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原 著 
 

中等学校における校則の法的性格 

 

⼤⻄斎 

（東京未来⼤学こども⼼理学部） 

 

Legal Nature of School Rules in Secondary School 
ONISHI Hitoshi 

（TOKYO FUTURE UNIVERSITY) 
 

要約 

 校則の意義を明確にする。校則の法的性格を検討する。なかでも特別権力関係説と在学契約関

係説を対比して学説の分析をおこなった。また、両説に立脚した判例について検討を実施した。

そのうえで教育現場の実情や学校の規律維持と、生徒の人権を加味したうえで結論を導き出し

た。      

 

キーワード: 校則 特別権力関係説 在学契約関係説  判例 学習権 

 

はじめに 

 今日、学校現場における校則のあり方が問題とされることが報道などにより散見される。かつ

ては、管理教育イコール校則問題として捉えられる傾向が強かった。ただ、人が集まれば自ずと

決めごとが必要となるのであり、その決めごとを管理と呼ぶのなら管理のない社会などないので

あって、学校といえども例外ではない。 

 人が集団社会をかたちづくり、維持する上において、一定の規律や管理は必要である。いわば、

規律は自由を実現する意味合いをもつといえる。 

 現在の学校での校則問題は、規律だけが一面的に重視され、規律のための規律、すなわち校則

のための校則と化したところに問題の根本がある。 

 ただ、現状の学校現場は、管理する側と管理される側の関係を官庁と教員、教員と生徒という

ような単純なものでなくなっているといえる。 

 反面、多くの生徒は、学校外の日常生活まで、細かい校則によって規制されており、自由にも

のごとを考えられなくなり、自分で考えて行動する能力に問題があることも事実である。失敗や

誤りをしても反省できなくなり、決まりにないとやるべきこともやらなくなることに繋がってい

く。 

 そのため、人にとって大切な人間の尊厳や人権、自由を認識して現実化する力の強化・発展に

おいて根幹をなす部分が失われることにもなりかねない。 
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 学校現場での生徒の自由意思の尊重と、学校の規律の問題は極めて繊細なものである。それゆ

え、本論文においては、校則を法律学と教育学の観点から分析し、現在の日本の中等学校で適用

されている校則の問題点を法的に検証していきたい。 

 

１．校則の定義  

 校則の定義づけは、多数の説がある。一般には「教職員に関する規定までも含めて、学校のき

まりの総称として用いられる場合や、学校教育法施行規則 3･4･15 条などに規定される学則と同

義に用いられる場合がある」（１）と定義づけられる。 

 現実に学校裁判で問題とされるものは、生徒の人権の抑圧に関わる生徒規則（生活指導）をめ

ぐってである。「特に生徒に対し一定の行為を禁止する禁止校則が焦点となっている。」（２）とい

うところからもうかがわれよう。 

 本稿においては、生徒規則（生活指導）を中核に据え、校則の法的根拠、法的性格を学校自治

との関わりにおいてみていく。校則の法的性格を検討する場合の基幹にあるのは、生徒の在学関

係をどうとらえるかということである。（３）以下各説、判例の立場を分析していく。 

 

２．特別権力関係説  

 特別権力関係説は、一般権力関係のように統治権に服する者全体に当然に成立する関係とは異

なり、法律や当事者の同意によって特別な権力関係に入ることをいう。 

 その効力は「いったんその関係が成立すると、公法上の特定の目的のために必要な限度におい

て、特定の者に包括的な支配権が与えられ、その関係に立っている者に対しては、いちいち法律

の根拠によることなく、命令強制がなされうる」（４）ということである。紛争が生じた場合におい

て、一方の当事者の自主性、自律性を重んじ裁量権を広く認める。 

 これを在学関係にあてはめていくと、任意の同意（国公立高校）あるいは法律によって義務づ

けられた同意（国公立の小・中学）により、特別権力関係に入り、「学校当局は、教育ないしは

研究という目的の合理的な範囲内において、法律の個別的な根拠規定がなくても、学生・生徒に

一般的あるいは具体的な命令を発することができ、学校当局のそうした権力行使については、学

生・生徒は、内部規律的な問題には訴訟が許されず、それを越えた退学処分のような場合にも、

裁判所はできるだけ学校当局の教育的裁量を尊重すべきことになる」（５）ということになり、学校

当局に対して強権的、専制的な裁量権を認めることになる。 

 この説によれば校則は、学校という営造物主体が、それを利用する者（生徒）に対して、発す

る命令ということになる。いわば、個々の法的な根拠規定を必要とせず、教育目標を達成する範

囲内であれば、自由に命令を発することができる。その法的性格は営造物管理規則としての行政

規則ということになる。 

 

３．在学契約関係説 

 これに対して、児童・生徒との関係を契約関係で説明しようとする考え方が、契約関係説であ

る。 
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 契約関係説には、契約関係を重視する在学契約関係説と、特別権力関係説と在学契約関係説と

の折衷的な立場の符合契約関係説とがある。ただ、符合契約関係説の見解は、生徒は自発的意思

によって学校当局があらかじめ定めた校則などの契約条項を承認して入学したのであるから、当

然に校則に拘束されるといい、契約という名前はつくが、実質的には特別権力関係説と旨を同じ

くする。 

 それゆえ、本論文においては、より契約的色彩の明確な在学契約関係説を中心に検討する。こ

の説は、生徒の在学関係を、国公立学校と私立学校とを同じようにとらえて、対等な当事者とし

て学校と生徒を考えている。すなわち、各学校と各生徒が合意により契約をした関係と解するの

である（６）。 

 在学契約関係説の最初の提唱者でもある兼子仁氏によると、国公立学校は公的な営造物である

が、その利用関係の法的構成は、学校に特有な教育法制により決まるとする。いわば、国公立学

校の組織法上の性質と、それを利用する関係の性質とを区別するのである。 

 その結果、国公立学校の利用関係たる在学関係は、私立学校と同様に契約関係であることにな

る。 

 兼子仁氏は、国公立学校の在学関係を契約関係と唱える現在の教育法制上の根拠として、以下

のようなものを挙げる。第一に、教育基本法や学校教育法など教育法規は、国公立、私立を問わ

ず全ての学校に等しく適用されていること。第二に、現在の在学関係は、憲法の原理からいって、

学習権を保障すべき法律関係であって、学校設置者の側には、公教育の遂行に関する義務が強い

と共に、生徒・保護者の側には、権利主体性が高められており、両者は対等な権利義務関係にあ

るといえること。第三に、学習権を保障する学校教育は、もはや「教育を施す者の支配的権能で

はなく」（最高裁学テ判決）、教育の非権力性の原理が妥当しており、懲戒に含まれる優越的意

思も、権力行為と目するには当たらず、在学関係全体を権力関係にならしめる程でないこと。第

四に、学校当局に認められる一定範囲における教育上の包括的決定権能も、私立学校の在学契約

関係と共通しており、生徒及び保護者側の基本的な合意に基づく各学校の教育自治関係であるこ

と（７）。 

 このような法制上の根拠に基づく、在学契約関係説の立場から校則をみるなら、「各学校ごと

の教育自治関係として、保護者や生徒の基本的な合意に根ざした慣習法的な性質を持ったものと

いうことになる」（８）。極めて民主的な色彩が強いといえよう。 

 

４．判例の見解 

（１）特別権力関係説に立脚した最高裁の見解 

 判例の見解の中には、特別権力関係説に立脚した判示があるが、わかりにくい傾向にある。 

 最高裁判所の見解はいまひとつはっきりしない。以下の二つの最高裁判所の判決は、大学にお

いて在学関係が争われたものである。高等学校における在学関係を考える上でも参考になると思

うので検討する。 

 1954 年の京都府立医大放学処分事件（９）では、「学生に退学を命ずることは、市民としての公

の施設の利用関係からこれを排除するものであるから、私立大学の学生に退学を命じる行為とは

趣を異にし」と考え、一見特別権力関係説に立つかにみえる。 
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 1977 年の富山大学単位不認定事件（１０）では、「大学は、国公立であろうと私立であるとを問わ

ず、……法令に格別の規定がない場合でも、学則などによりこれを規定し、実施することのでき

る自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであ

るから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の

司法審査の対象になるのではなく、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司

法審査の対象から除かれるものであることは、叙上説示の点に照らし、明らかというべきである」

と判示する。 

 この判決は、特別権力関係説に近い判決といえるが、部分社会説という見解を唱える論者もい

る。ただ、部分社会説については、教育法解釈論から若干の疑問点が指摘される。（１１）「『部分

社会説』は特別権力関係説を一応、克服しているものの、学生の在学関係が原理的に非権力的で

あるという点があいまいになっているのも疑問として残る」（１２）のである。最高裁は、判決のな

かにおいて、神経質的といってよいように「特別権力関係」ということばを避けているようであ

る。   

（２）特別権力関係説に立脚した下級審の見解 

 下級審の判決をみると、丸刈り校則の熊本地裁判決では、「中学校長は、教育の実現のため、

生徒を規律する校則を定める包括的な権能を有するが、教育は人格の完成をめざすものであるか

ら、右校則の中には、教科の学習に関するものだけでなく、生徒の服装等いわば生徒のしつけに

関するものも含まれる」（１３）とし、校長が校則制定権を持つとする。その根拠とするところは、

「中学校長の専門的、技術的な判断に委ねられるべきものである」（１４）と考えられ、「特別権力

関係」という言葉こそ使ってないが、その文脈の中からは特別権力関係説に依拠して当然といわ

んばかりのものが感じられる。 

 千葉地裁のバイク訴訟（１５）の判決においては、「高等学校は公立私立を問わず、生徒の教育を

目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも学校長は、その設置目的を達

成するために必要な事項を校則等により一方的に制定し、これによって在学する生徒を規律する

包括的権能を有し、生徒は教育施設に包括的に自己の教育を託し生徒としての身分を取得するの

であって、入学に際し、当該学校の規律に服することが義務づけられる」という判示をし、学校

側の強権的な姿勢を司法が擁護するかのような印象すら感じる。 

 これら二つの判決は、特別権力関係説とか在学契約関係説とかいう以前に、校則は校長（学校）

が定めるということが、当然の前提になっている点が注目すべきことといえる。その理由として

考えられるのが、「特別権力関係論といい在学契約関係論といい、どうも実定法の解釈適用の責

任を負う裁判官を納得させるだけの法律構成を提示していないという点にも問題がある……ま

た、在学関係説については基本関係論が具体の結論を導き出すことに直接響いていないというこ

ともあって、裁判所としては何も基本関係論にさかのぼる必要はなかった」（１６）ということであ

る。どのような法律構成論を用いても、校則の定立を是認することには変わりがないという観念

が、根底にあるのかも知れない。  

 下級審の中には、大学の在学関係において、はっきりと特別権力関係説を採用したものもある。

先の 1977 年の富山大学単位不認定事件第一審判決が、それである（１７）。判決では、「国立大学は、

大学教育、研究を目的とするところとして国が設置し、必要な人的、物的施設を有する総合体で
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あり、国の意思によって支配し運営される営造物であるから、右営造物の主体である国と学生と

の間には、当該営造物の利用関係が生じ、学校設置の目的達成の必要な範囲と限度において、大

学が学生を包括的に支配し、学生がこれに包括的に服従すべきことを内容とする、いわゆる公法

上の特別権力関係が成立することは多言を要しない」と判示しているのである。  

（３）在学契約関係説に立脚した判例 

 大学の在学関係をめぐる判例の中には、特別権力関係説に依拠する判決の多い中、在学契約関

係説の立場に立脚したと思われる判決もある。 

 金沢大学医学部事件第一審判決（１８）では、学校自体が持つ支配権は、私立と国公立との違いは

ないと考え、「国立大学の在学関係を私立大学におけるそれとは異質な特別権力関係と解すべき

充分な根拠とはなし得ない」とし、「そしてまた、現行の教育関係法規をみても国立大学である

と私立大学であるとを問わず学校教育法、教育基本法の適用をうけ、両者は同一の目的をもつ教

育機関である（学校教育法 52 条）ものとされているのであって、国立大学の在学関係と私立の

それとの間に本質的な差異を認めていないのである」と判示している。いわば、本質的に国立大

学と私立大学との差異性を否定しているのである。国公立学校の在学関係の契約関係を認める判

決は少ないが、私立学校の契約関係を認める判決は多くみられる。なかには、昭和女子大事件最

高裁判決（１９）のように、在学契約関係を前提にしているかのような論述を行うものもある。私立

学校の場合、契約関係を容認する判決が多いのも一つの特徴かも知れない。 

   

５．学説と判例の検討  

 特別権力関係説と在学契約関係説との学説の比重については、「結論的にいって、国公立学校

の在学関係は特別権力関係であり、私立学校の場合は契約関係だとするのが多数説のようである」

（２０）という見解がある。これに対し、兼子仁氏は、「国公立学校の在学関係についても、これを

特別権力関係と解釈することには行政法学説の反対が強くなっている」（２１）と主張する。 

 いずれにしても、特別権力関係説は曲がり角の様相を来たしていることは事実のようである。

それだけに、「少なくとも、法治主義の原則を大幅に排除し、司法審査をごく狭く限定する旧来

の特別権力関係論は認められないであろう」（２２）という考えは一面で評価ができる。  

 在学契約関係説の難点は、義務教育の小中学校の関係を説明するにはどうしても無理があると

いう点である。そもそも義務教育においては、親や児童・生徒に学校選択の自由や学校に行くか

行かないかを決定する権限はなく、むしろ就学義務に背いた場合には罰則すらある。いわば、法

制を扱う行政官庁との関係を契約という観念でとらえるのには無理があるというものである（学

校教育法 22条 1項､同 23 条､同 39条 1項 3項､同 91 条､学校教育法施行令 5 条 2項､同施行令 6

条､同施行令 42条）。 

 塩野宏氏は、これらのことを踏まえて、「むしろ、成立の形式というよりは、公立の小中学校

の生徒も無権利者ではない、彼らは学習権を中心とした人権を享有している人格の保持者である、

ということを象徴的に表現しているのだろう、と思われるわけです。そういう理念的なものだと

すると、校則についての根拠とか主体の問題も在学関係から法技術的に一義的解答を導き出すこ

とはできないような気がします」（２３）と、法技術的に問題があるとする。 
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 伊藤公一氏は、これらのことから、兼子仁氏が在学契約関係説を論証する根拠にも難点がある

という。それは、国・公立学校の在学関係も契約関係であるとするのは、現在の教育法制がそう

なっているからであると現行の教育法制からその根拠をひき出している点である。 

 本来、法制という以上、法的な根拠でなくてはならないはずだが、前述の 4つの根拠の中には、

「実は法的根拠ではなく、当説主張者の主観的なそうあるべきであるという見解が、一部、法的

根拠に置き代えられているように思われる」（２４）とし、その例として伊藤公一氏は、第四の根拠

をあげる。学校当局の包括的決定権能は、生徒および保護者側の合意に基づく各学校の教育自治

関係であると兼子仁氏の述べていることに対して、「これは法的裏付けのない当説主張者の主観

的な見解にすぎない」（２５）と指摘する。 

 同様に塩野宏氏は、「兼子仁さんは、校則は『生徒や父母の基本的な合意に根ざして慣習法的

になされているのでなければならない』とされています。しかし、この説自体についても、基本

的合意に根ざすとか、慣習法的になされている、というのが一体何なのかが、法技術的に明確で

なく、裁判規範としての性格を持っていないように思われます。また新しくできた小中学校には

校則がないことになってしまう」（２６）というように、在学契約関係説の法的根拠の困難性を指摘

する。 

 伊藤公一氏は、兼子仁氏の第二、第三の根拠に関しても同様の指摘をする。学習権から学校設

置者側の義務面を強調し、教育の非権力性をひき出す主観面重視の見解に関連してである。学習

権の存在は最高裁学テ判決にあるように憲法 26条 1項に根拠を認められるが、概念は極めて抽

象的である。抽象的な学習権から第二、第三のような論理を展開しても、そこに法的な裏付けが

ない以上、それをもって現在の教育法制とはいいがたい。 

 ところで、在学契約関係説も、結果的には、特別権力関係説と差異がないといわれている。そ

れは次の点においてである。①在学契約関係説も、学校は契約により包括的な権能を取得し、そ

の限度で指示命令をなしうる。②司法審査も、できる限り学校の自律・自治を認めて、全ての事

項がその対象になるとは考えていない。③訴訟手続きに関しても、いわゆる形式的行政処分論を

採用して、国公立学校における懲戒処分などの教育措置を抗告訴訟の対象にすることができる（２

７）。  

 しかし、在学契約関係説の大きな特徴は、学校自治ということを契約関係から導き出すところ

にある。このことは、少なくとも従来の特別権力関係説からは考えにくい点といえよう。 

 では、「学校自治」をどのように考えるか、である。この点に関して伊藤公一氏は、「学校に

おける教育自治の必要性、重要性を否定するものではないが、それが過度に強調される場合には、

賛成しがたい。例えば、学校自治を根拠に、学校教育（特に教育内容）に対する公権力の法的関

与を否定し、教員を中心に、事柄によっては保護者ないし生徒と協議して、教育の遂行に必要な

事項を決定していくべきであるという論を見受けられるが、これは少々行きすぎであり、現代の

公教育を誤解するものであるといわざるをえない」（２８）とし、戦前の国家統制を警戒するあまり

本来の教育主体のあり方をはき違えているとする。 

 現代の学校制度は、当該学校の当事者、関係者だけの制度ではなく、社会全体、国民全体に関

係する国家的制度であるから、国をはじめとする公権力の学校教育に対するある程度の法的関与

は、認めざるをえないとするのが伊藤公一氏の論である。この伊藤公一氏の主張と同じ趣旨が、
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最高裁学テ判決の中に見られる。すなわち、「国は、…子ども自身の利益の擁護のため、あるい

は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲

において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定

すべき理由ないし根拠はどこにもみいだせない」（２９）という部分である。 

 諸説では、学校自治という問題を、在学関係の法的性格とどのように関連してとらえていけば

よいのであろうか。在学契約関係説の法的根拠は、主張者の主観的な見解になる要素を含んでい

る。このことは、恣意的な考え方の入る余地が大きいということも充分考えられる。伊藤公一氏

のいう「現代の学校制度は当該学校の当事者、関係者だけの制度」でないということは一面で納

得できる面もある。 

 最高裁学力テスト判決は、「教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制され

ないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、

その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方

法につき、ある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲

における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」と述べ、教師の教授の自由

の必要性を説いている。 

 

６．筆者の見解 

 以上述べたように、学校の中は、かなり複合的な要素がひしめいている。それだけに一面的な

価値観の下で、一方的な判断をするということは、非常に危険性があるのかも知れない。「学校

の自治」を考えても、在学契約関係説と特別権力関係説とでは、単純に割り切れない要素がある。 

 仮に、特別権力関係説の立場に立つにしても、従来の特別権力関係説のまま取り入れるのでな

く、特別権力関係の内容を明確にし、法律あるいは法律に基づく命令により、可能かつ合理的な

範囲内で具体的な定めをして特別権力の行使を規制する必要がある。また、特別権力関係内の行

為についても、司法審査を極力広く認めるといった手直しが必要であろう。しかし、現在の校則

が、従来の特別権力関係説を若干修正したかたちで存立していることを考えると、特別権力関係

説を多少修正したとしても、校則の抜本的な見直しにはならない。いわば、表面的な見直しにす

ぎないであろう。校則の制定を考えるとき、在学契約関係説が生徒や保護者の基本的合意に根ざ

す立場をとるのに対して、特別権力関係説は、営造物管理規則による一面的な制定であるともい

える。 

 在学契約関係説は法制上問題があるとの指摘があるが、近年、生徒の人権擁護のため、校則制

定の合意の必要性が多く議論され、取り入れる学校が多くなっていることを考えると、教育現場

の趨勢を無視するわけにはいかない。 

 特別権力関係説の論を押し進めるなら、校則を制定する場合、学校現場で生徒と教師が話し合

い、学校にとっても生徒にとっても納得のいく校則を制定するということすら不可能となること

が考えられる。これでは、特別権力関係説がどんなに素晴らしいとしても、教育という営みを離

れてしまうことも考えられはなくないともいえる。その意味において、兼子仁氏の「特殊法たる

現代公教育法の構成を採るところの、特殊契約関係たる教育法独特な契約関係である」（３０）とい

うことも一顧あるのかも知れない。  
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 また、学習権の観点から、公立高等学校と私立高等学校を同じ在学契約関係とする兼子仁氏の

在学契約関係説の根拠に対して、「抽象的な学習権からは法制上の裏付けはない」とする伊藤公

一氏の見解には、以下の理由から反論もある。 

 学習権とは、「憲法 26条に保障された教育を受ける権利は、国民の各人の生来的権利であり、

どのような教育をどのように受けて発達していくかを選択する主体は、教育を受ける側つまり学

習をする国民一人ひとりにある。このような国民一人ひとりが自分で将来自立するために学習す

る、いわば教育に関する人格権としての権利を学習権という」（３１）ことができるとする見解があ

るからである。 

  学習権は、判例では最初に「杉本判決」（３２）の中で明確にされる。すなわち、教科書検定が学

問的内容の当否の決定にわたるときは、違憲な検閲に当たるとして家永三郎の教科書の検定不合

格処分を違憲および教育基本法 10 条違反として取り消した。根拠として憲法上の「教育を受け

る権利」を認め、その前提に「子どもの学習する権利」があるとし、それに対応して親・国民と

教師の「教育の自由」があるとした。後に、最高裁学テ判決においても憲法 26条 1項を根拠に

認められる。 

 人間はだれしも人間らしく成長発達したいと願う。そのために、学習するのである。この学習

する権利は、何人であっても奪いとることはできないのである。学習権を前提として教育を受け

る権利が認められ、国家に対して積極的条件整備を要求する権利が得られるのである。「学習権」

は、教育法規の骨組をなし、民主教育の根幹を担う役割がある。いわば、憲法上当然に保障され

た権利である。 

 学習権を抽象的な権利として法的裏付けを否定する考えがあるが、かりに抽象的ということを

もって学習権を否定するとしたら、教育を受ける権利も否定される可能性もあるし、教育の自由

にも影響が出てくる。はたしてそのようなことが憲法解釈上あり得るのか。そのような論が正論

と認められるのなら、憲法上の権利をはじめ、憲法 13 条などから派生する新しい人権において

も同様な論調が行われ、憲法における人権保障が極端に限定される。憲法の究極の目的でもある

人権保障ということからいっても困難が生じる恐れがある。 

 上の理由から兼子仁氏の在学契約関係説の法制上の根拠一理あるようにも考えられる。 

 すなわち、「憲法原理上、学校設置者の側に公教育遂行の義務制が強いとして、生徒および保

護者に教育要求権をはじめとした権利主体制が高められるとする。その上で生徒と学校設置者と

の間には権利義務関係が存するとするのである。」「学習権を保障する学校教育は、もはや『教

育を施す者の支配的権能ではなく』（最高裁学テ判決）、教育の非権力性の原理が妥当しており、

懲戒に含まれる優越的意思も、権力行為と目するには当たらず、在学関係全体を権力関係になら

しめる程でない」。  

 兼子仁がいうように、特別権力関係説の難点は、公立高等学校であるから特別権力関係であっ

て公法が適用され、私立高等学校であるから私法が適用されるといったように、適用法規が異な

るということである。仮に訴訟になったとき裁判結果にも影響を及ぼす虞がある。教育基本法、

学校教育法などの公教育法規は、私立、公立高等学校を問わず適用されている。高等学校卒業と

いうことが私立高等学校と公立高等学校で格差があるわけではないことからもわかることであ
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る。生徒の権利保障が、公立、私立というだけでこのような格差があっていいのか、はなはだ疑

問である。  

 校則の問題が今日、多く取り上げられている背景には、学校や教員の姿勢にも課題がある。ど

ちらかというと特別権力関係説は、このことを擁護する立場を採っているといえる。これではい

つまでたっても、生徒の人権を制約する極端な校則は正されない。 

 生徒の人権を重視することは重要である。校則の制定に関する生徒やその保護者の合意は、生

徒の人権保護の観点から必須のものである。その意味からも在学契約関係説は評価できるといえ

る。 

 問題は、合意が全ての校則に適用されるとすると、学校自体の機能に影響が出てくるというこ

とである。それだけに、学校の建物管理の規則や教科教育を中心とした学校の秩序維持の規則以

外は、社会通念上許される範囲において、学校独自で規則を制定し運営していける。しかし、生

徒の私的な人権に関わる事項に関しては、保護者も交えた、生徒、学校との三者間の合意があれ

ばより万全かも知れない。 

 ただこの場合、注意しなければならないことは、合意があっても生徒の私的な人権が侵害され

る場合があるということである。学校側が形式的に合意を得たとする場合である。したがって、

合意だけを重視するのではなく、在学契約関係説を基本にして、内容の吟味された、生徒の人権

擁護に即したバランスの取れた校則の制定、運用を行う必要性があるということだと考える。 

 

おわりにかえて 

 現代社会において生徒は学校の決まり（校則）を厳守し、教員のいうことを聞いてさえいれば

よいといった発想はどうしても無理が生じてくるといえる。また、学校や教員側の態度も考えさ

せられるものも多くある。 

 今後の校則のあり方は、生徒や保護者の意向、社会的なバランスの上において存在していく必

要性があるのかも知れない。なかでも本来は家庭教育に委ねるべきものにまで学校が校則を定め

て立ち入ることが問題となることが、今後益々増加することになるように思われる。私生活の制

約を、安易に行うことは憲法や教育法制の点から一定の制約を課せられることになることを十分

認識しておかねばならない。かりに、学校が親切心で定めた校則であっても問題視されかねない

ことになる。 

 学校は、教科教育を中心に教授、学習する場という認識を持たねばならないといえる。ただし、

教科教育の教授に関連しての規律維持に関しては校則で制定するなどの大きな裁量権が是認さ

れるといえる。 

 今後、学校や教員は、生徒の人権を尊重すると同時に、学校の規律維持をいかに保持するかが

重要な課題となってくる。 
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要約 

 本研究は，都内に在所する T大学の心理系学部に在籍する大学 1年生および 3年生 246名（1

年生：162名，3年生：84名）を対象に，全国との比較により学生のキャリアに対する意識に

ついて捉えるとともに，学年による意識の違い，就職活動が目前に迫る 3年生の意識の特徴を

明らかにすることを目的とした．その結果，T大学の学生は，将来への見通しを全国と同程度

有している一方，仲間と楽しく働ける仕事に就きたいと考える割合が高く，仕事へのレディネ

スを整える必要性が示唆された．学年間のキャリアへの意識については，3年生は見通しへの

実行性の意識が高く，就職活動を目の前のこととして考えていることが明らかとなった．また

3年生においては，将来への見通しの有無がキャリアに関する相談頻度と関連するものの，セ

ミナーなどの参加頻度には関連しないことが明らかとなった．今後は，キャリア教育を通じ

て，学生が就職活動や仕事を自分事として捉え，行動変容ができるよう支援をしていく必要が

ある．  

 

キーワード：キャリア意識，大学生，キャリア教育，就職活動 

 

Ⅰ．はじめに 

1999 年 12 月の中央教育審議会「初等中等教育と高等教育の接続の改善について（答申）」で

は，「学校と社会および学校間の円滑な接続を図るためのキャリア教育（望ましい職業観・勤労

観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路

を選択する能力・態度を育てる教育）を小学校段階から発達段階に応じて実施する必要がある」

と明記されている（中央教育審議会，1999）．また，2004年 1月には文部科学省が設置したキャ

リア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議においては，上記の内容を踏まえ「児童生徒
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一人一人のキャリア発達を支援し，それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な

意欲・態度や能力を育てる教育」の必要性や，高学歴社会におけるモラトリアム傾向の指摘と「多

様で幅広い他者」と積極的にかかわりを持つことの重要性について主張している（文部科学省，

2004）．さらに，2011年の中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り

方について（答申）」では，キャリア教育とは「一人一人の社会的・職業的自律に向け，必要な

基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」と定義している（中央

教育審議会，2011）．したがって，キャリア教育とは一人ひとりのキャリア発達の支援であると

ともに，就学期から発達段階に応じた内容にて指導を実施していくものであり，子どものキャリ

アを形成していくうえで重要な役割を果たすと考えられる． 

上記のようなキャリア教育については，大学においても例外ではなく，上西（2010）は，日本

学生支援機構の 2005 年調査結果をもとに，多くの大学で就職支援・キャリア形成支援をとりあ

えずの形で実施していると報告している．例えば，立命館大学では実施するインターンシップを

学びの場として体系化した「コーオプ教育」の取組（加藤，2007），法政大学では 2003年にキャ

リアデザイン学部を設立し，2006 年より 1 年生を対象にとした早期のキャリア教育を学部横断

的に実施した取組（坂本，2005）が行われている．また谷田川（2012）は，大学改革の一環とし

て各大学でキャリア教育を試行錯誤したと述べている．このようにキャリア教育の充実に向け，

各大学では特色のあるキャリア科目の設置や，キャリアセンターに代表されるようなキャリアに

関する支援を専門とする部署を設置するなど，多様な取組が行われ，その機能を就職支援からキ

ャリア支援へと拡張させている．  

このようなキャリア教育に関する取組は，都内にある T大学でも同様に実施されている．T大

学におけるキャリア教育については，開学時からキャリアに関する科目が設置され，大学での授

業や経験がこれからのキャリアに繋がるというマインドセットや職業観を醸成することを目的

とした「キャリアデザイン」といった 2年次に必修となる授業や，働き方や生き方についてのロ

ールモデルを紹介し，自分自身の職業観やライフキャリアを検討することを目的とした「キャリ

アモデル・ケーススタディ」といった選択科目の授業が展開されている．開学当初より CCS セン

ター（カレッジアンドキャリアスキルズセンター：現キャリアセンター）が設置され，キャリア

センター主催の 3年生向けのキャリアガイダンスは，年間 20回程度実施をしている．また，1～

2年生を対象としてゲストスピーカーを招き，学生が直接キャリアに関する話を聴けるキャリア

イベントの機会を提供している．さらに，様々な業界で働く卒業生や社会人を外部講師として招

き，各業界・仕事の実態や業界特有の話を聴くことができる業界研究イベントを 1～3 年生向け

に実施している．これらのような講師の話を学生がインプットするといった取組以外にも，大学

との連携企業において 3～5 日間の就業体験ができる大学推薦インターンシップや，大学の所在

区である足立区役所と連携で行う産学官連携，区内の企業と連携してプロジェクトを行う地域連

携など，学生自身が実際に活動を行う要素を含んだ取組を行い様々な形でキャリア教育の充実を

図っている．これらのように T大学は特色あるキャリア教育の取組を行っている．さらに T大学

は，学生の学修や生活に加えて，就職活動などのキャリアに関する支援を行うことを目的とした

キャンパスアドバイザー（以下，CA）が在中しており，手厚いフォローを行っている． 

T 大学のこのようなキャリア教育の取組は，初年次から 4 年間に亘って行われているものの，
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就職活動や就職後について考える渦中にある 3～4 年生とそれらの認識が高くないと思われる 1

～2年生とでは，キャリアに対する考え方や態度などは異なると予想できる．しかしながら，学

年を要因として，それらの違いについての検討はなされていない．また，T大学は教員養成を行

う学部・専攻と心理系の学部・専攻（以下，心理系学部）で構成されており，一般企業に就職す

る可能性が高い後者の学生を対象に学年による意識の違いを明確にすることができれば，当該学

年において，必要な学修内容を選定することができ，より効果的なキャリア教育を実践すること

が可能になると考えられる． 

そこで，本研究では，上記のようなキャリア教育の取組を行う T大学の心理系学部に在籍する

学生のキャリアに対する意識を捉え，今後のキャリア教育を考えるうえで有用となる基礎資料を

得ることを目指し，全国との比較により学生のキャリアに対する意識について捉えるとともに，

学年における意識の違いについて，そして，就職活動が目前に迫る 3年生の意識の特徴を明らか

にすることを目的とした． 

 

Ⅱ．研究方法 

1）調査対象者および調査対象 

 T 大学の心理系学部に在籍する大学 1 年生および 3 年生 246 名（1 年生：162 名，3 年生：84

名）を対象とした．調査は，2019 年 10 月から 11月にかけて，必修であるキャリア科目注 1），ま

た，就職希望者を対象にしたキャリアセンターが主催するキャリアガイダンスにおいて，Google 

Formを用いて実施した． 

2）調査項目 

 本研究では，全国との比較により都内にある T大学の心理系学部の学生のキャリアに対する意

識の特性を明らかにすることから，既に全国の大学生を対象に調査を実施している，京都大学高

等教育研究開発推進センター・電通育英会（2016）の質問項目を用いた．また，T大学独自の取

組について捉えるために，「あなたにとって就職活動はどのくらい先のことですか？（4 件法）」

「自分の就活はどのくらいうまくいくと思いますか？（4件法）」「就活のためにどの程度努力を

しないといけないと思いますか？（4件法）」という独自の質問項目を設定した．なお，独自の質

問項目の設定については，キャリアに関する事項を検討する組織であるキャリアセンターの構成

委員の大学教員および大学職員との協議のもと設定した． 

3）解析方法 

 T大学と全国とのキャリア意識の違いを捉えるために，既報の結果（京都大学高等教育研究開

発推進センター・電通育英会，2016）の割合と本研究の結果の割合を単純に比較した． 

 学年による意識の違いを捉えるために，学年を要因として，カイ二乗検定を行い，有意差が認

められた場合は残差分析を実施した． 

3 年生のキャリア意識の特徴を捉えるために，「あなたは，自分の将来についての見通しを持

っていますか」との質問への回答によって対象者を 2 群に分類した（「持っている」，「持ってい

ない」）．次に，4件法での設問については回答内容によって 2群にまとめ，5件法での設問につ

いても 2群にまとめた．見通しの有無を要因として，カイ二乗検定を行い，有意差が認められた

場合は残差分析を実施した．また，カイ二乗検定において，期待度数が 5 未満の割合が 20％を
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上回った場合には，フィッシャーの正確確率検定を実施した． 

 解析には，IBM SPSS Statistics25 を用い，統計上の有意水準は 5％とした． 

4）倫理的配慮 

 調査に先立ち，調査趣旨，質問紙の内容については大学のキャリアセンター，大学の運営全般

に関わる会議にて承認されている．調査実施時に学生に研究の趣旨説明を行い，同意を得られた

学生のみを対象とした． 

 

Ⅲ．結果および考察 

1）全国との比較からみた T大学の心理系学部の学生のキャリア意識の特徴 

表 1 は，T 大学と全国におけるキャリアに関する意識の割合を示している．「将来の見通し」

について，「持っている」との回答は，全国は 64.2％，1年生は 59.9％，3年生は 70.2％となり，

3年生は，就職活動が目前に迫っていることが全国値よりも高値を示した要因と推察できるもの

の，3割もの学生が将来の見通しを持っていないことは，就職活動において危惧すべき現状にあ

るといえる． 

「キャリア科目（単位の出る）」については，「受講したことがない」との回答は，全国で 45.0％，

1 年生 19.8％，3 年生は 9.5％となった．「キャリア形成支援のためのセミナーや講座」につい

て，「参加したことがない」との回答は，全国は 53.7％，1年生は 67.3％，3年生は 16.3％とな

った．T大学においては，キャリア科目が必修科目として設定されていることが「キャリア科目」

の結果に反映され，さらにそのことが 3年生のキャリアに関するセミナーや講座への参加率の高

さに寄与しているのかもしれない．また，教員に加えてキャリアに関する支援を目的とする CA

からの，セミナーなどへの参加促しを実施していることもその要因として考えられる．「個別に

相談したことがあるか」について，「かなり相談した」「まあまあ相談した」の回答の合計は，全

国 14.0％，1年生 14.2％，3年生 41.6％となり，3年生は就職に関する相談をしている傾向が強

いことがわかる．上述したように T 大学においては CA が在中し相談の窓口がある一方，1 年生

の割合が全国と同程度であることから，1年生は就職を自分事として認識できず相談していない

可能性が考えられ，今後は認識を高めるために 1年生に向けたキャリア教育を実施していくこと

が必要といえる．一方，3 年生は，就職活動が目前にあることに加え，在学年数が 2 年を超え，

教員や CA といった相談の窓口となる相手との関係性が築けており，相談しやすい状態にあるこ

とも要因のひとつとして考えられる． 

「就職や将来のことに関して両親の関与」について，「非常に関与する」「まあまあ関与する」

回答の合計は，全国は 41.8％，1年生 50.6％，3年生 47.7％となり，T大学の学生の両親は比較

的我が子への就職や将来について，関わろうとしていることが伺える．「就活をいつから始めよ

うと考えているか」について，「2年生終わり以前から」との回答は，全国は 7.2％，1年生 31.5％，

3年生 20.2％，「3年生前期」との回答は，全国 16.8％，1年生 24.1％，3年生 26.2％となり，

T大学の学生は，就職活動を開始しようと思う時期は，全国と比して早い傾向にあることがわか

り，これは，必修科目であるキャリア科目が 1年次にも 2年次にも設定されていることが影響し 
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1年⽣ 3年⽣ 全国
持っていない 40.1 29.8 35.9
持っている 59.9 70.2 64.2
受講したことがない 19.8 9.5 45.0
少し受講した 23.5 16.7 25.1
まあまあ受講した 35.8 50.0 22.3
かなり受講した 21.0 23.8 7.7
受講したことがない 67.3 16.7 53.7
少し受講した 19.8 29.8 23.1
まあまあ受講した 9.9 29.8 17.8
かなり受講した 3.1 23.8 5.5
相談したことがない 63.0 15.5 69.6
少し相談した 22.8 42.9 16.6
まあまあ相談した 10.5 21.4 11.3
かなり相談した 3.7 20.2 2.7
まったくない 13.0 14.3 12.4
あまりない 30.2 23.8 23.7
どちらとも⾔えない 17.9 22.6 25.3
まあまあある 24.7 26.2 30.4
⾮常にある 14.2 13.1 8.3
まったく関与しない 15.4 21.4 8.2
あまり関与しない 7.4 9.5 24.7
どちらとも⾔えない 26.5 21.4 25.5
まあまあ関与する 36.4 41.7 33.6
⾮常に関与する 14.2 6.0 8.2
まったく希望を与えてくれない 1.9 2.4 5.8
あまり希望を与えてくれない 6.2 16.7 10.8
どちらとも⾔えない 28.4 20.2 26.3
まあまあ希望を与えてくれる 49.4 46.4 42.7
⾮常に希望を与えてくれる 14.2 14.3 14.5
わからない 20.4 3.6 14.7
⼤学院へ進学しようと考えているので、学部段階で就職活動はしない 6.2 1.2 12.1
4年⽣前期 0.0 3.6 6.2
4年⽣夏休み明け以降 0.6 0.0 1.5
4年⽣夏休み頃 0.0 0.0 1.0
3年⽣前期 24.1 26.2 16.8
3年⽣終わり頃 3.1 25.0 23.2
3年⽣夏休み明け 13.0 19.0 15.4
2年⽣終わり以前から 31.5 20.2 7.2
その他 1.2 1.2 2.2
その他 0.6 0.0 1.8
あまり考えていない 25.3 7.1 10.9
⾳楽や芸術、⽂学など個⼈の創作的な仕事を考えているので、会社などに就職する考えはない 3.1 2.4 2.9
契約・派遣社員やアルバイト、フリーターがいい 1.2 1.2 1.1
正規雇⽤の従業員を希望するが、就職活動の結果次第では、契約・派遣社員やアルバイト、フリーターなどになるかもしれない 18.5 26.2 8.8
正規雇⽤の従業員を希望するが、専⾨知識を活かした仕事に就きたいので、はじめは正規雇⽤の従業員でなくてもかまわない 9.9 4.8 13.7
正規雇⽤の従業員（正社員、正規職員、公務員、教員など）以外はまったく考えられない 41.4 58.3 61.1
その他 1.9 3.6 1.4
あまり考えていない 21.0 10.7 13.2
結婚するまでは働くが、基本的に、結婚したら仕事をやめて家事・⼦育てに専念したい 10.5 17.9 7.7
ある時期は結婚・⼦育てなど仕事を中断することがあるかもしれないが、基本的には⼀⽣涯働き続けたい 23.5 32.1 22.0
定年を迎えるまでは仕事はやめないが、定年後は趣味や娯楽にふけってのんびり余⽣を過ごしたい 27.8 20.2 39.1
働けなくなるまで仕事は⼀⽣涯続けたい。定年を迎えても、別の仕事を新たに探す 15.4 15.5 16.8
その他 3.1 3.6 1.6
わからない 6.8 4.8 2.4
働く時間が短い仕事 4.3 3.6 11.5
失業の⼼配がない仕事 3.7 6.0 17.8
健康をそこなう⼼配がない仕事 9.9 4.8 11.1
⾼い収⼊が得られる仕事 13.6 8.3 16.6
仲間と楽しく働ける仕事 43.2 56.0 17.8
責任者として、さいはいが振るえる仕事 0.6 2.4 1.2
独⽴して、⼈に気がねなくやれる仕事 3.7 1.2 1.8
専⾨知識や特技が活かせる仕事 3.7 3.6 10.6
世間からもてはやされる仕事 0.0 1.2 0.6
世の中のためになる仕事 7.4 4.8 7.3

就活をいつから始め
ようと考えているか

理想の仕事

いつまで続ける予定

就職時の雇⽤形態

⼤学・学部は希望
を与えてくれるか

キャリアセミナー講座
（単位にならない）

個別に相談をしたこ
とがある

将来が気になって今
を⽣きていない・充
実していないと思う

就職や将来のことに
関して、両親の関

与

質問項⽬

将来の⾒通し

キャリア科⽬
（単位になる）

表 1 Ｔ大学と全国におけるキャリア意識の実態 
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ているのかもしれない．しかし，一方で前述したように，3年生の 3割が将来への見通しを持っ

ていないと回答していることから，早期から就職活動はやろうと考えているものの，就職後の見

通しがない，つまり就職することがゴールとなっている学生が一定数存在しており，このことは，

学生が就職とその後の将来とを一貫性を持って認識できるようなキャリア教育の必要性を示唆

している．また，一貫性を持っていないことは，「就職時の雇用形態」にも影響しているのかも

しれない．実際，「就職時の雇用形態」については，「正規雇用の従業員を希望するが，就職活動

の結果次第では，契約・派遣社員やアルバイト，フリーターなどになるかもしれない」との回答

は，全国は 8.8％，1年生 18.5％，3年生 26.2％となり，全国値に比べて 2倍もしくは 3倍以上

高い割合となっている．さらにこの結果は，T大学の学生においては，就職活動の結果に対して

楽観的に見ているのではなく，悲観的に捉えている可能性も示唆している．「理想の仕事」につ

いて，「仲間と楽しく働ける仕事」との回答は，全国は 17.8％，1年生 43.2％，3年生 56.0％と

なっており，これは，辰巳（2017）が指摘する「働くイメージが上手く持てない」ことと関連す

る可能性があり，仕事へのレディネスや捉え方，働き方について吟味がなされていないことが伺

え，今後のキャリア教育での課題といえる． 

 

2）T 大学における学年による意識の違いと 3年生の意識の特徴 

分析に際して，各質問項目について，表 2に示すように回答を 2群に分類したうえで，カイ二

乗検定の検定およびフィッシャーの正確確率検定を実施した． 

表 3 は学年別の将来への見通しの割合を示しており，有意差は認められなかった．一方，学年

別の見通しの実行性においては，有意差が認められ（χ2 (1)=4.306, p=0.38），残差分析の結果，

3年生は 1年生より実行性を有している割合が高いことが明らかとなった（表 4）．キャリア教育

について，1年生は入学からの半年間でキャリア科目の受講に留まり，3年生は入学から 2年次

までのキャリア科目に加え，直接キャリアに関する話を聴けるキャリアイベント，キャリアセン

ター主催の 3年生向けのキャリアガイダンスなどを多岐に経験，受講している．この状況と表 4

の結果を鑑みると，キャリア科目に加えてキャリアイベント・ガイダンスといった授業外での支

援を含めたキャリア教育が学生の実行性を高めるうえで重要と考えられる．しかし，3年生にお

いても「実行性が高い」割合は 32.2％に留まっており，今後，より多くの学生の実行性を高める

ためのキャリア教育を施す必要があると思われる．学年と就職活動との距離においても有意差が

認められ（χ2(1)=68.651, p=0.00），3年生は 1年生より就職活動が目前にあると感じている割

合が高かった（表 5）．また，学年別にみた就職活動への成功予測においては，3年生は 1年生よ

り，就職活動がうまくいかないと考えている割合が有意に高い割合を示した（χ2(1)=4.739, 

p=0.29）（表 6）．これらの結果から，1 年生は，就職活動との距離も離れていることから当事者

意識が持てていない可能性が高く，就職活動を楽観的に捉えている可能性が考えられる．それに

対して 3年生は，就職活動が目前に迫っており当事者意識を持っているとともに，キャリア教育

やインターンシップなどの経験により，就職活動の実態と自分自身とを客観的に捉えたうえで，

就職活動の成功の是非を認識しているのかもしれない．また，2年間のキャリア教育の結果とし

て，就職活動が「うまくいかない」と見立てている学生が 15％増加している点は，T大学の現行

のキャリア教育における課題であり，今後 3年生の就職活動の成功に対する悲観的イメージを改
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善するような取組を行う必要性を示唆している．学年別の就職活動への努力の必要性については，

有意差は認められなかった（表 7）．しかしながら，努力が必要との回答が学年に関わらず 98.0％

を上回っており，T 大学の学生は総じて就職活動に向けて努力が必要であることを感じている．

今後は，現実的な部分はしっかりと伝えながらも，就職や将来への見通しを前向きに捉えること

ができるようキャリア教育で支援をしていく必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 学年別の将来への見通し 

a b

3学年
（n=84）

29.8% 70.2%

1学年
（n =162）

40.1% 59.9%

χ2
(1)=2.560　p=.110

a：持っていない　b：持っている

見通し

表 4 学年別の見通しの実行性 

a b

3学年
（n=59）

67.8% 32.2%

1学年
（n =155）

82.3% 17.7%

a：実行性が低い　b：実効性が高い

見通しの実行性

χ2
(1)=4.306　p=.038

有意に高い 有意に低い表 5 学年別の就職活動との距離

a b

3学年
（n =84）

69.4% 30.6%

1学年
（n =162）

12.6% 87.4%

χ2
(1)=68.651　p=.000

a：目の前のこと　b：まだ先のこと

どのくらい先か

有意に高い 有意に低い

表 6 学年別の就職活動への成功予測 

a b

3学年
（n =84）

54.0% 46.0%

1学年
（n =162）

69.6% 30.4%

a：うまくいかない　b：うまくいく

うまくいくか

χ2
(1)=4.739　p=.029

有意に高い 有意に低い

表 7 学年別の就職活動への努力の必要

a b

3学年
（n =84）

98.4% 1.6%

1学年
（n =162）

98.7% 1.3%

χ2
(1)=.022　p=.882

a：努力が必要　b：努力は必要ない

努力の必要性
表 8 見通し別にみたセミナーの受講

状況 
a b

持ってない
（n =25）

56.0% 44.0%

持っている
（n =59）

42.4% 57.6%

学年 見通し
キャリアセミナー講座

3学年
（n=84）

χ2
(1)=1.311　p=.252

a：受講頻度が少ない（ない）　b：受講頻度が多い

表 2 各質問項目における回答による分類 

選択肢
持っていない 持っていない
持っている 持っている
実効性が低い 何をすべきかは分かっているが、実⾏はできていない、何をすべきかはまだ分からない
実⾏性が⾼い 何をすべきか分かっているし、実⾏もしている
⽬の前のこと ⽬の前のことだ、少し先のことだ
まだ先のこと まだまだ先のことだ、かなり先のことだ
うまくいかない 全くうまくいかない、あまりうまくいかない
うまくいく ある程度うまくいく、かなりうまくいく
努⼒が必要 かなり努⼒が必要、ある程度努⼒が必要
努⼒は必要ない あまり努⼒は必要ない、全く努⼒は必要ない
受講頻度が少ない（ない） 受講したことがない、少し受講した
受講頻度が多い まあまあ受講した、かなり受講した
受講頻度が少ない（ない） 受講したことがない、少し受講した
受講頻度が多い まあまあ受講した、かなり受講した

キャリア科⽬の
受講状況

セミナーの
受講状況

将来の⾒通し

⾒通しの実効性

距離感

成功予測

努⼒の必要性
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次に，実行性や就職活動との距離感など，就職活動に対して当事者意識を有する 3年生につい

て，将来への見通し別にキャリア教育や就職活動への意識についての特徴を捉えた．3年生の将

来への見通し別にみたセミナーの受講状況に，有意差は認められなかった（表 8）．このことは，

T大学3年生は，将来の見通しを持っていても自主的にセミナーに参加していないこと，そして，

セミナーを提供するのみではなく，学生たちが主体的に行動するための支援が必要なことを示唆

している．また，将来への見通しを持っている学生の相談状況は，見通しを持っていない学生に

比べて，高頻度で相談に行く割合が有意に高い結果となった（χ2(1)=9.647, p=0.002）（表 9）．

つまり，T大学の 3年生で将来への見通しを持つ学生は，頻繁にキャリアに関する相談をしてい

るといえる．しかし，表 9が示すように，将来への見通しの有無がセミナーへの参加頻度と関連

していないことから，見通しを持つ 3年生にあっても，相談はするもののセミナーへ参加すると

いった具体的な行動に移せていないことが伺える．溝上（2018）は，大学生のキャリア意識は 4

年間で変わるものではなく，学生の学びと成長を見据えた取組に応じてくるキャリア意識の高い

学生と，応じてこないキャリア意識の低い学生とがいることを理解しなければならいと指摘して

いる．このことからも今後は，画一的なキャリア教育だけではなく，キャリア相談・キャリアカ

ウンセリングなど将来への見通しを持てるような個人に向けた支援の充実と，見通しを持った学

生がキャリア相談から次のアクションへ繋がるような質的な内容を保証したキャリア教育が必

要といえる．また，将来への見通し別にみた就職活動との距離感において有意差は認められなか

った（表 10）．3 年生は，就職活動を当事者として認識しているため，見通しの有無が距離感と

関係しなかったと思われる．このことは，学年別で距離感に有意差が認められた表 6の結果を支

持するものであった．就職活動への成功予測は，有意差が認められなかった（表 11）．「うまくい

く」と回答した学生の割合は見通しを持っていない学生で 31.8％，見通しを持っている学生で

53.7％に留まっており，今後，キャリア教育を通じて就職活動への自己効力感を学生が有するよ

うに支援していく必要がある．また，就職活動への努力の必要性においては，有意差が認められ

表 9 見通し別にみたキャリアの相談

状況 
a b

持ってない
（n =25）

84.0% 16.0%

持っている
（n =59）

47.5% 52.5%

χ2
(1)=9.647　p=.002

a：相談頻度が少ない（ない）　b：相談頻度が多い

3学年
（n=84）

学年 見通し
相談状況

有意に高い 有意に低い

表 10 見通し別にみた就職活動との距離感 

a b
持ってない
（n =25）

81.8% 18.2%

持っている
（n =59）

62.5% 37.5%

学年 見通し
どのくらい先か

3学年
（n=84）

χ2
(1)=2.492　p=.114

a：目の前のこと　b：まだ先のこと

表 11 見通し別にみた就職活動への成功予測 

a b

持ってない
（n =25）

68.2% 31.8%

持っている
（n =59）

46.3% 53.7%

χ2
(1)=1.513　p=.219

a：うまくいかない　b：うまくいく

3学年
（n=84）

学年 見通し
うまくいくか

表 12 見通し別にみた就職活動への努力の必要性 

a b

持ってない
（n =25）

95.5% 4.5%

持っている
（n =59）

100.0% 0.0%

Fisherの正確確率検定　p=.349
a：努力が必要　b：努力は必要ない

学年 見通し
努力の必要性

3学年
（n=84）
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なかった（表 12）．これは，表 7で示したように 1年生も 3年生も努力の必要性を認識している

割合が 9割を超えていることを踏まえると，これまでの努力をどのように自己評価しているかな

どの別の指標が必要であり，今後検討していく必要がある． 

以上のように，本研究では，全国値との比較から都内に在所する T大学の心理系学部に在籍す

る 1年生および 3年生のキャリアに関する意識を捉えるとともに，学年間の意識の違いと 3年生

の意識の特徴について明らかにしてきた．今後のキャリア教育において重要な知見になり得ると

考えている．しかし，本研究には結果の読み取りに留意すべき点がある．本研究は，横断的研究

であるため 1年生と 3年生の意識の差異について留意する必要があり，今後は縦断的にデータを

収集し，意識の変容を捉えていく必要がある．また，対象者の数が十分ではないことも留意する

必要があり，経年での調査を実施し，データ数を蓄積し分析していくことや，対象とする大学を

増やし同様の調査をしていくことが対策として考えられる．さらに，本研究で明らかになった課

題をもとに，キャリア教育を改善していくことが重要であり，その効果を縦断的に捉えていくこ

とが求められる． 

  

Ⅳ．結論 

 本研究は，全国との比較により都内の T大学の心理系学部に在籍する学生のキャリアに対する

意識について捉えるとともに，学年による意識の違い，就職活動が目前に迫る 3年生の意識の特

徴を明らかにすることを目的とした．以下のことが明らかとなった． 

1）「将来の見通し」を「持っている」割合は，全国は 64.2％，1年生は 59.9％，3年生は 70.2％

となり，特に T大学の 3年生は全国と比べて高い傾向となった． 

2）「理想の仕事」について，全国は「仲間と楽しく働ける仕事」の割合が 17.8％であったのに対

し，T 大学の割合は，1 年生が 43.2％，3 年生が 56.0％であり，全国値と比して，1 年生は 2

倍，3年生は 3倍の値を示した．  

3）T大学の学年別のキャリアに対する意識について，「見通しの実行性」において有意差が認め

られ（χ2(1)=4.306, p=0.38），3年生の方が実行性の割合が高いことが明らかとなった．一方

で，実行していると回答している 3年生は 32.2％に留まっていた． 

4）「就職活動との距離感」において，有意差が認められ（χ2(1)=68.651, p=0.00），1年生に比

して 3 年生は，就職活動を目の前のこととして捉えている割合が高いことが明らかとなった． 

5）将来への見通しを持つ T大学の 3年生は，見通しを持たない学生より，キャリアに関する相

談の頻度が高いことが示された．しかし，将来への見通しの有無と，キャリアに関するセミナー

への参加頻度および就職活動への成功予測とは関連していなかった． 

 以上のことから，全国と比して T大学の心理系学部に在籍する学生は，将来への見通しを比較

的有しているものの，働き方が吟味されていない．また，就職活動が迫る 3年生の方が 1年生に

比べてキャリアへの意識を持っていることが伺え，3年生においては，将来への見通しの有無が

一部のキャリアへの意識と関連していた． 

 

注 1：本研究では，キャリアに関する内容を取り扱う科目を総じて，「キャリア科目」として示

す． 
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原 著 
 

教職、保育職養成大学における ICT の活用に関する一考察 

―FD 研修の在り方に焦点を当てて― 

 

今井康晴 

（東京未来⼤学 こども⼼理学部） 

 

A Study on the Use of ICT at Teacher Training Universities 

-Focus on Faculty Development (FD) training- 
 

IMAI Yasuharu 

(TOKYO FUTURE UNIVERSITY) 
 

 要約 

 本論文では教職、保育職養成大学における ICT の活用について検討した。1990 年代以降、情

報化社会の進展に伴い「教育の情報化」が指摘されている。「教育の情報化」では、教員による 

ICT活用、児童生徒による ICT 活用、校務の ICT化を目的とする。昨今の新型コロナウイルス

の影響による大学教育の変革は「教育の情報化」の追い風となっている。以上をふまえ、教職、

保育職養成大学の教育における ICTの活用について検討した。主に ICT教育を主題とした FD研

修の在り方とその可能性について論究した。 

 

キーワード：大学教育、養成、FD、研修、ICT 

 

はじめに 

 現在、どの大学においても行われている FD (Faculty Development)研修は、大学教員の教育

能力の向上を目的とし、大学の授業改革のための組織的な取り組みを意図するものである。特に

授業改革の柱として ICT の活用が追及されている。その背景には情報化社会の進展が挙げられ

る。周知のように、1990年代以降、インターネットがグローバルな情報通信基盤となり、経済や

社会に大きな変革をもたらしている。加えてパソコンや携帯電話などが個人にも普及し、誰でも

情報の受け手、送り手となったことで，日常生活にも多大な影響を与えている。 

様々な場面での情報化が進展する中で子どもたちが生活するにあたり、大量の情報の中から必

要な情報を取捨選択し、情報表現やコミュニケーションの手段としてコンピュータやインターネ

ットなどを活用する能力が求められている。さらに現下の状況に対応するだけでなく、今後の更

なる情報化社会の発展を見据え、新たな知識や情報などを創出し発信することなど、主体的な対

応能力が求められている。 
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そのような背景をふまえ、教育界では ICT（Information and Communication Technologyの

略）教育へのニーズが高まっている。ICT 教育は情報通信技術を用いた教育課程、方法、内容、

形態、活動、評価など総合的な活用が期待される。従来、ICT教育や情報教育は中等教育や高等

教育を範疇としていたが、昨今では幼児教育、保育、初等教育といった低年齢にも拡大している。

したがって、教職、保育職を養成する大学教育としては、教職、保育職を希望する学生に対して、

ICT教育への習熟を目的とした教育内容、カリキュラムが求められている。 

加えて、そのような学生を育成するにあたり、教職、保育職養成大学の教員としても ICTに関

するスキルが問われている。つまり、ICT 教材の積極的な使用は FD 研修のテーマとしても重要

な項目となっている。さらに、2019 年中国武漢で確認された「COVID-19」（新型コロナウイルス

感染症）によって、ICT教育への活用が急務となった。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大

により、緊急事態宣言が発令され、外出自粛、自宅待機が余儀なくなされた。これに伴い 2020年

の年度当初から大学教育では遠隔授業を中心に、MEETや ZOOMなどを用いたオンライン授業など

の対応がなされている。未だに終息への目途が立たない状況において、大学教員による ICT教育

の適応は最も要求されている観点である。つまり、教職、保育職養成校として ICTを用いた授業

を展開することによって、新型コロナウイルス感染症による教育の停滞を打開すること、そして

今後の展開をふまえ ICT教材を用いた教育、保育活動の行える教育者、保育者を育てること、こ

の双方が主要な観点として指摘される。 

 以上をふまえ本論文では、まず文教政策における ICT教育の活用について明らかにした。次に

ICT教育が大学教育においてどのように運営されているか、教育方法、カリキュラムなどの諸点

から検討した。最後に FD研修など研修制度における ICT教育の可能性について言及した。 

 

１．ICT 教育の動向 

 2017（平成 29）年に改訂された小学校学習指導要領において、ICT教育に関連するキーワード

として「情報活用能力」を記した。『小学校学習指導要領』「総則」の「第 2教育課程の編成」、

「２教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成」において次のように示した。「⑴各学校に

おいては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題

発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各教科等の

特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする１」とした。このよう

に学習の基盤となる資質・能力として位置付け、教科等横断的にその育成を図ることを指摘した。

次に実践するための留意事項として、「各学校におけるコンピュータや情報通信ネットワークな

どの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図

ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を

図ること 1」が示された。 

そして、主な学習内容としては、コンピュータ操作など情報手段の基礎的な操作の習得、及び

プログラミング教育による論理的思考能力の育成が掲げられた。以上をふまえると、小学校教育

における ICT環境の整備と ICTを活用した教育の充実によって、学習の基礎となる資質・能力の

育成が達成されることとなる。すなわち、教育者は情報教育や教科等の指導における ICT活用な

ど、教育の情報化に関わる内容の充実が求められているのである。 
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 こうしたなかで文部科学省では、今回の学習指導要領の改訂に対応した「教育の情報化に関す

る手引」を 2019（令和元）年 12 月に示し、さらに追補版を 2020（令和 2）年 6 月に示した。こ

のなかで注目すべき観点として、① 情報教育：子供たちの情報活用能力の育成、② 教科指導に

おける ICT 活用：ICT を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現等、③ 校務の情報

化：教職員が ICT を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや、校務の負担軽減

等が示された 2。これは「教育の質の向上」を達成するために、教育内容、カリキュラムだけで

なく事務的作業効率の向上をふまえた「教育の情報化」が重要な役割を担っていることを裏付け

ている。 

 教員養成校、保育士養成校など高等教育機関における ICT教育の普及について焦点を当ててみ

る。「教育の情報化に関する手引」の「第６章教師に求められる ICT 活用指導力等の向上」に

おいて、「大学の教職課程において、『教育の方法及び技術』に加え、『各教科の指導法』の科

目の中でも必ず「情報機器及び教材の活用」を含めた内容を修得させるようにしている。･･･情

報教育関係について具体的には，各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む）に『当該教

科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に活用することができ

る』といった到達目標や、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む）に『子供たち

の興味・関心を高めたり課題を明確につかませたり学習内容を的確にまとめさせたりするために、

情報機器を活用して効果的に教材等を作成・提示することができる』といった到達目標などが示

されている 3。」。これに加えて上述したように新型コロナウイルスの感染拡大防止が挙げられ

る。2020 年 4 月以降、一部の演習系科目を除いて、ほとんどの授業が学生との対面による授業

が禁止となり、遠隔授業での実施となった。授業動画作成、オンデマンド、ZOOMや MEETといっ

た様々な方略が挙げられるが、いずれにせよ情報通信機器の活用、運営が求められている。 

このような状況の中で、2020年 10 月 6日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会で

は「教職課程における教師の ICT活用指導力充実に向けた取組について」を通知した。その前提

として、教師の ICT 活用指導力の向上方策について検討しつつ、教師の資質能力の指標を教員

研修計画に位置付け、教員研修の充実を目指すものである。通知においては GIGA スクール構想

4を前提とし、インターネットを活用し主体的に調べ発表する活動や、遠隔地にいる児童生徒や

専門家と議論する活動などの実現に向け、教育者が ICT 活用指導力の向上に努めることを求め

ている 5。それは単に情報活用能力の育成だけを目的とするものではなく、ICT を活用して主体

的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善をしていく力を身に付けていくことを目的とする。

すなわち、子どもの ICTのスキルアップのみならず、今次学習指導要領の目的とする深い学びの

実現にまで及んでいる。 

さらに渡部、中山、納富、西山(2020)らが指摘するように、小学校でのプログラミング教育を

はじめとする ICT教育の運営については、次世代育成の観点を主要な観点としつつ、省庁を超え

た連携、教員養成、中堅段階における研修制度の充実、新たなカリキュラムの作成、管理する人

材育成などが重要となる 6。 

  

２．実践現場における ICT 教育の活用 
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小学校教育においては、学習指導要領にも示されたことから各教科指導法などにおいて積極的

に実践が試みられており、その一つひとつを検討することは枚挙に暇がない。一方、幼児教育、

保育に目を向けると、幼稚園教育要領や保育所保育指針において ICTや情報教育に関する特記事

項はない。これまで幼児期の ICT利用について好ましくないという意識が根強かったが、様々な

アプリの開発や子どもの興味・関心の高さから、その教育効果について再検討する機運となって

いる。そこで教職、保育職養成校として、ICTを活用した保育・幼児教育実践にふれつつ、幼児

教育、保育における ICT教育の実践について言及する。 

渡辺、中山、原田、久野(2018)における研究では、幼児を対象とした ICT教育、特にプログラ

ミング教育の実践を行い、一定の評価を得ている。このように ICTの活用は初等教育に留まらず、

幼児教育、保育実践においてもその可能性が示唆されており、保幼小接続の手がかりとしても期

待される。 

 次に、ICTを活用した大学教育の実践例を明らかにする。佐々木(2020)は、保育内容の指導法

における ICT の活用について、主に表現や造形等における使用について検討した。このなかで、

学生の学びを深めるための教員による ICTの活用として DVD視聴覚教材の使用、ICT 機器で授業

風景を撮り、スクリーンに映し出す授業などが実践された。後者においては、「活動の振り返り

において、学生自身が画面に映し出されると、クラスの集中力はさらに高まる。普段客観的に自

分自身を見つめることの少ない学生にとって、画像や動画を用いた活動の振り返りは、自分自身

の課題を見つけやすくし、次の活動に繋げるためにどのようにしたらよいかを考える際の大きな

助けとなる 7」と論じた。 

学生のための学生による ICTの活用について、ICTネイティブ世代である昨今の学生にとって、

SNSやアプリの活用は日常茶飯事であり、画像編集や動画編集にも一定の知識、技術を有してい

る。その技術・スキルを前提として、ICTを授業内容やカリキュラムに取り入れることは重要な

意義を持つこととなろう。佐々木（2020）は、ワークショップの動画を学生自身に撮影させ、編

集・加工・演出まで行わせる実践を行った。特筆すべきこととして、教師が編集・加工方法につ

いて特別な指示を与えなくても、学生自身が手持ちの機器を用いて加工・編集を行っていたこと

である 8。このことからも、教師が学生の ICT に関する既知を理解することは重要であり、個人

差はあるものの ICTの活用においては、ある程度の余地、余白、自由度を授業に持たせることが

必要である。 

 幼児教育と小学校教育を横断した実践例も挙げられる。小学校学習指導要領では、情報教育の

要点として、プログラミング教育が示されている。プログラミング教育は、上述した日常的に使

用するアプリや動画、画像の加工とは異なり、より専門的な内容を含む教育内容である。こうし

たプログラミング教育への適用として、糟谷、芳賀（2020）の研究が挙げられる。幼児と小学生

を対象としたプログラミングに関する公開講座において学生がファシリテーターを行った。その

結果 ICTを活用した保育実践について理解が深まり、同時に学生のプログラミングに対する意欲

の向上が指摘された 9。しかし、日常的にスマホアプリの使用などと比較して、プログラミング

実践といった未経験な領域に対する不安も散見され、情報教育のおける体験不足をどのように解

消していくかが課題とされた。 
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 校務の情報化という観点においては、その目的として効率的な校務処理による業務時間の削減、

また教育活動の質を向上させることにある。校務が効率的に遂行できるようになることで、教職

員が児童生徒の指導に対してより多くの時間を割くことが可能となる。さらに，教師間における

指導計画、指導案、指導事例等の情報共有により、職員間のコミュニケーションを増加させたり、

学校ウェブサイトやメールなどによる情報発信により、家庭・地域からの理解・協力を促進させ

たりすることができる 10。これらの校務の情報化の実践例としては、CoDMoN11、nanoty12、Hoisys13

などが挙げられる。いずれのソフトも園内の事務作業を効率化し、職員の負担感軽減を目的とす

るものであるが、事務作業に留まらず園内情報の共有などにも貢献している 14。 

 以上の実践例を踏まえると、今後の教育実践現場における ICTの活用は、子どもの学び、保育、

教育内容などに貢献することが示唆された。加えて、保護者との連携においても、保育者が日常

の教育風景を撮影し保護者と何らかの形式（個別に配信する、園で掲示するなど）で共有するこ

とで、保護者は子どもの発達や学びの軌跡、保育内容を視覚的に知ることが出来る。また保育者

は、撮影した画像や動画を用いた記録、評価といったことも可能となる。 

こうしたメリットを踏まえても情報リテラシー能力の育成は、単に PC、タブレットの使用に

留まらず、活用し、応用する力として習熟することが必要不可欠である。合わせて、業務処理、

勤怠記録、記録簿といった事務処理も、ICT の活用によってその負担感が飛躍的に軽減される。

そうした観点からも ICTへの期待は高まっているのである。 

 

３．ICT 教育を目的とした FD 研修 

以上をふまえたうえで、在籍する学生が将来 ICTを充分に活用した教育、保育を行えるための

大学教育としてのアプローチについて言及する。まず ICTを活用できる教員、保育士を養成する

ためには、大学教員の ICTに関する知識、スキルの向上が必要不可欠となる。そこで ICT教育の

充実を目指した FD研修の在り方について検討する。 

 1998 年文部省大学審議会答申「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－」において FD研修の実施が明言され、2007 年から大学院で、2008年からは

大学において FDが義務化された。これに伴い、各大学で FD委員会や教務委員会などで企画、運

営されてきた。多くの大学で、公開授業や授業参観など授業研究や授業評価アンケートの振り返

り等が行われてきた。これに加えて、新型コロナウイルスの影響による遠隔授業、オンデマンド

型の授業への転換に伴う ICTの活用が最重要項目として位置づけられた。周知の通り大学教育の

質の担保として、アクティブ・ラーニングの実施が求められているなかで、コロナ禍においても

オンライン上でのグループ学習、プレゼンテーションなどの授業形態が問われている状況である。 

 こうした「ICTを活用したアクティブ・ラーニング」というテーマの FD研修として、林、谷口

(2010)の研究が挙げられる。この研究のなかで、FD研修におけるワークショップとして、教員間

での現状の授業での課題を話し合い共有し、そのうち教員と学生間でのコミュニケーションの改

善を図るツールとして携帯電話やノートパソコンを活用した方法について実践した。そして現行

の授業における問題点を話し合い、学生が授業や演習を通して主体的に参画できるインタラクテ

ィブな授業技術（設計、評価法）として携帯電話、パソコンなど ICTの活用について修得するこ

とを目標とした 15。実際の FD研修においては、ICTの活用は多く見られるものの、教材資料配布、
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出欠、レポート課題の回収などに留まっており、継続した学習記録の変容や学生間でのコミュニ

ケーションツールとして活用するケースは多くなかった。一方で、メールなどメディアを介した

コミュニケーション活動の限界を示唆しており、対面コミュニケーションの重要性、多人数授業

でのアクティブ・ラーニングの限界を指摘した 16。 

 また大学によっては、ICT活用指導力を向上させる独自の教員研修統合システムを開発した事

例もある 17。主に ICT活用の普及、促進を目的とした短時間のビデオ・モジュールを作成し、ス

トリーミング視聴が出来るように環境の整備、アドバイス付きの事例の作成、また FAQの提供な

どが行われた 18。またオンライン配信を利用した FD／SD研修の試みもある 19。FD／SD研修を行う

にあたり遠隔地の教員、職員の参加を増やすためオンライン上での研修の受講を試みた。その際

の課題として、対面の研修に比べると顔を見ずに研修が進むため、戸惑いなどが生じ、専門用語

がわからず次のステップへと進めない状況が散見された。FAQなどもオンライン上でリアルタイ

ムの返信が来るわけではないため、補助者の存在が必須であることが挙げられた 20。 

これらの FD 研修では、様々な学習環境下での課題の共有や、学生の主体性を促すための学生

側からの意見の発信、共有をめざし、ICTを活用した授業計画や方法について知見を深めるもの

であった。したがって FD研修を行ううえで、ICTの活用が不可避であろう。しかし、注意しなけ

ればならないことは、ICTの活用を目的とした FD研修自体が、ある程度の情報通信技術の素地、

ネットワーク環境の整備、パソコンなど教材の準備が整っていてこそ成り立つということである。

特に教員の情報通信技術の素地については、幅があり暗黙知の要素を多様に含んでいる。そのた

め、一人ひとりの教職員への対応まで及ばないことが予想される。 

さらに、ICT の活用が FD 研修の終着点ではなく、研修において習得したスキルを既存の授業

に導入し、ICT活用が可能となる学生の育成に努めなければならない。例えばアプリの使用を想

定してみても、教室環境、題材、アプリケーションの選択など懸案事項が挙げられる。教員養成

に特化すると、ICT 端末機器の使用だけでなく、学校現場で準備されつつあるデジタル教科書や

その他のデジタル教材、デジタルコンテンツを活用するための電子黒板等の提示用のデジタル機

器等への適応も挙げられる 21。これらの学校教育現場への適応を巡る環境整備の充実をさらに図

っていくことが、教員養成系大学としての喫緊の課題として指摘される。 

 

まとめ 

 本論文では、ICT 教育の動向をふまえ、教職、保育職養成大学の ICT 教育の適応と FD 研修の

在り方について検討した。教育の情報化は、①被教育者の情報活用能力の育成（リテラシー能力

の育成）、②教育者の ICT教育のスキル（効果的な ICT 機器の活用）、③校務の情報化（事務負

担の軽減と教育者と被教育者が向かい合う時間の確保）という３つの主要な目的が掲げられてい

た。大学教育としては、このいずれの観点において習熟することが求められている。さらに、コ

ロナ禍においても大学教育の質を担保するためのスキルも求められ、日進月歩の如く進展する

ICT 教材についても適応しなければならない。そのために ICT を前提とした FD 研修の運営が急

務となるが、これらの諸点のすべてを兼ね備えた FD 研修があり得るだろうか。教職、保育職養

成大学として、実践現場で扱われている電子黒板の使用方法や各種アプリの活用などについては、

教員の ICTに対する知識、能力、興味、関心に偏っている状況にある。FD研修としては、その偏
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りの是正を目的としつつ、各大学の試みを精査し「FDとして出来るものとそうでないもの」の判

断をすべきであろう。そして学生にとっての最善の利益、特に教職、保育職に就く学生にとって

貢献しうる FD 研修の内容を再検討すべきではないか。コロナ禍対策が叫ばれて久しい昨今では

あるが、どの大学も来年度からの通常通学に乗り出している。つまりこのような未曾有の事態だ

からこそ展開された ICTの活用ということに、今年度だけで終わるのではなく、スタートとして

展開することが望まれる。 
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実践報告 
 

社会貢献活動を目的とした卒業研究成果の活用に関する実践事例 

‐理科・生活科ゼミが行える社会貢献の可能性‐ 

 

鈴⽊哲也 

（東京未来⼤学こども⼼理学部） 

 

Case Study about the Use of Graduation Research Results for the Purpose of 
Contributing to Society: Possibilities of Social Contribution that the Seminar 

about Science and Life Environment Studies can conduct. 
 

SUZUKI Tetsuya 

(TOKYO FUTURE UNIVERSITY) 
 

要約 

本研究は、卒業研究の作成過程及び論文の執筆後にどのような社会貢献活動ができたのかにつ

いて実践報告をし、その成果と課題を明らかにすることを目的としている。具体的には、理科・

生活科のゼミにおいて、今までに社会貢献したと思われる卒業論文のタイトルと社会貢献活動を

まとめ報告し、卒業研究の成果を利用した社会貢献の可能性と問題点を明らかにした。卒業研究

の成果の一部を用いた実験教室やイベントで実際に行なえるように、また、卒業研究の成果の一

部が教材作成である場合には配布したり、イベント等で使用したりできれば、それぞれ社会貢献

へとつながりやすいことがわかった。一方、卒業研究後、数年後までその研究をすることがほと

んどないことや単発的な社会貢献活動になってしまい、持続的な取り組みができないこと等が課

題として残った。 

 

キーワード：卒業研究、卒業論文、社会貢献、理科、生活科 

 

1．問題の所在 

 大学における卒業研究を実施することや卒業論文の作成は大学における知の創造を体験する

うえで重要な教育の一つである。しかし、卒業研究や卒業論文（以下、本論では卒業研究とする）

はそれだけの意味しかないのであろうか。 

卒業論文を作成する過程においては指導する側においてさまざまな工夫がなされている。例え

ば、山根(2019)は、教員養成の学生に対し、気象庁が公開している気象データを活用し、「2004

年 10 月 9日の御前崎で起きた集中豪雨の発生条件」や「静岡県における短時間強雨に関する研

究」などさまざまな角度から分析がなされ卒業論文が執筆されている。このように、指導者側は

自分の研究のバックグラウンドをフルに利用し学生の卒業研究を支援している。 
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また、指導者の研究とは別の視点から、卒業研究の教育的効果を向上させようとする動きもあ

る。小林・森本(2017)は該当学部における卒業研究の学習内容、学習方法、評価方法を事前にオ

ープンにし、研究計画書の義務化、副査への月間報告、卒業研究発表会でのルーブリックの利用

等を行なった例である。 

前者の例は大学教員が持つそれぞれの特性を用いた卒業研究作成のための支援、後者の例は大

学や学部としての組織的な卒業研究の取り組みの支援と言える。 

しかし、卒業研究作成までには手厚い支援があるにせよ、卒業研究の成果を活用し、学術的な

貢献はみられるものの、卒業研究の成果を用いて、社会貢献活動をしようとする例はあまりみら

れない。 

なお、本研究における学術的な貢献として、例えば、学会において、大学生がポスター発表を

しているケースがある。中川・寺前(2017) 「動物の頭骨の 3Dモデリングと 3Dプリンタ造形物

の教材化」や荒井・鈴木(2015)「プラスチック寄生虫標本を用いた理科実験の設計と実践（２）

―デジタル教材の作成及び実践結果に注目して―」などが該当する。 

卒業研究を用いた社会貢献活動に注目した場合、渡邉(2005)においては、卒業研究において地

域教材の開発研究を行い、「いくつかの取り組みの成果は、教育実践において実際に利用されて

いる」と示されており、卒業研究の成果活用の一端が示されている。実際には、このようなこと

は行なわれている可能性はあるのだが、少なくとも、学術論文として公表されている実践例はほ

とんどないのが現状である。 

卒業研究の成果を利用する際、卒業後では大学院に行かない限り、成果を社会へ還元しにくい

ことや、卒業研究途中で教材等の成果物を作成し実践するのはかなり困難なことが原因だと思わ

れる。 

そこで、本研究では、卒業研究の作成過程及び論文の執筆後に、卒業研究の成果を用い、どの

ような社会貢献活動ができたのかについて実践報告をし、その成果と課題を明らかにすることを

目的とする。 

なお、本研究で用いる社会貢献活動とは、研究者や専門家以外の学外の人々に対し又はと共に

正の価値となり得るものを提供又は構築しようとする活動とする。また卒業研究成果とは、卒業

研究の終了後の成果だけでなく、卒業研究作成過程における成果も含むものとする。 

 

2．実践報告 

東京未来大学理科・生活科ゼミは、小学校就職を希望とする学生だけでなく、幼稚園や保育園、

福祉施設、一般就職を目指す学生も複数いるゼミである。 

本ゼミにおいて、今までに社会貢献活動をしたと思われる卒業論文のタイトルと社会貢献活動

の実際を記したものが表１である。 

 

表１ 社会貢献活動に関係した主な卒業論文名と実際の社会貢献活動一覧 

年度 卒業論文のタイトル 社会貢献活動の内容 

2013 動物の死を扱った絵本に関する研

究 

デジタル紙芝居「さよなら、みみちゃん」を足立区小学

校に配布。さいたま市学校飼育動物研修会にて使用。 
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子どもにフードマイレージを伝える

環境紙芝居の作製 

デジタル紙芝居「ハンバーグのフードマイレージをみよ

う」を足立区小学校へ配布。 

2014 小学校にけるドングリを利用した

授業開発 

デジタル紙芝居「ドングリをしろう」を足立区小学校へ配

布。 

世代間倫理を題材とした小学生向

けでデジタル環境紙芝居の開発 

デジタル紙芝居「ぎんなんの木」を足立区小学校へ配

布。 

生活科における音環境の指導 デジタル紙芝居「この音、何の音」を足立区小学校へ

配布。 

2015 食べられるシャボン玉の教材化 デジタル紙芝居「たべられるシャボンだまをつくろう」を

足立区小学校へ配布。 

親子を対象にした実験教室を開催（食べられるシャボ

ン玉づくり）。 

再生チョークの普及を目指したデ

ジタル環境教材の開発 

デジタル紙芝居「再生チョークを作ろう」を足立区小学

校へ配布。 

大学祭にて実験教室を開催。 

2016 理科におけるものづくりとしての標

本の役割 

アニサキスの寄生虫標本をつくる実験教室を開催。  

小学生でも作れるカルメ焼き教材

の開発 

シリコンカップカルメ焼きに関する親子実験教室を開

催。 

生活科におけるドングリ粘土の利

用に関する研究 

大学祭にて実験教室を開催（ドングリ粘土づくり）。 

学童保育にてドングリ粘土づくりの実践。 

2017 子どもが体験できる風力発電装置

の開発と実施 

墨田区の小学校において理科クラブの児童を対象に

実験教室を開催（風力発電のおもちゃづくり）。 

小学校理科における水力発電の

科初 

墨田区の小学校において理科クラブの児童を対象に

実験教室を開催（水力発電のおもちゃづくり）。 

2018 逆浮沈子の教材開発と実践 墨田区の小学校において理科クラブの児童を対象に

浮沈子と逆浮沈子の実験教室を開催。 

小学校・中学校における理科離れ

の現状と方策 

ギョウザ型電池（炭電池）の製作を墨田区の小学校に

おいて理科クラブの児童を対象に実験教室を開催。 

幼児向けの身近な物を利用した

笛の開発と実践 

大学祭において実験教室を開催（ペットボトルのふたを

使ったぴーぴー笛づくり）。 

足立区のエルソフィアにて実験教室を開催（ペットボト

ルのふたを使ったぴーぴー笛づくり）。 

2019 UV レジンで作る植物標本 親子実験教室を開催（レジンを用いた植物標本づくり） 

大学祭にて実験教室を開催（UV レジンを用いた植物

標本づくり）。 
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人とアリを題材にした幼児用紙芝

居の製作 

自作紙芝居「ゆきみとねこのシロ」を作成し、足立区生

物園にて読み聞かせを実施。 

 

表 1 より、大学祭や親子イベント、学校または研究室独自に行なった実験教室やものづくり教

室（以下、実験教室等とする）を開催し、その実験教室等の教材（ものづくり教材そのものを開

発した研究及びものづくり自体は既知のものであるが、より小さな子どもでも作りやすく工夫し

た動画教材の作製の研究を含む）に使用されたものと、研究成果の一部をデジタル紙芝居として

製作し、学校に配布したものに区別される。また１件ではあるが、研究成果を生かした紙芝居を

製作し、実際に読み聞かせをした例もある。 

１ 実験教室等の実施 

実験教室等の実践は、子どもの反応を直接みることができ、またこのようなことを本ゼミの伝

統としているので、次の学年のゼミ生も自分で研究した実験教材やものづくり教材または動画教

材を子どもへ使用するのを前提とし、卒業研究活動を行なうため、卒業論文を書けばそれで終わ

りという雰囲気にはならなくなる。自分の作った教材が子ども達の学びに直接影響をすることが

わかるからである。作成の際は、教材自体がオリジナルなもの、教材の費用を低くしたもの、動

画教材を作成し、より小さい子どもでもできるように工夫したものなどを用いることとし、ほん

の少しでも、他にはないオリジナルな観点を含め実施してきた。 

 また実験教室等の運営・開催に関しては教材開発者だけではなく、ゼミ生全員で行い、すぐに

は社会貢献活動をしにくい研究テーマを選んだ学生も、この活動を通して一緒に社会に貢献する

活動を体験できるようにしている。 

簡単に実験教材やものづくり教材の説明をすると、①食べられるシャボン玉は、グミを膨らま

して耐熱ストロー（現在では紙ストローでも可）で膨らますもの、②再生チョークはチョークの

粉からチョークを再度作りなおしたもの、③シリコンカップカルメ焼きは、ゴミをほとんど出さ

ずそして失敗の可能性を軽減したカルメ焼き作り、④ドングリ粘土はドングリから作った粘土、

⑤風力発電や水力発電のおもちゃは風や水の力によって発光ダイオードが光るもの、⑥逆浮沈子

は、通常の浮沈子では押すと浮沈子は沈むが、逆浮沈子は押すと浮沈子が浮くもの、⑦ギョウザ

型電池は、炭電池の起電力を安定に強くする工夫をし、ギョウザ型電池２つから３つで発光ダイ

オードを光らせることができるもの、⑧ピーピー笛は、ペットボトルの蓋に穴をあけ、薄くし２

枚重ねて音がでるようにしたもの、⑨レジン標本は、レジンという、固まるとプラスチック状に

なる性質を利用して、標本化したもので、サバから取り出したアニサキスという寄生虫を標本化

したものやシロツメクサの葉を標本化した。なおレジンは１週間ほどで固まるが UV レジンは紫

外線を当てることで、数分で固まるため、UV レジンのほうが実験教室等では使用しやすい。 

２ デジタル紙芝居作成 

 鈴木(2014)によれば、デジタル紙芝居とは、「パソコンやプロジェクターを通して観ることが

できる電子化された紙芝居」であり、プレゼンテーション用ソフトに、絵や写真を取り込み、声

を吹き込み、自動再生できるようにしたものである。卒業研究として調査したことを作品として

残すことができ、また研究成果を教材として使用できる点がデジタル紙芝居化のメリットである。 
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なお、表１では取上げていないが、最近では動画ソフトを使用し、作品にしている学生も多い。

動画作品に関しては、学会でのポスター発表のときに配布したものや外部助成金のポスター発表

時に配布したものがあるが、いずれも研究者・専門家への配布であり学術的貢献の色彩が強く、

間接的には社会貢献の可能性はあるが、本研究の主旨からは外れるため記載からは割愛した。 

デジタル紙芝居の内容を簡単に紹介すると、①「さよなら、みみちゃん」は、幼稚園を舞台に

し、子どものウサギの死の概念を取り入れた、学校飼育動物の死への準備教育として作製された

ものである。②「ハンバーグのフードマイレージをみよう」は、イメージしにくいフードマイレ

ージという概念をハンバーグを実際に作る想定で、どのようなひき肉を使えばフードマイレージ

を低くできるのかを考えるものである。③「この音、何の音」は身近な自然の音及び人工の音を、

実際に録音をしたものを使用し、近くの公園を散歩して帰ってくるまでに出会う音を想定し、ク

イズ形式で展開されるものである。④「ドングリをしろう」は、ドングリ粘土のものづくり教室

の最初に、使用するドングリの種類について興味をもってもらうためのものである。⑤「たべら

るシャボンだまをつくろう」は、食べられるシャボン玉つくりの実験教室を行なうはじめに使用

する目的で作られたもので、グミを電子レンジで加熱し耐熱ストローで膨らませるまでの方法が

示されているものである。⑥「再生チョークを作ろう」は、再生チョークのものづくり教室を実

施する際のはじめに使用する目的で作られたもので、チョークの粉を用いて、再生チョークを作

るまでの方法が示されている。 

 

3．実践の課題－卒業研究の成果を利用した社会貢献活動の可能性と問題点 

上記のように、卒業研究の成果を利用した社会貢献活動の可能性は一定の程度示すことができ

た。卒業研究の成果の一部を用いた実験教室等、もっと広く言えば、イベント等で実際に行なえ

るようにすれば社会貢献活動と関連させやすいこと、また、卒業研究の成果の一部が教材作成で

ある場合には配布したり、イベント等で使用したりできれば社会貢献活動へとつながりやすいこ

とがわかった。その前提として、社会貢献活動につながりやすい卒業研究で選ぶテーマ設定が重

要となる。 

また、他大学のゼミと共同して教材開発やイベント等ができれば、より広範囲でそして回数を

増やして社会貢献活動ができる可能性もあるだろう。 

 一方、問題点もある。以下、列挙する。 

①卒業研究後、数年後までその研究をすることがほとんどない。②単発的な社会貢献になって

しまい、持続性な取り組みができない。③研究のオリジナリティと社会貢献は直接につながるわ

けではなく、社会から求められるものが研究の成果から必ずしも創りだせるとは限らない。④全

部の卒業研究が社会へ貢献できるわけではない。研究としては、しっかりやったものであっても、

すぐには社会貢献へと結びづけにくいテーマもある。例えば、出生前診断の歴史的背景を調査し

た研究や絵本に示されている動物虐待を分析した研究などである。⑤イベント等の実施や教材作

成には多くの場合、費用が発生し、外部資金の常なる獲得が必要となる可能性がある。卒業研究

用の研究費が認められている大学はあまりないからである。 

このように、卒業研究のテーマ選びによってはすぐに社会貢献活動をすることは難しく、また

卒業研究の卒業後の継続性や社会貢献活動の継続性も、担当教員だけの努力では、なかなか対応
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しきれず難しい。それぞれの研究室単位で行なわれている研究をベースとした社会貢献活動の工

夫の共有があれば、参考にしたいところである。すなわち、研究をベースとした社会貢献に関す

る FD 研修やゼミで開発した教材と学校等による連携に関する教職 FD 研修もありえると言えよ

う。 

 

4．今後の課題 

本研究は事例の一つにすぎず、また本ゼミは理科や生活科を中心としたゼミであるため、本研

究が全教員に参考になるわけではないだろう。しかし、各ゼミや研究室単位で行なわれる研究を

ベースとした社会貢献は色々な形ではあるが、実施可能であるし、一部のゼミではなされている

のではないだろうか。さまざまなバックグランドを持つゼミの活動が共有されることによって、

より他の社会貢献の可能性も見えてくるのではないだろうか。 

大学 FD において、教員の特性を生かした学生による卒業研究の活用に関してどのような支援

が必要とされているのかについての検討の余地はまだまだ必要であろう。 

例えば学生の研究の成果を基にした市民向けの学生イベント開催や学生による講演会などが

ありえるかもしれない。このような企画をすることも広い意味では大学 FD の範疇になるのでは

ないだろうか。 

大学でしかできない学生の研究成果を活かした社会貢献の可能性、及びそのような可能性をさ

らに引き出す大学における FDの可能性を今後も探っていきたいと考える。 
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教育改善向上（FD）年報 論文投稿要綱 2020 について  

1．編集方針：本教育改善（FD）年報（以下、「年報」）は、ファカルティ・デベロップメント

（以下、「FD」）に関する論考・シンポジウムや講演会の記録及び依頼原稿、FDの実践・

活動、ならびに広義の FDに資する内容の発表の場を提供することを目的とする。なお、本

年報は、FD委員会の委員による担当部会を指定し、その委員にて編集等の作業をおこなう

こととする。 

2．本誌の投稿者：本年報に筆頭著者として投稿できる者は、本学の教職員とする。筆頭著者と

して投稿できるのは、1 編のみである。但し、依頼原稿においてはその限りではない。 

3．原稿の内容・種類 

１）原稿は、本学の FD活動に関するものであること。 

２）原稿は、和文または英文とする。 

３）原稿は未公刊のものに限る。他に投稿中の原稿も認められない。 

４）原稿は総説、原著、研究ノート、研究資料、実践報告、書評とし、すべて査読を行うこと

とする。ただし、FD委員会の担当部会が企画した特集、依頼原稿については査読を不要と

することができる。 

4．原稿の体裁 

１）原稿は、Ａ４判、原則横書きとし、MS Word で作成する。 

２）原稿には要約とキーワード（5 語以内）を付す。要約は原則として、和文、英文のどちら

かとし、和文 400 字以内、英文 175 語以内とする。 

３）提出原稿の体裁は次の通りとする。1 ページあたり、フォント 10.5 ポイントで 46 字

×35 行とし、タイトル、要約、図表、文献等をすべて含めて、10 ページ以内とする。余白

は、上下左右 26 ㎜とする。タイトル（和文・英文）、著者名（和文・英文）、要約、キー

ワード、本文は、１ファイルに収める。 

４）図表は本文中に挿入するとともに、本文原稿とは別に一つのファイルとして作成の上、通

し番号を付する。なお、図表の分量については、何ページ相当（例えば、1/2 ページ、1/4 

ページ等）と指定する。 

５）原稿の形式、引用文献の記載は、各専門分野の慣例に従うこととする。ただし、脚注は用

いない。 

６）製版に特別な費用を要したときには、投稿者の負担とする。 
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5．投稿原稿は、FD委員会の担当部会によって指名された審査員の査読結果を基に、FD委員会

の担当部会の議を経て、掲載が決定される。 

6．別刷は発行しない。 

7．掲載順は、FD委員会の担当部会で決定する。編集作業の過程で、形式については FD年報の

担当部会の、内容については審査員の確認を経て、加筆・修正を依頼する場合がある。 

8．校正に関しては、投稿者の責任とし、１回までとする。 

9．提出締め切りおよび発行時期 

１）投稿を希望する者は、FD委員会の担当部会が定める期日までに指定の執筆意向調査書を所

定の方法で FD委員会の担当部会に提出する。 

２）２）原稿は、電子ファイル（1. 氏名・所属が明記された Word ファイル、2. 氏名・所属を

削除した anonymousの PDF ファイル）を締切日まで FD委員会に提出する。 

３）原則として年 1 回 3 月末日までに発行する。 

8．本誌に掲載された原稿の著作権は著者に、版権は本学に帰属する。本誌に掲載された原稿を

他の出版物・媒体で公刊する場合には、あらかじめ文書により FD委員会の承認を得なけれ

ばならない。ただし別刷として著者本人の論文を作成することは妨げない。 
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