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Ⅰ．緒 言
平成29年3月に文部科学省から学習指導要領の

改訂が告示され，令和2年度から新学習指導要領
が全面実施となる．小学校学習指導要領における
体育科の目標においては，基本的な動きや技能を
習得させるとともに，自ら課題を発見し，その課
題解決のための思考・判断力を養う必要性が明示
された（文部科学省，2017）．

基本的な動きや技能の習得について，「ゲーム」
及び「ボール運動」領域に目を向けてみると，「ド
リルゲーム」が多くの場面で用いられている．「ド
リルゲーム」とは，個人技能の習得や習熟を目的
とした，主として記録達成のゲームであり，反復
練習（ドリル）にゲーム的要素を取り入れた指導
法の一つである（濱田，2018）．また，高い思考・
判断力が必要とされる戦術的課題の解決において
は，「タスクゲーム」が用いられている．「タスク
ゲーム」とは，ゲームの中で発揮すべき技術的・
戦術的課題に焦点を当て，ゲーム状況の中で学習
機会を提供する指導法の一つである（濱田，2018）．
日本においては，これら「ドリルゲーム」と「タ
スクゲーム」を用いて単元計画や授業計画を立て
ることが多く，「技術練習（ドリルゲーム）→戦
術的練習（タスクゲーム）→メインゲーム（ルー
ルを修正したゲーム）」といった手順で授業が進
められている（近藤ら，2008；安倍・川合，2017）．
そのため，単元や授業の序盤に位置する「ドリル

ゲーム」や「タスクゲーム」による技能習得の重
要性が高まり，下位教材の研究開発が進んでいる
（蛯原，2016；2017）．しかしながら，技術や戦術
的練習を単元の序盤に位置づけるということは，
ゲームの全体像を理解しないまま技術や戦術だけ
を練習するということにつながり，ゲーム中のど
の場面における課題解決の練習なのか，というこ
とを理解しないまま指導者主導で学習が進められ
てしまう可能性がある（清水，2016）．そこで，各
種目の面白さや本質に触れるためにも，学習者が
ゲーム中に必要な技術や戦術を理解するとともに，
自ら課題を発見し，その解決に向けて練習をする
といった学習形態が必要となる．

学習者主体の指導法として，イギリスでは
Teaching Games for Understanding（TGfU）注1）と
い う 理 論 が 提 唱 さ れ て い る（Bunker and
Thorpe，1982）．TGfU は日本において「ゲーム
理解のための指導法」として岡出（1998）や木原
（1998）によって紹介されており，その特徴とし
て1）各種目における戦術的内容を動作技術より
も先に教えるため，球技の種目区分を侵入型，ネッ
ト・壁型，打球・フィールディング型，的当て型
の4つに分類したこと，2）ゲームの実施を通じ
て戦術的内容に気づき，自ら学ぶべき動作技術を
見出し，自ら動作技術の練習課題を設定するとい
う問題解決型の学習形態を提案したこと，3）
TGfU 開発に関わった教員の成長が見られたこと，
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以上の3点が挙げられる（木原，1999）．これらの
特徴をもつ TGfU の理論は日本の体育科教育にも
大きな影響を与えており（土田ら，2010），2008年
に改訂された小学校学習指導要領においては，
TGfU の理論を基に「ボールを持たないときの動
き」といった戦術的学習内容が明記された．そし
て，今回の改訂によって示された体育科の目標に
おいても，TGfU の理論が色濃く反映されており，
戦術学習研究による成果はこれまで以上に求めら
れていくことが予想される．

しかしながら，国内における戦術学習研究は，
研究対象とする校種，教材とする種目，評価方法
等が多岐にわたることから，どのように発展して
おり，今後どのような知見を積み重ねていくべき
なのかということが不明瞭となっている．そのた
め，これまでの戦術学習を体系的に整理し，今後
の研究課題を明らかにすることは，新たに改定さ
れた体育科の目標を達成するためにも必要不可欠
であると考えられる．

そこで本研究では，国内における戦術学習研究
の体系的なレビューを行い，今後の戦術学習にお
ける研究課題を明らかにすることとした．

Ⅱ．研究方法
本研究では伊藤（2017）の先行研究を参考に系

統的レビューを用いた．伊藤（2017）は，国内の
スポーツツーリズム研究に関して，①論文数，②
出版年の動向，③掲載学術雑誌の分野，④研究対
象としたスポーツツーリズムの種類，⑤研究対象
の地域，⑥研究のアプローチ法，⑦研究手法，⑧
研究テーマという8点の内容分析を行った上で系
統的レビューをしており，これら8点の傾向やカ
テゴリー分布を把握することは，当該研究領域の
現在の立ち位置や置かれている状況が確認できる
としている．そこで，本研究においては，伊藤
（2017）の研究で用いられた内容分析を基に系統
的レビューを行うこととした．

本研究では，日本の学術雑誌に掲載された戦術
学習に関する文献を調査対象とした．文献の検索
に関しては，近年，文献の電子化が進んでいるこ
とから，オンラインデータベースを利用した文献

検索が主流となってきている．そのため，本研究
においても国内の主要データベースである CiNii
（Articles）と J-Stage を用いて文献検索を行っ
た（伊藤，2017；高松・山口，2016）．

戦術学習に関する文献を可能な限り網羅するた
め，検索キーワードには「戦術学習」「戦術アプ
ローチ」「Teaching Games for Understanding」
「Tactical Games Approach」注2）の4つをそれぞ
れ単独で用いた．その結果，CiNii では「戦術学
習」で102件，「戦術アプローチ」で15件，「Teach-
ing Games for Understanding」で43件，「Tactical
Games Approach」で40件が抽出された．同様に
J-Stage では，「戦術学習」で141件，「戦術アプ
ローチ」で25件，「Teaching Games for Under-
standing」で384件，「Tactical Games Approach」
で62件が抽出された．さらに，抽出された文献の
中から重複する文献を除外するとともに，論文の
タイトル，キーワード，抄録のいずれかに「戦術
学習」，「戦術アプローチ」，「Teaching Games for
Understanding」，「Tactical Games Approach」
といった用語が使用されている研究論文（学会発
表抄録，会議録，総説，解説，特集を除く）を抽
出した．尚，本研究では未出版文献は対象外とし
た．

文献検索の結果，52編の文献が本研究のレ
ビューの対象となった（表1）．抽出された52編
の文献を対象として，伊藤（2017）の分析の枠組
みを基に①論文数，②出版年の動向，③研究対象
とした校種，④研究対象とした種目，⑤研究のア
プローチ法，⑥研究手法，⑦評価方法の以上7点
から分析を実施した（⑥，⑦の項目については⑤
が実践研究である場合にのみ分析した）．

Ⅲ．結果と考察
⑴ 論文数，出版年の動向

文献調査の結果，1998年から2019年までの約20
年間において，52編の戦術学習に関する論文が発
表されていた．年代別に見てみると，1990年代に
2編，2000年代に18編，2010年代に32編の論文が
発表されており，1998年に岡出（1998）や木原
（1998）によって戦術学習が日本で紹介されてか
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ら，研究成果が着実に積み上げられていることが
見て取れる．2010年代から研究数が増えている理
由としては，2008年に改訂された学習指導要領
（文部科学省，2008）に「ボールを持たないとき
の動き」といった戦術的内容が明示されたことが
挙げられ，2008年以降に40編の文献が発表されて
いる．2017年の改定においても，TGfU の理論は
色濃く反映されていることから，今後も戦術学習
に関する研究成果は一層求められていくと考えら
れる．

⑵ 研究対象とした校種及び種目
抽出された52編の文献を研究対象とした校種別

に分類したところ，小学校が40．4％（21編），中
学校が15．4％（8編），高校が5．8％（3編），大
学が17．3％（9編），その他が21．2％（11編）で
あった．さらに，校種別に分類された文献の中で
実践研究を行っている文献を抽出し，事例数を集
計した．その結果39例の事例が抽出され，各事例
を対象学年別に分類したところ，小学校では低学
年が2．6％（1例），中学年（3，4年生）が12．8％
（5例），高学年（5，6年生）が30．8％（12例），
中学校では1年生が10．3％（4例），2年生が
7．7％（3例），3年生が5．1％（2例），高校では
1年生が2．6％（1例），2年生が5．1％（2例），
大学生が23．1％（9例）であった．

分類の結果から，小学校高学年を対象とした実
践研究が多く，次いで大学生を対象とした実践研
究が多いことが明らかとなった．岡出ら（2007）
は，戦術学習モデルは小学校低学年で適用すべき
ではなく，中学年以降も修正されたゲームを多用
することが求められると指摘している．これは，
戦術学習を行う前提条件として，戦術的課題を把
握し，それに即した判断ができるということが挙
げられるためである．この前提条件を満たしつつ，
戦術学習モデルを有効に活用できる発達段階が小
学校高学年であり，中学校以降は公式ゲームに
則ったルールが適用されていくため，戦術学習モ
デルを活用する機会が減少していくものと考えら
れる．一方，大学生を対象とした戦術学習が多い
理由としては，大学体育で扱われる種目の偏りが

要因の一つであると考えられる．鍋倉ら（2012）
の研究によると，大学体育で教材として用いられ
ている種目のうち，上位10種目中8種目が球技で
あることが明らかとなっている．そのため，受講
者の技能や戦術能力に合わせて，修正したゲーム
を含む戦術学習が活用されているものと考えられ
る．そして，大学体育における戦術学習の活用は，
必ずしも本来の目的であるゲームパフォーマンス
の向上が目的ではなく，運動有能感の向上や（小
泉・土田：2008）コミュニケーション能力の向上
（松元：2013），チームワーク能力向上など（谷
本：2017）を図った研究で取り入れられているも
のが多いことから，高等学校以下の校種における
活用方法とは最終的な目的が異なると考えられた．
校種別の分類では，戦術学習が幅広い校種で活用
されていることが明らかになったものの，今後は
修正されたゲームの必要性が高い小学校段階だけ
でなく，中学校，高校段階における知見の蓄積が
必要であると考えられた．

実践研究を行った文献の中で，教材として選択
した種目に目を向けてみると，バスケットボール
系（アウトナンバーゲーム，イーブンナンバーゲー
ム，セストボール，バケツットボールを含む）が
41．7％（15例），バレーボール系（ホールディン
グバレーボール，バウンドキャッチバレーボール
を含む）が13．9％（5例），サッカー系（センタ
リングサッカーを含む）が11．1％（4例），フラッ
グフットボールが8．3％（3例），タグラグビー系
（Break Through Game を含む）が5．6％（2例），
プレルボール系（キャッチセットアタックプレル
ボールを含む）が5．6％（2例），ベースボール型
が2．7％（1例），ハンドボールが2．7％（1例），
剣道が2．7％（1例），ワンバンネットボールが
2．7％（1例），中・長距離走が2．7％（1例）で
あった．これをさらにゴール型，ネット型，ベー
スボール型，その他に分類しなおしたところ，ゴー
ル型が69．4％（25例），ネット型が22．2％（8例），
ベースボール型2．8％（1例），その他が5．6％（2
例）であった．

分類した結果によると，ゴール型種目が高い割
合で実践研究の教材に選ばれていることがわかる．
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これは，日本の学習指導要領上，バスケットボー
ルが広く位置づけられていることが要因であると
考えられるが（鬼澤，2004），ゴール型種目の戦術
的構造の複雑さがゆえに，その単純化に関する研
究が進められていることも要因の一つとして考え
られる．小野・岩田（2002）は，侵入型ゲーム（バ
スケットボールやサッカーなどの攻守入り乱れ系
種目）やベースボール型ゲームの戦術的構造が複
雑であることを指摘しており，特にゲーム中に求
められる「判断（ゲームにおける戦術的な意思決
定）」は非常に複雑で難しいと述べている．この
「判断」に関する能力は戦術的構造を理解する上
で必要不可欠な能力であるものの，攻防が一瞬で
入れ替わることもあるゴール型種目においては
「判断」を行う時間的余裕が非常に少ないことか
ら，戦術的構造を理解し，実践までつなげること
は難題であるといえる．そのため，いかにして「判
断力」を向上させるかという研究が他にも行われ
ている（鬼澤，2004；2007；2008；2012）．また，
ゴール型種目における戦術的構造を複雑化させる
要因の一つとして，「ボールを持たないときの動
き」が挙げられる．ゴール型種目における「ボー
ルを持たないときの動き」は戦術的攻防を効率よ
く行うために不可欠な動きであり，ボール保持者
以外のメンバーにも，戦術的課題が課せられてい
ることを意味する．これは，戦術的構造を理解し
たうえで，自らに課せられた動きを各々が遂行す
ることによってはじめて，戦術が成立するといえ
る．そのため，個の動きと集団の動きを結び付け
て効率的な戦術を展開するという，高度な戦術的
構造理解が求められるといえるであろう．先述し
た「判断力」に関する研究とともに，「ボールを
持たないときの動き」に関する研究についても，
ゴール型種目の戦術的構造を単純化しようとする
試みが多いことから，実践研究における教材とし
て選択されている割合が高いのではないかと考え
られた．

今回の分類ではベースボール型に関する戦術学
習研究は1例しか見られなかったが，ベースボー
ル型種目においてもゴール型種目と同様に戦術的
構造が複雑であることが指摘されている（滝

沢，2016）．また，ベースボール型のゲームを行う
ためには，ゲーム内で必要とされる個人的な技能
が重要な役割を果たすとされており（高橋，2011），
投げる，打つ，捕るといった基礎的技能の習得が
戦術学習を行う前提となっている．そのため，ベー
スボール型種目においては，戦術的課題を系統
的・段階的に設定する必要性があるものの（中
井，2006），課題設定の難しさから実践や知見の蓄
積が十分ではなく，今後さらなる研究が求められ
る．

⑶ 研究手法及び評価の動向
分析対象となった52編の文献は，32編（61．5％）

が実践研究，13編（25．0％）が理論研究，3編
（5．8％）が調査研究，2編（3．8％）が教材開発
研究，1編（1．9％）が文献研究，1編（1．9％）
が実証研究であった．戦術学習は基本的に学校体
育において用いられることから，実践研究の割合
が高いことは自然といえる．
32編の実践研究について，研究手法について分

析したところ，質問紙調査が71．9％（23編），ビ
デオ分析が62．5％（20編）の割合で使用されてい
た．この結果に関連して，各実践研究における戦
術学習の評価方法を見てみると，形成的授業評
価注3）（53．1％：17編），ゲームパフォーマンス評
価法（Game Performance Assessment Instru-
ment: GPAI）注4）（28．1％：9編）が多く用いられ
ていた．

形成的授業評価は，学習者が主観的に授業を判
断する評価法の一つであり，「意欲・関心」「成
果」「学び方」「協力」の4項目から構成されてい
る（高橋，1994）．特に，技能学習や認識学習の成
果を測定するとされる「成果」項目に着目してい
る研究が多く注 ）戦術学習の認知的学習成果を実証
するために用いられていると考えられる．

また，ゲーム中のパフォーマンス評価をする方
法として，ゲームパフォーマンス評価法（Game
Performance Assessment Instrument: GPAI）（以
下，GPAI）が多くの研究で用いられていた．GPAI
は，Griffin et al．（1997）によって考案された評
価法であり，戦術アプローチとともに開発されて
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いることから，戦術学習を行う上で用いられるこ
とはごく自然であるといえる．GPAI を用いた評
価法ではないものの，GPAI の方法論に類似した
評価法を行っていた研究も多く（鈴木，2001；起
田 ら，2007；佐 藤，2009；高 瀬 ら，2009；土 田，
2011；馬渡ら，2013；松元ら，2015；堤ら，2018），
戦術学習におけるゲームパフォーマンスにおいて
は，GPAI が主として活用されていることが分か
る．しかしながら，GPAI にも問題点はあり，吉
澤・土田（2016）はビデオなどで撮影した映像を
改めて分析するという過程が学校現場での適用に
は不向きであることを指摘している．MacPhail et
al．（2008）にいたっては，ゲーム中の個人を単位
としたパフォーマンス評価自体に限界があり，パ
スという動作においても，パスの投げ手が上手い

のか，パスの受け手が上手いのかを判別すること
は困難だと指摘している．これらの点を踏まえ，
戦術学習におけるスキル評価については，その方
法についての再検討が求められるとともに，新た
な知見の蓄積及び評価法の開発が必要であると考
えられた．

表1‐1 系統的レビューの結果（出版年順）
著者名 出版年 対象校種 教材とした種目 アプローチ 研究手法 評価方法
木原 1998 小学校 － 理論研究 － －
木原 1999 － － 理論研究 － －

岡出、吉永 2000 － － 理論研究 － －
鈴木 2001 小学校（5，6年） セストボール、バスケットボール 実践研究 ビデオ分析 主観的ゲームパフォーマンス評価

小野、岩田 2002 小学校（4年） ワンバンネットボール（攻守一体プレイ型） 実践研究 質問紙調査 形成的授業評価
滝澤、岩田 2004 小学校 ベースボール型 理論研究 － －

岩田 2005 小学校（6年） バスケットボール、サッカー 理論研究 － －
濱元 2006 － － 文献研究 － －

中井ほか 2006 小学校（3年） ベースボール型 実践研究 ビデオ分析
質問紙調査

GPAI
形成的授業評価

起田ほか 2007 中学校（2年） ホールディングバレーボール 実践研究 ビデオ分析
作戦図分析 主観的ゲームパフォーマンス評価

岡出ほか 2007 小学校（1～6年） フラッグフットボール 実践研究 質問紙調査 診断的・総括的授業評価
形成的授業評価

鬼澤ほか 2007 小学校（5，6年） バスケットボール 実践研究 ビデオ分析
質問紙調査

GPAI
形成的授業評価

小泉、土田 2008 大学 バスケットボール 実践研究 質問紙調査 形成的授業評価

近藤ほか 2008 小学校（6年） バスケットボール 実践研究
ビデオ分析
質問紙調査

インタビュー調査

GPAI
形成的授業評価

鬼澤ほか 2008 小学校（6年） アウトナンバーゲーム
イーブンナンバーゲーム 実践研究 ビデオ分析 GPAI

菅沼ほか 2008 小学校（5年） センタリングサッカー（ゴール型） 実践研究 ビデオ分析
質問紙調査

主観的ゲームパフォーマンス評価
形成的授業評価

土田 2008 － － 理論研究 － －

八百ほか 2008 大学 タグラグビー 実践研究 質問紙調査 形成的授業評価
運動有能感測定

佐藤 2009 高校（2年男子） バレーボール 実践研究 観察
質問紙調査

主観的ゲームパフォーマンス評価
意識分析

高瀬ほか 2009 小学校（3年） バケツットボール 実践研究 観察 主観的ゲームパフォーマンス評価

土田 2010 中学校（1年） バスケットボール 実践研究 質問紙調査
ポスター掲示

運動有能感測定
戦術的状況判断能評価
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表1‐2 系統的レビューの結果（出版年順）
著者名 出版年 対象校種 教材とした種目 アプローチ 研究手法 評価方法
榊原 2011 中学校 サッカー 教材開発研究 － －
土田 2011 中学校（1年） バスケットボール 実践研究 ビデオ分析 主観的ゲームパフォーマンス評価

池田 2012 大学 バスケットボール 実践研究 ビデオ分析
質問紙調査

ハーフコートオフェンス
パフォーマンス評価

CES-HCO

鬼澤ほか 2012 小学校（5，6年） バスケットボール 実践研究 ビデオ分析
質問紙調査

GPAI
形成的授業評価

宗野 2012 小学校 フラッグフットボール 理論研究 － －

林・原 2013 中学校（3年） バスケットボール 実践研究
ビデオ分析
質問紙調査

身体活動量測定

GPAI
形成的授業評価

エクササイズ評価

松元ほか 2013 小学校（6年） フラッグフットボール 実践研究 質問紙調査
作戦図分析

形成的授業評価
作戦立案評価

松元 2013 大学 フラッグフットボール 実践研究
質問紙調査
作戦図分析
筆記テスト

意識分析
作戦立案評価

知識評価

馬渡ほか 2013 高校（1年女子） バスケットボール 実践研究
ビデオ

質問紙調査
筆記テスト

主観的ゲームパフォーマンス評価
形成的授業評価
戦術認識評価

宗野 2013 小学校 フラッグフットボール 理論研究 － －

岡崎 2014 小学校（4，5，6年） キャッチセットアタックプレルボール
バウンドキャッチバレーボール 実践研究

ビデオ分析
質問紙調査
筆記テスト
実技テスト

GPAI
形成的授業評価
戦術認識評価

愛好的態度評価
個人技能評価

本多 2015 中学校（2年） 剣道 実践研究 質問紙調査
学習シート分析

形成的授業評価
運動有能感測定
戦術認識評価

松元ほか 2015 大学 サッカー 実践研究 ビデオ分析
筆記テスト

主観的ゲームパフォーマンス評価
戦術認識評価

三本・大庭 2015 小学校（5，6年） バスケットボール 実践研究

ビデオ分析
質問紙調査
録音分析

学習カード分析

形成的授業評価
戦術認識評価

森 2015 小学校 フラッグフットボール 理論研究 － －

中谷 2015 小学校（5年）
中学校（1，3年） バレーボール 実践研究

ビデオ分析
質問紙調査

ワークシート分析

GPAI
形成的授業評価

主観的ワークシート評価
寺岡・松元 2015 中学校教員 － 調査研究 － －

清水 2016 小学校 － 理論研究 － －
宗野 2016 － － 理論研究 － －

安倍・川合 2017 中学校（2年） ハンドボール 実践研究 筆記テスト 戦術的認識評価
深田 2017 高校教員 サッカー 調査研究 － －
深田 2017 高校教員 サッカー 調査研究 － －

高嶋ほか 2017 大学 中長距離走 実証研究 ビデオ分析
質問紙調査

タイム測定
意識分析

田中・井上 2017 大学 サッカー 実践研究
ビデオ分析
質問紙調査
筆記テスト

個人技能評価
形成的授業評価
愛好的態度評価

個人・集団技能評価
戦術認識評価

谷本 2017 大学 プレルボール 実践研究 質問紙調査 チームワーク能力測定
土田・榊原 2017 大学 突破ゲーム（Break Through Game） 実践研究 観察 ゲーム原理との比較評価

濱田 2018 － － 理論研究 － －
西原ほか 2018 中学校（1年） バレーボール 実践研究 ビデオ分析 GPAI

清水 2018 － － 理論研究 － －
堤ほか 2018 高校（2年） サッカー 実践研究 ビデオ分析 主観的ゲームパフォーマンス評価
坂田 2019 小学校（4年） フラッグフットボール 教材開発研究 － －
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Ⅳ．結 論
本研究の目的は，国内における戦術学習研究の

体系的なレビューを行い，今後の戦術学習におけ
る研究課題を明らかにすることであった．系統的
レビューの結果から51編の戦術学習研究を確認し，
論文数と出版年の動向，研究対象とした校種と種
目，研究手法と評価の動向について精査した．

その結果，戦術学習研究は2008年の学習指導要
領改訂から活発化しており，2017年に改訂された
新学習指導要領においても，より一層その成果が
求められることが考えられた．また，研究対象と
した校種は幅広かったものの，小学校と大学にお
ける実践が多数であることが明らかとなったため，
今後は中学校，高校段階における知見の蓄積が求
められるであろう．

教材として選択されていた種目に関しては，バ
スケットボールを中心としたゴール型が多数選択
されていたが，これは学習指導要領上の位置づけ
に加え，ゴール型における戦術的構造の単純化を
図る目的で種目の選択が行われている可能性が考
えられた．一方，ベースボール型種目を教材とし
て選択している研究は見当たらなかった．ベース
ボール型の種目については，基本的技能の習得程
度が戦術学習に与える影響が大きく，単元におけ
る授業数で戦術的理解を図ることが難しいことか
ら，戦術学習の教材としては選択されにくいこと
が考えられた．今回のレビューでは，戦術学習に
おける教材としての種目に偏りがみられたことか
ら，今後はネット型，ベースボール型に関する実
践の蓄積が必要になると考えられた．

研究手法については質問紙調査とビデオ分析が
半数以上の研究で用いられており，研究手法に関
連して，形成的授業評価及び GPAI による学習評
価が高い割合で用いられていた．形成的授業評価
では認知的学習効果を評価し，GPAI ではパ
フォーマンス評価を行うという研究が多数であっ
たが，GPAI による個人を単位としたパフォーマ
ンス評価には限界があり，学校現場においても活
用がしにくいことから，スキル評価については再
検討すべきとの指摘もみられた（吉澤・土田，
2016）．今後，戦術学習をより発展させるために

は，これまでの評価方法についての知見を見直す
とともに，新たな評価方法の構築が求められると
考えられた．

Ⅴ．研究の限界
本研究で行った系統的レビューの限界として，

戦術学習に関する文献の抽出方法が挙げられる．
本レビューでは，論文のタイトル，キーワード，
抄録のいずれかに「戦術学習」「戦術アプローチ」
「Teaching Games for Understanding」「Tactical
Games Approach」といういずれかのキーワード
が含まれている論文を対象としているが，対象外
となった論文にも戦術学習に関する研究は存在す
る．例えば，鬼澤ら（2004）の研究はキーワード
に「戦術」「戦術的状況判断テスト」というワー
ドを用いており，戦術的状況判断の評価法開発を
行っている．本研究においても GPAI 等の評価法
については抽出できたものの，鬼澤ら（2004）の
論文は抽出できていない．また，本レビューでは
学術雑誌に掲載されている論文だけでなく，大学
紀要論文も抽出している．伊藤（2017）は論文の
質を確保するため，紀要論文を除いた上でのレ
ビューが求められると指摘しているが，本レ
ビューでは52編中39編（75．0％）が紀要論文であっ
た．今後，戦術学習において十分な知見が蓄積さ
れたと判断された場合には，紀要論文を除いた上
でのレビューが求められる．

注
1）Teaching Games for Understanding（TGfU）とは，

学習者がゲームと練習を繰り返しながらゲームを理解
し（Gameappreciation），戦術的気づき（Tacticalaware-
ness）をなし，情況に合わせた適切な判断（Making
appropriate decisions），スキル行使（Skill execution），
パフォーマンス（Performance）へと結びつける学習
モデルとされている．

2）Tactical Games Approach（TGA）とは，TGfU の
理論に基づき，Griffin et al．（1997）が考案した指導理
論 で あ り，TGfU の6つ の 指 導 過 程 を「1Game
Form」「2Decision Making」「3Practice Task」の
3つのステージに再編している．

3）形成的授業評価法とは，高橋ら（1994）によって開
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発された評価法であり，子どもの主観によって判断さ
れる評価法である．質問は「意欲・関心」「成果」「学
び方」「協力」の4因子12項目から成り，「単元のなか」
で調査が行われる．

4）ゲームパフォーマンス評価法（Game Performance
Assessment Instrument: GPAI）は，Griffin et al．
（1997）によって開発された評価法であり，観察者が
ゲームパフォーマンスの構成要素を選択して行う評価
法である．Griffin et al．が抽出した構成要素は以下の
7つである．

①ベース：ある技能を発揮し，次の技能を発揮するまで
の間のホームポジション，あるいはリカバリーポジ
ションへの適切な戻り

②調整：ゲームの流れに応じた，オフェンスあるいは
ディフェンスのポジション調整の動き

③意思決定：ゲーム中にボールなどを操作して何を行う
べきかに関する適切な選択

④技能発揮：選択した技術の有効な実行
⑤サポート：味方チームがボールを保持している場面で，

パスを受けるポジションへ移動するボールを持たない
動き

⑥カバー：ボールを保持している味方プレーヤーやボー
ルに向かって移動している味方プレーヤーに対する
ディフェンス面での支援

⑦ガード，マーク：ボールを保持している相手プレイ
ヤー，もしくはボールに向かって移動している相手プ
レイヤーに対するディフェンス
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学会の研究動向から見える幼児音楽教育の現状と課題
―平成期の日本音楽教育学会の活動から―

福 井 昭 史

The Present Situation and Problems of Music Education in Young Children
from the Research of the Society

－From the activities of the “Japan Music Education Society” in Heisei era－

Akifumi FUKUI

1 研究の背景
年号が令和となり、これまでと方向を大きく変

えた平成29（2017）年改訂の教育課程による教育
が始まろうとしている。平成の期間は、週休二日
制の実施、総合的な学習の時間の導入などによっ
て教科の授業時数は改訂の度に削減され、それに
伴い教育内容も削減されてきた。平成元年の改訂
では、教育内容の精選と大綱化、弾力化の基本方
針のもと、教科の授業時数の波型（～）表示、小
学校低学年における社会科や理科などを統合した
生活科が導入された。平成10年の改訂では、総合
的な学習の時間の導入によって教科の授業時数は
さらに削減され学習内容は厳選され俗に言う「ゆ
とり教育」が始り、その流れは平成20年の改訂に
受け継がれた。平成20年代には、OECD の学習
到達度調査（PISA）などの学力調査の結果が話
題となり、小中学生の学力低下が話題となった。
平成29年には、知識・技能を基盤に思考力・判断
力・表現力などを育成するという学力形成の構造
を強調した教育課程に改訂された。

この間幼児教育では、幼保連携、幼小連携など
幼児教育の再編が話題となり、少子化の急速な進
行、家庭や地域環境の変化を受けて2006年には、
子育て支援の総合的な提供を推進する法律が制定
され、認定こども園が設置された。

音楽科では、音楽づくりや創作の内容に「自由
な発想による創造的な活動」が示された平成元年

の改訂からの10数年間は、小学校を主に学習活動
の様相が演奏表現から創造的な表現活動へとその
重点を大きく変化させた。平成10年の改訂では、
表現と鑑賞の活動に加えて音楽の要素と曲想との
関わりなどが共通事項として示され、言葉による
表現力の育成の必要性から言語活動が強調された
ため、音楽から感じ取ったり理解したりしたこと
を子ども同士が意見交換する活動などが重視され
た。平成20年の改訂では、思考力・判断力・表現
力を強調する学力観や「主体的・対話的で深い学
び」を受けて、演奏表現の技能の向上を主とする
教師主導の指導から、協働的学習など子どもの主
体的活動を重視する学習へと授業方法の転換が図
られた。

幼児教育における音楽は、その発達段階と領域
「表現」の中の一活動であり、音楽に関する知識
や技能などの獲得を目的としていないため、各々
の時期の教育課程の目指す学力観に左右され難く、
改訂の影響をさほど受けていないことが予想さ
れる。

ところでこれらの動向については、音楽教育に
特化した雑誌、音楽之友社発行の月刊「教育音楽
（小学校版、中学・高校版）」、音楽鑑賞振興財団
発行の季刊「音楽鑑賞教育」などの特集や記事か
ら読み取ることができるが、幼児対象の音楽教育
に関する刊行物や記事はほとんど見られないため、
その実態は明らかでない。
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2 研究の目的
音楽教育に関する詳細な教育内容が示されてお

らず、小・中学校のような教科書のない幼稚園等
では、各々の園の特色が現れやすく、その実態や
課題が見え難いのが実情である。そこで本研究で
は、幼児を対象とする音楽教育の現状や課題を明
らかにすることを目的に、音楽教育に特化した学
会の近年の活動を分析することにした。学会に投
稿される研究論文や研究大会での口頭発表には、
幼児教育を対象とするものが含まれているからで
ある。

3 研究の方法
平成の期間（1989年～2019年）を研究対象とし、

日本音楽教育学会の活動から、学会紀要（「音楽
教育学」と「音楽教育実践ジャーナル」）の掲載
論文等、及び研究大会での口頭発表を考察する方
法で研究を進めた。音楽教育に特化した学会には、
この他に日本学校音楽教育実践学会があるが、設
立が平成8年であり活動期間を考慮し今回は研究
対象としないことにした。

4 幼児を対象とする音楽教育研究
本研究では学会紀要「音楽教育学」に掲載され

た研究者個人の研究論文、学会が企画する課題研
究、プロジェクト研究、共同企画等について平成
の期間を10年ごとに分けて検討した。また、平成
15年度から発行の「音楽教育実践ジャーナル」の
特集等についても検討した。なお、幼児教育を対
象とする研究は他と比べて少数のため、平成21年
以後の研究大会での口頭発表についても分析した。

なお、2019年は5月から年号が令和となったが、
この一年間は平成31年として記述する。

⑴ 研究論文
表1のとおり、平成元年以降の学会紀要「音楽

教育学」に掲載された研究論文の総数は120で、
そのうち就学前児を対象とするものは8（6．7％）
である。学会員の半数以上が大学等の高等教育に
携わっているため、初等・中等教育を対象とする
研究、とくに実践研究が少ないことは予想された
が、中でも幼児教育対象のものは極めて少数で
あった。

論文の内容は表2のように、子どもの声や歌唱
に関するものが3、楽器や合奏に関するものが2
など、その多くは教育実践に関するものである。

⑵ 課題研究、プロジェクト研究、共同企画等

表2 就学前児対象の研究論文
平成 年・月 論文題目（著者名）
4 1992．03 Ｆ・フレーベルにおける幼児音楽教育のあり方―遊戯のなかでの音楽教育―（山口文子）
5 1993．03 子どものうたにおける日本語と音楽―促音を観点とした音楽教育学的アプローチ―（坂井康子）
5 1993．12 子どもの歌唱についてーどなり声に関する一考察（細田淳子）
10 1998．10 幼児の音声行動における言語的表現と音楽的表現（田中泉）

12 2000．06 幼児の表象能力の発達に関する音楽表現活動―ドラマティック・プレイからクリエイティブ・ドラマ
への移行過程を通して―（佐野美奈）

27 2015．06 幼稚園・保育園での音楽アウトリーチに関する保育者の語りの質的研究―修正版グラウンデッド・セ
オリー・アプローチを用いて―（新原将義他）

28 2016．08 5歳児の協同的な合奏づくりの検討―幼保小接続の視点から―（乙部はるひ）
29 2017．08 楽器とかかわる幼児の行為の縦断的分析―「叩く」に着目して―（伊原小百合）

表1 研究論文数（％）

学会の研究動向から見える幼児音楽教育の現状と課題

－124－



毎年開催される研究大会では、テーマを定めた
グループ研究の様々な企画が行われており、その
中には幼児教育に関するものも含まれている。

平成元年からの10年間には、次のようなテーマ
で4回の課題研究が行われた。

平成5年から2年間に渡る小林いつ子他による
「乳幼児のための音楽教育」では、子どもの環境
の問題、子どもの音楽性や音楽教育の在り方など
が示された。

平成8年からの2年間は、國安愛子他による「子
どもの音楽―研究の動向と課題―」、2年目は「子
どもの生活と音楽行動」の課題で、乳児の音声、
歌唱行動の発達、リズム描写能力、音楽表現を伴
う遊びなど、子どもの実態が示された。

平成11年からの10年間には、3回のプロジェク
ト研究と1回のワークショップが行われた。

プロジェクト研究には、平成11年から2年間に
渡る大畑祥子他による「幼児の音楽的表現」があ
り、専門教育と保育双方の立場から子どもの音楽
的発達のとらえ方、子ども理解を実践に生かす取
り組みなどが発表された。平成12年には、福嶋省
吾他による「リトミック教育を問いなおす―
ジャック＝ダルクローズの教育理念を再考し、幼
児・児童における実践を問いなおす試み―」とい
う現状を分析し批評する研究がある。

平成20年には、繁下和雄他によるワークショッ
プ「幼児と音楽～音をあそぶ・声をあそぶ」が行
われた。

平成21年以降は、次のようなテーマで4回の共

同企画と2回の研究動向の発表が行われた。
平成21年の山根直人他による研究動向「ピッチ

マッチ研究の最前線、その動向」
平成23年の今川恭子他による共同企画「聴く・

ふれる・声でかかわる・文化と出会う―幼児の経
験と芸術表現とを結ぶ実践の検討―」

平成25年の尾見敦子他による共同企画「幼児教
育・初等教育における子どもと音楽の関係を問い
直す―コダーイの音楽教育哲学を手がかりに―」

平成26年の尾見敦子他による共同企画「音楽教
育における『幼小接続』をどう考える―アメリカ・
フィンランド・ハンガリーの現状比較から」

平成26年の荒川恵子他による研究動向「『幼児
と音楽』―幼児を研究して人間の可能性に思いを
はせる―」

平成30年の井本美穂他による共同企画「子ども
は初めての人・声・歌にどのように出会うのか―
岡山の民謡体験を通して―」

共同企画では、日本を含む文化と教育の視点で
幼児教育を考察している。

研究動向では、幼児の歌唱行動研究、幼児と音
楽をめぐる質的研究、リトミックに関する研究の
動向が示された。

⑶ 音楽教育実践ジャーナルの特集等
日本音楽教育学会では、研究紀要「音楽教育学」

の他に「音楽教育実践ジャーナル」を平成15年度
から発行し、各巻ごとに特集を組み、テーマに沿っ
た投稿論文、座談会、現場紹介などを掲載してい

表3 音楽教育実践ジャーナルの特集の内容〔平成16年2004．031巻2号〕
〔特集〕今、保育における音楽を考える（特集の趣旨・今川恭子）

現場紹介

私の実践をふりかえって―子どもと音のかかわりをつくる（井口佳子）
中瀬幼稚園で聞こえる音―小学校における音楽学習との関連の視点から（今村行道）
祭囃子を原点にして―地域の文化と保育室をつなぐ（青木愛）
祭囃子の実践見学レポート―ゆうひが丘保育園の取り組み（幸山良子）
ももの木保育園にみる『斎藤公子のリズムあそび』（南曜子）

保育者養成
保育者養成の新たな視点―ある音作品創作のための保育実践を通して（今村方子）
保育者としての専門性のために音楽的な視点から育成すべき力とは（座談会）
名古屋における戦後保育の実際：昭和30年代萌までの幼稚園・保育所（原友美）

投稿論文 子どもの音楽表現とその意味―年長児クラスでの実践の分析を通して（前田真由美）

投稿報告 「子どもの音楽する姿を捉える」ことを出発点に―保育者養成校における「表現」に関わる取り組み（山
本美貴子）
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る。その1巻2号（平成16年3月）の特集は「今、
保育における音楽を考える」であり、表3のよう
な内容で構成されている。幼稚園、保育園での実
践紹介、保育者養成の実情と課題などが紹介され
ている。
15巻（平成29年12月）の特集は「0、1、2歳

児と音楽教育―乳幼児を取り巻く音楽とそのかか
わりの姿を知る」で、3歳未満の乳幼児を対象と
し、発達や保育を論じている。（表4参照）

その他には幼児教育に特化した特集は見られな
いものの、各々のテーマの中に次のような関連す
る投稿などが含まれている。

3巻2号（平成18年3月）の特集「学校生活を
支える音楽の課外活動」の特集投稿「幼児期のマー
チング活動に関する考察―その是非を問う（吉永
早苗）」

4巻2号（平成19年3月）の特集「子どもと音
環境」の特集投稿「こどもと音響―園内の一斉放
送と音響機器を考える（原鉄郎）」

6巻1号（平成20年3月）の特集「音楽表現に
おける集団と個の関係を問い直す―響き合い、共
鳴し合って育つ表現を求めて」の特集投稿「保育
場面におけるわらべうた遊びの存在―同調の表現
としての出現（菊池里映）」、「子ども集団が共同
しつつ創造する音楽表現―共につくる反復と即興
の音楽（裵珉卿）」、「幼児たちの楽器遊びが合奏
へと発展した事例―豊かな友達関係から合奏する
関係へ（南美貴）」

8巻1号（平成22年8月）の特集「日本語をど
のように〈うたう〉か」の特集投稿「手遊び歌と
弾き歌いをどのようにうたうか―保育者養成にお

ける指導への提言（松本晴子）」
12巻1号（平成26年8月）の特集「音楽教育に

おけるリズムを再考する―音・動き・ことばから
のアプローチ―」の座談会「ダルクローズ・リト
ミックとオルフ・シュールヴェルクにおける〈リ
ズム〉〈動き〉〈ことば〉（井上恵理他）」、実践「幼
稚園におけるリズム活動の実際―オルフ・シュー
ルヴェルクとの関連から（岩本洋子）」
14巻（平成28年12月）の特集「ともにまなぶ―

一人一人のニーズに応える音楽教育実践―」の特
集投稿・提案「子ども一人一人の学びを保障する
ツールとしてのフロー観察―幼児のヴァイオリン
や他者との関わり合いを通して（安久津太一）」
16巻（平成30年12月）の特集「こどもの歌の変

貌、その是非」の特集投稿・提案「言葉の配分法
から見た日本の子どもの歌のリズム的側面―幼小
連携の歌唱教育の手がかりとして（二宮紀子）」、
現場探訪「子どもと歌う・子どもが歌う―東京学
芸大学附属幼稚園小金井園舎（駒久美子他）」

特集に関するものの他に、次のような自由投
稿・実践報告がある。
20巻（平成20年3月）の「幼児を対象とした芸

術表現教育プログラムの試み―ワークショップ
『おとのたんけんたい』の実践報告（石川眞佐江
他）」、「幼稚園における新たな参加型コンサート
の可能性ー音楽活動『ミュージックランド』との
関わりに着目して（駒久美子）」
27巻（平成27年3月）の「幼児期における拍感

の認識の形成過程を示す音楽的表現の特徴―K 保
育園の5歳児に対する音楽的表現育成プログラム
の実践を通して（佐野美奈）」

表4 音楽教育実践ジャーナルの特集の内容〔平成29年2017．1215巻〕
〔特集〕0、1、2歳児と音楽教育―乳幼児を取り巻く音楽とそのかかわりの姿を知る（特集の趣旨・志村洋子）
特集投稿 乳児と養育者の「会話」におけるマザリーズ―プロソディの分析から見える音楽性（今川恭子他）

・提案 0、1、2歳児の自発的な音声表現から小学校の音楽づくりへ（坂井康子他）
0、1、2歳の子どもの〈音〉〈音楽〉を聴くことに関する特性―保育園・幼稚園の音環境を考える
（嶋田容子）

特集投稿
・

問題提起

2歳児の楽器遊びにおけるモノとのかかわりの特徴―楽器へのアプローチの違いに着目して
（石川眞佐江他）
楽器への旅路、あるいは音への誘い―乳幼児期の音楽的発達とアフォーダンスの学習（丸山慎）

現場探訪
乳児保育とわらべうた―かしのき保育園（駒久美子）
乳児を取り巻く音環境としての保育者の「声」―太陽保育園（市川恵）

学会の研究動向から見える幼児音楽教育の現状と課題
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グラフ１　口頭発表の内容分類

以上の内容からは、音楽教育実践ジャーナルと
しながらも、数件の現場探訪や実践報告はあるも
のの、幼児教育については保育方法などの実践研
究は少なく、理論研究が多かった。

これまで検討した幼児教育に関する研究論文、
学会の企画、特集などから、平成の30年間につい
て教育課程の改訂による10年毎の特徴を読み取る
ことはできなかった。その原因は、対象とした研
究の件数が少ないこと、幼児教育では小・中学校
のように教育課程改定の影響を受け難いことなど
が考えられる。

⑷ 口頭発表
日本音楽音楽教育学会の研究大会（平成21年か

ら31年まで11回）での口頭発表から就学前児を対
象とするものの内容を検討した。

この間の就学前教育に関連する内容の発表総数
は147で年間平均13．4、最小の年が8、最大が16
である。1回の大会での口頭発表総数はおよそ百
でありその10～15％となる。その内容を、子ども
の活動などで分類したものがグラフ1である。子
どものさまざまな活動を内容とする「子どもの
声・歌・歌唱」「楽器の演奏・器楽合奏」「創造的

表5 子どもの声・歌・歌唱表現

福 井 昭 史

－127－



な活動・音楽づくり」「聴く活動・聴取」「その他
の表現活動」の合計が51であり、必ずしも少ない
数とはいえない。その中では「子どもの声・歌・
歌唱」に関するものが多く、その他の活動はほぼ
同数である。

歌などの教材を研究したもの、海外での幼児教
育の実情や理論を研究したものなどもある程度の
数がみられる。

3歳未満を対象とするものは、子どもと直接関
わることが難しいため母親のへのアンケート調査
によるものも含まれている。このように発表内容
によっては分類の複数個所に該当するものもあり、
その場合は発表の内容を重視し分類している。

「乳幼児・3歳未満対象」の内容は、乳幼児の
音への反応、声による表現から歌へなど、子ども
の発達に関するものが大部分である。

「民間音楽教育機関」は、ヤマハやカワイなど
の音楽教室での取り組みの報告である。

「保育者養成」が最多の36であることは、発表
者の多くが大学等の指導者養成機関に所属してい
ることによると考えられるが、これらから保育者
を通した幼稚園等の教育現場での問題点や課題を
推測することができる。

次にこれら分類の主なものについて、その内容
を検討する。

「子どもの声・歌・歌唱」から「その他の表現
活動」までは子どもの活動を取り上げた内容であ
り保育実践に関わるものが多い。
①「子どもの声・歌・歌唱」（表5参照）

子どもの言葉や遊びから歌へと発展する過程を
活動の観察等によって明らかにしているもの、そ
の支援にあたる保育の在り方を論じたものがみら
れる。また、子どもの声や声域を考察したものも
あり、歌唱表現の最も初期の段階の問題を取り上
げた実践研究が大部分である。
②「楽器の演奏・器楽合奏」（表6参照）

鍵盤ハーモニカ、木琴、ハンドベル、タンブリ
ン、太鼓などの楽器を用いた活動での子どもの反
応など、保育での実践報告が主である。
③「創造的な活動・音楽づくり」（表7参照）

創造的な活動は、盛んであった平成初期から10
数年が過ぎた後期には小学校などでは下火となっ
ていたが、小学校での音楽づくりとの連携を意識
した取り組み、遊びの中に見られる創造性を表現
に発展させるなどの取り組みがみられる。
④「聴く活動・聴取」（表8参照）

表6 楽器の演奏・器楽合奏

表7 創造的な活動・音楽づくり

学会の研究動向から見える幼児音楽教育の現状と課題
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幼児の音楽活動では、歌や楽器の演奏などの表
現が主となるため、聴く活動・聴取を目的とする
研究は少ないことが予想される。しかし、知覚と
反応の視点から聴取や感受は重要であり、この点
に着目した発表が少数ではあるがみられた。
⑤「その他の表現活動」（表9参照）

幼児の音楽表現には、自然に身体の反応や表現
を伴うという特徴がある。この分類には、歌唱や
器楽ではなく、身体の動きに着目して音楽活動を
研究したもの、総合的表現活動、音楽の要素であ
る拍感、調性感、ハーモニー感などの獲得や育成
に関する研究が含まれている。
⑥「教材研究」（表10参照）

教材研究11の内10が歌唱教材である。幼児向け
に作られた歌や曲集の特質を分析したものと、声
の技能を向上させるのに適した歌を用いた実践研

究とに大別できる。また、子どもの歌に対する嗜
好の研究もある。即興演奏をサポートする教材作
成のように、保育者のための教材も含まれている。
⑦「海外の幼児教育」

海外の幼児教育には、藤尾かの子の「モンテッ
ソーリ・メソッドにおける幼小連携の音楽カリ
キュラム―J.K.Miller の歌唱活動に着目して―（平
成28年）」など4回に渡るモンテッソーリ教育の
研究、鈴木敦子の「イギリスの幼児教育―3－5
歳児のための保育内容の方向性―（平成26年）」
など5回に渡るイギリスの幼児教育の研究があり、
その他に韓国（3）、ドイツ（2）、フランス、ア
メリカなどの幼児教育を対象とする研究がある。
⑧「保育者養成」

保育者養成の36（発表全体の24．5％）は分類の
中で最も多く、その理由は前述のとおり発表者の

表8 聴く活動・聴取

表9 その他の表現活動
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多くが大学等の研究者であり、保育者の養成に携
わっているためである。発表内容は養成機関での
授業内容の取り組みやその成果、学生の実態など
である。

音楽実技に関するものは、「保育者養成校のピ
アノ導入期におけるソルフェージュ指導の試み―
読譜力の育成からピアノ演奏技術へ―（内山尚
美・平成27年）」、「保育者養成におけるピアノ学
習課題の克服に向けて―身体表現活動を取り入れ
た試み―（井上基子・平成30年）」などピアノが
8件、「保育者養成校での音楽技能「声楽」の授
業への一考察―呼吸法指導を中心として―（今泉
明美・平成21年）」、「保育者養成課程における歌
唱指導―歌唱に苦手意識を持つ学生への実践から
―（前田奈緒・平成30年）」など声楽が3件であ
り、ピアノと合唱を含む「聴くことを意識した演
奏指導について―保育者・教員養成におけるピア
ノ・合唱指導を通して―（齋木麻美・平成30年）」
もある。

実技以外の大部分は、音楽表現活動の指導力向
上を目指した授業の実践紹介で、「保育者養成課
程における音楽制作の取り組み―聴音に焦点をあ
てて―（磯部澄葉・平成29年）」、「音楽づくりの
プロセスにおける経験と学び（1）―保育者養成
課程における授業実践を通して―（木村充子・平
成22年）」など音楽制作、音楽づくり、創作表現、
身体表現など創造的な活動が多数（18）取り上げ
られている。

学生の基礎的音楽能力、モチベーション、入学
時に持つイメージ、保育観・音楽観など、学生の

資質や能力をテーマにしている「保育者養成課程
における学生の基礎的音楽能力について―音楽リ
メディアル教育の必要性―（三沢大樹・平成24
年）」、「保育現場での音楽について―保育者を目
指す学生が、入学時に持つイメージを探る―（山
本美貴子・平成22年）」などが4件ある。これら
から、ピアノや声楽、音楽理論などの音楽学習の
経験、教育や保育に対する意識に課題をもつ学生
が少なくないことが読み取れる。
⑨「その他」

以上の分類に属さない「その他」には、「領域
『表現』が目指すものと音楽教育について考える
―うめのき保育園の実践から見えてくること―
（二宮紀子他・平成31年）」、「子どもの豊かな感
性を養うことを目的とした保育者の伴奏―言葉と
音楽の関係を意識する―（久保田和子・平成29
年）」、「幼児のサウンドの記譜に関する思考の考
察（尾藤弥生・平成29年）」、「幼稚園における音
楽体験―気になる子どもの支援の視点から―（谷
村宏子・平成21年）」など実践的な研究が含まれ
ている。

5 研究のまとめと今後の課題
平成の30年間には教育課程の改訂が3回あり、

音楽教育にとっても変化の激しい時期であった。
本研究では教育課程の改訂を区切りに、10年毎の
傾向を探ろうとしたが、各々の時期による違いは
見られなかった。その理由は、前述のとおり幼児
を対象とする音楽教育の研究数が少ないことと、
幼児の発達段階から教育の内容や方法が教育政策

表10 教材研究
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などの影響を受け難いためと考えられる。
大学の幼稚園教育コースの学生の教育実習や卒

業研究で観察した幼稚園での音楽活動は、歌唱を
主とするもの、身体反応や身体表現を音楽に合わ
せて行うもの、鼓笛隊に力を入れているものなど、
各々の幼稚園が特色ある活動に取り組んでいるの
が実態であった。ところが本研究の対象である研
究論文や学会企画等の内容とくに口頭発表を幼児
の活動面から分析すると「子どもの声・歌・歌
唱」の比率が多く、また「教材研究」の大部分が
歌であることなどから、幼稚園等における主な音
楽活動が歌唱であることが推測できた。それに加
えて、木琴、ハンドベル、タンブリン、太鼓など
を用いた活動、研究論文には「叩く」をテーマと
するものもあり、打楽器を用いた活動が行われて
いるようである。

平成に入り1990年代からとくに盛んになった、
言葉遊び、リズム遊び、音楽づくりなどの創造的
な活動をテーマとする研究もある程度みられ、そ
の中には小学校の授業との関わりを扱うものも
あった。創造性を重視した平成からの音楽教育の
変化との対応が読み取れる。それらの表現活動を
支える聴く活動、聴取の活動は大切であるが、そ
れに関する研究は少数であった。

音楽教育研究では、ダルクローズ、コダーイ、
オルフなど外国の教育システムやカリキュラムを
取り上げた理論研究が多い傾向にあるが、研究対
象からは、モンテッソーリ教育、ダルクローズの
リトミック、オルフ・シュールヴェルクなどがみ
られるものの少数であり、教育現場での実践研究
が多数であった。研究発表者の大部分が大学、短
期大学等の保育者養成機関に所属する研究者であ
るにもかかわらず、その多くが実践研究に取り組
んでいることは望ましいといえる。一方、保育者
養成に関する研究が多数あり、また内容も多岐に
わたっており、この分野には多くの課題があるこ
とが分かった。

戦後日本の教育は、アメリカ占領下の学習指導
要領・試案（昭和22年）に始まり、サンフランシ
スコ条約締結後、独立国として初めての学習指導
要領（第3次）は昭和33年に公布された。その後

の戦後教育の最重要課題は国の再建のための優秀
な人材の育成であり、それに加えて米ソ冷戦下の
スプートニクスショックもあり、科学技術を中心
とする学力重視の内容であった。それによって増
大した学習の量は子どもによっては過剰な負担と
なり、さまざまな社会問題を生み出した。その弊
害解消のため、昭和52年の改訂から学習内容の削
減が始まり、それは平成の20年代からの「ゆとり
教育」に至る流れとなった。その転機を顕著に示
しているのが観点別学習状況評価の観点で、昭和
の時代までは「知識・理解」「技能」「思考・判
断」「関心・態度」であったものが平成元年の改
訂によって「関心・意欲・態度」「思考・判断」
「技能・表現」「知識・理解」のように順番が逆
転したことである。このような動向は音楽教育に
も反映され、顕著な例として、小・中学校では音
符や楽譜の学習が疎かになり、児童生徒の読譜力
や記譜力、知識や技能などの学力の低下が感じら
れるようになった。

研究対象の一つである口頭発表の中で最多の
「保育者養成」では、学生の資質や能力、リメディ
アル教育の必要性をあげているものがある。平成
の時代に前述のような小・中学校の教育を受けた
世代は、10年代には高等教育を受ける年齢となり、
20年代にはその大部分が「ゆとり世代」となった。
これに少子化の影響も加わり大学生の学力低下が
問題となり、今後もしばらくは続くことが予想さ
れる。

音楽は幼児教育の重要な活動の一つであり、そ
れを支援する保育者の力量を高めるのは喫緊の課
題である。その資質や能力には、音符や楽譜につ
いての知識、読譜力や記譜力、ピアノ伴奏の技能、
歌唱力や表現力、創造性など、さまざまなものが
含まれており、それらの向上を図り、優れた保育
者の養成をテーマとする研究が多数みられたが、
さらにその深化が望まれる。

小・中学校の音楽科では、さまざまな質の学力
の獲得を目指した教育が実践されているのに対し、
幼児の音楽教育は、幼稚園教育要領の領域「表現」
の一活動ととらえられており、歌唱や器楽などの
表現のみにとどまる傾向があるように感じられる。

福 井 昭 史
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しかし、幼児と音や音楽との関わりを成長や発達
に幅広く生かす視点から「人間関係」「環境」な
どとの関わりも研究する必要があるといえる。

音や音楽に反応して身体を動かすこと、歌や楽
器の演奏と成長や発達との関係、音楽的な感受と
表現の関係、音楽によるコミュニケーションなど、
子どもと音楽、成長や発達と音楽についての総合
的な研究、日本の現状を踏まえた理論研究とその
実践の更なる深まりが望まれる。

〔引用・参考文献〕
日本音楽教育学会紀要「音楽教育学」18巻2号（1989．3）

～48巻2号（2019．3）
日本音楽教育学会紀要「音楽教育実践ジャーナル」初巻

（2013．12）～通巻30号（2019．12）

学会の研究動向から見える幼児音楽教育の現状と課題
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小学校社会科における歴史資料の活用について
～歴史教育における効果的な学習指導に向けて～

山 本 尚 史

About the use of historical materials in elementary school social studies
Towards effective learning guidance in history education

Hisashi YAMAMOTO

キーワード：小学校社会科、歴史教育、学習指導要領、歴史資料、教材研究

1．はじめに
本稿は小学校社会科における歴史教育の効果的

な学習指導を目指して、歴史資料の活用方法等に
ついて検討し、紹介するものである。具体的には、
第二次世界大戦へと向かう社会のありようを示す
史料の一つである戦時下に『九州帝国大学新聞』
に掲載された記事を紹介したい。記事を用いなが
ら当時の社会の様子、大学という学びの場の雰囲
気を子どもたちがつかみ、時代の緊張感とともに
現代との大きな相違に気付き、歴史的事象の学習
を通した多面的・多角的な考察や深い理解に基づ
いた社会への理解を促すことができればと考えて
いる。

新学習指導要領において、小学校・中学校社会
科の学習内容は、以下に示すように3つに分けて
考えられている1。

小・中学校社会科の内容を、①地理的環境と
人々の生活、②歴史と人々の生活、③現代社
会の仕組みや働きと人々の生活という三つの
枠組みに位置付ける。また、①、②は空間的
な広がりを念頭に地域、日本、世界と、③は
社会的事象について経済・産業、政治及び国
際関係と、対象を区分する。

本稿では上記の②歴史と人々の生活について主

に扱うが、社会科学習の特色として、①②③の一
つ一つを明確に分けて考えることはできないだろ
う。「小学校社会科では、中学校社会科の分野別
の構成とは異なり、社会的事象を総合的に捉える
内容として構成されている」という社会科の性質
上、子どもも教師も①②③を横断的に総合的に学
習できることが大切である2。

本稿が扱いたい歴史を学ぶ機会は、主に第6学
年において設けられている。第3学年から第5学
年までの3年間は、社会に対する見方や考え方を
地域社会や人々、さらには地理的な環境・資源に
目を向けることで学びを深めるカリキュラムに
なっている。3年間で学んできた対象の歴史的な
側面に興味・関心を持つ子どももいるであろう。
そうした学習の中で、本稿が扱いたいのは小学校
6年生で扱う日中戦争期の国内状況に焦点をあて
た学習である。学習指導要領解説編においても「中
国との戦いが全面化」したことや「戦時体制に移
行」したことが学習内容として示されている3。

「中国との戦いが全面化」「戦時体制に移行」
したことなどを学ぶ上で欠かせないのは授業であ
り、教科書であり、教師の教材研究である。そこ
で本稿では、日中戦争期にみられる事象について
学び、かつ近年特に重視されている地域社会との
関わりの中で社会的な見方・考え方を深めていく
学びを意識し、『九州帝国大学新聞』の記事を紹

長崎女子短期大学紀要 第45号 令和元年度〈2020．3〉
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介することとした。

2．社会科の内容構成について
ここでは第3学年から第6学年までの学習内容

を概観したい4。各項目の①②③は先述している
ように①地理的環境と人々の生活、②歴史と人々
の生活、③現代社会の仕組みや働きと人々の生活
という三つの枠組みである。

＜第3学年＞
⑴ 身近な地域や市区町村の様子………………①
⑵ 地域に見られる生産や販売の仕事…………③
⑶ 地域の安全を守る働き………………………③
⑷ 市の様子の移り変わり………………………②

＜第4学年＞
⑴ 都道府県の様子………………………………①
⑵ 人々の健康や生活環境を支える事業………③
⑶ 自然災害から人々を守る活動………………③
⑷ 県内の伝統や文化、先人の働き……………②
⑸ 県内の特色ある地域の様子…………………①

＜第5学年＞
⑴ 我が国の国土の様子と国民生活……………①
⑵ 我が国の農業や水産業における食料生産…③
⑶ 我が国の工業生産……………………………③
⑷ 我が国の産業と情報との関わり……………③
⑸ 我が国の国土の自然環境と国民生活の関わり

…………………………………………①及び③

＜第6学年＞
第6学年では、「我が国の政治の働きや歴史、

我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する
国際社会における我が国の役割について理解でき
るようにするとともに、我が国の歴史や伝統を大
切にして国を愛する心情、我が国の将来を担う国
民としての自覚や平和を願う日本人として世界の
国々の人々と共に生きることの大切さについての
自覚を養うようにする。」ということが目指され
ており、そのために以下の3項目で構成されてい

る。

⑴ 我が国の政治の働き…………………………③
⑵ 我が国の歴史上の主な事象…………………②
⑶ グローバル化する世界と日本の役割………③

3．第6学年の目標について
小学校社会科第6学年の目標は以下のように示

されている5。

社会的事象の見方・考え方を働かせ、学習の
問題を追究・解決する活動を通して、次のと
おり資質・能力を育成することを目指す。
（1）我が国の政治の考え方と仕組みや働き、
国家及び社会の発展に大きな働きをした先人
の業績や優れた文化遺産、我が国と関係の深
い国の生活やグローバル化する国際社会にお
ける我が国の役割について理解するとともに、
地図帳や地球儀、統計や年表などの各種の基
礎的資料を通して、情報を適切に調べまとめ
る技能を身に付けるようにする。
（2）社会的事象の特色や相互の関連、意味
を多角的に考える力、社会に見られる課題を
把握して、その解決に向けて社会への関わり
方を選択・判断する力、考えたことや選択・
判断したことを説明したり、それらを基に議
論したりする力を養う。
（3）社会的事象について、主体的に学習の
問題を解決しようとする態度や、よりよい社
会を考え学習したことを社会生活に生かそう
とする態度を養うとともに、多角的な思考や
理解を通して、我が国の歴史や伝統を大切に
して国を愛する心情、我が国の将来を担う国
民としての自覚や平和を願う日本人として世
界の国々の人々と共に生きることの大切さに
ついての自覚を養う。

本稿の取り扱う日中戦争期を考えれば、（1）
～（3）のうち、特に（2）の「考えたことや選
択・判断したことを説明したり、それらを基に議
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論したりする力を養う」と（3）の「社会的事象
について、主体的に学習の問題を解決しようとす
る態度を養う」の部分が関連する箇所として挙げ
られるだろう。前者は以下のように説明されてい
る6。

考えたことや選択・判断したことを説明した
り、それらを基に議論したりする力を養うと
は、社会的事象の特色や相互の関連、意味に
ついて考えたことや、社会への関わり方につ
いて選択・判断したことを文章で記述したり、
資料などを用いて説明したり、根拠や理由な
どを明確にして議論したりする力を養うよう
にすることである。

また、後者については以下のように説明されて
いる7。

学習問題を追究・解決するために、社会的事
象について意欲的に調べたり、社会的事象の
特色や相互の関連、意味を多角的に考えたり
して、調べたことや考えたことを表現しよう
とする主体的な学習態度を養うようにするこ
とである。

これらのことからも分かるように、社会科の学
習においては、教師が教材を用意することも大切
だが、子どもたちが教材に積極的に関わり、教科
書に載っていることは本当か、教科書に載ってい
る結末はなぜ起こったのか、などの疑問や気付き
をヒントに学びを深めていくことが重要であるこ
とが指摘されている。

4．第6学年の内容について
第6学年では多くの内容が取り扱われるが、そ

の中でも（2）の歴史分野について紹介しておき
たい8。

我が国の歴史上の主な事象について、学習の
問題を追究・解決する活動を通して、次の事

項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けるこ

と。その際、我が国の歴史上の主な事象を
手掛かりに、大まかな歴史を理解するとと
もに、関連する先人の業績、優れた文化遺
産を理解すること。

（ア） 狩猟・採集や農耕の生活、古墳、大
和朝廷（大和政権）による統一の様子
を手掛かりに、むらからくにへと変化
したことを理解すること。その際、神
話・伝承を手掛かりに、国の形成に関
する考え方などに関心をもつこと。

（イ） 大陸文化の摂取、大化の改新、大仏
造営の様子を手掛かりに、天皇を中心
とした政治が確立されたことを理解す
ること。

（ウ） 貴族の生活や文化を手掛かりに、日
本風の文化が生まれたことを理解する
こと。

（エ） 源平の戦い、鎌倉幕府の始まり、元
との戦いを手掛かりに、武士による政
治が始まったことを理解すること。

（オ） 京都の室町に幕府が置かれた頃の代
表的な建造物や絵画を手掛かりに、今
日の生活文化につながる室町文化が生
まれたことを理解すること。

（カ） キリスト教の伝来、織田・豊臣の天
下統一を手掛かりに、戦国の世が統一
されたことを理解すること。

（キ） 江戸幕府の始まり、参勤交代や鎖国
などの幕府の政策、身分制を手掛かり
に、武士による政治が安定したことを
理解すること。

（ク） 歌舞伎や浮世絵、国学や蘭学を手掛
かりに、町人の文化が栄え新しい学問
がおこったことを理解すること。

（ケ） 黒船の来航、廃藩置県や四民平等な
どの改革、文明開化などを手掛かりに、
我が国が明治維新を機に欧米の文化を
取り入れつつ近代化を進めたことを理
解すること。
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（コ） 大日本帝国憲法の発布、日清・日露
の戦争、条約改正、科学の発展などを
手掛かりに、我が国の国力が充実し国
際的地位が向上したことを理解する
こと。

（サ） 日中戦争や我が国に関わる第二次世
界大戦、日本国憲法の制定、オリンピッ
ク・パラリンピックの開催などを手掛
かりに、戦後我が国は民主的な国家と
して出発し、国民生活が向上し、国際
社会の中で重要な役割を果たしてきた
ことを理解すること。

（シ） 遺跡や文化財、地図や年表などの資
料で調べ、まとめること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を
身に付けること。

（ア） 世の中の様子、人物の働きや代表的
な文化遺産などに着目して、我が国の
歴史上の主な事象を捉え、我が国の歴
史の展開を考えるとともに、歴史を学
ぶ意味を考え、表現すること。

アの（ア）～（サ）までは歴史的な事実や知識
を学ぶものである。そこでは歴史的な事象をもと
に、歴史の流れを学ぶことが重視されている。そ
の上でイの（ア）に示されているように世の中の
動きなどに着目し、歴史の展開を考えることが求
められている。知識を学ぶ項目である（サ）が本
稿で扱う内容となるが、この項目については、以
下のように述べられている。

日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦に
ついては、我が国と中国との戦いが全面化し
たことや、我が国が戦時体制に移行したこと、
我が国がアジア・太平洋地域において連合国
と戦って敗れたこと、国内各地への空襲、沖
縄戦、広島・長崎への原子爆弾の投下など、
国民が大きな被害を受けたことが分かること
である。また、これらの戦争において、我が

国が多くの国々、とりわけアジア諸国の人々
に対して多大な損害を与えたことについても
触れることが大切である。

日中戦争期については、「中国との戦いが全面
化したこと」と、その後に国民生活の全てに関わ
りながら「戦時体制に移行した」ことが学習の核
として述べられている。この部分の学習において、
本稿で提案したいのが『九州帝国大学新聞』の記
事である。次にこの記事について紹介をしていき
たい。

5．『九州帝国大学新聞』が伝える学内の様子
『九州帝国大学新聞』は1927（昭和2）年に創

刊された新聞であり、記事の多くが九州帝国大学
で学ぶ学生に関するもの、全国の大学の様子を紹
介するものであり、当時の大学の様子を伝えるも
のが多い。現在の新聞もそうであるが、事実の羅
列にとどまらず学生教職員の意見表明の場になっ
ていたことは大きな特徴であり、戦時下の言論統
制下においても舌鋒鋭い時局への批判や論評も掲
載されていた。

その『九州帝国大学新聞』においては日中戦争
以後、戦地へと向かう学生の様子や学生を送り出
す教職員の言葉や写真が、戦前の最終号となった
第269号（1943（昭和18）年10月20日）までの間
に多数掲載されている。本稿で取り上げるのは日
中戦争が始まり、約半年後の1938（昭和13）年2
月5日に刊行された第176号から1938（昭和13）
年5月5日に刊行された第179号の4号だけに掲
載された「死角」という記事である。『九州帝国
大学新聞』では短信欄が短期的に何度も変わって
きたことが一つの特徴だと考えるが、「死角」は
日中戦争が始まった約半年後に始まり、わずか4
か月で掲載が終った短信を集めた記事である。掲
載が4か月で終った経緯は詳しくは分からないが、
記事内容から考えても、当局の検閲にひっかかる
ようなものではなく、寧ろ大学生や大学が戦争の
最前線で「活躍」していることを示す性質のもの
だろう。ここからは（史料1）～（史料3）に示
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す記事を紹介したい。

－1：（史料1）「中国留学生へ授業料延期」「本
学よりの出征軍医すでに五六十名」

（史料1）は第176号（1938（昭和13）年2月
5日）の記事である。着目したいのは「中国留学
生へ授業料延期」「本学よりの出征軍医すでに五
六十名」の2つである。小学生がこの記事を読む
のは難しいため、教材として紹介するに際しては
平易な表現に改める必要があるだろう。

「中国留学生へ授業料延期」
このたびの（日中両国の）事変勃発とともに帰

国した中国人留学生は、今のところ再来日するこ
とも出来ず、さらに二学期の授業料も納めること
ができていない。このままの状態が続けば除籍（大
学で勉強したことが全ての記録から消されてしま
う）になってしまう。九州帝国大学（現在の九州
大学）では、そのようなことはかわいそうだとい
うことと考え、事変が終わるまで大学に所属して
学生であることを保証するとともに、授業料の納
入の延期を認めることにした。

「本学よりの出征軍医すでに五六十名」
日本軍のきらびやかな戦勝の影で、日夜、戦争

で傷ついた軍人たちの治療と看護に一生懸命な軍
医の努力は国民の忘れてはならないことです。九
州帝国大学医学部からも平和の戦士と言える軍医
を戦場に、そして植民地に送っています。その詳
しい数は発表されていませんが、入江助教授を初
めとして50～60人ほど送っているようです。なお、
その中には昨年のオリンピックにヨット選手とし
てキールに遠征した三井選手も加わっています。

この2つの記事からは日中戦争が始まり、日本
に来ていた留学生が帰国してしまったこと、彼ら
は再来日することもできず、授業料の滞納で除籍
の危険があること、そうした状況は九州帝国大学
としては忍びないため在籍したまま授業料納入の
延期を許可することという、戦時下の大学の対応
が報じられている。社会科では日中戦争が戦線を

拡大し、中国全土での戦争に陥ってしまうことは
学習がなされるが、その影では普通に大学で学び
を深めていた学生の姿もある。留学生がいて当た
り前の福岡・箱崎の生活が、事変後約半年で一変
してしまったことが史料から伝わる。

また、次に示した軍医に関する記事は、大学教
員や学生と言われる人たちが戦地で医療活動を
行ってきたことを伝えるものである。たとえオリ
ンピックに出場した選手であっても、戦地で医療
活動を展開するなど、大学や大学生、教員の力を
借りてまで戦争が行われていることが伝わる史料
である。

－2：（史料2）「送別射撃大会」「藤原君の壮
行会」

（史料2）は第177号（1938（昭和13）年3月
1日）の記事である。ここで紹介したいのは「送
別射撃大会」と「藤原君の壮行会」である。

「送別射撃大会」
天気は雨も降らず、日差しも強くなく、絶好の

射撃日和である。2月13日午前9時から平尾陸軍
射撃場で九州帝国大学射撃部主催の送別射撃大会
が挙行されました。集まった人は職員学生あわせ
て80名ほどで、盛り上がりました。配属将校杯を
めぐって職員と4学部の競技射撃の結果は、職員
が断然優勢であり、医学部、法文学部、農学部、
工学部の順番でした。

「藤原君の壮行会」
九州帝国大学法文学部に昭和11年に入学した藤

原正武君は、このたび応召（国から戦争に行く準
備をするように命じられた）を受けたため、23日
に旭川野砲兵第七連隊に入隊することになった。
そのため法文学部では19日午後四時より藤原君の
壮行式を挙行した。国歌合唱のあと、長沼学部長
が立ち、「むやみに死を急ぐのは、本当の武士の
することではない。死ぬことが宿命だとしても決
して死んではならない」と訓話で教えた。藤原君
は長沼学部長の訓話に答え「戦場のことは僕たち
に任せて、大学に残る諸君は心を安らかに落ち着
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いて勉強をしてもらいたい」と答辞を述べた。
なお、藤原君は職員学生の盛大な見送りを受け

て同日午後6時14分博多駅を発った。

この2つの記事は大学生の日常に、戦争、戦場
が身近なものとして迫っていることが伝わってく
る史料である。射撃大会では「配属将校」という
耳慣れない言葉も出てくるが、当時の大学や教育
現場を示すものである。また、平尾陸軍射撃場は
福岡市にあった陸軍の施設であり、地域の歴史を
学ぶ点からも利活用できる史料だろう。

そして「藤原君」は大学教員たちに見送られな
がら、博多駅を発ち、戦地へと向かっていた様子
が伝えられている。「藤原君」は大学に残る仲間
に「勉強をしてもらいたい」という言葉を残して
いる。大学生にとって勉強がいかに大切なもの
だったのか、「死」と直面する環境に移ることは
大学教員、学生にとっても決して望んだものでは
ないことがひしひしと伝わってくる。

－3：（史料3）「茂木君壮行式」
（史料3）は第178号第（1938（昭和13）年4

月15日）の記事である。ここで紹介したいのは「茂
木君壮行式」である。

「茂木君壮行式」
九州帝国大学法文学部昭和11年度入学茂木正郎

君はこの度召集（戦場に行く命令）を受け、砲音
とどろく戦場の第一線に立つことになった。法文
学部においては、9日午前11時より壮行式を挙行
した。茂木君の武運の長久（戦場で立派な働きが
できること）を祈った。茂木君は9日午後8時28
分勇躍壮途（勇ましい門出・出発）にたった。駅
に溢れる見送りの人たちの中には、河村学部長の
姿も見られた。

（史料2）に続いて、学生の出征を伝える記事
である。茂木君も昭和11年に法文学部に入学した
学生であり、大学で戦場に赴く学生の壮行式が開
催された。現代では決して見ることのない光景で
あり、小学校で学ぶ子どもたちは、大学生が戦場

に行くことなど想像もつかないことだろう。大学
生たちは何を考えていたのだろう、教員は何を
思っていたのだろうか、ということに思いをめぐ
らせることは、社会科の学習において大切なこと
である。こうした史料を学習に取り入れることで、
子どもたちが関心を寄せ、自ら過去に起こった出
来事を調べ、学ぶことも考えられる。

6．おわりに
本稿は、小学校社会科における歴史教育の効果

的な学習指導を目指して、歴史資料の活用方法等
について検討し、紹介することを目的とした。今
回は『九州帝国大学新聞』に掲載された記事を紹
介した。（史料1）（史料2）（史料3）は当時の
大学生、大学に起こった歴史的事象である。これ
らは日中戦争において「中国との戦いが全面化」
「戦時体制に移行」していく様子が、九州帝国大
学という一つの大学を通して分かるものと考えら
れる。

学習指導要領の解説編において「我が国の歴史
上の主な事象について、学習の問題を追究・解決
する活動」によって子どもたちは歴史的な事象に
自ら接近し、学びを深めていくことが社会科教育
に求められていることは明らかである。そのよう
な学習を繰り返す中で、「我が国の歴史の展開を
考えるとともに、歴史を学ぶ意味を考え、表現す
ること」が可能となるのだろう。そしてそのよう
な歴史学習は、様々な解釈が可能な史料を通じて、
一つの事象を多角的・多面的に学ぶことにつなが
るだろう。このような社会科の歴史学習を目指し
て、今後も歴史資料の活用について考察をしてい
きたい。
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（史料1）『九州帝国大学新聞』第176号（1938（昭和13）年2月5日）より
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（史料2）『九州帝国大学新聞』第177号（1938（昭和13）年3月1日）より
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（史料3）『九州帝国大学』第178号（1938（昭和13）年4月15日）より
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生活創造学科
栄 養 士 コ ー ス

令和元年度 研究活動等実績報告

橋 口 亮

研究活動
【論文】
1．著 者：橋口 亮、山口ゆかり

タイトル：トランスグルタミナーゼ製剤の添加
がクジラ肉のソーセージパテに及ぼ
す効果について（第5報）

発表誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

教育活動
【講師】
1．題 目：公開講座「和華蘭食文化について学

ぶ～講義と和華蘭弁当の試食～」
主 催：長崎女子短期大学
対 象：一般市民（23名）
期 日：令和元年9月28日（2019）

【非常勤講師】
1．依頼機関：長崎総合科学大学

科 目 名：食品科学
期 間：平成31年4月（2019）～令和元年

8月（2019）
2．依頼機関：長崎総合科学大学

科 目 名：栄養科学
期 間：令和元年10月（2019）～令和2年

2月（2020）

社会活動
【各種役職】
1．役職名：日本食品保蔵科学会評議員

期 間：平成31年4月（2019）～令和3年3
月（2021）

2．役職名：一般社団法人全国栄養士養成施設協

会理事
期 間：平成30年4月（2018）～令和2年3

月（2020）

山 口 ゆかり

研究活動
【論文】
1．著 者：橋口 亮、山口ゆかり

タイトル：トランスグルタミナーゼ製剤の添加
がクジラ肉のソーセージパテに及ぼ
す効果について（第5報）

発表誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

社会活動
【補助講師】
1．題 目：公開講座「和華蘭食文化について学

ぶ～講義と和華蘭弁当の試食～」
主 催：長崎女子短期大学
対 象：一般市民（23名）
期 日：令和元年9月28日（2019）

【各種役職】
1．役職名：一般財団法人長崎市学校給食会理事

期 間：平成30年6月（2018）～令和2年5
月（2020）

2．役職名：令和元年度惣菜創作発表会長崎県大
会審査員

期 日：令和元年11月2日（2019）

古 賀 克 彦

研究活動
【論文】
1．著者：古賀克彦

タイトル：長崎の行事食に関する考察 （普茶
料理と長崎の関係について）
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生活創造学科
ビジネス・医療秘書コース

発表誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和2年3月（2020）

教育活動
【講師】
1．題目：公開講座「長崎食育学講座」～卓袱料

理の調理・試食～
主催：長崎女子短期大学
対象：一般市民
期日：令和元年6月15日

2．題目：長崎女子短期大学連携事業 親育ち講
座（第9回）食育

主催：南島原市教育委員会生涯学習課
対象：一般市民
期日：令和元年12月15日

桑 原 倫 子

研究活動
【論文】
1．著者：桑原倫子

タイトル：病院給食調理従事者の疲労度と睡眠
時間に関する考察

発表誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和2年3月（2020）

教育活動
【補助講師】
1．題目：公開講座「長崎食育学講座 長崎そっ

ぷを作る～長崎県産材料を使った長崎
そっぷとデザートの実習～」

主催：長崎女子短期大学
対象：一般市民
期日：令和元年8月31日

桑 原 真 美

研究活動
【論文】
1．著 者：桑原真美

タイトル：衛生意識向上のための実験における

教育効果の検証
発表誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

社会活動
【講師】
1．題目：公開講座「長崎そっぷを作る～長崎県

産材料を使った長崎そっぷとデザート
の実習～」

主催：長崎女子短期大学
対象：一般市民（14名）
期日：令和元年8月31日

森 弘 行

研究活動
【論文】

著 者：濵口なぎさ・森 弘行・武藤玲路
タイトル：長崎女子短期大学における短大

フォーラムの成果検証
発表機関：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和元年12月（2019）

社会活動
【各種役職】
・一般社団法人日本アマチュア無線連盟長崎県支

部幹事
・長崎県赤十字無線奉仕団副委員長
・日本赤十字社長崎県支部奉仕団委員会委員

武 藤 玲 路

研究活動
【論文】
著 者：濵口なぎさ・森弘行・武藤玲路
タイトル：長崎女子短期大学における短大フォー

ラムの成果検証
発表機関：長崎女子短期大学紀要、44、p1‐10
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発表期日：令和元年12月（2019）

著 者：武藤玲路
タイトル：女子短大生の学習意欲に関する研究
発表機関：長崎女子短期大学紀要、45
発表期日：令和2年3月（2020）

著 者：武藤玲路
タイトル：JCCK による調査スタンダードの制度

設計
発表機関：短期大学コンソーシアム九州紀要、10
発表期日：令和2年3月（2020）

社会活動
【各種役職】
長崎県インターンシップ推進協議会推進委員
期 間：平成13年4月（2001）～令和2年3月

（2020）

短期大学コンソーシアム九州事業推進委員および
研究員（SQP 短大 WG）
期 間：平成15年10月（2003）～令和2年3月

（2020）

濵 口 なぎさ

研究活動
【論文】
著 者：濵口なぎさ・森 弘行・武藤玲路
タイトル：長崎女子短期大学における短大フォー

ラムの成果検証
発表機関：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和元年12月（2019）

【研究報告】
著 者：濵口なぎさ
タイトル：「登録販売者」受験対策講座の実施報

告
発表機関：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

社会活動
【各種活動】
1．長崎商工会議所 日商 PC 検定試験委員

第1回：令和元年6月16日
第2回：令和2年1月17日

2．秘書技能検定試験 運営責任者
主催者：財団法人実務技能検定協会
第1回：令和元年6月16日
第2回：令和元年11月10日
第3回：令和2年2月9日

【各種役職】
1．九州地方社会保険医療協議会臨時委員
（平成30年10月～）

江 頭 万里子

研究活動
【論文】
著 者：江頭万里子
タイトル：「女子短期大学1年生の敬語に対する

意識と運用力の調査について」
発表機関：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

教育活動
【非常勤講師】
依頼機関：長崎外国語大学
科 目 名：ビジネス実務総論Ⅰ、Ⅱ
期 間：平成31年4月（2019）～令和2年3月

（2020）

【講師】
小学生のためのマナー講座
～思いやりの心を学びましょう～
主催者：長崎女子短期大学
場 所：長崎女子短期大学
日 時：令和元年8月

社会活動
【各種活動】
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幼 児 教 育 学 科

秘書技能検定試験 試験委員
主 催：公益財団法人 実務技能検定協会
第1回：令和元年6月（2019）
第2回：令和元年11月（2019）
第3回：令和2年2月（2020）

ビジネス文書技能検定試験 試験委員
主 催：公益財団法人 実務技能検定協会
日 時：令和元年11月（2019）

織 田 芳 人

研究活動
【論文】
1．著 者：織田芳人

タイトル：保育学生に対するプログラミング教
材としての知育玩具の活用

掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月

2．著 者：織田芳人・福井謙一郎
タイトル：保育で使われる漢字の収集と分析
掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月

【学会発表】
1．発表者：織田芳人

発表形式：口頭発表
演 題：対象物の長さの認知における視覚と

触覚・運動感覚の協働に関する実験
発表機関：日本基礎造形学会 第30回神戸大会

（於神戸芸術工科大学）
発表期日：令和1年9月

教育活動
【講師】
1．令和元年度長崎県保育士等キャリアアップ研

修 講師
内容：分野「保育実践」
会場：長崎女子短期大学

期日：令和2年2月26日

中 澤 伸 元

社会活動
2019年1月～12月までの活動状況
南公民館（ジョリーディム）
滑石公民館（コーロあじさい）
ハッピートーク
ハミングバーズ（長崎県全ロータリークラブ）
みんとコーラス
雲仙ミュージカル団体ハミングバード

2月
社会福祉法人南髙愛燐会講演会
（大村諫早市民劇場） 主催南髙愛憐会

10月
ジョリーディム南公民館発表会
コーロあじさい滑石公民館発表

11月
雲仙音楽祭
ハミングバード発表

12月
ハミングバーズ出演
チヤリティーコンサート
主催：長崎ソロプチミスト
会場：ブリックホール国際会議場

ハミングバーズ出演
クリスマスボランティア演奏会
主催：長崎ボランティア協会
会場：市民会館

松 尾 公 則

研究活動
1．長崎女子短大構内の両生・爬虫類相

長崎女子短期大学紀要第43号、2019年3月
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2．雲仙アザミ谷の人工池で確認した両生類
長崎県生物学会誌、No．84（p18‐19）、2019
年6月

3．長崎県に生息する4種のヤモリ属
長崎県生物学会誌、No．84（p33‐37）、2019
年6月

4．長崎ペンギン水族館のチュウゴクオオサン
ショウウオは日本一
九州両生爬虫類研究会誌第10号（p16）、2019
年11月

教育活動
【講師】
1．令和元年5月24日㈮ 13：25～14：15

大村高等学校2年生家政科 生徒40名
講演：長崎県の生物

2．令和元年6月5日㈬ 18：30～21：00
森キララ飼育員講演会 森キララ飼育員15名
講演：長崎県のカエルについて

3．令和元年6月29日㈯ 10：00～12：30
雲仙諏訪の池ビジターセンター 一般客25名
講演：諏訪の池周辺の危険な動物

4．令和元年7月10日㈬ 13：30～14：30
長崎特別支援学校 小学部4年生5名
授業：カエルの授業（ゼミ生12名と協力して実
施した）

5．令和元年8月4日㈰ 14：30～16：00
九十九島ビジターセンター 一般客35名
講演：長崎のカエルを考える

6．令和元年9月27日㈮ 13：30～15：00
千綿小学校4年生35名
講演：千綿の動物は面白い

7．令和元年10月13日㈰ 14：00～15：00
森キララ一般客 50名程度
講演：長崎県のカエルについて

8．令和元年10月24日㈭ 14：15～15：30
対馬市立鶏鳴小学校 4年生（64名）
講演：宝の島 対馬のゆたかな自然

9．令和元年11月1日㈮ 10：00～11：10
つばさ保育園 全園児70名程度
講演：カエルの授業

11．令和元年11月21日㈭ 11：55～12：55
壱岐商業高校全校生徒 約250名程度
壱岐の動物たち

12．令和元年11月26日㈫ 10：00～11；40
対馬市立今里小学校全校生徒 約30名程度
講演：宝の島 対馬のゆたかな自然

13．令和元年11月26日㈫ 13：30～14：20
対馬市立大船越中学校全校生徒 約50名程度
講演：宝の島 対馬のゆたかな自然

14．令和2年1月25日㈰ 8：50～12：00
長崎大学教育学部中理生物選択者
学生8名 教官1名
長崎市相川湿地にて野外観察会を実施した。

15．令和2年2月11日㈰10：00～12：00
市民団体「森のわ」
長崎市相川湿地にて野外観察会を実施した。

16．令和2年2月17・18日（月・火）
10：30～12：00

時津幼稚園年長組45名
長崎市相川湿地にて野外観察会を実施した。

社会活動
【所属学会】
1．長崎県生物学会会長
2．佐賀自然史研究会会員
3．九州両生・爬虫類研究会運営委員
4．日本爬虫両棲類学会会員

【メデイア出演】
1．テレビ出演

今年度も長崎ケーブルテレビの「なんでんカ
フェ」に月1回出演し、多くの動物番組を提供し
てきた。また、同番組が NBC の午後に放送され
る「なんでんカフェ1403」でも放送されている。

番組のタイトルは以下の通りである。
2019年

4月：アカハライモリの授業（生態や毒につい
て解説）

5月：クマバチの授業（クマバチは刺せないこ
とを解説）

6月：ライトトラップ（蛾の採集に使用される）
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7月：カマキリの授業（長崎に生息するカマキ
リや寄生するハリガネムシについて解
説）

8月：淡水エビの世界（長崎県の河川に見られ
る淡水エビを紹介）

9月：ヤマネの授業（天然記念物ヤマネの紹介）
10月：ヘビ少年とマムシ（ヘビ大好き少年とマ

ムシの毒について紹介）
11月：トカゲの仲間の授業（長崎県に生息する

9種のトカゲ類を紹介）
12月：ネズミの授業（来年の干支であるネズミ

を紹介）
2020年

1月：特定外来種
2月：冬の昆虫たち
3月：福岡にあるサイエンスカフェ

2．長崎ケーブルテレビガイドの執筆
月一回長崎ケーブルテレビのテレビガイドが出

版されており、その中で長崎の動物について紹介
している。2019年4月号からのタイトルは次の通
りである。
2019年
4月号：派手なヘビ「ジムグリ」
5月号：ドブに棲むから「ドブネズミ」
6月号：怖くない「クマバチ」
7月号：最後に登場「ヤマアカガエル」
8月号：蛾の採集には「ライトトラップ」
9月号：植物を食いつくす「ニホンジカ」
10月号：おいしい「テナガエビ」
11月号：ペンギン水族館のチュウゴクオオサン

ショウウオは日本一
12月号：特定外来種の「カミツキガメ」発見
2020年
1月号：今年は「ネズミ年」
2月号：「特定外来種」
3月号：昆虫たちの冬越し

【役職】
1．平成28年4月～：長崎県生物学会 会長
2．平成21年～：九州両生爬虫類研究会 運営委

員

島 田 幸一郎

研究活動
【論文】
著 者：島田幸一郎
タイトル：「障がい児保育」の学修充実を目指し

た取り組みについて
～学生による授業評価アンケートの結
果から～

発表期間：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年2月（2020）

教育活動
【講演等】
1．依頼機関：雲仙市

内容：雲仙市子育て支援員研修講座
「保育者の職業倫理と配慮事項」

場所：雲仙市千々石総合支所
期日：令和元年11月7日

社会活動
【各種役員】
1．社会福祉法人時津町手をつなぐ育成会第三者

委員
（平成26年4月～）

2．社会福祉法人遊歩の会評議員
（平成26年12月～）

3．長崎家庭裁判所委員会委員
（平成28年1月～令和元年12月）

4．長崎県立盲学校評議員
（平成29年4月～）

5．東彼地区環境センター監理委員会委員
（平成30年4月～）

6．東彼杵町選挙管理委員会委員
（平成30年9月～）

中 村 浩 美

教育活動
【講師】
1．題目：教員免許更新講習
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「発声法の基礎技能と音楽的表現のア
プローチ」

主催：文部科学省
場所：長崎短期大学 音楽室
期日：令和1年8月20日

社会活動・演奏活動
1．題目：みんなで楽しもう！

ミニ・コンサート（レガリーノ）
主催：社会福祉法人ゆうわ会

生活介護事業すずらん
場所：すずらん訓練室
期日：令和1年6月7日

2．題目：レガリーノ
サマーコンサート in 歴史博物館

主催：長崎市歴史博物館
場所：長崎市歴史博物館エントランスホール
期日：令和1年7月28日

3．題目：レガリーノ
もりのクレヨンクリスマスコンサート

主催：上長崎子育て支援センター
もりのクレヨン

場所：上長崎子育て支援センター
もりのクレヨン

期日：令和1年11月29日
4．題目：レガリーノ クリスマスコンサート

in 歴史博物館
主催：長崎市歴史博物館
場所：長崎市歴史博物館エントランスホール
期日：令和1年12月8日

題目：レガリーノ
親子のためのクリスマスコンサート

主催：子育て支援センター にじのくに
場所：子育て支援センター にじのくに

多目的ホール
期日：令和1年12月22日

5．本学公開講座
題目：童謡からポピュラーなど

懐かしい曲を歌いませんか
主催：本学長崎女子短期大学

場所：本学長崎女子短期大学 音楽あそび室
期日：令和1年8月31日

論文
「保育者養成校における音楽表現について一考察」

研究活動
1．九州公私立音楽学会

研究ノート
「保育者養成校における音楽表現」
―保育と音楽表現―の授業内容

各種役職
1．九州公私立大学音楽学会 理事
2．武蔵野音楽大学同窓会長崎支部 理事

本 村 弥寿子

研究活動
【論文】
・著 者：本村弥寿子

タイトル：保育における環境教育について
－環境活動指導者養成講座の取組か
ら考える－

発表機関：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和2年3月（2020）

【研究会発表】
・発表者：本村弥寿子

発表題目：教育実習・保育実習で大切なこと
（園にとって、学生にとって）

発表機関：九州保育研究会 第13回大会
発表場所：活水女子大学
発表期日：令和元年12月7日（2019）

教育活動
【講師】
・会の名称：令和元年度環境活動指導者養成講座

「保育における環境教育について～
日々の保育で心がけたいこと～」

主 催 者：長崎県
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場 所：長崎県庁
期 日：令和元年6月11日（2019）

・会の名称：育児講座「親子関係のあり方につい
て」

主 催 者：長崎市
場 所：長崎市立緑ヶ丘保育所
期 日：令和元年6月11日（2019）

・会の名称：教員免許状更新講習「子どもの世界
を考える」

担 当 者：本村弥寿子
主 催 者：長崎県
場 所：長崎女子短期大学
期 日：令和元年8月20日（2019）

・会の名称：令和元年度長崎県保育士等キャリア
アップ研修「幼児教育」

担 当 者：本村弥寿子
主 催 者：長崎県
場 所：長崎女子短期大学
期 日：令和元年9月2日、9月3日、9月

4日（2019）

・会の名称：長崎女子短期大学 公開講座「子ど
もの遊びと学び」

担 当 者：本村弥寿子、福井謙一郎
主 催 者：長崎女子短期大学
場 所：長崎市立認定こども園長崎幼稚園
期 日：令和元年9月12日（2019）

・会の名称：親育ち講座「乳幼児の教育」
主 催 者：南島原市
場 所：西有家総合学習センター「カムス」
期 日：令和元年10月20日（2019）

・会の名称：子育て支援員研修「地域保育の環境
整備」

主 催 者：雲仙市
場 所：雲仙市千々石保健センター
期 日：令和元年11月12日（2019）

・会の名称：令和元年度保育支援セミナー「幼児
教育について」

主 催 者：長崎県保育協会
場 所：長崎県総合福祉センター
期 日：令和元年12月10日（2019）

荒 木 正 平

研究活動
【論文】
1．著 者：荒木正平

タイトル：障害のある子ども、気になる子ど
も、特別の支援を必要とする子ど
もの、教育・保育場面における“育
ちあい”に向けた支援

掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

2．著 者：荒木 正平
タイトル：認知症の人が落ち着く言葉かけを

考える～ケアを提供する人と受け
る人の関係性という視点から

掲載誌名：日総研『季刊誌 認知症ケア』2019
夏号 pp2‐8

発表期日：令和元年6月（2019）

教育活動
【講師】
1．教員免許更新講習会（「子どもと家庭の支援

を考える」） 分担担当講師
期 日：令和元年8月22日（2019）
場 所：長崎女子短期大学

2．長崎県保育協会 保育士等キャリアアップ研
修 講師
担当科目：障害児保育
期 日：令和元年9月3日・5日・12日（2019）
場 所：島原文化会館

3．南島原市・長崎女子短期大学連携事業「親育
ち講座」（「子ども・子育てを支える様々なしく
み」） 講師
期 日：令和元年11月17日（2019）
場 所：南島原市西有家総合学習センター
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（カムス）
4．長崎県消防学校 消防職員第23期救急科教育

講師
担当科目：救急業務・救急医学の基礎「社会保

障と社会福祉」
期 日：令和2年2月5日（2020）
場 所：長崎県消防学校（大村市）

5．諫早農業高校「介護におけるコミュニケー
ション」 非常勤講師
期 日：令和2年2月19日（2020）
場 所：諫早農業高校

社会活動
【各種役職】
1．社会福祉法人優輝会 評議員

期 間：平成26年5月28日～（継続）
2．保護者支援・教育研究センター（SPEC）

研究員（福祉分野担当）
期 間：平成26年8月19日～（継続）

3．社会福祉法人遊歩の会 理事
期 間：令和元年6月15日～（継続）

4．九州西部地域大学・短期大学連合産学官連携
プラットフォーム（QSP）高等教育の質の向上
専門委員会 委員

福 井 謙一郎

研究活動
【論文】
1．著 者：清水陽香・福井謙一郎・中島健一

郎
タイトル：テスト対処方略が女子短期大学生

の学業成績に及ぼす影響 ―学生
の友人数による調整効果―

掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和元年12月（2019）

2．著 者：清水陽香・福井謙一郎・中島健一
郎

タイトル：教育実習への期待感と事前準備が
女子短期大学生の実習での評価及
び保育者効力感に及ぼす影響

掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和元年12月（2019）

3．著 者：織田 芳人・福井 謙一郎
タイトル：保育で使われる漢字の収集と分析
掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和2年3月（2020））

社会活動
・令和元年8月～令和2年1月 南島原市 親育

ち講座 講師
・令和元年6月1日 香焼保育園 保育者研修

講師
・令和元年6月20日 聖母の騎士保育園 保育者

研修 講師
・令和元年6月20日 小中学校生徒指導研修会

講師（テーマ：虐待予防）
・令和元年7月11日 諫早健康福祉講演会 講師

（テーマ：自殺予防）
・令和元年7月12日 ひまわり認定こども園 保

護者向け講演会（テーマ：愛着）
・令和元年7月26日 長崎市保育研修会 講師

（テーマ：愛着）
・令和元年8月2日 小中学校15年研修会 講師

（テーマ：ストレスマネジメント）
・令和元年8月9日 ひまわり認定こども園 保

護者向け研修会（テーマ：メディア）
・令和元年8月9日 太陽保育所 保育者向け研

修会 講師（テーマ：きょうだい児）
・令和元年8月28日 実務者会議研修会 講師

（事例検討）
・令和元年8月29日 土井首中学校 教員研修会

講師（事例検討）
・令和元年9月18日～令和元年9月20日 キャリ

アアップ研修会 講師
・令和元年10月24日 明峰中学校 保護者向け研

修会 講師（テーマ：愛着）
・令和元年10月25日 ぶんか子ども園 パパ講座

講師
・令和元年11月12日 諫早市講演会 講師

（テーマ：愛着形成）

令和元年度 研究活動等実績報告
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光 武 きよみ

研究活動
【著書】
1．著 者：光武 きよみ

タイトル：保育学生によるブラッシング指導
発表機関：東山書房 「健康教室」4月号 P

82～85
発表期日：平成31年4月1日（2019） 発刊

2．著 者：光武 きよみ
タイトル：病児対応型施設における保育士の専

門性について
発表機関：『病児保育研究』第10号 P14
発表期日：令和1年7月11日（2019） 発刊

【論文】
1．著 者：光武 きよみ

タイトル：病児保育についての研究
～多職種連携の保育看護～

発表機関：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和1年11月（2019）

2．著 者：光武 きよみ
タイトル：リスクマネジメントについての研究

～保育学生の救急救命に対する意識
調査からの考察～

発表機関：長崎女子短期大学紀要 第45号
発表期日：令和2年3月（2020）

【発表】
発 表 者：光武 きよみ
発表題目：保育学生の救急救命に対する意識調

査からの考察
発表機関：日本学校保健学会第66回学術大会

口述発表
発表期日：令和1年11月30日（2019）

教育活動
【講師】
1．長崎大学教育学部 非常勤講師

担当科目：子どもの保健実習
学生30名 受講

場所・期間：長崎大学教育学部
前期（13コマ）

2．活水女子大学 子ども学科 非常勤講師
担当科目：子どもの保健Ⅰ 学生29名 受講

子どもの保健Ⅱ 学生29名 受講
子どもの保健Ⅲ 学生29名 受講

場所・期間：活水女子大学
後期 保健Ⅰ13コマ、保健Ⅱ15コ
マ、保健Ⅲ11コマ

3．長崎県キャリアアップ研修講師
担当科目：保健衛生・安全対策
場所・期日：長崎市総合福祉センター

令和1年10月10日、10月17日、10
月31日 参加者230名
佐世保市労働福祉センター
令和2年1月9日、1月25日、1
月30日、参加者130名

4．長崎女子短期大学附属幼稚園
PTA 総会 講話
講話内容：「保護者ができる応急処置」」
場所・期日：長崎女子短期大学附属幼稚園

5月23日
5．佐賀県キャリアアップ研修講師
担当科目：「食育・アレルギー対応分野」
場所・期日：ゆめぷらっと小城

令和1年11月28日 参加者139名
牛津公民館 令和1年12月14日
参加者127名

社会活動
【役職】
1．長崎市保健所運営協議会 委員

期間：平成30年（2018）3月～平成32年（2020）
3月

2．九州西部地域大学・短期大学連合産学連携プ
ラットフォーム 子ども育成専門委員会委員
（平成29年度～）

令和元年度 研究活動等実績報告
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人 間 教 養 教 育蛯 原 正 貴

研究活動
【論文】
1．著 者：蛯原 正貴

タイトル：国内の体育授業における戦術学習研
究の系統的レビュー

掲載誌名：長崎女子短期大学紀要 第44号
発表期日：令和2年3月（2020）

社会活動
・教員免許状更新講習 講師

実施日：令和元年8月20日（於：長崎女子短期
大学）

・保育士キャリアアップ講座 講師
実施日：令和2年2月25日（於：長崎女子短期

大学）

船 勢 肇

研究活動
【著作】
1．著者：船勢 肇

タイトル：二・一集会参加記 ―共同体論と
「内的権威」について―

掲載誌名：歴史科学 239号
発表期日：令和元年（2019）11月

教育活動
【講師】
1．大学史研究会事務局員

平成29年（2017）11月～

社会活動
【各種役職】
1．子育て支援員研修「保育の原理」

主催者：雲仙市
場 所：雲仙市千々石保健センター
期 日：令和元年（2019）10月29日

長 尾 久美子

教育活動
【講師】
1．教員免許更新講習会

講義題目：子どもと家庭の支援を考える
期 日：令和元年8月22日
場 所：本学
受 講 者：30名

2．養育里親更新研修
（主催；長崎県里親育成センター）
講義題目：子どもの育ちを支える里親養育

（第1回）
期 日：令和元年9月2日
場 所：光と緑の園（大村市）
受 講 者：約30名
講義題目：子どもの育ちを支える里親養育

（第2回）
期 日：令和2年1月25日
場 所：光と緑の園（大村市）
受 講 者：約20名

社会活動
【各種役職】
1．長崎県福祉保健審議会児童福祉専門分科会

措置・検証部会（死亡事例等の検証に関する審
議）委員（平成22年10月1日～）

2．長崎県要保護児童対策地域協議会委員（平成
23年10月31日～令和元年10月31日）

3．障害のある人の相談に関する調整委員会委員
（平成26年2月21日～令和2年3月）

4．障害のある人もない人も共に生きる平和な長
崎県づくり推進会議委員（平成26年5月1日～
令和2年3月）

5．長崎県共同募金会配分委員（平成25年8月27
日～）

6．長崎県社会福祉協議会運営適正化委員会委員
（平成26年4月1日～）

令和元年度 研究活動等実績報告
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7．長崎県後期高齢者広域連合情報公開・個人情
報保護審査会委員（平成28年6月29日～）

8．社会福祉法人幸生会 理事（平成28年5月27
日～）

9．社会福祉法人平成会 評議員（平成29年4月
1日～）

10．社会福祉法人光と緑の園 評議員（平成29年
4月1日～）

11．社会福祉法人日浦会 評議員（令和元年4月
1日～）

令和元年度 研究活動等実績報告
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令和元年度研究テーマ一覧

教 授 橋口 亮
クジラの赤身肉を原料としたソーセージ
の製造

教 授 森 弘行
情報処理教育に関する研究

教 授 織田 芳人
1．保育者養成校における情報教育の調

査研究
2．幼児を対象とするメディア活用教材

（電子紙芝居等）の製作
教 授 長尾久美子

学生の社会福祉に関する意識の向上に関
する教育の在り方について

教 授 白石 景一
1．音楽表現における感性・知性・理
性・思想などの運動・呼吸・音色感・リ
ズム感・和声感・メロディー感などとの
関係について
2．保育者養成校の音楽教育における指
導法、教材研究について

教 授 中澤 伸元
音楽教育指導法

教 授 松尾 公則
長崎県におけるタゴガエルの分布

准教授 武藤 玲路
短期大学のキャリア教育に関する研究

准教授 濵口なぎさ
能動的学修の実践に関する研究

准教授 山口ゆかり
クジラ肉を原料としたソーセージの加工
法に関する研究

准教授 島田幸一郎
教育・保育現場における特別の支援を必
要とする子どもに対する「合理的配慮」
（特別な配慮）について

講 師 古賀 克彦
食事が血糖値変化に及ぼす影響について

講 師 中村 浩美
1．ソプラノ音域からメゾ・ソプラノへ
の移行のもととした発声法と、それに伴
う歌曲やオペラマリアを含むクラシック
楽曲の音楽表現、演奏法と演技法。また、
ミュージカルにおけるミックスヴォイス
等の発声法と歌唱法、演技法について。

2．保育者養成校の音楽教育における授
業内容、指導法、教材研究について

講 師 本村弥寿子
保育実践力を身に付けるための授業内容
の模索

講 師 荒木 正平
多様な対人ケア場面におけるコミュニ
ケーションに関する研究

講 師 福井謙一郎
保育者が受けた養育態度と子ども観に関
する研究

講 師 光武きよみ
病児保育，健康教育に関する研究

講 師 江頭万里子
本学学生の言葉遣いについて

講 師 昆 正子
専門科目から実習指導へとつながりを持
たせた授業展開

講 師 蛯原 正貴
幼児期におけるレジスタンストレーニン
グと体組成の関係

助 教 船勢 肇
近代日本における「学問の自由」概念

助 教 桑原 真美
廃棄野菜の効果的利用法の検討または食
品衛生指導のための微生物汚染状況調査

助 教 桑原 倫子
廃棄野菜の効果的利用法の検討並びに同
有効活用のためのレシピの考案

令和元年度研究テーマ一覧
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紀要発行に関する内規

（目 的）
第1条 本内規は、「長崎女子短期大学紀要」の

発行に関し必要な事項を定める。
（発 行）
第2条 紀要は原則として年1回発行する。
（資 格）
第3条 投稿者の資格は、本学専任教職員とする。

但し、共同研究者として、本学以外の者を
含むことは妨げない。

（掲載項目）
第4条 掲載項目は「論文」及び「研究活動等の

報告」等とする。
⑴ 論文は次の通りとする。

① 原則として未発表の論文、調査報告、
総説及び解説

② 本学における教育実践成果の報告
③ 作品の評論及び演奏会・展覧会の批評

など
⑵ 「研究活動等の報告」は次の通りとする。

① 他誌に発表した論文の表題及び要旨
② 発表した演奏会・展覧会等の名称・場

所・日時など
③ 年度内の教育研究業績に関するもの
④ その他適当と認められるもの

（編 集）
第5条 編集については、各学科・専攻から選出

されたもので構成する紀要・図書委員会で
行う。

（投 稿）
第6条 投稿は、次に従って行うこととする。

① 論文の使用言語については特に定めな
いが、表題は和文とし英訳をつける。

② 原稿の長さは原則として400字詰原稿
用紙50枚（20，000字）以内とする。

③ 投稿希望者は、所定の期日までに紀
要・図書委員会に原稿を提出するものと
する。

④ 校正は投稿者が行う。

⑤ 研究費の配分を受けた者は、第4条の
何れかを投稿するものとする。

（寄 贈）
第7条 投稿者には、投稿論文1編につき抜き刷

り20部を贈呈する。
（著 作 権）
第8条 投稿論文の著作権は執筆者に帰属するが、

営利を目的としない公的機関による電子化
利用（ホームページ・国立情報学研究所の
WEB サービスによる公開など）に限り公
開を許諾されたものとする。なお、電子化
利用への公開を許諾されない場合は、紀
要・図書委員会に申し出るものとする。

（内規の改廃）
第9条 この内規の改廃は運営委員会及び教授会

の議を経て行う。
付 則 この内規は、平成17年7月28日から実施

する。
付 則 この内規は、平成22年12月16日から実施

する。
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