で作動している政治的・

社会的・文化的・環境的過程に関する十分かつ批半l的理解が
必要である｜と言う。
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と言われる方向性に緩やかに対応する点である。論者

によりこの言葉に込める内実にニュアンスの相違はあ

り、また観光教育全体のバランスの中で「教養として

の観光学」が占めるべき割合に関しても合意があると

は言い難いが、「観光の意義の本質を明らかにする．社

会現象としての観光が我々の人生にとっていかに大切

かを学ぶ」ことや（観光ホスピタリティ教育〔2009〕)、

「諸科学を総動員しつつポストモダンの社会において

観光がどのような役害'|を扣うのかを探究する観光文化

学を中心とする学際的研究」（岡本[2012])の重要性

を否定する論者は見当たらない。

その上で指摘せねばならないのは、日本の文脈で議

論されているのはTribe(2002)の言う「3つの哲学的活

動」のうち「真理を見つけること」という活動に限定

されており、「事物に閨する持続的な懐疑」（ツーリズ

ム社会の批判的舌1価）や「善き生の探究」（ツーリズム

に付随する倫理的問題の反省）についての研究や議論

は日本において未開拓に近いという点である。「教養と

しての観光学」の中に哲学・倫理学・政治学を通した

観光研究が適切に組み込まれる必要があるだろう。

もう一つ考えるべきは、「教養」の意味をどう捉える

か、「教養教育」の内実をいかに充填していくかという

問題である。様々な学知を通して観光現象・観光社会

に関する理解を深めることを以て「教養」と位置づけ

ることも不可能ではないが、現在、「教養」や「教養教

育」の再構築の動きが進んでいることも念頭に置く必

要がある。今求められている「教養（教育)」は、かつ

ての古典的人文知や戦後日本の大学で「一般教養（パ

ンキョー)」と称されたものではない。吉見(2013)に

言わせれば、求められているのは「グローバルな教養

知」である。それは「グローバリゼーションの中で浮

上する多文化的価値や人種･民族差別､地球環境問題、

グローバルな情報流通や知的財産権、国際紛争やテロ

リズム、巨大災害やリスク管理等の人類的テーマにつ

いて、文理の境界を越えて認識を深めるための知。現

場に関わってきた実践知とも結ばれている必要があ

る」と定義される。

筆者の見るところ、「教養としての観光学」は、新時

代のこの「グローバルな教養知」と親和性が高く、新

しい教養教育の形を「観光」という切り口から提供で

きる可能性を持つものではないだろうか。観光は民族

問題・環境問題・情報流通・戦争やテロリズム・災害

やリスクなど、「グローバルな教養知」が守備範囲とす

べき全ての事象と関係を持つ。それはまた「現場に関

わってきた実践知」も一部として含みうるはずである。

Sharpley(2011)は｢観光を研究する理由」の一つに｢現

代世界を理解するレンズとしての意義」を挙げている

が（もう一つは「経済現象としてのグローバルな車要

性｣)、「観光というレンズを通してグローバルな教養知

を体系的に構築すること」も可能であるように思う。

これは言い換えれば、観光学（の一部）こそが新時代

の「教養学」の範例となりうる可能性を秘めている、

ということである荷。

以上、Tribe(2002)の「自由な反省」という方向性に

関連し「教養としての観光学」の在り方を検討してき

た。これに対し4領域の最後の1つである、「広いツー

リズム枇界に関する理解と批判を行動に翻訳する｣、或

いは「ツーリズムにより影響を受ける個人や場所に対

する倫理的で正しい取扱いを目指し、実際に行動を起

こす」と表現される「自由な行動」については、残念

ながら日本の観光教育・研究の文脈ではほぼ未開拓と

言えるのではないだろうか。ツーリズムと関係しつつ

（ツーリズムを手段として、或いはツーリズムの在り

方を変化させることで)、「善き社会」を目指して行動

する人間を産み出す体系的教育の取り組みは、今後の

課題であろう。（その為には「観光と政治」や「観光と

倫理」といった観点からの体系的研究が為され、適切

に教育カリキュラムに組み込まれていく必要がある．）

以上､Tribe(2002)が提案する「哲学的実務家」を養

成するカリキュラムの4領域について、日本の状況と

照合しつつ考察を重ねてきた結果､4領域それぞれにつ

いて我々の前に存在する課題を抽出することができた

これらの課題を研究者が協働し探究していく必要があ

るのだが、究極的には更に2段階の問題が登場するこ

ととなる。

一つは「カリキュラム構成」の問題である。

Tribe(2002)が､4領域（｢職業上の行動｣・｢職業に関す

る反省｣・「自由な反省｣・「自由な行動｣）を全て学んだ

者が「哲学的実務家」となると定義する以上、いかに

して4領域全てを学ぶカリキュラムを構築するか、と

いう問題がある。Tribe(2002)によれば4領域の区別は

あくまでも概念的明瞭化の為のものであり、現実には

「統合｜が目指されねばならない。彼自身はこの「統

6「新しい教養」について小林(2013)は「人文学が現代

的教養の中核を担うとしても、自然科学を無視した形では議

論は成立しない」とし、「＜教養＞の理念のもとで、新たな学

際的研究と教育が倉||出されねばならない」と述べている。
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かれている文脈においては、一般的傾｢向lとして「社会

人基礎力」（前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働

く力）等の汎用的能力の育成が求められている。その

為に、いわゆる「アクティブ・ラーニング」や「学生

参加型学習」の導入が奨励される傾向にある。

他方、今後の日本の観光教育が|向lかうべき理念的方

向性を探るために前節で参照したTribe (2002)の「哲

学的実務家」の育成カリキュラムというモデルとは別

に、実際のところでは、日本の観光系大学･学部は｢職

業教育｣・｢語学教育（陸l際交流)」・｢観光を論じる人文

社会系科学」・「まちづくり・地域振興」といった内容

を混合させたカリキュラムを採用している大学が多い（

また、いわゆる「研究中心型大学」や「偏差値上位大

学」ではない大学に観光系学部が設置されている傾向

が高い。以上のような状況で、我々は観光教育手法の

更なる洗練に向け、何を為すべきか。

一つ指摘できそうな点は、観光教育は各種フィール

ド（観光地・各種産業の現場等）での身体性を伴う学

修活動を多く取り込める性質を持つものであるので、

従来の座学中心の学問（法学・文学等）よりも、汎用

的能力育成という要求に応蓉しやすいアドバンテージ

を持ちうるという点である。村卜（2007）は、観光教

育における体験型教育の目的を論じる文脈で、「学生が

体験をいかに知識化するか」という問題を立て、多様

な仕事に就くことができる能力を育成する為に、「新し

い観光を発見する眼」や「観光の広がりを探す眼」を

養うことが重要であると言う。その上で、このような

「jLる眼」を習得し、その眼で見た体験を学びの場I帥

に持ち込む教育を編成することが必要だと述べ、方法

の一つとして「ロール・プレイ」を挙げている。また、

詳細の検討は別稿に讓るが、Sharpley (2011)によれ

ば、大卒者が単に反省的・批判的・分析的であるのみ

では足りず、創造的かつイノベーティブでなければな

らない現代において､観光教育に｢デザイン、ドラマ、

パフォーマンス藝術」を組み込もうとする取り組みも

存在すると言う。どのような能力を、どのような手法

で育成しようとしているかという観点から、日本のみ

ならず世界各国の観光教育の手法を収集・轄理し、適

宜カリキュラムに組み込んでいく作業が必要だろう．

もう一点考えておくべきは、少千化の中で多くの大

学が留学生や社会人学生・シニア世代学牛の割合を増

やしていくことになるはずだという事実の持つ意味で

ある。特に「教育中心型」かつ「偏君直中位・下位居」

である観光系大学・学部においてはこの傾向が顕著に

合｣に関し、「ビジネスlll界と非ビジネス↑H界との促進」

や「ツーリズム枇界に住む者と、ツーリズム世界に関

する思考の中に住む者とのコミュニケーションの促

進」といったIﾘﾘか標語的な表現しか与えていない。？実

際に4領域をいかに統合するかは、各カリキュラム立

案者に任せられていると言えるだろう周。

二つ目は（カリキュラムが構築されたとして）「本当

に哲学的実務家が育成されているのか」という問題で

ある。これは未だ「哲学的実務家」のカリキュラムを

起動していない段階で立てるには時期尚旱な問いであ

るようにも思えるが、概念的には提起されて然るべき

問いである。Sharpley (2011)は「多くのカリキュラ

ムがマネジメントと観光研究の両方を含むとしても、

それを以て哲学的実務家の各領域に関する教育が出来

ていると単純に答えるわけにはいかない」と述べ、そ

のカリキュラムが「職業的目的に応じるのに加え、学

生に対し推論の力、創造性、独立した思考（ラディカ

ルな思考）をするﾉJを成長させる機会を与えているか

（哲学的実務家を生み川しているか)」と、カリキュラ

ムの現実的有効性を問わねばならないとする9°言い換

えればこれは「教育効果の測定」の問題であり、教育

効果を産み出すはずの（目指すべき人材像を育成する

為の)｢教育手法｣の問題であると言えるだろう｡以下、

この「教育手法」という観点について、若干の準備的

考察を試みる。

4「観光教育」の手法の洗練を目指して

目指されるべき観光教育の手法について考察するに

当たっては、社会からの大学教育・観光教育への要望

と、観光系大学・学部が置かれている現実との両者に

注目し、方向性を探る必要性がある。

まず、第二節で述べたように、現在日本の大学が置

7或いは「クリティカル・シンキングを技術者主義の解毒

:llとして職業的コースに統合すること。逆に純粋なクリティ

カル・シンキングのコースに職業的リアリズムを統合するこ

と」とTribe(2002)は言う。

8Schwarzil] (2011)は、「哲学的実務家」を養成する観光

教育に取り組んでいる事例として「批判的観光教育ネットワ

ーク｣、「TEFI｣、「INNOT-0IR｣、「W出2.0プラットフォーム｣、

「ベスト・エデュケーション・ネットワーク」等を挙げてい

る。

9Sharpley (2011)は、「非ビジネス的で白山な人文的研究

が導入されてきたが、それがどれほど学生を反省的な自由思

考に導いているかは未鶚I1数」であり、「学生の側には自由に批

判的思考を促進するようなポテンシャルがあるが、実際には

実現されていない」と評価している。
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なるであろう。そこでは、様々な学生層が教室内に混

在する事態をいかにポジティブな教育効果を産み||'す

条件に変えていけるかが問われる時代となるはずであ

る。Alil'f (2013)は「様々な文化的背蛍や体験の違い

を有する学生集団が混合することで潜在的に持つ、多

文化状態による教育力は、日本の大学には欠けている」

と述べているが、日本の多くの大学は否応無しに「多

文化状態」に移行していくと推測される。この時、田

m(2013)が「伝統的な世代間の出会いの喪失の後、

互いに自己生成する教員集団と'γ生集同とが多様に織

りなす新たな学問教育ネットワークが残る」と美しく

表現する場を産み出す為には、伝統的学生のみを相手

としていた時代とは異なる姿勢や能力を大学教員が持

つ必要があるだろう。大学教員に今後必要となるのは

l､Gopold (2011)が言うような、「学生の個別の|jil"･

知識・信念の基礎に自覚的であり、それらと新たな知

識とのリンクを探求する」能力であるかもしれないし、

或いは筆者なりに言えば、多様な人間'百l士の相互の学

び合いを促進し、自らもその場で学ぼうとする意欲で

あるのかもしれない。いずれにしても、観光教育の手

法の洗練を目指す中で、各大学教員が開かれた態度と

自分自身を変化させる勇気を持つことが必要な時代が

来ていることは、間違いなさそうである。

岡本（2012）：「日本における観光ホスピタリテイ教育

の過去･現在･水来」（基調講演録)、岡本伸之､『観

光ホスピタリテイ教育第6号｣、日本観光ホスピ

タリテイ教育学会編、2012年、p.44-54

小方（2013）：「人‘､}'皇における職業準備教育の系譜と行

方コンピテンスモデルのインパクト｣、小方直幸

『シリーズ大学第5巻教育する大学一何が求め

られているのか」､広田照幸ほか､岩波善店､2013

年、p､49-75

苅行（2013）：「高等教育システムの階層性ニッポン

の大学の謎｣､苅谷岡l1彦､「シリーズ入学第2巻大

衆化する大学学生の多様化をどうみるか｣､広山

照幸ほか、岩波書店、2013年、p.163-193

小林(2013）：｢序論知の変貌と大学の公共性｣、小林

傳両l､『シリーズ大学第4巻研究する大学－何の

ための知識か｣、広田照幸ほか、岩波耆店、2013

年、p.29-30

田中（2013）：「なぜく教育＞がく問題＞として浮上し

てきたのか｣、山中陣実､「シリーズ大学第5巻教

育する大学－何が求められているのか」、広田照

幸ほか、岩波書店、2013年、p.21-47

原（2008）：「観光箏業における人材と教育｣、原重、

「観光ホスピタリテイ教育第3号｣、日本観光ホ

スピタリテイ教育学会編、2008年、p.2 15

村上（2007）：「観光・ホスピタリテイ教育におけるコ

ミュニケーション能力の育成に閨する研究の構

想｣、村卜和夫、「観光ホスピタリティ教育第2

号』、日本観光ホスピタリティ教育学会編、2007

年、p.36-45

占見（2013）：「大学に、未来はあるか？－討議のため

の素描｣、吉見俊哉、「シリーズ大学第5巻教育

する大学－何が求められているのか』、広田照辛

ほか、岩波善店、2013年、p.153-182

観光ホスピタリテイ教育（2009）：「日本観光ホスピタ

リテイ教育学会の使命を考える」（シンポジウム抄

録)、清水誠ほか､『観光ホスピタリテイ教育第4

号｣、日本観光ホスピタリテイ教育学会編、2009

年、p.123 132
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Ateljevic&Morgan&Pritchard(2011) ,p.121-133

「シリーズ大学第1巻グローバリゼーション、社会

変動と大学｣、吉田文ほか、岩波書店2013年

「シリーズ大学第6巻組織としての大学一役害'|や機

能をどうみるか』、広田照幸ほか、岩波耆店、2013年

「シリーズ大学第7巻対話の向こうの大学像｣､広田

照幸ほか、岩波耆店、2013年

「地域を元気にする観光教育のあり方」（基調講演録)、

吉兼秀夫、「観光ホスピタリティ教育第3号｣、日本観

光ホスピタリテイ教育学会編2008年、p.70 80

ビアスーパーバイザーからのコメント

本論文の特筆すべき点としては､以下の3点が挙げら

れる。

最初に、我が国の観光教育の現状について、Thibe

（2002）が提唱する「哲学的実務家｣育成カリキュラ

ムを参照しながら、今後の観光教育の取り組むべき課

題を明確にしている点である（特に、「職業kの行

動」・「職業に関する反省」・「自由な反省」・「自由な行

動」という4つの領域の中でも日本の観光教育におい

て「自由な行動」は未開拓であるとしている)。

次に、先の課題を踏まえながら、「カリキュラム構

成」とカリキュラムが構築されたとして「本当に哲学

的実務家が育成されているのか」という二つの実践的

問題を提起している点が挙げられる。

最後に、カリキュラムにかかわる「教育効果の測

定｣、つまり教育手法について一定の方向性が示され

ている点である。

本論文は、準備的考察とされているが、上記の点で

優れていると同時に、今後の日本の大学における観光

教育を更に洗練させるための議論を期待したい。

（担当：観光文化学科田中祥司）
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第4類

ESD(持続可能な開発のための教育）としての食品産地ワークショ

ップ一新間折り込み広告を用いた学習材の開発と活用一

河本大地

KOIn"OZりぬzbhI

私たちの日常の食事や日本の農業は、グローバルな食料供給システムに取り込まれている。

このことについて実感をもって理解するには、私たちの口に日常的に入る食材がどこからやっ

てきているのかを知るのが一番である。食料の流れを知り、消費者としての自らの行動をベー

スに世界の現状とその背景、今後のあり方を考えることは、ESD(持続可能な開発のための教

育、あるいは持続発展教育）の取り組みとして位置づけることができる。本稿では、筆者が授

業等で実践しながら開発・活用してきた、身近な新聞折り込み広告を用いて食品の産地の分布

を知る参加型ワークショップについて、内容と構成を紹介する。

キーワード：食育、ワークショップ、食品、地理教育、ESD

2実施条件

新聞折り込み広告のうち、スーパーマーケット等の

食品部分をあらかじめ入手しておく。実施会場に近い

図書館等で、複数のスーパーマーケット等の広告を得

ておくと、参加者は身近さを感じやすい。入手する広

告の量は参加者数や実施時間によるが、少し余分に準

備しておき、新しいものから順に使用するとよい。

会場には、黒板あるいはホワイトボードのある、少

し広めの部屋が適している。大きめの机があれば、地

図に付簔を貼るなどの共同作業がおこないやすくなる。

時間は、次章の構成に示す｢振り返り．共有」を含め

るならば180分程度あったほうがよい｡含まない場合に

は90分間程度で実施可能である。

1． はじめに

私たちH本に暮らす者の日々の食の多くは、世界各

地･日本各地の食材に依存している｡特に都市部では、

食料の自家生産や物々交換に乏しいため、食材の生産

者と消費者の意識が乖離していたり、若者の食の質が

悪化していたりといった状況が多々見られる。また、

日本の農業もグローバルな食糧供給システムに取り込

まれている。

そこで、身近な地域の食が世界および日本のどの地

域からやって来ているのかをわかりやすく可視化し、

食のあり方について考察すべく、教材開発をおこなっ

た。本稿では、筆者が授業等で実践しながら開発・活

用してきた、新間折り込み広告を用いて食品の産地の

分布を知る参加型ワークショッブについて、その内容

と構成を紹介する。

なお、本稿で扱うワークショップは、広島大学総合

科学部「地域文化研究特論B｣ (2008年)、神戸夙川学

院大学観光文化学部「調査研究I･n･Ⅲ」(2009~

2013年)、関西学院大学文学部｢地理学地域文化学特殊

講義3」（2009～10年）で実施した。

3.構成と学習内容

以下ではこのワークショップについて、時系列で、

学習活動･内容､ねらい､準備物を記す｡全体は､導入、

展開1、展開2，振り返り･共有の4セッションに分かれ

ている。

1I9
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学習活動･内容 ねらい 準備物

･食料品店の

広告(新しい順

に置いておく）

･付簔(4色）

なぜこのワークショップを行うのか説明。導入 ･ワーク内容と自分との

つながりを理解し､モチ

ベーションを上げる。

･地域住民の食料購買行

動の概要を理解する。

本地域における食料品店(スーパー等)とその広告を確認。

広告をどのように入手したかを説明。

･作業手順の説明。

･はさみ､ペ

ン､色鉛筆(ク

レヨンもあると

絵心をそそる

場合あり）

.｢切り切り班｣､｢書き描き班｣、｢貼り貼り班｣の3つに暫定的に分け

る｡ただし､その時々の各班の仕事量に応じて適宜役割を入れ替え

てもよい。

展開1 ･作業を通じての､和気あ

いあいとした雰囲気醸成

とチームワークの向上。

．切り切り班は､広告から食料品部分のみ1品1品切り取っていく｡そ

の際､産地表記のないもの､｢国産｣あるいは｢国内産｣と表記されて

いるものは､別に場所を作って並べていく。

･手を動かしながら､食や

産地への関心を高める。

作業過程で気づきや疑

問が生まれる。

･世界地図と日

本地図(各AO

以上の大きさ

がよい）

磯霧
‘…錘

鱗
黙

“

譲
爵』

鐘 ＃

瀞
蝋

邪

一画…

唾

…

灘
1

蕊

鵜鱗
鍋､識

篭寵

麓蕊

熱

熱き“
雲剤

毒4

騨
琵 燵

犀

驍誰､男

…
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･書き描き班は､切り取られた広告から付簔に商品名と産地表記を転

記｡絵心のある参加者がいれば､食品の絵を描いてもらってもよい。

なお､付簔は4色｡肉･魚介類はピンク色､野菜は黄緑色､果物は黄

色､その他(加工品･米など)は水色を用いる。

21
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･貼り貼り班は､産地表記のある付簔を､世界地図および日本地図上

に貼っていく｡世界地図では国ごと、日本地図では都道府県ごとにま

とめていくのが基本｡その際､付篝が特定の場所に密集してきたら、

近くの空いたスペース(海など)に適宜移動させるか､付篝を重ねて

いく。

･各班とも､作業中の気づきや疑問をメモしていくとよい。

展開2 1 ．両地図の付簔の分布から読み取れることを発問。 ･世界および日本におけ

る大まかな空間的分布を

理解する(これを省くと、

｢どの国(あるいは県)が

多い｣など国や県の単位

でのみ捉えようとする学

22
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生が出てくる｡マルチス

ケールでの理解には必

須。

蕊
繁簿篭､忌司機罰､1

･各国･県等の付簔の枚数を､分担して色別に数える｡その際､枚数

の多い品目(たとえばサーモン､バナナなど)があれば､あわせて

国･県等ごとに数えて記録する。

･上記の空間的分布を

国･県等ごとに数値化し、

さらに内訳も一部記すた

め､より具体的に地域差

を実感する｡｢うわ一､北

海道めっちや多い！」、

｢韓国パプリカばっかりや

ん！」、「え､パブリカって

何？｣といった驚きの声

や､さらなる興味を引き

出せたら成功。

･黒板を3分割し､左2つに世界の結果､日本の結果をそれぞれ書か

せる｡その際､国産(および国内産)表記のもの､産地表記のないも

のも､付簔の色ごとに数えて黒板のどこかに記す。

23
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"津､鰐壗＃ !
､籍蝿" ,

華′〆

驚鴬
靖也'ず

霞

一\~w; ~｡w騨窓闘驚乎鴛箪早＝

･各自の気づき(上記データから読み取れること)を､メモ用の紙に考

えて書かせる｡なぜそのような結果が出たのかも書かせる｡時間が

なければ､それらを宿題にし､共有を次時にしてもよい。

振り

返り・

共有

･データの読解力と､デー

タをもとに考えようとする

態度を身につける。

メモ用紙(裏紙

など）

･黒板の右の欄に､各自の気づき(読み取れること)をひとり3つ程度

書かせる。

太騒\'(ｼド鐸も言で塞

タイ『…えび摸,ロースト鑑ﾝ3,い
”鶴9｡…八‘汁千,/IPrソデ

カナ’ユー･韓挙電,罪礪尤

『漢!/愈'5．"蔑蕊識x：患息
即繊3､､､麦父や主こり息
くい<、篝垂環＆

蕊蕊寧蕊ゞ
ノ ・鍔？鯉箕"●吾癒ミブラジル↑ 芳鎮モモ

／ ・韓舞ご滝霞,、
'1スラェルI 芯バー義一 ； 、溌撫蝿､ ？ ；
モ｡ﾂｺ’ 暴虐こ

･教員は､出てきた気づきを褒めつつ､適宜補足する｡他地域や他の

季節の結果と比較してもよい。
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’
自分の消費行動と照 ｡自分と産地(他地域)と

のつながり、自分の消費

時の選択のあり方を考え

る。

･一連のワークで気づいたこと､学んだことを、

らし合わせて書かせる。

ブローチを要する。

「(4)学び方．教え方」に関しては、「単に知識の伝達

にとどまらず体験、体感を重視して、探求や実践を重視

する参加型アプローチとすること」や、「活動の場で学習

者の自発日(（｣動を上手に引き出す「ファシリテート」の

働きを重視することも大切」とされている｡本学習材は、

まさにこれに合致する。

「(5)育みたい力｣では､以下の5つが提示されている。

①問題や現象の背景の理解、多面的かつ総合的なも

のの見方を重視した体系的な思考力(systems

thjnking)

②批判ﾉ]を重視した代替案の思考ﾉJ (critical

thinking)

③データや情報を分析する能ﾉJ

④コミュニケーション能力

⑤持続可能な開発に関する価値観（人間の尊重、多

様性の尊里、非排他性、機会均等、環境の尊重）

本学習材の場合は､①については、これを育むための｢問

題や現象」の可視化は可能である。②については、自分

の消費ｲ｣動に対する代替案を考えることにつながる。③

については、データや情報を本学習材で得ることになる

が､それらを展腓'2や振り返りの段階でどの程度分析でき

るかが鍵となる。④は、本学習材では共同作業が多いた

め育むことが可能である。⑤については、本学習材のぱ

図する範囲を超えているが、たとえば枇界の|判北構造や

日本の農村地域の未来を考えることなどにつなげるのは

可能である[］

このように、本学習材はESD学習材としての意義を有

していると､卜l1断できる。特に、地域づくりへの発展につ

なげられること、あらゆる場であらゆる主体が実施でき

ること、参加型アプローチであること、自らの消費行動

を再考できること、コミュニケーション能力を育めるこ

となどが、ESD学習材として評価することにより見出さ

れた。一方で、本学習材で参加者が学んだ内容を社会経

済構造や環境|川題等の学びや、持続可能な開発に関する

価値観の醸成につなげるには、次なるステップが必要で

ある~

4ESD学習材としての意義

本学習材は、ESDとしてはどのように評価できるであ

ろうか。ここでは、2006年に日本政府の「|玉1浬持続口1能

な開発のための教育の10年」関係省ﾊ連絡会議が発衣し

た、「わが国における「国連持続山｣能な開発のための教青

の10年」実施計画」で示されている、「ESD実施の指針」

を参考にする。これを参考とするのは、2002年に南アフ

リカ共和国で開かれた「持続口I能な|州発に閨する世界首

脳会誌（ヨハネスブルグ・サミット）において、 H本政

府が「ESDの10年」を提案し、同年の国連総会で決議さ

れていることによる。「ESD実施の指f+」では、7つの項

目が挙げられている。

このうち、「(1)地域づくりへと発展する取組」につい

ては、「ESDの取組においては､学習者が多様な課題を実

感し、自らの問題として捉え、解決に向け実践すること

が必要で」あり、そのためには「教育を受ける個人に近

い地域において、地域の特性に応じた実施ﾉﾉ法を開発し、

発展させることが重要」とされている。本学習材は、「教

育を受ける個人に近い地域において」実施する点におい

て、これに合致する。また、「地域の特性に応じた実施方

法」は、ワークショップの参加者に応じた柔軟なアレン

ジを施すことによって可能となる。ただし、「自らの問題

として捉え」るには、振り返りを充実させる必要があろ

う。

「(2)教育の場実施主体」では、「ESDは、政府や地

ﾉﾌﾞ公共、体だけが実施するものではなく、個々人の意識

に影響を与えるあらゆる場で実施されること」や、「公的

機関にとどまらず、地域コミュニティ、NPO、事業者、

マスメディアなど、あらゆる主体が実施+i体となること

が重要で」あるとされている。本学習材は、「個々人の意

識に影響を与えるあらゆる場で実施」可能であり、「あら

ゆる主体が実施主体となること」ができる。

「(3)教育の内容」については、「様々な分野をつなげ

て総合的に扱っていくことが必要」とされている。本学

習材では、食材やそのﾉ生地への関心を借起することはで

きるであろうが、社会経済の構造や環境問題などに広げ

ていくためには、本学習材を出発点に、さらなる別のア

25
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ビアスーパーバイザーからのコメント

身近にある「チラシ」を教材にして行うワークショップ

形式の授業はとても良いと感じた。ESD学習材としての

意義はわかったが、参加した学生の反応が気になる。ま

た、ファシリテーターとしての先生の役割や苦労した点

などもう少し詳しく記されるとさらに内容のあるもの

になるのではないか。

（担当：観光文化学科西村典芳）

26



額戸夙〃箏院ﾌt学・尻〃学院短競うt学教壹実践擁究紀要 勿3－20ュ

第4類

オリジナル教材を用いた中国語単語学習の試み十

田中智子

Z4M4m4乃moko

人学生の学力低下が問題となっている現在，大学の語学教育においても，従来のような履修

者の自主的な課外学習は必ずしも期待できないのが現状である．このような状況の中，筆者は

中国語の単語の習得を促すために二種類のオリジナル教材を用いてきた．

本稿では，これらの教材と授業での使用例を紹介するとともに，これまでの使用実績を振り

返り、この教材を用いた方法の長所と課題についてまとめたい．

キーワード：中|副語、教材、単語学習、学習スキル

あるのではないかと考えられる。（1）これらの教材が

単語学習に直結していることは明らかであり、履修者

は自分が「勉強をしている」という満足感や安心感を

得ることができる。 (2)講義とは異なり、クラスメー

トとの適度な競争というゲーム的な要素がある。

語学の修得には、各自の実践（発音、聞き取り）が

非常に重要であると思う。実践してもらうためには、

学習意欲の低い学生や、学習習|賞のついていない学生

にも、授業に参加してもらうこと、自分にもできる、

と自信をもってもらうことが必要になる。単語の学習

は、複雑な文法構造の学習よりもハードルが低く、ま

た、単語の意味や表記、発音を覚えれば、文の単位に

なってもその意味の理解がしやすくなる。単語スキル

は、授業中に単語を覚えて、すぐに教師がチェックす

るというシステムになっているため、いくつの単語を

覚えたかということは自分でも確認ができる。後に詳

細を示すが､単語スキルシートは1枚に10前後の単語が

入っていて、クラスの大半の学生は、授業時間内に少

なくても1シート分10個程度の単語のつづりを覚える

ことができる。このことは、自分にも申語が覚えられ

るのだという自信につながる。

さらに、ゲーム的要素が入ると、楽しく学習がしや

すい。特に「単語ビンゴ」については、授業に積極的

に参加していなかった学生でも、自らゲームに加わっ

てくれることも多々あった。

その一方で、小テストの結果を見る限りでは、これ

らの教材の使用によって、充分な学習効果が得られた

1． はじめに

大学全入時代と言われる今日、本学においても、十

分な学習スキルを身に着けないままに入学してくる履

修者は少なくない。本学では、中国語は英語と並ぶ選

択必修科目であるため、授業時間数も多く、一定の中

国語能力を身に着けることが期待されている。しかし、

学習スキルを身につけていない履修者は、漢字表記、

表音文字（ピンイン）表記の読み方、書き方、単語の

意味などの自習方法がわからないために、きちんと習

得ができず、学習につまずく大きな要因となる。

瀧沢(2004)は､その題名の通り「｢できない」子が、

できるようになる指導法」を実践し、その方法を具体

的に紹介している。「｢できない」生徒の多くは、家庭

で勉強しない。勉強しないから、勉強するという習|賞

すら身につけられず、学校に来ても主体的な学習がで

きない」と主張し、単語を含む学習は授業中にやるべ

きである、という提案をしている。瀧沢（2004）が扱

っているのは中学英語であるが、上記の指摘は、本学

における中国語教育の現状にもあてはまると考え、試

みとして、この本の提案する方法を本学における中国

語の授業でも導入することにした。

単語学習については、平成19年度の秋学期から、瀧

沢（2004）を参考に「単語スキル｣、「中国語単語ビン

ゴ」の2つの教材を作成し、授業内でなるべく単語練習

を行うことを目標とした。この二つの教材は、履修者

にはおおむね好評であったが、その理由は次の2点に
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かには疑問があり、学力や学習意欲が非常に低い履修

者は、学習効果はさらに期待できない、という現状も

ある。したがって、運用方法やこの二つ以外の教材を

引き続き検討する必要はある。本稿では二つの教材の

実践ﾉﾉ法及び問題点について報告する。

(裏I削）

テストしてみよう！ i2,3画目は漢字も帯も､てみよう）

子スリ､ 1慨箇〈ピンインのみ テスf2回眉〔漢字も〕 テスト3回園（湧字も）

〔1）恥なた1）称（鯨)なた） （1）きぅなた

（2）好 〔よい、元葱だ （2）主い、元気だ 3)よい、元鉦だ

2．オリジナル教材の例と授業の展開

く単語スキル＞

瀧沢(2004:4142)を参考に､両面FII刷で次のようなプ

リントを作成した。瀧沢では、英ili語スキルを作成す

る際、次の3つの点について留言したことが述べられ

ている。(1)発音をカタカナで表記する(2)最初は「な

ぞりがき」をさせる (3)難しい単語は、発音は無視し

てつづり通りにカナをふる（例: friendは「フリエン

ド｣)、の3つである。(1)は文字と音の関係を覚えさせ

るため、（2)は、単に文字を苦くだけになってしまうこ

とを防ぐため、（3)はつづりの習得に重点を置くためで

ある。中国語版スキルの最初のバージョンでは3つの

ポイントすべてを踏襲した。しかし、 (3)のように発

汗よりもつづりに即したカナをふると、履修者がつづ

り方と発音の正しい対応を覚えにくくなる心配がある，

表音文字（ピンイン）のつづりを正しく覚えることは

中国語学習の初年次の目標のひとつであることから、

第二バージョン以降はカナを省略することにした。

（衣面）

識で害いて覚える中園語単語スキル 第…燦

<3》＝《K (3〉 1 J胡､ ､

､割ﾉ ｴ

１

５
親

Ｉ

ｆ

蘭

Ｌ

匙

匡
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この教材の指導ﾉﾉ法は次のように行う。まず履修者

と一緒に発音し、正しい発音を確認する。次に履修者

は、発汗をしながら「指菩き」部分で鉛筆を持たずに

繰り返し練習する。これは、鉛筆で書いてしまうと、

練習できるスペースが限られてしまうのに対し、指書

きならば何度でも繰り返し練習できるからである。さ

らに「なぞり苔き」と'百l様、機械的に文字を諄くだけ

になってしまうことを防ぐこともできる。「指苔き」で

漢字表記やピンイン表向巳を覚えたと思ったら、指書き

のピンイン衣記を隠し、「ためし耆き」の部分でやはり

鉛筆を持たずにピンインを書いてみる。覚えられたと

思ったら教員のところに来てチェックをしてもらう。

覚えるのが苫手な履修者は、シートの単語全部を一度

にチェックする必要はなく、少しずつでも良いことに

してある。チェックの方法は、クラスのレベルやニー

ズにより、教員の発音したつづりを書く、日本語を言

ってつづりを善く、などのいくつかのやり方がある。

チェックが終わった履修者は異面の小テストを自習す

る。

嗣播轡薄

机の上1こ権で客いてみよう．

廟た機し密鳶

左の単踊を離して聾いてみよう
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春

ma 中国語単語ビンゴ＞

瀧沢(2004:50‐57）を参考に、［|｣国語の教科苔に出
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てくる中国語の単語を用いて作成した。教員は、下商d

のような内容を記載したシートを作成し、履修者に配

布する。

玉 表1 役に立った学習法（平成21年度1年生）

冒賑ﾖ：読解、作文'で行った…うち、自分の鯉蛍に役立ったと思えるものはなんですか。また罰未かなかったと思う

ものはなんですか（鋤.答可）

12

10

8

6

4

2

0

篭議爵罵罵

中国語単語ビンゴ噸鵠教程1上》鞠嘩（1課～3課半錨 ｴ F
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，
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哲
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弥
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女
哲
汲

Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ

妹妹

鵠行 e-lea1ning教

得点月 日

B

表2単語スキルに対する圃多者の諏面（平成22，23，26年度1年

生）
I

言罪ﾖ：単語ズキルをやってどう思いましたか。 番あてはまるものにチエツクを入れてください

N

G 2
口覚えやすい

』 飼
爵
狸
霊
室
軍

‘0

■あまり役立た
ないがやらな

いより良い

口意味がない

鍵履修者は、表中のBの行にはBの行の単語、Iの行

にはIの行の単語、というように表を埋める。その

際、書き込む順番は好きな||頂番で良い。

教員が適当にBからOまでの単語を読みkげ､履修

者は読み上げられた単語に印をつけていく。基本的

なルールは一般のビンゴゲームと同じで、縦と斜め

がそろったら「ビンゴ」と言う。最初にビンゴにな

ると10点､そのあと9点､8点とlll頁番に減点していく。

履修者は得点を足していき、最終的な総合点で一

位～三位（教室の人数によって決める）を決める。1

回もビンゴにならなかった履修者には、最後に20点

与える。

上位に入賞した履修者には、中国などで買った文

房具（鉛筆、シール、付妻、ノート等）や駄菓子な

どを賞品としてプレゼントする。

なお、単語を読み上げる|際、教員は読み上げた単

語の意味を履修者に適宜質問することで復習を行う。

主

I:鼠

擬髭
、

蕊
１

“
１
前
一

諺
群

回答者は 定Lハル（HSK4級Lハル以上）の学習者を除き、再履修者を含t洲6名

ところで、単語スキルは、授業方法を少し変更して

みたため、平成25年度はほとんど使わなかった。その

後、26年度の途中から再開させた。平成24年度度から

26年度は同じ内容の小テストを実施しており、一定レ

ベル以上の既修者を除いた|司じ課の小テストの平均点

は下記のようになる。

表3スキル未実施年と実施年の小テストの相違

9課

(34点満点）

6課

（31点満点）

19.7点 24.4点平成24年度（スキル実施）

3． 履修者の感想と学習効果

上述の二つの教材について、平成21年度から26年

度にかけて、何度か履修者に記名式アンケートを実施

し、感想を尋ねた。以下にその結果をまとめる。

16.7点14.7点平1]に25年度（スキル未実施）

18.9点 19.6点平成26年度（スキル実施）

各学年の履修者は、24年度が22名、25年度が19名、26

年度は9名である（各小テスト実施畭未受験者分は除

29
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く)。単純に平均点のみを比較すると、スキルを実施L

た年のほうが平均点が高いことがわかる。

ストの平均点が低いことなどから、本人たちの内省の

通り、単語学習が成績の向上や学習意欲の維持には役

立たなかったことが推測される。

さらに、上記のアンケートからもれてしまった履修

者1名に直接話を聞いたところ､覚えることが苦手なた

め、授業の時間内で単語スキルを終えることは苦痛で

あったという報告もあった。

以上のことから､十分な学習効果が得られない履修

者も少なくないこと、覚えることに苦手意識をもった

履修者には、ストレスを与えてしまう恐れがあること

などが考えられる。また、 lで述べたように、本来の

方法がきちんと踏襄できていないために、十分な成果

があがらなかった可能性もある。

3）クラスのほとんどの履修者は、授業内の15分から

20分程度の時間に、教員によるつづりチェックまでは

達成することができる。それにも関わらず､週1回の筆

記小テストでは、8割以上の得点が得られる学生は、ク

ラスの一部に過ぎない。この状況を鑑みると、習熟度

を高めるためには、やはり授業外での復習は必要で、

この「復習」をいかにして履修者にさせるか、という

ことが今後の課題である。

4）単語スキルを導入しなかった年でも、8害||から9割

の高得点を取り続けた履修者はおり、大学までに学習

習|貫がきちんと身についている履修者にとっては、単

語スキルの有無はそれほど関係がないことも推測でき

る｡

単語ビンゴに関しては、当初、教材としてよりも気

分転換のための｢ゲーム」として考えていた。しかし、

履修者にアンケートを取ったところ、ほとんどの履修

者が学習に役立つと考えていることがわかった。

表4単語ビンゴについて（平成25，26年度1年生）

※平成25年度生については鐵末記年度生については春学期途中でアンケートを実施

※平成25年度生アンケート回川泌10名 記年度9名（うち再履修者1名､銅多者1名を含む）

設問1 :次の学期も単語ビンゴをやりたいか｡ はい19名（ 100%） いいえ0名（0%）

設問2 1問1の回答理由（自由回答）

.楽しい。楽しく単語が覚えられる。

･景品があるのでやる諦出る｡

・謡癖ﾙﾆなる。

設問3：単語ビう口は学習に役立つと思うか。 役立った 14名 や雑立った4名 わ力

らない 1名

設問4：鄙で｢役立った」、または「やや役立った」と答えた履修者の理由

･覚えやすい｡（書いて覚えられる。楽しく覚えられる｡授業内に覚えられる｡ ）

・言われた単語が.どれかわからなくても、ビンゴになりたいので生懸命探す。

・忘才功､けていた単語の復習になる。

.遊びの琴が強いと思うので（やや役立った）｡

4． 考察

く単語スキルについて＞

表1，2からもわかるように、履修者にはおおむね

好評であった。これは、授業内で単語を一度覚える

ことによって、履修者が達成感を得るためではない

かと推測される。また、同じテストの平均点を兄る

限り、単語スキルを導入したほうが、高い得点が期

待できることが予測される。一方で課題も多々ある。

＜単語ビンゴについて＞

このゲームの長所は、既修者から、授業に遅れ気味

の履修者まで、幅広いレベルの履修者に対応できるこ

とにある。既修者は純粋にゲーム的要素を楽しんでい

る様子であった。また、授業に遅れ気味の履修者も、

次のような理由で楽しめているのではないかと思われ

る。(1)もし読み上げられた単語がわからなかった場合

は、周りの履修者や教員に間いても良いことになって

いるため、心理的負担が少ない。(2)得点は、中国語の

能力ではなく、運によるものであるため、成績上位者

でなくても、高得点を期待することができる。

なお、文字と発音を一致させる練習として、ビンゴ

ゲームのほかにカルタを導入したこともあるが、カル

タではビンゴゲームのように履修者の参加を促すこと

ができなかった．カルタによる単語学習の方法は、 ｜＜

記のように行った。単語を書いた札と上・ンインローマ

字（中国語のカナ表記にあたる）で単語の発音を言い

1)瀧沢(2004)のポイントの一つは、「声を出して」

「指書き」を行うことにある。しかし、大履修者にな

ると恥ずかしさが勝つのか、履修者の多くは声に出し

て発音することができない。また指示に従わず鉛筆書

きをしてしまう履修者も少なくない。こうした状況が、

この教材の効果を減少してしまう可能性は否めない。

2)意味がなかったと答えた履修者のうち1名は、非

漢字圏からの留履修者である｡また、｢意味がなかった」

「あまり役立たないが、やらないよりは良かった」と

いう否定的な回答で答えた7名中6名は、出席不足や期

末試験の得点不足で不合格となっていることや、小テ
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た札を二組用意し、読み上げた札の漢字表記にあたる

札を取り合うという方法である。ところが、ゲームを

始めると既修者や、やる気のある履修者は積極的にゲ

ームに参加するものの、学習意欲の低い履修者は、自

信がなかったり、単語をきちんと覚えていなかったり

するせいか、ゲームに加わる様子がほとんど見られな

かったのである。カルタとビンゴの異なる点は、前者

が単語の発音と漢字表記の対応をきちんと覚えている

ことを前提としており、仮にその対応をまったく覚え

ていない履修者がいれば、その人は実質的にゲームに

参加できないのに対し、後者のビンゴは単語の発音と

漢字表記の対応をいくつ覚えているかは問題ではなく、

極端な場合は、単語の発音と漢字表記の対応を全く覚

えていなくても周りに聞きながらゲームに参加するこ

とができるという点である。

これらの状況を鑑みるに、単語ビンゴゲームは学習

意欲の低い学生が多いクラスにおいても授業内の気分

転換や復習として有効なツールであると考えられる。

版

ビアスーパーバイザーからのコメント

学習意欲の向上と授業中の集中力維持は、多くの大学が

直面している課題であろう。一つの学期を構成する一コ

マ90分×15回のなかで身につけるべき知識や力は、受

講する学生の意識次第で大きく変化する。本稿の筆者

は、「家庭での学習習|貫のない学生に対して、授業中に

単語学習を取り入れることで学習効果を高める」という

先行研究をもとに、ゲーム感覚を取り入れたオリジナル

教材を工夫して実践を行った。検証では実|際に学生の単

語力の向上が見られ、かつ学生自身が教材を高く評価し

ていることが示され、教材の方向性および授業への導入

の意義が確認されたことは興味深い。一方で、一部の学

習意欲の低い学生や単語記憶が苦手な学生には否定的

な反応がみられ効果が見込めない可能性も指摘してい

るが、学生間の反応の違いをさらに分析し、こうした学

生に適切な教材の開発と実践を進め、新たな報告を期待

したい。

（ｷ1l当：観光文化学科高根沢均）
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第4類

漢字カードを使った熟語教育

丹羽正之

NI"AMMagav""

本稿は、夙川学院短期人学において筆者が担当する科目「漢字のトレーニング」での、漢字

カードを使った熟語教育に関する研究である。これまで「漢字のトレーニング」では筆記問題

の演習によって漢字能力を高めてきたが、それだけでは学習できる熟語が限られてしまう。そ

こで、漢字カードを使って一度に多くの熟語を作り出す方法を考案した。漢字カードは黒板に

貼り付けることができるマグネット式のカードで、筆者の手作りである。本稿では、漢字カー

ドの作り方、熟語データの管理と問題の作り方、授業の進め方、今後の課題などを述べる。

キーワード：漢字、漢字カード、三字熟語、四字熟語、漢字ゲーム

い。結局、教室で二十人ほどの学生全員が見やすく集

中して頚を使えるような形にするには、マグネット式

の漢字カードしかないと判断した。実際にやってみる

と、この方式は学習効果が尚く、学生の反応もよい。

なによりもテンポよく楽しく学べるのが長所である。

以下に詳述する。

1 はじめに

筆者が担当する科目「漢字のトレーニング」は常用

漢字の習得をめざすトレーニング授業である。漢字検

定の3級から2級程度を目標として、練習問題で漢字

の読み書きを学習している。練習問題の中には四字熟

語に関するものもあるが、|HI題数には限りがあるので、

一部の熟語しかカバーできないという欠点がある。も

っとたくさんの熟語を一度に学習できる方法はないも

のか？そこで考えたのが、漢字カードを使った熟語

の組､'fゲームである。マグネット式の漢字カードを黒

板いつぱいにランダムに貼る。それを並べ替えて、三

字熟語または山字熟語を作るという、ゲーム形式の熟

語探しである。

マグネット式の漢字カードは、筆者が調べた限りで

は市販されていないので、自分で作った。自作には手

間と経費がかかるが、一度作ればずっと使えるので無

駄にはならない。漢字カードを使わない方法もなくは

ないが、たとえばコンピュータの画面上で|可様のゲー

ムを作ることはできても、教室で全員が一つの小さな

面面に集中するのは難しい．あるいは、教師が黒板に

チョークで漢字を手書きし、その中から熟語の組み合

わせを選び出すという方法も可能だが、漢字を消した

り書いたりする時間がかかりすぎて、ゲームにならな

§
職蕊灘 §灘灘

蕊：
,副

鄙 館

畷灘
濡蕊

野
L二

強% ‘閥

節子J4 燕I 躯

2漢字カードの作り方

初に漢字カードの総枚数を決める必要がある。四

字熟語・三字熟語を収集し、それに含まれる単漢字を

抽出して整理する。

ひとまず四字熟語を400語（三字熟語を1000
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語）ほど収集した。その結果、漢字カードは、571

字の漢字、総枚数1000枚と決めた。よく使う漢字

は複数枚（2枚～7枚）作るので総枚数は多くなる。

入し、それを10cm×1 ()cmに切る。全部で10

00枚に決めたのは、1ロールの制約からである。

漢字は無地のラベルシート（裏紙をはがすと接着剤

がついている紙）にプリンターで印刷して、それを切

って、マグネットシートに貼る。パソコンのワープロ

ソフト（マイクロソフト社のWORD)に漢字を人力

してインクジェットプリンターで印刷した。A4サイ

ズ（210×297ミリ）の用紙には、10cm角の

漢字を6字ずつ印刷できる。印刷の書体は「HG教科

書体」を用いた。（漢字の授業では、フ・リント類も、筆

記体に近い教科耆体で印刷するようにしている｡）

マグネットシートの切断、漢字の入力、印刷や切り

貼りといった手作業には1週間ほどかかった。最終的

に漢字カード1枚のコストは20円ほどである。

なお、マグネットシートはロールを切断すると、巻

癖が残っていて、カードが丸く反り返ってしまう。そ

のため1週間ほどトタン板に貼って巻癖を取り除いた‘

（写真参照）

【全漢j霊カード画数|順覧表】

１
－

２
人
一
入
万
力
七
十
入

３
千
大
三
方
下
工
子
口
才
山
士
土
已
女
小
寸
亡
タ
与

４
不
中
巨
天
手
日
化
文
火
月
五
公
反
分
方
欠
幻
戸
今
支
止
切
双
内
夫
之
宍

５
主
代
正
半
用
斗
四
出
世
仏
未
目
立
可
石
他
平
本
由
令
以
右
永
旧
玉
句
古
巧
左
叱
失
主
打
白
付
末
民
一
才
礼

６
自
行
多
百
気
色
全
同
死
存
伝
肉
両
危
休
共
光
再
在
尽
西
先
地
当
名
妄
有
安
因
今
回
吉
叫
曲
合
耳
舟
迅
成
舌
壮
早
托
団
池
吐
加
年
帆
劣
老

７
言
身
体
乱
私
来
応
花
我
快
折
即
択
尾
別
利
位
戒
改
完
狂
君
芸
呉
抗
哀
劫
困
災
材
作
も
秀
初
条
状
走
束
足
沢
沈
低
投
売
没
余
妖
里
励
労

８
苦
事
実
者
明
空
東
球
命
住
果
動
怪
奇
金
国
所
長
直
突
歩
放
奔
門
林
和
阿
依
拠
匝
始
若
取
周
尚
承
制
青
知
到
念
非
表
武
奉
免
夜
油

９
風
前
変
面
独
発
食
相
美
栄
迩
客
亀
孤
思
信
単
胆
茶
怒
背
哀
為
音
科
臥
皆
軍
枯
後
厚
荒
砕
姿
首
秋
柔
重
盾
省
浄
神
是
専
退
段
点
眉
品
昧
勇
洋
律
喀
粁
錘

化
起
鬼
挙
息
倒
時
純
真
衰
竜
家
華
兼
剛
骨
根
差
索
殺
師
疾
酌
弱
酒
消
笑
造
泰
恥
衷
途
嗜
套
能
馬
疲
病
粉
眠
容
倫

Ⅱ
転
断
異
情
進
悪
貫
得
術
常
盛
鳥
勤
猛
唯
理
乾
鬼
脚
球
許
強
教
経
健
捲
済
捨
蛇
終
商
深
清
粗
琢
猪
陳
敗
質
部
麻
欲
梁
嘆
亘

哩
無
然
満
喜
絶
開
象
道
期
勝
創
朝
揚
量
絢
飲
越
援
割
喚
敢
閖
給
遇
軽
結
策
順
森
随
喜
尊
短
晩
番
備
報
傍
雄
落
裂
媚
潭
脈
晉
賊

旧
意
戦
暗
楽
感
極
新
想
滅
愛
慨
勧
頑
棄
義
業
禁
群
誇
裁
獅
試
辞
触
数
聖
楚
跳
電
農
豊
夢
雷
婁
嚥
蓮
路
楼
話
煥
晴

脾
適
疑
語
誤
雑
罰
歌
閣
管
豪
魂
緒
言
精
製
態
奪
喘
髪
鼻
複
聞
暮
漫
銘
模
網
様
練
悪

旧
暴
雰
敵
徹
憂
鋭
横
稽
潔
権
質
諸
賞
選
噌
踏
縄
罵
舞
魅
盧
霊
硅

哨
機
錯
頭
薄
奮
磨
激
縦
薪
整
榑
謀
憐
錬
億

Ⅳ
優
謝
燥
瞭
勲
濤

旧
難
題
闘
顔
騎
懲
濫
臨
僚
贄
魍
魎

岬
麗
願
臓
霧
羅
離

加
懸

訓
燗
躍
魑

２
菅

門
ノ
Ｌ
、
言
や

盟
櫻
蘂

垂
靹

》
》

燃

鍵蕊
剥き

1W

＝

571字という漢字数は、常用漢字(約2000字）

に比べると意外に少なく思えるが、これは熟語に使わ

れる漢字が限られていることを示している。

漢字カードの素材は、黒板に貼るためにマグネット

シートを使う。大きさは、教室の後ろの席からでもよ

く見えるように、10cm×10cmと決めた。

マグネットシートは、自動車の初心者マークなどに

も使われている、磁ﾉJのあるゴムシートで表面はビ､ニ

ールカllLされている。 1m×10mのロールを1本購
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【↓画数jl頂に整理した漢字カード】3 熟語データの管理と問題作成

’
四字熟語・三字熟語は、常識的なものを収集した。

ぱらぱらの漢字を見て熟語を連想するためには、あま

り難しい熟語は含められない。かといって簡単すぎる

と面白くないので、漢検1級レベルの難解な漢字を含

む熟語も少し取り入れた。たとえば「風光明媚（ふう

こうめいび)」は、よく耳にする四字熟語だが、「媚」

が漢検1級レベルの轆皐な漢字である。しかし､｢媚(こ

び）を売る」のように、よく使われる漢字でもある。

あるいは「跳梁賊眉（ちょうりょうばつこ)」「魑魅

魍魎（ちみもうりょう)」のように、見るからに難解な

漢字は、黒板の漢字カードを見て「いったい、あの字

はどう読むのだろう？」という興味を持たせてくれる。

このような難解な漢字（しかし、よく耳にする言葉）

を含めることも意味がある。

さらに、ゲーム的な面白さを保つためには簡単に見

つかるものも必要なので、故事成語ではない熟語も含

めた。「生年月日」「年中無休」のような日常用語であ

る。

また三字熟語は「神無月（かんなづき)」のような古

典的な語から、「贈収賄」のような時事用語まで雑多に

集めた。

さて、四字熟語400語、三字熟語1000語は、

マイクロソフト社のEXCELに入力した。そのデー

タから、使用されている単漢字の一覧と、使用回数を

計算できる。（ もよく使われている漢字は「一」で、

のべ40回以上使われている｡）

漢字カードは、四字熟語での使用を優先して、四字

熟語をカバーするだけの必要 小限の単漢字を揃えた。

そしてEXCELのプログラム（自作）で、まず四字

熟語をランダムに16語選び、次に三字熟語をランダ

ムに10語選ぶ、という手順をとった。三字熟語は、

四字熟語の問題を作った後で、その残りの漢字カード

で三字熟語の問題を作ろうという考え方である。した

がって、残りのカードで熟語を作れるように、三字熟

語は多めに1000語の候補を集めている。

一度出題した熟語は、その出題日を記録し、再度出

題することはない。｜司様に、授業で扱うには不適切な

もの（たとえば「売春婦」など）も、出題済みとして

授業には出さないようにした。

智

L四字熟語の問題 ］6語ばらばら状態】

【↓並べ替えて16語の四字熟語を完成する】

識溌凝蕊霞鬮覇蕊闇鬮園開園霞寵

蕊鯵雪起 蕊 霜奪舎
ノリl』分 実1歩 種1I 奇

Ｌ才

に子

鳶’ 身発 応|我I

‐エ

方

盛唾

腿鬮

‐酬叫咀旦

夢 新憾蝿1農 触電

鯛 函函

叫剛

唐火

巴厘原昏Ｆ９１Ｉｒ

篭
一

嘘I

鴎
騨陽

荒唐

断横
無我

に－
１週Ｉ

Ｆも一ｌ
宕皐

?||息些I
喜

駒
辮
懸 溌

無
稽

歩
道

夢一

憂 中

4． 授業の進め方

黒板に貼ったぱらぱらの漢字カードの中から、熟語

になる組み合わせを見つける。その試行錯誤が熟語の

学習になる。したがって､誰かを指名するのではなく、

教室の学牛全員に考えさせるのがよい｡学生は口々に、

ああでもない、こうでもないと考える。じっくりと慎

重に考える学生もいれば、次々と漢字を見ては連想す

る熟語を片端から口に出す学生もいる。その過程に意

味があるので自由に考えさせる。

ここで注意すべきは､漢字の組み合わせによっては、

正解ではない熟語も作れてしまうことである。学生は

それが正解か否かを判別できないので、教師が判定す

る必要がある。さらに教師は、正解判定とともに、熟

語の読みや意味､故事来歴や豆知識などを説明すると、

より学習効果がある。

難しい熟語に対してはヒントを出す。「商売敵（しょ

うばいがたき)」を解けない場合は「｢商売○」という

熟語だが、○には何が入るかな？」と問う。ゲーム的

な面白さを保ちながら、熟語学習の効果を上げるには

教師の手腕が求められる。
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四字熟語（一部）
5 今後の課題

軽挙妄動

切瑳琢磨

手練手管

馬耳東風

意気揚揚

大安吉日

器用貧乏

臥薪嘗胆

有象無象

一挙一動

多情多感

朝令暮改

大器晩成

手前味噌

花鳥風月

文明開化

前途多難

日進月歩

中肉中背

風林火山

風光明媚

叱ﾛ宅激励

猪突猛進

疑心暗鬼

事実無根

独立独歩

豊年満作

右往左往

莊然自失

酒池肉林

未来永劫

大義名分

平身低頭

呉越同舟

意気消沈

一心同体

一長一短

付和雷同

竜頭蛇尾

誇大妄想

一所懸命

優柔不断

一進一退

一櫻千金

前人未踏

完全無欠

無味乾燥

感慨無量

前代未聞

優勝劣敗

時代錯誤

二束三文

群雄割拠

順風満帆

生殺与奪

難攻不落

他言無用

快刀乱麻

門戸開放

起死回生

自暴自棄

首尾一貫

変幻自在

三位一体

弱肉強食

天下泰平

純情可憐

単純明快

頑固一徹

百鬼夜行

極楽浄土

一日千秋

無我夢中

当代随一

心機一転

免許皆伝

五臓六脈

門外不出

反面教師

一目瞭然

取捨選択

支離滅裂

無芸大食

孤軍奮闘

神出鬼没

正真正銘

閑話休題

空前絶後

得意満面

一蓮托生

試行錯誤

美辞麗句

一球入魂

訟勤毎え1
卜彗’､＝ハ、、lu

女人禁制

千変万化

初志貫徹

捲土重来

絶体絶命

創意工夫

傍若無人

言語道断

天真燗漫

理路整然

意味深長

諸行無常

豪華絢燗

唯一無二

他力本願

極里非道

百花捺乱

勧善懲悪

縦横無尽

青息吐息

一朝一夕

森羅万象

二人三脚

金科玉条

半死半生

半信半疑

一騎当千

再三再四

開ロー番

自縄自縛

眉目秀麗

独断専行

不眠不休

士農工商

聖人君子

多事多難

内憂外患

和洋折衷

突貫工事

新陳代謝

厚顔無恥

粉骨砕身

古今東西

潭然一体

妖怪変化

百戦錬磨

因果応報

千差万別

贄沢三昧

悪戦苦闘

空中楼閣

画竜点猜

一石二鳥

十人十色

意気投合

大胆不敵

狂喜乱舞

無病息災

一家団藥

新進気鋭

急転直下

跳梁賊冨

無為無策

相思相愛

文武両道

大同小異

現段階では、日常的で常識的な熟語を多く集めてい

る。しかし漢字の学習という観点からは、もっと難解

な、より多くの（たとえば漢検の熟語辞典に載ってい

るような）熟語を追加する必要があるかもしれない。

しかし、難しい熟語ばかりになると、ゲームが成立

しなくなるので、そのバランスが難しい。調整方法と

しては、すべての熟語にレベル値を付けて、どのレベ

ルの熟語を何語出題する、というような出題方法が考

えられる。

さらに、並べ替えだけでは、筆記能力がおろそかに

なるため、筆記テストも併用して、熟語を書かせると

より効果的である。

ほかには、熟語ゲーム以外にも、漢字カードを使っ

た演習が可能である。たとえば「雑魚（ざこ)」のよう

な難読語を黒板に貼って、読ませる。意味を考えさせ

る。黒板にチョークで手書きすると時間がかかるので、

漢字カードを使うとテンポよく、学生を飽きさせるこ

となく、問答を進められるメリットがある。

漢字カードは、工夫次第で、漢字の学習に大いに役

立つツールである。

罰式

蕊

箪讓蕊”

蕊
譲

鞍
一

篝

閏

霊 一志
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三字熟語（一部）

鍵
季 騨

'1審
汀

町

出

ｄ

』

；

内紙一重

無愛坦

自堕落

被写体

並大抵

科学者

神通力

黙示録

小細工

副作用

張本人

孤児院

改訂版

旅芸人

及第点

上出来

未成年

小手先

類人猿

半魚人

無秩序

無計画

凶悪犯

規則的

試運転

松葉杖

無意識

錬金術

炎天下

生放送

道化師

蛍光灯

乱気流

最高峰

発情期

不自然

横隔膜

青海原

未完成

体温計

§日F古寺三キ
ノ｣､エノスウl

小宇宙

野良猫

好都合

青海苔

三人称

甘納豆

老眼鏡

殺虫剤

幹事長

防波堤

堪忍袋

大規模

角質層

夢物語

無免許

配偶者

出世作

学芸会

自家製

感情的

下克上

不均衡

滑走路

画一的

自転車

潜水艦

青写真

犠牲者

卒業生

自由飛

絞首刑

講演会

鎮魂歌

飛行船

歌舞伎

地団駄

手料理

立候補

蟻地獄

実物大

望遠鏡

|司性黄

五月雨

要注意

交通費

猿芝居

用心棒

地球儀

不気味

値千金

光熱費

大自然

甘啄料

小説家

記憶力

源氏名

薬剤師

展覧会

中古車

代議士

好景気

従兄弟

天王山

円舞曲

建設的

政治家

飛血鬼

首実検

日時計

低次元
－1－主多し

父左′点

工作員

千羽鶴

結果論

家政婦

果報者

護身術

夢心地

晏縢姉

血統書

紙吹雪

太陽系

最右翼

座椅子

§￥苗-千
イーT可＜J

一番星

百分率

雪達磨

二枚目

浮浪者

文房具

紅一点

無人島

反作用

十五夜

白昼夢

奇跡的

屋形船

逃避行

合理化

新聞紙

水商売

百人カ

ー等地

遠近法

誤動作

周期的

霊安室

雛人形

別天地

参考書

大雑把

事情通

発動機

広範囲

藪医者

免罪符

実験台

手土産

唱

h雪

認
軍
一
》
画者家 敵 手日

蕊鬮 商単 、
１
４

ノ 人
一

本
士

面

蕊
ｲﾚ
ﾘ峰

噂 下 衰

七 幻 鋪
ハ、、 誤

△
ロ

鼠錘
ハミ、 樺

蕊 蔦 瀞蟻

ビアスーパーバイザーからのコメント

本論文は、独自の手製教具による授業作りの実践方

法が詳しく記述されています。ここで用いられている

「漢字カード」は既製のものではなく、木学の講義形

態と学生の学習R的に合うよう、慎重な考察と研究の

上で作られています。またカードにはスムーズな授業

進行ための様々な工夫があり、教師と教室内の学生が

同時に使うことのできる数具として効果的に活かされ

ている様子が伝わってきました。近年、講義において

学生の集中ﾉJを長時間持続させることは難しいと言わ

れます。一方的な知識の教授にとどまらず、学生の知

的好奇心を喚起し、自発的な授業参加を促すためには

どうすればよいか。教員は常に学生の目線に立つこと

を忘れずに学習の環境や教具に細やかな配慮を重ね、

学習効果を上げるためのT夫をしていく必要があるこ

とを改めて感じました。

（担当：児竜教育学科林有紀）
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第6類

入学前学習の取組～国語課題を中心として～

番匠明美三木麻子

BA人硬HOAkenzI・・ 泓江KTAsako

入学月ij教育に対する本学でのR的はｲ<足学力を補うことよりも、入学者の不安を和らげ、短

期大学での学びに繋がる興味を広げるように、自ら選択した分野で課題に取り組むことにある

本稿はおもに国語課題の立場からその実践と今後の課題について検討し、入学前学習に閨する

実践報告とするものである｡

キーワード：入学前教育、絵本、国語、図耆館

思いをより明確に意識づけ、入学後の学びのイメージ

を持たせることを第一の目的とするに至った。そこで、

卒業後に魅力ある保育者、教育者になった自分たちの

姿を思い描けるように、尚校、大学、社会へとつなが

る将来のイメージを着実に実現していけるように、彼

らがその学びの始まりに安心して立てるようなプレ学

習課題を提案していくことを目指す。

具体的には、全ての基本となる言葉の力を高めるこ

とを目的として国語(2011年度～）の分野、さらに本

学の大きな特色である実技系3分野 音楽(2011年

度～)、美術(2011年度～)、体育(2013年度～）

から課題を提供している。

まだ本学のこの取り組みは試行錯誤を繰り返しなが

ら、始まったばかりである。そこで本稿では、まず課

題の一つである国語の分野を取り上げ、検討すること

を通して、今後の入学前学習に関する実践的研究の一

助としたい｡

1 はじめに

本学では2011年度より入学予定者に対し、4月の入

学時までに行うプレ学習を課している。この取り組み

を始める以前にも実技系3分野(音楽・図L･体育)か

ら4月の入学に向け、心掛けておいてもらいたいこと

を「児童教育学科入学予定者の皆さんへ」というお知

らせとして配布することは行っていた。しかしながら、

2011年度より専攻科を廃止し、 2年間で3つの資格免

許（保育士資格・幼稚園二種免許・小学校二種免許）

を取得する制度に変更し、これまでの短大の過密なス

ケジュールがより過重となったこともあり、入学後の

学びをよりスムーズに始めるためにも、このプレ学習

が具体的な課題として人学予定者に課されることとな

った。

また、一方で、年々入学者の基礎的な学力の低下と

心の成長における未熟さが問題となり、主体的な学び

への意欲が低下していると感じられた｡その背景には、

自ら何かに取り組み、そこから自分なりの思い、考え

をめぐらせ、自分らしい言葉でそれらを自分の中につ

かみ取っていくという経験の不足と、私がどう感じる

かということへの自信のなさがあると思われた。

そういったことをふまえ、学科の教員間で検討を里

ねた結果、基礎学力の不足は入学後も各授業で積み重

ね継続して補っていく必要があり、本学では入学前学

習のねらいを保育者、教育者を目指したいという熱い

2方法

(1) 手続き

毎年2月から3月上旬にかけて、入学予定者を対象

に、大学から各種の書類をまとめ送付している。その

中に「入学前のプレ学習」と題して、手紙と課題内容

をそれぞれA4で計2枚分に表記したものを同封した

手紙では課題に取り組む学生の主体的な姿勢を支える

ため、課題ではなくプログラムという表現をとってい
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る。その内容は、高校生が保育者、教育者を目指して

学生生活に向き合っていこうとする、入学前の前向き

な気持ちを入学後も忙しい短大生活の中で見失わずに

進んでいってもらいたいとの教員らの願いが込められ

たものである。

同封した原稿用紙等に記入し、2011年度と2012年度

は大学へ返送(音楽課題は来学して体験した)、2013年

度と2014年度は3月末に行われる入学前健康診断に本

人が来学した折りに学生ホールの所定の場所に提出さ

せた。それぞれ担当教員が添削し、感想を添え、入学

後授業の中で返却した｡2014年度に配布した手紙(注1)

と課題を参考資料として下記に示す。

好きな曲を客観的に捉え直し、それを伝えていくﾉJを養うことが大

切です』

あなたの好きな曲（ジャンルは問いません）を一曲選び、どうして

好きなのか､どういうところが好きなのか､その理由を述べて下さい，

曲名・作曲肴名・アーティスト名、歌詞がある曲の場合は作詞者名を

明記の上、400字程度にまとめてください。

Ⅳ、体育担当の藤島先生からのプログラム

～スポーツ観戦について～

競技場での観戦及びテレビで観戦したスポーツの感想を400字程度

にまとめてください。

例1．「スポーツ観戦サッカー『ヴィッセル神戸対ガンバ大呵」

（ホームズスタジアム神戸）

例2．「スポーツ観戦フィギュアスケート」（テレビ観鞠

例3．「スポーツ観戦箱根駅伝」（テレビ観戦） など

入学前のブ'し学習について

冷たい風のなかにも春のきざしを感じる頃となりましたが、いかが

お過ごしでしょう力も4月の入学を,L待ちにされているとともに、ち

ょっぴり不安なところもあるのではと思いますb少しでもそのような

不安を取り除き、入学後のみなさんの学びがスムーズにいくように以

下のようなプログラムを行うことに致しました。

輝かしい未来に、素敵な保育者、教育者になった自分の姿を思い浮

かべて取り組んでください。私たちがしっかりとみなさんのサポート

をします6

プログラムは裏面の4つを用意しました。この中から少なくとも1

つ以上を選んでトライしてください。

（2）課題内容

今年度で4年日を迎えるこの取り組みは、課題内容

の見直しを経て、少しずつ変更してきた。次節で検討

する国語課題以外の分野についてもこれまでの流れを

とらえる意味で、ここで簡単に記しておく。

2011年度の課題は音楽と美術と国語の3分野から出

題された。音楽のテーマは「保育に生かせる楽しい音

楽に出会おう 1 1 」でピアノ、その他いろいろな楽器

を使用し、保育に役立つ音楽の手法を楽しく学ぶ講習

会参加型になっており、 3月に2回開催した。翌2012

年度は、入学後のピアノ練習に対する不安を軽減する

ため、対象者をピアノの初心者と未経験者にしぼり、

前年度と同様の形式で3月に1回開催している。

2011～2012年度の美術のテーマは「私のお気に入り

絵本ベスト10」である。保育の教材として大切な絵本

に興味を持って入学してもらいたいとのねらいもあり

所定の用紙に絵本を10冊リストアップし、 1冊ずつコ

メントを添える。 1回生時に立体紙芝居を制作する授

業にもつながっていくものである。さらに国語の課題

と合わせたリストを「読んでおくと良い絵本や紹介さ

れた書籍の一覧」として入学後に全員に配布している。

3年目の2013年度より体育が加わり、4つの分野(国

語・音楽・美術・体育）から生徒が興味のある課題を

選択するようになった(前出資料参照)。実技系3分野

は美術鑑賞、音楽鑑賞、スポーツ観戦について、各自

が体験した作占占や好きな曲、観戦の内容から、感じた

ことを同封の原稿用紙(400字)にまとめる(2013～2014

口

I.国語相当の三木先生からのプログラム

～お薦めの「本」の紹介文を書こう～

「選ぶ」ことは、その内容をよく知り、他と比べ、自分で好きにな

ることですもこれから共に学ぶ新入生に、あなたが読んで欲しい｢本」

を絵本と児菫耆のなかから選んで紹介しましょう(400字程度)。皆さ

んの選んだ本は集計してお知らせし､図琴官でも読めるようにしま主

Ⅱ、美術担当の林先生からのプログラム

～美術鑑賞について～

児童教育学科での造形の科目で大切な,L構えは、広し視野を持ち、

さまざまなことに興味を持つということですも

自分の興味のある美術館、博物館に足を運んで、いろいろなものを

間近に観るという体験をしてください．そして、その展示されたもの

を鑑賞した感想を400字程度の文章にして提出してください。

Ⅲ、音楽相当の井本先生からのプログラム

～音二巻監賞について
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年度)。

国語のテーマは－お薦めの「本」の紹介文を耆こう

－である。唯一4年間同じテーマで取り組んできた。

次にこの国語の課題について詳しく検討する。

（番匠明美）

同じ目的を持ってこれから一緒に学んでいく入学生に対して、あなた

の言葉で紹介をし、推薦してみてください。

・書誌!|\Rについて

課題は、同封した400字詰原稿用紙1枚程度にま

とめるが、原稿用紙には、耆名、著者名、絵の作者

名、出版社、初版の日付に加え、実際に読んだ本の

出版年月･版などの耆籍情報を吾<欄を設けてある。

将来、レポートや論文作成などには必ず参考文献

の耆誌情報が必要であることに結びつけたく、書誌

情報が吾かれる位置(奥付)に気付かせるためでもあ

る。絵本の場合は、デザイン性が重視されるので、

必ずしも最終頁に奥付が吾かれるというわけではな

く、それを探す経験をしてもらう意図がある。

3 国語の取組

（1）プログラム名

「子どもに関する本の紹介文を耆こう」

（2）課題のねらい

「国語」では教科の学習とともに、学生自身の基

礎的な「読む」「聞く」「書く」「話す」という国語力

を高めることを目的とする。また、保育者・教員と

して子どもたちの表現力を高めることができる力を

学生に身につけさせたい。

国語力を伸ばすことは簡単ではないが、日常生活

でさまざまな表現に触れ、教養を深め、考える力を

つけることが国語力につながるだろう。言い古され

たことではあるが、「本を読むこと」が、読む力、書

く力の大きな助けになることはいうまでもない。

児童教育学科に入学するにあたって、今まで読ん

だ本を振り返り、同じ志を持つ友人に勧めたい本を

探す行為で､｢子どもや保育者にとって良い本とはな

にか」を考える契機としてもらいたいと思う。それ

は単に好きな本の感想を吾くことよりも、より切実

に本の内容を考察することになる。

･学生からの提出

2011年 77名/112名中

2012年 31名/60名中

2013年 53名/110名中

2014年 49名/129名中

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％
％

９
２
８
８

６
５
４
３

１

選択肢（諾垣）の数によって変化はあるが、

は半数程度の学生が国語湶題を選択している。

例年

2014

年度の減少は課題を学生に郵送する時期が例年より

遅かったという理由にも拠る。

・学生へのフィードバック

学生から州された作文は、原稿用紙書式の吾き方

の誤りや敬体と常体の混|司など文体の問題、短文の

中で同様の言葉を繰り返すことを避けるというよう

な用語の適切性､漢字の誤用などについて添削する。

また、内容に関しては学生の独自の感性・発見など

について教員の感想を添えて返却する。

耆誌情報については、教養ゼミや子ども学ゼミの

時間に、実際にレポート作成について指導する時、

入学前学習で初版の日付けや読んだ本の第○刷、第

△版を書いたことを振り返る。それは、本は出版さ

れた後も、改版(校訂)されることがあり、また、刷

数を重ねた本はベストセラーであることの目安にも

なること、そして、絵本の場合は親・子・孫の代に

渡って長い間愛読された証でもあることが、その数

字から理解できることを伝えるためである｡

すなわち、自分が読んだ本がどう評価されてきた

か、数字から読み取れること伝える契機とする。

・学生への課題文

初年度「国語」からは入学予定者に以下の文を送っ

た。、的が詳しく説明されていたので掲載する。

保育者・教育者を目指して実習するときも、文章を言<機会は多く

ありますも例えば、指導案や実習記録を書くときには、子どもたちを

よく観察し、子どもたちの実態にあった指導を考えていくことが必要

となり、自分の見たこと、考えたことを的確に表現することが重要で

‐す
ﾉO

「国語」では、そういう表現力を養う実践を行いますが、まずは、

優れた表現を読んでみたり、自分の好きなものを人に理解してもらっ

たりすることからはじめましょう。

あなたが読んで感銘を受けた本や同年齢の人たちにもぜひ読んでも

らいたいと思う子どもに関する本について紹介文を言いて下さい。子

どもたちの様子がよく描かれていると感じたものや､幼い頃からお気

に入りだった本、もちろん童話や絵本でも結構です§これらについて、
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同時に、個人名を伏せた推薦耆リストを作成し、

新入/t･教員に配布する｡リストは図書館にも置き、

図耆館では蔵耆から推薦本を抽州した「新入生推薦

本コーナー」を設けることを、新年度の恒例として

いる。

この際所蔵のない推薦本や、そのシリーズ本が

あれば、それも加えて新規に購入して揃えるように

する。

ちなみに推薦本の中で新たに購入した冊数は、

2011年記録なし/64冊中（推薦本冊数）

2012年 8冊/28冊中

2013年 10冊/51冊中

2014年 15冊/45冊中

である。

図書館に来た学生が、自分の推薦した本がコーナ

ーに並んでいるのを喜び、絵本の思い出について友

人と話し合っている姿を散見している。少しでも本

に親しみ、知らない本に目を向けるきっかけになれ

ばと思う。

蕊 曹

蝉軍：鶴

！毎酎

瀞
蕊

篝蕊鱈…
繭

認 瀧
蕊鍵

､轆也

蕊蕊

蕊蕊噸
型

■

扉

韓

』

山

野

砿

副

もともと1万冊に近い絵本や児童書を所蔵する本

学図耆館では、名作絵本はほぼ網羅されている。し

かし、新しい作家や絵本について、この入学時推薦

本をきっかけにその全作品・全シリーズを購入する

こともあり、学生の嗜好を反映させる選耆に役立っ

ている｡

図書館展示風景

リストの考察

次に2011年から2014年の4年分のリストをまとめて紹介する。

＊この衣の｢点数｣は|｢1じ本に対する推薦数を示し、「3」とした場合は3名の推薦がある。「3-2」とした場合は、

同じシリーズへの掴篶数が3名分あり、そのうち同じ本への推薦が2名分あることを示すb

【表1】推薦本リスト (2011年～2014年）

点数 書名 作 絵 出版社 初版 ｜ 推薦年度

98 ぐりとぐら 中川李枝子 大村由里子 福音館書店 1963年 2011 ．12．13．14

9－1 1 ぐりとぐらのにつき 中川李枝子 大村由里子 福音館書店 2003年 ’ 2013

エリック・カール

もりひさし訳
はらぺこあおむし７ エリック・カール 偕成社 '976年 2011 ．12．13．14
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はじめてのおつかい 筒井頼子 林明子 福音館書店 1977年 2011 ．12．13．14６

さっちゃんのまほうのて 田畑精一 田畑精一 偕成社 1985年 2011 ．12．134

レオ・バスカーリア

みらいなな訳
葉っぱのフレディーいのちの旅一 島田光雄 童話屋 1998年 2011 ．12．144

〈れよんのくろくん なかやみわ なかやみわ 2m1年 2011 ．12．13童心社53

くろくんとふしぎなともだち なかやみわ なかやみわ 童心社 2㈹4年 201 15－2

加古里子 加古里子 1973年からすのバンやさん 偕成社 2011 ．12３

佐野洋子 1997年 2011 ．12．13．141㈹万回生きたねこ 佐野洋子 講談社5－4

だってだってのおばあさん 佐野洋子佐野洋子 フレーベル館 1998年 20145－1

林明子 福音館書店 1989年林明子 201 1こんとあき３

島田ゆかバムとケロのおかいもの 島田ゆか 文渓社 1999年 2012．13．1442

バムとケロのにちようび 文諮社 2㈹8年 2011島田ゆか 島田ゆか4－1

バムとケロのもりのこた 島田ゆか 島田ゆか 文鶏社 2011年 20134－1

なかやみわ 福音館言店 2咽年そらまめ<んとめだかのこ なかやみわ 201342

なかやみわ なかやみわ 福音館書店 1999年 2011そらまめ<んのベッド4－1

なかやみわ なかやみわ 2㈹6年 2012そらまめ<んのぼくのいちにち 小学館4－1

ポプラ社ねずみ<んのチョッキ なかえよしを 上里絲己子 1974年 20143－2

上野紀子 ポプラ社 1979年またまた！ねずみ<んのチョッキ なかえよしを 20123－1

内田麟太郎 降矢なな 偕成社 1999年 2014ともだちくるかな２

瀬田卓二 林明子 福音館書店 1979年 2011 ．14きょうはなんのひ？２

大村由里子 福音館書店 '967年 2013．14そらいろのたれ 中川李枝子2

H･ウィルヘルム

久山太市訳
1988年 2011 ．14ず－つとずっとだいすきだよ H.ウィルヘルム 評論社２

瀬川康男 1967年 2011 ．14松谷みよ子 童心社いないいないばぁ2

スイミーちいさなかしこいさかなの

はなし

レオーレオニ作

谷川俊太郎訳
1969年ﾚオーレオニ 好学社 2012Z

内田麟太郎 隆矢なな 偕成社 1998年 2012．13ともだちゃ２

いわむらかずお いわむらかずお 章心社 1983年14ひきのあさごはん 20122-1

いわむらかずお 1988年=1I,》社 201214ひきのおつきみ いわむらかずお2－1

偕成社 1976年 2011キヨノサチコノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ2－1

1998年 2013ノンタンがんばるもん 偕成社キヨノサチコ キヨノサチコ2－1

若山憲 こぐま社 1973年 2011若山憲2-1 しろくまちゃんばんかいに

若山憲 こぐま社 1970年 2011若山憲しろくまちやんのほっとけ一き2－1

1972年馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 201111びきのねことあほうどり1

2㈹9年山本久美子 太郎次郎社 201 1会えないパパに間きたいこと 新川てるえ1

ジェイドナビ・ジン 2㈹7年 201 1あかいハリネズミ ジェイドナビ・ジン リトルモア’

講談社 1994年 2014みなみゆうあかずきん

2014Dウォーカー 岩崎書店 2014年ケリー・ベネットあなたのママはね’

ポプラ社 2006年宮両幸化 宮西達也 201 1あなたをずっとずっとあいしてるI
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杉井ギサブロー’ あらしのよるに 木村裕一 毎日新間社 2㈹5年 2012

いしになったかりゅうど 大塚勇三 赤羽末吉 福音館書店1 1970年 201 1

いぬかって！ のぶみ のぶみ 宕崎書店’ 2㈹6年 2012

いぬとわたしの10のやくそくえほん’ 落合惠子訳 メグ・ホソキ リヨン社 2㈹7年 201 1

いのちのまつり 平安座資尚草場一壽’ サンマーク出版 2㈹4年 2011

’ いやいやえん 中川李枝子 大村由里子 福音館書店 1962年 2012

1 ウサギとカメ 山田雄大馬渕悟 2011

おおきなかぶ 内田莉莎子 佐藤忠良 福音館書店 1962年 2014

おかえし1 村山桂子 織茂恭子 福音館書店 '989年 201 1

おこりじぞう 四国五郎’ 金の星社山口勇子 1979年 2014

おじいちゃんのおじいちゃんのおじ

いちゃんのおじいちゃん
長谷川義史長谷川義史 BL出版 2唖年 2014

吉田足日

田畑精一
おしいれのぼうIﾅん1 田畑精一 -J｢>社 1974年 2014

おともだちになってね 金の星社’ 岡本一郎 つちだよしはる 1999年 201 1

おばけのてんぷら ポプラ社せなけいこ せなけいこ 1976年 2014

おまえうまそうだな 宮西逹fh. 宮西達化 ポプラ社’ 2㈹3年 201 1

おむすびころりん いもとようこ’ いもとようこ 岩崎書店 2唖年 201 1

1 かいじゆうたちのいるところ Mセンダック Mセンダック 冨山房 1975年 2012

かさじぞう 日本昔話より1 武鹿悦子 本多豐国 フレーベル館 1996年 2014

かぜのでんわ’ いもとようこ いもとようこ 金の星社 2014年 2013

がまんのケーキ1 かがくいひろし かがくいひろし 教育画劇 2㈹9年 2014

’ カレーライスはこわいぞ 角野栄子 ポプラ社佐々木洋子 1979年 2012

ブライァン・

ワイルドスミス
きたかぜとたいよう1 らくだ出版ラ・フォンティーヌ 1983年 201 1

きみはきみだ 斎藤道雄 斎藤道雄’ 子どもの未来社 2010年 2011

キャベツ<ん 長新太1 長新太 文研社 1980年 2013

くじらだ！ 五味太郎 五味太郎 岩崎書店1 1978年 2011

<つがじまんのむかでさん 松谷みよ子 ひらやまえいぞう1 童心社 1990年 2011

E･H･ミナック

松岡享子（調

モーリス

・センダック
くま〈んのおともだち 福音館書店1 1972年 2011

グリーンマントのピーマンマン 中村景児1 さくらともこ 岩崎書店 1983年 2013

ぐるんぱのようちえん1 堀内誠一西内ミナミ 福音館書店 1966年 2011

これこのルナ 渡辺洋二I 神沢利子 光明社 1978年 2013

十川ゆかり

MinxZone
この世で－番大切な日 サンクチュアリ 2011年 2011

コブタの気持ちもわかってよ1 小泉吉宏 奥山敏彦 幻冬舎 2㈹2年 2011

ごんぎつね 新美南吉 いもとようこ 金の星社 2㈹5年 2011

サニーのおねがい

地雷ではなく花をください

難民を助ける会

BE目民社

1 柳瀬房子 葉祥明 1996年 2012

さむがりやのサンタ Rブリッグズ1 Rブリッグズ 福音館書店 1974年 2013
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さよならさよならさよなら 森山京 十用義晴 2皿年フレーベル館 20141

いもとようこしあわせの王子 いもとようこ 金の星社 201 11 2㈹7年

村上幸一したきりすずめ 松谷みよ子 ポプラ社 1968年 20141

B･ダウンズ

（刺繍）

J・エイキン再話

せなあいこ訳
しらゆきひめ 評論社 2㈹2年 20141

石津ちひろ はたこうしろうしりとりあいうえお 偕成社 2卿年 2012’

カーズ

・ウィリアムズ

カーズ

・ウィリアムズ
しろいうさぎとくろいうさぎ 福音館書店 1965年 20141

すてきな3にんぐみ トミー・アンゲラー トミー・アンゲラー 1977年 2014偕成社

池田香代子C･ダ

クラスラミス
世界がもし1㈹人の村だったら マガジンハウス山内マスミ 2㈹1年 2011’

そらがおちる！？

どうぶつむらはおおさわぎ

リチャード・スキャ

リー

ブックローン

出版

リチャード・スキャ

11－
ノ

20141984年’

サンドラ・ポヮロ

シェリフ

たいせつなあなたへ～あなたがうま

れるまでのこと～

サンドラ・ボワロ

シェリフ
講談社 2010年 20121

たいせつなことはみんな子どもたち

が教えてくれた
木村裕一 木村裕一 主婦の友社 2㈹9年 2011

木村裕一 いそみゆき 金の星社 1995年 2014たからものはひみつ1

マーガレット・レイ 岩波書店たこをあげるひとまねこざる 1966年 2013H・A･レイ1

安井淡ちいさなくれよん 篠塚かをり 金の星社 1979年 20111

宮澤賢治 杉浦範茂 講談社 1990年 2014注文の多い料理店1

瀧村有子 鈴木永子 福音館書店 2㈹7年 2014ちょっとだけ1

つちだのぶこ PHP研究所 1999年でこちゃんわたしのえほん つちだのぶこ 20131

いもとようこてぶくろをかいに 新美南吉 白泉社 1981年 2012

ドクター・ドッグいぬのおいしゃさ

んはおおいそがし
ホルプ出版バベット：コール 1995年 2011バベット：コール1

新沢としひこ 大島妙子 2㈹2年 2011ともだちいっぱい ひかりのくに1

臼井三香子 むかいながまさ 1997年 2011PHP研究所ともだちできたからI

2㈹4年ひろかわさえこ 2014ともだちになろうよ 中川ひろたか アリス館

熊谷まちこ 熊谷まちこ PHP研究所 1998年 2014ともだちふやそ1

ジーン・ジオン 福音館書店 1964年 2011Mブロイ・グレアムどろんこハリー1

林明子 福音館書店 1989年 2014筒井頼子とんことり’

どんなにきみがすきだか

あててごらん

サム・マクブラット

ニィ小川仁央
1994年アニタ・ジェラーム 2013評論社1

大社玲子 1973年 2013なぞなぞのすきな女の子 学研松岡享子1

佐々木マキ PHP研究所 1979年 2011佐々木マキねむいねむいねずみ1

岩崎書店 1982年 2013いもとようこパパだいすきママだいすき やすいすえこ’

1994年 2011いわせきようこ ひろかわさえこ 小学館はみがきできるよ1

村上康成 村上康成 福武書店 1983年 2014ピンクぺっこん’

T・ピーク 2㈹6年ファーディとおちば 理論社 2011J.p-リンソン1
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S.ジェームス

小川仁央

サイモン・ジェーム

ス

ふしぎなともだち 評論社I 1999年 2014

ベネロベひとりでふぐをきる アン・グットマン 岩崎書店1 アン・グットマン 2005年 2011

ぼくにもそのあいをください 宮西達化 宮西達化 ポプラ社1 2006年 2011

ポット〈んのおしり 真木文絵 石倉ヒロユキ 福音館書店1 1998年 2013

Q.ブレイク

谷川俊太郎

クェンティン・ブレ

イク
マグノリアおじさん 佑学社 1984年1 2014

ますだ〈んとはじめてのせきがえ 武田美保 武田美穂 ポプラ社1 1996年 2014

またもりへ Mホール・エッツ 福音館書店Mホール・エッッ 1969年 2011

ママの手をにぎって わだことみ 大井淳子 岩崎書店1 2000年 2011

ジーン・マルゾーロ

糸井菫里

ウォルター・ウィッ

ク（写真）
ミッケ1びっくりハウス I spy2 小学館1 1993年 2013

むしたちのうんどうかい 得田之久 久住卓也 童心社 2001年 2011

めざしのジョニー 副角幸子 かわぐちいつこ 学習研究社 2㈹1年’ 2011

めっきらもつきらどおんどん 長谷川摂子 ふりやなな 福音館書店1 1985年 2012

もしもしおかあさん 久保喬 いもとようこ 金の星社1 1979年 2013

ももいろのきりん 中川李枝子 中川宗弥 福音館書店1 1965年 2014

ももたろう 松居直 赤羽末吉 福音館書店’ 1965年 2011

彩雛会

日本人形協会
モモちゃんのひなまつり 倉吉哲司 法弓かよ1 2㈹1年 2013

もりのこどもピーター

(フローラル全25巻）

高田敏子ステバ

ン・ザブレル
ステバン・ザブレル 学習研究社 2014

もりのヒーローハリーとマルタン1 やなせたかし やなせたかし 新日本出版 2㈹5年 2013

やさいのおなか きうちかつ きうちかつ 福音館書店1 1997年 2012

ゆうびんやさんのホネホネさん 西村温子 西村温子 福音館書店 1998年 2013

ゆきのひのゆうびんやさん 小出淡 小出保子 福音館書店 1992年 2013

エリック・カール

あおきひさこ
ゆめのゆき’ 偕成社エリック・カール 2002年 2013

ようちえんいやや 長谷川義史 長谷川義史 童心社 2012年 2013

よだかの星 宮澤賢治 赤羽末吉1 フォア文庫 1984年 2011

ローラのおほしさま いずみちほこ1 クラウス･バウムガード 西村書店 1997年 2014

わすれられないおくりもの スーザン・バーレィ スーザン・バーレイ 評論社I 1986年 2011

わたしがあなたを選びました。 鮫島浩二 植野ゆかり1 主婦の友社 2003年 2014

わたしのワンピース にしまきかやこ にしまきかやこ こぐま社 1969年 2012

オリジナル絵本 2011

さとし

里子「からすのバンやさん』、なかえよしお「ねずみく

んのチョッキ｣、いわむらかずお『14ひきシリーズ」も

長く苦き継がれて、愛読される作占占で、現任もシリー

ズ新刊が発刊されている。

また、「100〃回生きたねこ｣、「葉っぱのフレディ｣、

卜位に上がってくる絵本は名作が多く、巾川李枝

子・大村由里子「ぐりとぐら』やエリック・カール、

林明子、なかやみわの作品がならぶ。
かこ

シリ ズの中の1冊があがる場合も多いが、加古
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『さつちやんのまほうのて』など感動を呼ぶ作品があ

がる一方で、おばさんが作ってくれたオリジナル本が

あげられたのは、推薦しても読んでもらえないことが

わかっていても心に残る絵本を紹介したい気持が伝わ

った。

次に、出版年が比較的古い(1980年まで）の絵本に

ついてどのようなものが推薦されているか、見てみよ

う。長寿を保つ絵本は、現在読んでも心が強く引かれ

るものが多い。

【表2】長生き絵本

モーリス

・センダック
1975年 かいじゆうたちのいるところ

エリック・カール

もりひさし
1976年 はらべこあおむし

キヨノサチコ1976年 ノンタンぶらんこのせて

1976年 おばけのてんぷら せなけいこ

筒井頼子1977年 はじめてのおついかい

トミー・アンゲラー1977年 すてきな3にんぐみ

五味太郎1978年 くじらだ！

神沢利子1978年 これこのルナ
初版 書名 作

またまた！

ねずみくんのチョッキ

1962年 中川李枝子いやいやえん なかえよしを1979年

内田莉莎子1962年 おおきなかぶ

きょうはなんのひ？ 瀬田卓二1979年
中川李枝子1963年 ぐりとぐら

1979年 おこりじぞう 山口勇子
1964年 ジーン・ジオンどろんこハリー

カレーライスはこわいぞ 角野栄子1979年
中川李枝子ももいろのきりん1965年

ちいさなくれよん 篠塚かをり1979年
カーズ

・ウィリアムズ
しろいうさぎとくろいうさぎ1965年 1979年 ねむいねむいねずみ 佐々木マキ

久保喬1979年 もしもしおかあさん
松居直1965年 ももたろう

長新太1980年 キャベツ＜ん
1966年 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ

新美南吉てぶ<ろをかいにII廷‘ ．

たこをあげるひとまねこざる1966年 マーガレット・レイ
I“2年 やすいすえこ（（だいすきママだいすき

中川李枝子1967年 そらいろのたれ
湖983奪 いわむらかずお14ひきのあさごはん

いないいないばぁ1967年 松谷みよ子
ラ・

フォンティーヌ
きたかぜとたいよう

したきりすずめ 松谷みよ子1968年

レオーレオニ

谷川俊太郎

スイミーちいさなかしこいさか

なのはなし

さくらともこグリーンマントのビーマンマン1969年
詫

村上康成ピンクくつこん没

マリー・ホール・エ

ッツ
またもりへ1969年 ：‘

1蝿年
リチャード・スキャ

リー

そらがおちる！？

どうぶつむらはおおさわぎ
にしまきかやこ1969年 わたしのワンピース

クエンティン・ブレ

イク谷川俊太郎

若山憲しろくまちゃんのほっとけ－き1970年 マグノリアおじさん

いしになったかりゆうど 大塚勇三1970年

宮澤賢治よだかの星
馬場のぼる1972年 11びきのねことあほうどり

J守予

田畑精一1鮨5年 さっちゃんのまほうのて
E・H･ミナック

松岡享子
1972年 〈まくんのおともだち

1蛇5錘 長谷川摂子めっきらもつきらどおんどん

スーザン・バーレイわすれられないおくりもの加古里子1973年 からすのバンやさん
eX唖

r出』

若山憲しろくまちゃんばんかいに1973年 ハンスウィルヘル

ム久山太市訳

､ 曙 ㎡｛ ず さ ‘『
'･ ､?、 聾 ､ 1－ ､き ､ ､

諏錘年
甦月鐸“

ず－つとずっとだいすきだよ
松岡享子なぞなぞのすきな女の子1973年

ねずみくんのチョッキ なかえよしを1974年
989年 いわむらかずお'4ひきのおつきみ

吉田足日

田畑精一

雑⑨興勘年、 林明子こんとあきおしいれのぼうけん1974年

村山桂子おかえし羊

レイモンド

･ブリッグズ

彌舗年 筒井頼子とんことりさむがりやのサンタ1974年

i櫓無》錘 松谷みよ子くつがじまんのむかでさん

；19艶年 宮澤賢治注文の多い料理店
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「スイミー」や「おしいれのぽうけん』、『てぶくろ

をかいに｣、『よだかの星｣、『注文の多い料理店』など

のように教科書に採用されることも長く読まれる要素

であろう。

海外の作占占では、「どろんこハリー｣、「しろいうさぎ

とくろいうさぎ』、『ひとまねこざる」の他に、『くま<

んのおともだち｣、「かいじゅうたちのいるところ』の

センダックや『もりのなか』、『またもりへ』のエッツ

が長く愛される作家として注目される。

そこで、次に作家別に兄ていくこととする。3人以

上があげた作家を【表3】に挙げた。

点数は同一作家の推薦数を合計し、絵本毎に示した

ので「13 1」では、13が同一作家の推薦数、8が絵本

毎の推薦数を示すb

【表3】好まれる作家と絵本

したきりすずめ 松谷みよ子 1968年4-1

<つがじまんのむかでさん 松谷みよ子 1990年4－1

こんとあき 林明子 1989年３

ねずみくんのチョッキ なかえよしを 1974年32

またまた！

ねずみ<んのチョッキ
なかえよしを 1979年3－1

おまえうまそうだな 宮西達+h. 2003年3－1

あなたをずっとずっとあいして

る
宮西達化 2006年3－1

ぼくにもそのあいをください 宮西達+h.3－1 2006年

たからものはひみつ 木村裕一 1995年3－1

あらしのよるに 木村裕一 2005年3－1

たいせつなことはみんな子ども

たちが教えてくれた
木村裕一 2009年3-1

おむすびころりん いもとようこ 2000年3－1点数 書名 初版作

しあわせの王子 いもとようこ 2007年3－1
ぐりとぐら 中jll李枝子 1963年13－8

かぜのでんわ いもとようこ 2014年3－1
そらいろのたれ 中jll李枝子 1967年13－2

いやいやえん 中川李枝子 1962年13－1

宮西達也、木村裕一、いもとようこなどの2000年以

降の作品が入ってきていることが注目される。また筒

井頼子作品はいずれも林明子の絵とともに絵本化され、

愛好されている。林明子は、「こんとあき」では文と絵

どちらも制作しているが、このように画家との組み合

わせも人気を左右するものであるので、次に絵の担当

者について推薦数の多いもの（2人以上）をあげる。

点数は、【表3】と同様に、同一作家の推薦数を合計

し、絵本毎に示したので「12-1」は、12が|司一作家の

推薦数、lが絵本毎の推薦数になる。

【表4】好まれる画家と絵本

ももいろのきりん 中川李枝子 1965年13－1

ぐりとぐらのにつき 中川李枝子 2003年13－1

<れよんのくろくん なかやみわ 2001年9-3

そらまめ<んとめだかのこ なかやみわ 2000年9－2

くるぐんとふしぎなともだち なかやみわ 2004年92

そらまめ<んのベッド なかやみわ 1999年9－1

そらまめ<んのぼくのいちにち なかやみわ 2006年9－1

エリック･カール

もりひさし訳
はらぺこあおむし 1976年87

｜
」さ

し
ひ

引
き

助
姉

ゆめのゆき 2002年8－1

点数 書名 絵 初版

はじめてのおついかい 筒井頼子 1977年7－6
ぐりとぐら 大村由里子 1963年128

とんことり 筒井頼子 1989年7－1

そらいろのたれ 大村由里子12－2 1967年
1帥万回牛きたねこ 佐野洋子 1997年5－4

いやいやえん 大村由里子12－1 1962年
だってだってのおばあさん 佐野洋子 1998年5－1

ぐりとぐらのにつき 大村由里子 2003年12－1

葉っぱのフレディ

ーいのちの旅一

Rバスカーリア

みらいなな
1998年4

はじめてのおついかい 林明子12－6 1977年

こんとあき 林明子 1989年12－3
さっちゃんのまほうのて 田畑精一 1985年4

きょうはなんのひ？ 林明子12－2 1979年ともだちゃ 内田麟太郎 1998年4－2

とんことり 林明子ともだちくるかな 内田麟太郎 1989年12－11999年4－2

バムとケロのおかいもの 島田ゆか 1999年4－2 <れよんのくろくん なかやみわ9－3 2001年

バムとケロのにちようび 島田ゆか 2008年41－1
そらまめくんとめだかのこ なかやみわ92 2000年

バムとケロのもりのこた 島田ゆか 2011年4－1
くるぐんとふしぎなともだち なかやみわ9-2 2004年

いないいないばぁ 松谷みよ子 1967年41－2

そらまめ<んのベッド なかやみわ9－1 1999年
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長谷川義史に人気が集まることが見える。

これらの学生の絵や作,Y｣への嗜好を、図書館選書以

外にも、講義に使用する絵本に反映させてゆきたい。

なかやみわ 2006年そらまめ<んのぼくのいちにち9－1

はらぺこあおむし エリック･カール 1976年8－7

ゆめのゆき エリック･カール 2002年8－1

・一般書の推薦

推薦書はほとんどが絵本であるが、小説や啓発本も

混じっている。また宮崎駿などのアニメーション映画

をもとにした本も出てきている。重複推薦を引き、冊

数で挙げると、一般書の数は、

2011年3冊/66冊中

2012年3冊/30冊中

2013年20冊/51冊中

2014年4冊／45冊中

である。

2013年は小説などの推薦が多かったことが目立つが、

2012年度の「新人保育者物語さくら」は将来の職業へ

の期待や不安が窺われ微笑ましい。

【表5】一般書の推薦

もしもしおかあさん いもとようこ 1979年7－1

いもとようこてぶ<ろをかいに 1981年7－1

パパだいすきママだいすき いもLようこ 1982年7－1

おむすびころりん いもとようこ 2000年7－1

ごんぎつね いもとようこ 2005年7－1

しあわせの王子 いもとようこ 2007年7－1
F D

かぜのでんわ いもとようこ 2014年
弓 削

ノーI

1卯万同牛去たれこ 佐野洋子 1997年5-4

だってだってのおばあさん 1998年佐野洋子5-1

ともだちゃ 降矢なな 1998年5－2

ともだちくるかな 降矢なな 1999年5－2

めっきらもつきらどおんどん 降矢なな 1985年5－1

祷
牽

田畑精一 1985年さっちゃんのまほうのて5－4
書名 譜ﾃ年著者 出版社

おしいれのぼうけん 田畑精一 1974年5－1

Bボーイサラリーマン 幻冬舎文I軍 2”9年 2011ヒロ

バムとケロのおかいもの 島田ゆか 1999年4－2

<ちぶえ番長 雪i晴 新潮社 2㈹7年 2011

バムとケロのにちようび 島田ゆか 2008年4－1

日本男児 ポプラ社長友佑都 2011年 2011

バムとケロのもりのこた 2011年島田ゆか41

ハチドリのひとしずく 2㈹5年辻信一監修 光文社 2012

ねずみ<んのチョッキ 上野紀子 1974年3－2

新人保育者擁吾

さくら

百瀬ユカリ

村上かつら

またまた！

ねずみ<んのチョッキ

小学館 20122011年

上里蒜己子 1979年3－1

天空の城ラピュタ 徳間書店 1986年宮崎駿 2012

赤羽末吉ももたろう 1965年2－1

となりのトトロ 畠崎駿 徳間書店 1990年 2013

赤羽末吉よだかの星 1984年2－1

バンダイナムコ

ゲームス

秋元康

おちまさと他

いわむらかず

お

99のなみだ 2側9年 2013

14ひきのあさごはん 1983年2－1

塩の街 角川文庫 2010年 2013有川浩

いわむらかず

お
14ひきのおつきみ 1988年 空飛ぶ広幸踵2－1 幻冬舎 2012年有川浩 2013

4時間半識垂去 フォレスト出版 2Ⅸ)9年遠藤拓郎 2013

おじいちゃんのおじいちゃん

のおじいちゃんのおじいちゃ

ん

脳内汚染からの脱出 文藝春秋社 2㈹7年岡田尊司 2013

長谷川義史 2000年2－1

1ねん1 くみ子どもの詩

の本かみさまおれが

いします

塞命社 1998年鹿島禾味 2013

長谷川義史ようちえんいやや 2012年2－1

1976年ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ2－1

アントキノイノチ
÷十●÷÷I

ごノー課合し 幻冬舎 2011年 2013

ノンタンがんばるもん キヨノサチコ 1998年2－1

一瞬の風になれ 講談社 2Ⅸ)6年 2013佐藤多佳子

がぱいばあちゃんの笑

顔で生きんしやい！
シリーズ作品（なかやみわ、島田ゆか、上野紀子、

キヨノサチコなど）や特定の作家といつも共同で作品

を描く作家（大村由里子など）以外に、さまざまな作

品の挿絵を描く、いもとようこ、降矢なな､赤羽末吉、

:島田洋七 徳間文1章 2側5年 2013

1t (それ）と呼ばれた子

幼少期.少年期・完結編

2㈹3年

グー

デイブ・ベルサーノ

田栗美奈子

ソニー

マガジンズ

2013

47



誠戸源ﾉ"学院ﾌt掌．,屍〃学院葱斯大学教旨芙践擁究紀要 203－204

もあり、課題に取り組む過程で、情緒的な世界に視

,1l,(が|向jけられている。

体育の課題文では、選手らが競技に|向lき合うスタ

イルから、諦めない気持ちや強い意志、チームとし

て思いを1つにすることの大切さなど、生き方のモ

デルを見つけ、さらに自分の目指す保育者像へと重

ね合わせているものもあった。ある学生は選手らの

姿の中にｲnIか「大切なもの」があることに気づき、

それを大箏にすることが里要と考え、学牛生活で自

分もこの「大切なもの」を見つけたいと述べていた。

「自分らしい何か」をつかむことは青年期の重要な

発達課題であり、プレ学習の課題に取り組む過程で

そのような心の作業が明確にされたことは非常に興

味深い。

国語の課題では、絵本について他者へ向けての紹

介文を吾くことが、自分の幼少期を振り返り、子ど

もの心をたどるという内的な作業を促すことがある

また、自分が感じたことを他者の視点で理解できる

ように捉え直す、すなわち自分を客観的に見つめ直

すことも必要である。こういった機会を作り書くこ

と（意識化すること）を繰り返すことが、自分の中

に、先生である私への視点、私がかかわっている子

どもへの視点、その2者を客観的に捉える第3の視

点、保育者、教育者にとって必要なこの視点を育て

ることにもつながっていく。

実際に作品を前にして自分がどのように心を動か

されるのか、それを体験し言葉にすることが、豊か

な情緒を育て、表現ﾉJを養う。そこで、美術の課題

は2013年度から美術館等へ行き生の作品を鑑賞する

ように内容を変更した。｜刊語や音楽、体育に比べる

とこの課題は高校生にとって非日常的で取っ付きに

くいものであったかもしれない。 H本の美術館は入

館料が高いという現実的な要因も影響したかもしれ

ない。2014年度はこの課題を選択した者がなかった。

保育や教育の世界では、日々子どもたちとかかわり、

先生自身も成長を迫られる。生のものに触れて、そ

こで自分がどう変化するかを捉えていく経験は、非

常に大切である。まずは、課題に取り組んでもらう

ために、今後方法を検討していきたい。

今年度提川された課題文からは､入学後の保育者、

教員をH指す学びを支え、興味をひろげるというプ

レ学習のねらいは個人差はあるもののほぼ実現され

ている。次に入学後、プレ学習でつかんだものをさ

らに、一人一人の学生がどう発展させていくかはい

1㈹回泣くこと 中*姉 小学館 2㈹7年 2013

フラッドリー・卜L

バー･グリーブ

石田亨

ブルーディブック 竹書房 2帥0年 2013

愛と死 武者小路実篤 新阜眩l壷 1952年 2013

舞姫 蕊鳥外 集英社文庫 1991年 2013

横道世之介 文春刻壺 2013吉田修一 2012年

日本はなぜ世界でいち

ばん人気があるのか

2013竹田恒泰 PﾄP新書 2011年

自転車少年記 竹内真 新潮社 2肋6年 2013

夜行観覧車 湊かなえ 二葉文l軍 20132()13年

スイッチを押すとき !|'円悠介 角川書店 20132㈹8年

その時までサヨナラ 1 1 1用悠介 文芸社文庫 20142012年

シルヴァスタイン

曾喬由美子

ぼくを探しに 講談社 1977年 2014

魔女の宅急便 角川書店 2013年角野栄子 2014

ツナグ 辻村深月 折朝社 2012年 2014

（3）今後の課題

添削した原稿は、全員が揃う講義の中で返却してい

るが、絶対数が少ない場合、個人へのフィードバック

にしかならず、リストを配付しても学生の関心は低く

なる。そのため、できるだけ多くの学生が入学前学習

に取り組んでいけるよう、人学予定者への送付を余裕

を持って行いたい。

図書館の展示に関しても、来館者の増加に繋げるべ

く、入学前学習の展示を兄ることが来館目的のひとつ

になるよう導くことが課題となっている。
'一I－L▲ ′、

（一冬木1林十ノ

4．まとめ

2014年度に提出された課題文から、各分野ごとに

次のようなことがとらえられた。実技3分野の各担

当者による分析は､また他の機会に行う。ここでは、

プレ学習を取りまとめる立場から検荷､Iする。

音楽の課題文からは、歌詞に共感したり、過去の

出来事を振り返りながら勇気づけられていることに

気づき、選んだ曲と対話しながら自分の生き方を再

確認している様子がうかがえた。また､泣けてくる、

感動するといった感情が透るところに注目し、これ

まで言葉としてとらえられないような心の深いとこ

ろに沈んでいた思いをくみ上げていこうとするもの
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くつかの授業に引き継がれてはいるものの、今後の

検討が必要である。

（番匠明美）

（注1） 手紙文原案は片山雅男先生により作成され、

その後部分的に変更した。

ビアスーパーバイザーからのコメント

新入学生の基礎学力低下問題に対し、入学前教育が

各大学で重視されるようになる巾、本稿は、この4年間

の本学での入学前教育の内容と変化を振り返ることに

よって、その方lhl性と方法が少しずつ明確になり、成

果を上げてきたことを明らかにした。

本学では、基礎学力の不足については入学後も継続

的に補うこととし、入学前教青が「入学後の学びをス

ムーズに始められるように」というコンセプトで進め

られてきた。保育者・教育者への意識を明確化し、入

学後の学びのイメージを持たせて、その後の着実な学

びに結び付けようとするものである。

入学者の主体的な学びへの意欲の低下や精神的未熟

さも意識され、主体性を重視し、不安の軽減も考盧さ

れている。例えば、新入学牛に文章で示す場合、強巾ll

的なイメージの強い「課題」ではなく「プログラム」

という衣呪にする配慮がなされ、入学後に始まる教育

全体の流れの環としての入学前教育という位置づけ

が示されている。

今回､特に国語での分野の取り組みが明確にされた。

人気別、出版年別、作家別、絵の作家別などの視点か

ら労作された表を基に、息の長い名作や「学生の絵や

作品への嗜好」など明確になり、大いに参考になる。

国語のプログラム文面で示された「｢選ぶ」ことは、そ

の内容を知り、他と比べ、自分で好きになること」は、

学ぶ内容を与えられ続けてきた現代の学生にもっとも

必要なことではないかと思われる。まとめからはこの

基本の下、各分野で様々に保育・教育に必要な視点が

醸成されていることが示されており、この支援体制が

十分評価できるものであることが理解できる。入学後

もこの精神を引き継いで学科全体で発展できるような

取組みも必要と思われた。

（担当：児菫教育学科早田由美子）
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