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療養所環境を交ぜる
1．プロジェクトメンバー氏名と所属

青松園関係史料の保存と公開と活用にむけて」『滋賀大学

阿部安成（滋賀大学経済学部）、石居人也（一橋大学大

経済学部研究年報』第 23 巻、2016 年 11 月、09 同 - 石居

学院社会学研究科）、タナカ・キャサリン（大手前大学総

人也「「を生きた」「に生きる」を問う―『星ふるさとの乾

合文化学部）、西浦直子（国立ハンセン病資料館）、松岡弘

坤』と『理性主義と排除の論理』を読む」『滋賀大学経済

之（尼崎市立地域研究史料館）、宮本結佳（滋賀大学教育

学部研究年報』第 23 巻、2016 年 11 月、10 阿部「シリー

学部）

ズ『青松』を読む⑩ 手づくりの記録―国立療養所大島青
松園関係史料の保存と公開と活用にむけて」
『彦根論叢』

2．研究の目的と計画

第 410 号、2016 年 12 月、11 同「シリーズ『青松』を読

国立療養所大島青松園をフィールドとして、療養所を知

む⑫ 手づくりを一年―国立療養所大島青松園関係史料の

る手立て（歴史資料など）を外部に発信し、それとともに、

保存と公開と活用にむけて」『滋賀大学環境総合研究セン

外部者を療養所のなかに引き込み（ワークショップやガイ

ター研究年報』第 14 巻第 1 号、2017 年 8 月、2015-12 宮

ド）、療養所内外の相互交信をはかることを目的とする。

本結佳「負の歴史的遺産における生活実践の伝承可能性―

そのために国立療養所大島青松園での（a）フィールド

ハンセン病療養所におけるアートプロジェクトを事例とし

ワーク、
（b）アーカイヴの整備、
（c）市民向け連続講演会

て」『環境社会学研究』第 21 号、2015 年 12 月（昨年度の

とシンポジウムの実施を計画した。

本欄に記載すべきだった成果 1 点をここに記す）。
活動概況：
「大島で〈話のアトリエ〉をひらく 2016」（香

3．今年度の情況報告
研究成果：01 阿部安成「「星塚敬愛園を生きた人々」は、

川県高松市、国立療養所大島青松園キリスト教霊交会教会
堂、同園自治会事務所）
：第 1 回 11 月 5 日演奏三星渚「チェ

描けない―『星ふるさとの乾坤』を読む」滋賀大学経済学

ロを聴く」、第 2 回 11 月 12 日案内阿部安成「大島を歩く」、

部 Working Paper Series No.253、2016 年 7 月、02 同「「沖

第 3 回 11 月 19 日解説石居人也「『小島の春』を観る」、第

縄愛楽園に生きる」ことへの説諭―『理性主義と排除の論

4 回 11 月 26 日話者森和男、田村朋久「大島を語る」など。

理 』 を 読 む 」 滋 賀 大 学 経 済 学 部 Working Paper Series

活動内容：本プロジェクトにおいては、（1）フィールド

No.254、2016 年 7 月、03 同「シリーズ『青松』を読む⑤

での聞き取りを特別な機会ではなく可能なかぎり普段の日

手づくりを保つ―国立療養所大島青松園関係史料の保存と

常の場での実施をこころがけ、（2）連続講演会を在園者と

公開と活用にむけて」滋賀大学経済学部 Working Paper

来訪者とわたしたち調査研究者の三者が集う場としてもう

Series No.255、2016 年 7 月、04 同「シリーズ『青松』を

け、（3）それぞれの成果をワーキングペーパーなどをとお

読む⑥ 手づくりで伝える―国立療養所大島青松園関係史

して発表し、（4）アーカイヴの整備とリプリント史料集の

料の保存と公開と活用にむけて」滋賀大学経済学部

監修をした。

Working Paper Series No.256、2016 年 8 月、05 同「シリー

上記（1）は、昨年度から継続して実施した。

ズ『青松』を読む⑧ 手づくりが震え戦く―国立療養所大

同（2）は、大島での連続講演会開催が第 3 回となる今

島青松園関係史料の保存と公開と活用にむけて」滋賀大学
経済学部 Working Paper Series No.257、2016 年 9 月、06
同「シリーズ『青松』を読む⑨ 手づくりが続き、また、

年度は、それを〈話のトリエ〉と題して実施した。
同（3）は、本報告書第 4 項に示したとおり、11 編の成
果を発表した。

新たに―国立療養所大島青松園関係史料の保存と公開と活

同（4）は、昨年度から継続して実施しつつ、大島を会

用 に む け て 」 滋 賀 大 学 経 済 学 部 Working Paper Series

場とした展示に着手することとなった。なお、昨年度の本

No.258、2016 年 9 月、07 同「シリーズ『青松』を読む⑪

報告書に記載したリプリント史料集の刊行が遅れ、2017

手づくりで録す―国立療養所大島青松園関係史料の保存と

年発行予定となった。

公開と活用にむけて」滋賀大学経済学部 Working Paper

〈話のアトリエ〉：ここでは今年度の活動のもっともおお

Series No.259、2016 年 10 月、08 同「 シ リ ー ズ『 青 松 』

きな特徴となった「大島で〈話のアトリエ〉をひらく

を読む⑦ 手づくると、戦ひと、挙島へ―国立療養所大島

2016」についてとくに記す。2014 年第 1 シリーズは 7 月
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から 11 月にかけての日曜日に全 5 回実施、2015 年第 2 シ

演奏された。アンコールの讃美歌は合唱となって、天井の

リーズは 10 月と 11 月の土曜日に全 4 回実施、今年度の第

高い教会堂に響いた。

3 シリーズは 11 月の毎土曜日全 4 回の実施となった。開

観る：第 2 回の「大島を歩く」は、出席予定者の多くが

催日を日曜日から土曜日へと変えた理由は、教会関係者が

大島をくりかえし訪ねたことがある人たちだったので、
「歩

出席できるようにするためだった。第 3 シリーズは、どの

く」を「観る」に変え、キリスト教霊交会教会堂に残って

新聞にもとりあげられなかったものの、高松在住の信徒た

いた写真を「観る」こととした。会場を自治会事務所とし、

ちの初めての出席があった。

プロジェクタを使って画像をおおきくホワイトボードに投

名称の〈話のアトリエ〉は、これまでも大島での日常の

影して写真を観た。

聞き取りにさいして用いてきた、
わたしたちの造語である。
はなしあう場所、そこからなにかがうまれるかもしれない
場所、それを、はなしのアトリエ、と呼んだ。縮めて〈話
トリエ〉= ワトリエ、と呼ぶこともある。今回は、ハンセ
ン病をめぐる療養所がある、
大島で「聴く」
「観る」
「語る」、
大島を「歩く」なかで〈話トリエ〉をひらいた。ワトリエ
の「わ」は、話であり、輪や環でもあり、和にもつうずる

pic3 第 2 回話トリエ（石居撮影） pic4 第 3 回話トリエ（石居撮影）

と仕掛けてみた。
これまでの第 1、第 2 のシリーズでは、本プロジェクト

撮影の時期がはっきりしない写真が多いものの、被写体

メンバーが担当した話し手を、この第 3 シリーズではなる

となった在園者や来訪者たちのことを想い起しながら、彼

べくメンバー以外のひととするようにした。また共催者に

ら彼女たちを軸にして往時の大島についてあれこれと話し

初めて国立療養所大島青松園入園者協和会（自治会）がく

賑わいだ時間を過ごした。

わわった。

第 3 回の「観る」は、映画『小島の春』を観た。国立療

聴く：第 1 回の「チェロを聴く」では、もう毎週日曜日

養所長島愛生園の勤務医小川正子の同名著書を原作とした

の聖日礼拝がおこなわれなくなったキリスト教霊交会の教

この映画は、1940 年に一般の映画館で封切られた。もは

会堂に、讃美歌を響かせ、またクラシックの佳曲を聴く機

やいまでは観ることがむつかしくなったこの作品をとおし

会をもうけた。伴奏のないチェロの独奏。おそらく初めて、

て、当時の隔離の仕組みを知ることを目的とした。在園者

教会堂でオルガンではない楽器が奏でられたとおもう。

は映像をとおして、みずからがうけた隔離の苛酷さに感慨
がおよんだようだった。
語る：第 4 回の「大島を語る」は、大島青松園の入園者
協和会（自治会）会長と、国立療養所長島愛生園の歴史館
学芸員とによるそれぞれの園の現状報告をもとに出席者が
話しあう場となった。
後者の園では、世界遺産の登録にむけた活動が始まって
いる。在園者の減少と高齢
化が進むいま、療養所がか
かえる問題や課題と、そこ

pic1 第 1 回話トリエ（阿部撮影） pic2 同前（石居撮影）

に園外からどのようにかか
わるかが論点となった。

若いチェロ奏者はスティーヴ・ライヒの「WTC 9/11」
を日本で初めて演奏したアンサンブルの一員だった。この
日はキリスト教霊交会の礼拝でよく歌われていた讃美歌に
くわえて、大島の園内で流れている「ローレライ」と「ふ
るさと」、「ヴォカリーズ」（ラフマニノフ）、「無伴奏チェ
ロ組曲第三番（バッハ）、「白鳥」（サンサーンス）などが

pic5 第 4 回話トリエ（石居撮影）

（阿部安成執筆）
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滋賀県における持続可能な地域づくりと防災・減災
1．プロジェクトメンバー

風水害など自然災害を発生のメカニズムを中心に解説し

藤岡達也

教育学部・教授

た。次に防災・減災に学習者自身が主体的に取り組むこと

堀

滋賀県総合教育センター・研究員

を期待して、ハザードマップ、心肺蘇生と AED などを取

桑原康一

栗東市立葉山小学校・教諭

扱った「備えて」をまとめた。特色としては、最後の「活

角

滋賀県立聾話学校・教諭

かして」にあると言える。ここでは、彦根市がどのような

道雄

哲郎

防災訓練に取り組んでおり、他地域で自然災害が発生した

2．研究の目的と計画

時、どのような支援をしてきたかも示した。

東日本大震災以降、防災、減災は喫緊の課題となってお

さらに大きな特色としては、阪神・淡路大震災を幼少の

り、次期学習指導要領でも自然災害の取り扱いは重視され

頃に体験し、その後、自分の人生をどう考え、進路や就職

ている。滋賀県でも、平成 25 年日本で初めて「特別警報」

など、どのような生き方を歩んでいるのかの実際の体験談

が発表され、この時の集中豪雨で犠牲者が生じたり、学校

を取り上げている。このことによって、学習者に自分の人

が避難所になったりするなど、意識は高まっている。

生を考えさせるところまで迫っている。

以上を踏まえて、滋賀県の自然環境、社会環境を重視し

全体として、示された内容が学校の教科等や教育活動の

た学校防災を推進するためにプロジェクト研究を実施す

中で、どこで取扱いが可能かの記載がされているのも特色

る。具体的には、滋賀県の自然環境の特色を取り入れた学

である。これまで、滋賀県では環境をテーマとした副読本

校防災、地域防災を災害の可能性だけでなく、自然の恩恵

が作成されている。代表的なものが滋賀県教育委員会によ

も重視し、滋賀県各地域の災害への備えと地域の誇りの両

る「あおいびわこ」、「あおい琵琶湖」、「琵琶湖と自然」と

面を捉えた教材、プログラム開発を作成し、展開する。

言える。しかし、これらは、校種別に作成されているが、
どの教科・科目で使用可能かということに教育現場では戸

3．今年度の状況報告

惑いがあった。「明日に向かって」はこの課題を踏まえた。

本プロジェクト研究は、科学研究費基盤研究（B）（研

防災教育副読本の活用についての管理職の反応から、そ

究課題番号：15H02915）及び科学研究費挑戦的萌芽研究（研

の意義を検討する。平成 28 年彦根市内の校園長を対象と

究課題番号：26560086）とも連動している。昨年度に引き

した 5 月の管理職研修において、本副読本の内容と作成の

続き、今年度も滋賀県に密着した防災・減災教育の在り方

コンセプトについての説明を行った。本副読本は、既に 4

を探り、国内のスタンダード構築を踏まえながら、滋賀県

月上旬に彦根市立の小中学校全校に児童数だけ配布されて

内の素材を用いた実践的な教材開発に取り組んだ。

おり、管理職には 1 冊ずつ配布済みである。研修後、参加
した管理職にこの副読本の活用についての意見を無記名で
問い、その結果を検討した。この時の研修参加者は 25 名、

（1）作成副読本の検証
昨年度までに、「滋賀県防災教育実践事例集 1、2」の 2
冊を作成し、県内の全学校に配布した。また、昨年度末に
完成した「防災教育副読本

明日に向かって」の特徴と彦

質問調査用紙を回答した研修参加者の所属内訳は幼稚園 2
名、小学校 14 名、中学校 6 名、教育委員会 1 名であった。
まず、全体を上述のように 3 部構成にしたことについて

根市内の管理職の反応、それらをもとにした今後の課題に

は、「1. とてもよい」が 11 名、
「2. よい」が 12 名であり、

ついて検討し、滋賀県に止まらない国内における副読本の

この構成については全員の賛同を得たと言ってよい。また、

在り方について探った。

取扱い内容、情報量について、「知って」、「備えて」の内

この副読本の内容について簡単に紹介する。まず、防災

容では、19 名が「3. ちょうどよい」であり、4 名が「2. 少

教育の必要性を明確にし、最初にメッセージとして 7 項目

し多い」であった。「知って」、
「備えて」とも「2. 少し多い」

を示した。本副読本の内容の構成は主に次の「知って」、
「備

と答えた 4 名は両方とも同じ学校の管理職である。4 名の

えて」、「活かして」の 3 つの領域から構成されている。自

うち、3 名は小学校であったが、1 名は中学校であった。

然災害を理解するための「知って」では、近年、日本に発

ただ、
「活かして」については、21 名が「3. ちょうどよい」

生した阪神・淡路大震災や東日本大震災はじめ火山災害、

であり、2 名が「2. 少し多い」と判断しており、この結果
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づけた学習プログラムを開発した。

本副読本の活用について、
「1. 十分活用できる」
、「2. 一

（6）開発した学習プログラムを実践し、児童の水害に対す

応活用できる」がそれぞれ、7 名と 13 名であり、「3. あま

る知識・理解の向上や、災害発生時に備え、児童自らが的

り活用できない」は幼稚園、小学校がそれぞれ 1 名ずつで

確に判断し、主体的に行動をとるための資質・能力の向上

あった。活用できない、活用できにくい理由としては、
「1. 教

がみられたか、学習後の質問紙調査から分析し、考察した。

える時間がない」が 2 校の中学校、「3. どこで使えばよい
か不明」が 4 校であった。内容に対応する時間については
上述のように考慮したつもりであったが、この副読本をど

＜2＞

滋賀県野洲川の地域教材化の視点

野洲川を教材化する視点を以下の 5 点に設定した。

の時間で活用するかは戸惑いがあったのも事実であり、教

①児童の水害への危機意識を高め、河川と人間との関わり

科以外での取り扱いの難しさは課題として残った。

を知るため、水害史を取り扱うこと。②流水による作用（侵

この副読本を用いて校内で教員が研修担当できる学校は

食・運搬・堆積）を身近な地域の河川の様子や水害の水文

多かったが、教員研修のために派遣講師を期待したい学校

地理的要因、治水の目的に関連づけること。③児童が水害

の割合も高かった。研修を担当することができる人材の育

時を想定した実践的対策に関わる内容を取り扱うこと。④

成も継続的な課題である。

児童が、水害に関連の深い、降水量や洪水等の注意報・警
報といった天気予報の情報への関心を高めるため、近年の

（2）野洲川の過去の水害・治水史の教材化と実践
昨年に引き続き、野洲川の教材を改善し、今年度はこの
開発したプログラム、教材の検討を行った。平成 25 年 9 月、

水害を取り扱うこと。⑤運搬・堆積の作用に関する、水害・
治水の内容の充実を図ること。
これらの視点をもとに、視覚教材を作成した。

台風 18 号により、気象庁が先月に運用を開始した「特別
警報」が滋賀県で発表され、この時、野洲川流域では、近
年まれにみる増水があり、各地で被害を及ぼした。将来、

＜ 3 ＞開発した学習プログラム
学習プログラムを開発する上で、児童につけたい力とし

豪雨は降水量、頻度とも増す傾向にあり、大規模水害に見

て防災教育と理科教育の両面から整理し、学習単元の評価

舞われる恐れがある。

規準等を設定し、この評価規準をもとに「流水の働き」の

そこで、本研究では、児童の災害や防災における意識、

単元を 3 つに分けて構成した。

知識の向上と、児童自らが危険を予測・判断し、主体的に

第 1 次は、野洲川の治水・利水設備の目的を予想する活

防災行動をとるための資質・能力の育成をねらいとし、防

動から、単元全体の課題を見出すとともに、野洲川の様子

災教育を軸とした地域教材を作成し、小学校理科「流水の

や水害・治水を中心に学習していくことの意識づけを図っ

働き」の学習プログラムを開発することを目的とした。

た。第 2 次では、野洲川の様子とモデル実験を結びつけた
り、照合したりして、流水による作用等の科学的知識の習

＜ 1 ＞ 研究方法
事例地域を滋賀県野洲川、対象を野洲川流域の公立小学
校の児童として、以下の方法で進めた。
（1）現在の義務教育における防災教育の現状と課題や、防
災教育と理科教育の関連を整理した。
（2）小学校理科での水害等の取扱いと課題の分析、児童の

得を図った。第 3 次では、増水時の野洲川や水害史から、
水害の危険性の意識を高めるとともに、野洲川の水害・治
水・利水といった生活や社会と、科学的知識を関連づけて
思考すること、そして、児童自らが、水害発生時を意識し
て、命や生活を守るための行動をとろうとする態度の育成
を図った。

水害における意識や知識の調査を行った。
（3）教材を開発するにあたり、野洲川の水害史や治水、さ
らに、水害の水文地理的要因等を調査した。
（4）地域教材化する視点を、防災教育のねらいを軸に（2）
の調査結果や、理科教育の課題から設定し、野洲川を素材
に地域教材を開発した。
（5）教材を活用し、防災教育の視点を軸に理科教育と関連

＜ 4 ＞開発した教材と学習プログラムの有効性
開発した地域教材と学習プログラムにおいて、防災教育
のねらいの「知識」、「主体的な行動」、「危険予測」の観点
において効果がみられた。

プロジェクト研究
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太陽光発電データの時系列解析とその応用
1．プロジェクトメンバー

（2017 年 3 月 27 日現在、2015 年 12 月 7 日以降のデータが

姫野

哲人

データサイエンス教育研究センター

公開されている。ここ数か月、データの削除は確認されて

竹村

彰通

データサイエンス教育研究センター

いない。）長期的な分析を行うためには、データのこまめ

田中

勝也

環境総合研究センター

な収集が必要と考えられる。滋賀県が公開している大気
データについては、毎年夏頃に、その前年の 1 年分のデー

2．研究の目的と計画
本研究の目的は、学内の太陽光発電データと外部の環境

タを公開しており、2017 年 3 月 27 日現在、2015 年までの
データしか公開されていない。
この結果、太陽光データは 2016 年の 1 年分のデータが

関連のオープンデータを用い、太陽光発電量に基づく環境
予測のモデリングを行うことである。

得られたが、それに対応するデータは気象データしか得ら

学内の太陽光発電データは、学内ネットワーク限定でイ

れず、2016 年の大気データはまだ公開されていない。そ

ンターネット上より収集可能であり、1 時間ごとの発電量

のため、本研究では太陽光発電データと気象データの関係

のデータが得られる。また、外部のオープンデータについ

を調べることとし、大気データとの関連については、次年

て、 過 去 の 気 象 デ ー タ は 気 象 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（http://

度以降に行うこととする。

www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec̲
no=60&block̲no=47761&year=&month=&day=&view=）

2）データ分析

から収集可能であり、彦根の気温、降水量、降雪、積雪、

太陽光発電データに関しては、太陽光パネル 1m2 あた

日照時間、風速、露点温度、蒸気圧、相対湿度、日射量、

りの発電量である日射量（kWh/m2）を使用し、気象デー

気圧、雲量、天気、視程の 1 時間ごとのデータが得られる。

タとの比較を行う。まず、日射量に季節性があるかどうか

その他の環境情報として、大気常時監視（自動測定局）調

を調べるために、日射量の時系列変化を図 1 に示す。この

査 結 果（1 時 間 値 ） が 滋 賀 県（http://www.pref.shiga.

結果から、3 月から 8 月は日射量に大きな差はないが、9

lg.jp/d/biwako-kankyo/lberi/02shiraberu/02-03taiki-

月から 2 月にかけては、
1 日の日射量の最大値が小さくなっ

data/02-03-01taikijojikanshi̲data/taikijojikanshi̲data.

ていることが確認できる。

html）より公開されており、光化学オキシダント（OX）、
一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素化合物（NOX）
、
二酸化硫黄（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）、微小粒子
状物質（PM2.5）のデータが得られる。これらのデータに
基づく分析を行う。

3．今年度の状況報告
1）収集データについて
本分析を実施するにあたり、太陽光発電データ、気象デー

図 1: 日射量（kWh/m）の時系列変化

タ、大気データの収集を行った。これらのデータは、年周
期のトレンドがあることが想定されるので、長期的なデー
タが得られることが望ましい。
気象庁が公開している気象データはかなり長期のデータ

次に日射量と関連のある変数を調べるため、日射量とそ
の他の変数の相互相関を求めた。時系列データ xt と yt の相
互相関とは、ラグ k に対し、
（xi+k , yi）の相関を求めたもの

が公開されており、数年分の解析も可能な状況である。一

である。
図 2 は日射量と気温の相互相関を求めたものである。

方、学内の太陽光発電データについては、現在 1 年数か月

この図において、ラグが− 2 のときに相関が最大となって

分のデータしか残っていない。この件については、毎日古

いる。これは、日射量に対し、その 2 時間後の気温との相

いデータから 1 日分ずつ消えていくわけではないので、定

関

期的にまとめてデータが破棄されていると考えられる。
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6 時から 11 時の間の降水量が 0 の日に限定し、12 時か
ら 18 時の間の降水量が正となる確率（雨が降る確率）を
6 時から 11 時の日照量を説明変数としたロジスティック
モデルにより推定する。分析の結果、6 時から 11 時の日
射量をそれぞれ x1,

, x6 とすると、対数オッズ比は

Z    x   x  x   x   x  x
となり、降水確率が
 H[S Z

図 2: 日射量と気温の相互相関

により推定される。しかし、この結果を見ると、係数の絶
対値が小さいものが多い。そこで、赤池情報量基準（AIC）

が最も大きくなることを意味し、その相関係数は 0.29 で
あった。日射量とその他の変数との相互相関において、相

を用い変数選択を行ったところ、対数オッズ比を

Z

   x   x

関が最も大きくなるラグとその相関の値は、次の表 1 のよ

としたモデルの方が適切であることが分かった。この結果

うになった。

は、6 時の日射量に対し、11 時の日射量が相対的に少なけ

表 1: 日射量と気象データの相互相関
㡯┠

れば、降水確率が増加することを示唆している。
図 4 は降水確率を推定したロジスティック曲線と実際の
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数オッズ比が増えると、午後に雨が降る確率が増えている
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ことが確認できる。
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対数オッズ比に対する午後の降雨の有無（雨が降れば 1、
降らなければ 0）を示したものである。この結果から、対

日射量と日照時間の相関が強いことは当然であるが、他
の変数との相関がかなり小さくなった。日射量と降水量の
相関がかなり小さくなったが、これは降水量が 0 の時間が
かなり多く、
データに偏りが存在するためと考えられる（図
3）。
図 4: 降水確率のロジスティック曲線

3）今後の取り組み
今年度の研究では、日射量と気象データの関係について
分析を行った。来年度には 2016 年の大気データが公開さ
れるので、大気データと日射量の関係について分析を行い、
日射量から大気の状況を推定するモデルの導出を行う。ま
た、本研究によって集めたデータをデータサイエンス学部
図 3: 降水量と日射量の散布図

風速や気圧は日射量との相関はあまりなく、日照時間は
日射量に直接的に影響する変数である。そこで、日射量の
時系列データから、降水確率を推定するモデルの導出を
行った。

の PBL 演習に活用する。
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漁業体験活動を軸とした新たな琵琶湖学習の展開
1．プロジェクトメンバー

学部生 12 名とともにシジミ採り体験を行った。

石川俊之（滋賀大学教育学部）

体験ではまず漁業協同組合の建物内で安全に関する注意

川口広美（滋賀大学教育学部）

の説明があり、ライフジャケットを受け取り各自装着した

市川智史（滋賀大学環境総合研究センター）

後、漁船に乗り込んだ。漁船には漁業者 1 名と体験者 4 名
で乗船し、漁場に移動した。漁場では、漁業者によるシジ

2．研究の背景と目的
漁業体験活動は、琵琶湖の恵みを直接感じられる体験活

ミ採りのデモンストレーションを見たのち、体験者による
シジミ採りを行った。

動である。しかし、環境教育の一つとしてその現状、課題

瀬田町漁業におけるシジミ採りは、底引き網を使う漁法

や展望は十分整理されていない。そこで、活動の実態、受

ではなく、湖底にかご型の金属製網がついた 5 ｍほどの竹

け入れる漁業者の体制、教員や教育委員会からのニーズ、

竿をおろし人力で挙げるという、手掻きと呼ばれる伝統的

行政の支援について資料の分析や聞き取り調査を行い、こ

な漁法を行う。各漁船に 4 名ずつ乗った体験者は、この手

れらを踏まえた上で小中学校を対象とした体験学習の実施

掻き漁を交替で行った。また、漁獲した貝の中から漁業調

モデルを検討していく必要がある。

整委員会による漁獲制限サイズを守るための篩分けや、生

平成 27 年に成立した琵琶湖再生法では、教育の充実等

貝の判別について漁業者の説明のもとに体験した。

（第 21 条）に「農業体験、魚を学ぶ体験学習、自然観察会

体験はおよそ 1 時間にかけて行われ、漁場から漁港への

その他の自然を観察する機会の充実」という記述が盛り込

帰路には瀬田の唐橋の周辺での遊覧も行われた。最後に漁

まれている。すでに、県立琵琶湖博物館や大津市など漁業

港から漁業協同組合の建物内に戻り、シジミ漁の現状につ

体験活動の企画や支援の動きが出てきているが、これらは

いての説明や、出荷予定のシジミや他の貝類について観察

こどもも含めた一般を対象としたものであり、学校教育を

させてもらった。

念頭に考えた漁業体験活動の可能性についての検証や改善
はまだ着手されていない。
そこで、本研究では、琵琶湖での漁業体験活動の実態を

8 月 22 日には 7 月と同様の体験を大学院生 5 名と実施
した。これらの体験活動の終了後、参加者には「小中学生
が体験できる内容であるか」、「引率として体験する場合の

検証とよりよい発展を目指した提案を行う。

注意事項として考えられることは何か」を参加者に口頭で

平成 28 年度は、琵琶湖での 2 件の漁業体験活動の実態と

尋ねた。

小中学生の参加の可能性についての検討を行った。また、
行政の支援の状況についても調査を進めた。

参加者からは、「中学生であれば実施できるだろう」と
いう回答が得られたが、「小学生でも実施できる」という
回答はなかった。その理由についてさらに尋ねたところ、

3．研究の方法
体験学習の実績が豊富な、瀬田町漁業協同組合（大津市）

5 ｍほどの竿を扱うのに体力が必要であり、大学生であっ
ても女性など小柄な体格の場合は体験を実施することにや

でのシジミ漁業体験と朝日漁業協同組合（長浜市）での刺し網

や困難があるとの意見があった。また、引率として体験す

漁業体験を対象に調査を行った。調査は、各漁業協同組合で

る場合の注意事項として考えられることとして、参加者定

の聞き取り、教育学部環境教育専攻の学部生と院環境教育専

員 4 名の漁船に対してそれぞれ引率者を加えることは現実

修の大学院生に協力してもらい、漁業体験活動に参加し、参

的に難しく、お互いが安全に確保する必要性はもちろんの

与観察を行った。なお、大学院生のうち 3 名は現職教員である。

こと、緊急時に動けるような別の船を準備する必要が考え

県行政や市町村に対する漁業体験活動に対する行政の支

られることなど、クラス単位、学年単位で体験活動を実施

援の状況について調査は、滋賀県琵琶湖保全政策課の職員

するために、安全面での工夫が必要であるとの意見があっ

2 名から聞き取り調査を行った。

た。
今回の体験は夏に実施したが、実際にはシジミの旬が冬

4．結果と考察

から春であることから、体験で得られる貝が十分得られ、

1）シジミ採り体験

調理して美味しいという旬の時期で実施した場合、体感温

7 月 21 日に瀬田町漁業協同組合（大津市）に依頼し、

度や体験者が必要な服装についても検討が必要との意見が
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あった。なお、シジミ採り体験においては漁獲物を参加者

や天ぷら、味噌汁といった比較的調理しやすいものを行っ

が各自持ち帰ることとしたため、漁獲物の調理や試食につ

た。調理した学生からは、下ごしらえの大変さについての

いては参加者から意見を求めることはできなかった。

感想が多く寄せられた。一方、料理を食べた参加者からは、
淡水魚のイメージが変わったという感想が多く、漁業体験

2）刺し網体験

に料理や食事を含めることは体験の効果を高める可能性が

8 月 5 日に朝日漁業協同組合（長浜市）に依頼し、学部

うかがえた。なお、朝日漁業協同組合の刺し網体験は、岐

生 14 名とともに刺し網体験を行った。体験ではまず漁業

阜県の中学校がすでに実施していることが漁業協同組合の

協同組合にて安全に関する注意の説明があり、ライフジャ

聞き取り調査によってわかっているため、実施の体制など

ケットを受け取り各自装着した後、漁船に乗り込んだ。2

について聞き取りを進めていく必要がある。

隻の漁船にはそれぞれ漁業者 1 名と体験者 7 名で乗船し、
漁場に移動した。漁場では、漁業者の指示に従い、前日設

3）行政への聞き取り

置した刺し網を体験者が回収した。漁場でただちに回収し

滋賀県琵琶湖再生課への聞き取り結果を述べる。2017

た刺し網から魚を外し始めたが、時間がかかるため、作業

年度から実施の琵琶湖保全再生施策に関する計画（原案）

を続けながら漁港に戻りすべての魚を外した。なお、船上

の中で、体験学習を通じた教育の充実として、「魚を学ぶ

では、漁業者から、刺し網の網目の大きさと漁獲される魚

体験学習」を挙げているが、現在のところ、具体的に小中

のサイズの関係や、刺し網の設置と魚の遊泳行動の関係な

学生の漁業体験を想定してはいなかった。むしろ、小学生

どの説明を受けた。

においてはフローティングスクール「うみのこ」の充実の

刺し網から魚を外した後には、魚の大まかな種類の説明

一つとして、魚や漁業について深められることが現実的に

と、漁具の手入れ（片付け）を行った。当初は前日の 8 月

ありうると考えているようであった。また、現在のところ、

4 日の刺し網設置も体験する予定であったが、風が強かっ

漁業体験は漁業就業者の確保のために大人を対象に実施さ

たため漁業者と協議し、風が収まったときに漁業者が手早

れており、就業者確保の面でも小中学生の体験についての

く設置するよう予定を変更した。なお、漁獲された魚は大

検討はされていないようであった。

学に持ち帰り、8 月 6 日、7 日に体験活動に協力した上級
生とともに調理し、体験者とともに食べることができた。

5．まとめと今後の課題

この体験につても、活動の終了後、参加者に「小中学生

漁業体験を長く実施している二つの漁業協同組合におい

が体験できる内容であるか」
、「引率として体験する場合の

て、教員志望の学生による参与観察を行い、小中学生が体

注意事項として考えられることは何か」を尋ねた。

験する可能性について検討することができた。湖上での作

参加者からは、「中学生であれば実施できるだろう」と

業は体力を有することや、安全面での配慮が必要であるこ

いう回答が得られ、一部からは「小学生でも実施できる」

とから、小学校高学年から中学生に対象を絞るほうがよい

という回答もあった。その理由についてさらに尋ねたとこ

と判断される。また、安全面での配慮のためには学校教員

ろ、シジミ採り体験に比べ船が大きくて安定していること、

の人数では不足する可能性が高く、何らかの形での人的サ

刺し網を回収するのにはやや力がいるが、体格はおおきな

ポートが必要であるといえる。

問題にならないという回答があった。

さらに、安全面を考えるうえでも、体験活動が実施しや

また、引率として体験する場合の注意事項として考えら

すい季節と実施しにくい季節を検討しておくことは小中学

れることとして、漁船の定員が 10 名であればなんとか一

校で漁業体験を重要な情報となるであろう。もちろん、ど

名ずつの引率者が乗船できるのではないか、という意見が

の季節にどのような魚種がどれくらい採れるかということ

あったが、実際に 1 クラス 30 名強とすると 1 クラスあた

も活動を考えるうえでは欠かせない情報である。

り 4 名の引率者の確保に工夫を要するという意見も付され

滋賀県の環境行政部局からの聞き取りでは、小中学生を

た。なお、前述のシジミ採り体験に参加した大学院生に刺

対象とした漁業体験について具体的な検討はされていない

し網体験の様子を伝えたところ、保護者に協力してもらい

ことがわかった。今後は、市町村や観光協会などからも聞

引率者として加わってもらうことを検討するという提案が

き取りを行い、こどもの漁業体験へのサポートの実態や今

あった。

後の展望を明らかにする計画である。

漁獲物の調理は、フナ類とナマズ類を中心に、照り焼き

プロジェクト研究
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リスクコミュニケーションにおけるビッグデータの利活用
1．プロジェクトメンバー

Chinese, Southeast Asians, American prisoners of war,

和泉志津恵

滋賀大学データサイエンス教育研究センター

children, the elderly and other innocent people are

竹村彰通

滋賀大学データサイエンス教育研究センター

slaughtered. By the end of the year, 140,000 are dead.

田中勝也

滋賀大学環境総合研究センター
一方、長崎市では、1948 年から毎年 8 月 9 日に開催さ

2．研究の目的と計画
本研究は、復興に向けたリスクコミュニケーションに関

れる平和祈念式典にて、長崎市長が平和宣言を発表する。
ただし、長崎の平和宣言は広島の平和宣言とは経緯が異な

して、公共のビッグデータを有効的に活用する方法を検討

り、1974 年から有識者らによる「平和宣言文起草委員会」

し、実データの解析から得られた結果を考察することを目

が発足し、委員会での議論を経て平和宣言が作成される。

的とする。

1980 年以降は市長を委員長として、学識経験者、平和運

平成 28 年度では、1947 年から 2016 年までに公開され

動の代表、被爆者らが委員会に参加している。長崎の場合、

た広島・長崎・沖縄の平和宣言のテキストデータを整備す

平和宣言を市民視点の言葉として捉えることができる。広

る。そして、形態素解析によりテキストデータから抽出し

島と同様に、1950 年の平和記念式典は、朝鮮戦争のため

たキーワードの出現確率や出現頻度が、時間の経過と共に

開催されていない。長崎原爆資料館ホームページにて、

どのように変化したかを、和泉ら（2015）や冨田ら（2016）

1948 年から 2016 年までの平和宣言の原文、および、1993

の方法を用いて調べる。

年から 2016 年までの英訳が掲載されている。長崎市役所
に資料請求を行った結果、1972 年から 1992 年（ただし

3．今年度の状況報告

1974 年、1975 年、1976 年は除く）の平和宣言の英訳の印

1）平和宣言のテキストデータの整備

刷物を取得できた。1972 年以前の英訳は長崎市役所に残

広島市では、原爆死没者への追悼とともに核兵器廃絶と
世界恒久平和の実現を願って、1947 年から毎年 8 月 6 日

されていない。例として、2016 年の長崎の平和宣言の冒
頭（原文、英訳）を示す。

に開催される平和記念式典にて、広島市長が平和宣言を世
界に向けて発表する。なお、1950 年の平和記念式典は、

・2016 年の長崎の平和宣言の冒頭（原文）

朝鮮戦争のため開催されていない。平和宣言は、広島市役

核兵器は人間を壊す残酷な兵器です。1945 年 8 月 9 日午

所のウェブページにて、原文および英訳が掲載されている。

前 11 時 2 分、米軍機が投下した一発の原子爆弾が、上空

例として、2016 年の広島の平和宣言の冒頭（原文、英訳）

でさく裂した瞬間、長崎の街に猛烈な爆風と熱線が襲いか

を示す。

かりました。あとには、黒焦げの亡骸、全身が焼けただれ
た人、内臓が飛び出した人、無数のガラス片が体に刺さり

・2016 年の広島の平和宣言の冒頭（原文）

苦しむ人があふれ、長崎は地獄と化しました。

1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分。澄みきった青空を切り裂き、
かつて人類が経験したことのない「絶対悪」が広島に放た

・2016 年の長崎の平和宣言の冒頭（英訳）

れ、一瞬のうちに街を焼き尽くしました。朝鮮半島や、中

Nuclear weapons are cruel weapons that destroy human

国、東南アジアの人々、米軍の捕虜などを含め、子どもか

beings. The instant that the single nuclear bomb dropped

らお年寄りまで罪もない人々を殺りくし、その年の暮れま

by a U.S. military aircraft on Nagasaki City at 11:02 AM

でに 14 万もの尊い命を奪いました。

on August 9, 1945, exploded in the air, it struck the city
with a furious blast and heat wave. Nagasaki City was

・2016 年の広島の平和宣言の冒頭（英訳）

transformed into a hell on earth; a hell of black-charred

1945, August 6, 8:15 a.m. Slicing through the clear blue

corpses, people covered in blistering burns, people with

sky, a previously unknown “absolute evil” is unleashed on

their internal organs spilling out, and people cut and

Hiroshima, instantly searing the entire city. Koreans,

studded by the countless fragments of flying glass that
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スクコミュニケーションに関して適切に解釈する。そして、
データの地域性を考慮して、キーワードの出現頻度の時間

沖縄県では、
沖縄戦で犠牲となった戦没者のみ霊を慰め、

変化のパターンを分類する方法を開発する。

世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信するために、1962
年から毎年 6 月 23 日に沖縄全戦没者追悼式が開催される。
この慰霊の日の追悼式では、知事が平和宣言を発表する。

謝辞
データの整備について、長崎市役所、沖縄県庁、大分大

琉球新報や沖縄タイムズのウェブページでは、2012 年か

学大学院生の内野さん、松尾さん、岩切さん、呉さんに協

ら 2016 年までの平和宣言の原文が掲載されている。沖縄

力いただいた。データ解析について、広島大学の佐藤健一

県に資料請求を行なった結果、1977 年から 2011 年の平和

准教授、県立広島大学の冨田哲治 准教授に協力いただい

宣言の印刷物を取得できた。例として、2016 年の沖縄の

た。ここに謝意を表す。

平和宣言の冒頭を示す。
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琵琶湖・愛知川流域の地域間交流による持続可能な農村づくり
1．プロジェクトメンバー

交流の歴史に関するヒアリング調査の実施である。

柏尾珠紀（環境総合研究センター客員教授）
小林弘子（東近江市栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会
事務局）

3．今年度の状況報告
活動計画を構想する会議とは別に 6 回の交流ワーク

植田たみ子（NPO 法人愛のまちエコ倶楽部農家民宿さん

ショップを開催し、それぞれについて支援や調査をおこ

しゅの宿）

なった。ワークショップを開催するにあたっては、両町か

大林隆三（東近江市栗見出在家町元自治会長）

ら相互に講師を招き、技術を伝授し合う交流となるように
配慮をおこない、また、適宜県職員に講師依頼もおこなっ

2．研究の目的と計画

た。主要なワークショップについては以下の通りである。

本研究は琵琶湖・愛知川の流域ネットワークの構築を目
指した農村地域づくりの活動を支援すると同時に、調査・
分析をおこなうことである。

1）ふなずしを漬ける交流ワークショップ
このワークショップは、湖岸部で継承されている食文化

調査地である栗見出在家町と愛東外町は、愛知川の最下

とその技術を内陸部に伝えることを目的として開催され

流と上流部にそれぞれ位置しており、いずれも環境親和的

た。県の水産試験場から講師を招き、琵琶湖の水産資源の

なまちづくり活動を展開している。愛東外町は 2005 年の

現状や傾向について講義を受けたのち、参加者全員で塩切

合併以降、また、栗見出在家町は 2006 年の市域編入以後、

したふなの洗い方、および、ふなを飯漬けにする工程を学

ともに東近江市となっている。

んだ（写真 1、2）。ワークショップは参加希望者がたいへ

中山間地域の愛東では、NPO 法人「愛のまちエコ倶楽部」

ん多く、午前と午後の二部に分けて開催した。

を軸に山の資源管理やその利活用、廃油のリサイクル事業

男女ともに昨年よりも参加者が増加しただけでなく、若

や菜種油の製造等を「菜の花エコプロジェクト」として束

年層の参加希望もあったことは興味深い変化であった。参

ねることで独自のまちづくりを進めている。他方、湖岸部

加者のなかには、初めてふなずしを漬ける参加者もあれば、

で平場地域である栗見出在家町では、水田の排水路に魚道

従来から自宅でふなずしを漬けているという参加者もあっ

を設置する「魚のゆりかご水田」事業や環境こだわり農業

た。
「自分がやってきた漬け方とは違う漬け方も学びたかっ

に取り組んでいる。

た」、「小さいころからふなずしは買うものと思っていたの

このように、それぞれが地元の自然環境に見合った環境
親和的なまちづくり活動を展開しているのであるが、近年、
この両町の女性たちが愛知川流域を意識した交流事業に取
り組み始めた。
本プロジェクトは、愛知川流域において女性たちが始め

で自分で作れるとわかりうれしかった」等の感想を聞くこ
とができ、興味深い交流の場となった。
また、各自が漬けたふなずしを持ち寄り、交流をおこな
う試食会を開催したいという提案があり、持ち寄りの試食
交流会を実施することが来年度の検討課題となった。

た暮らしに密着した主体的な交流活動を支援し、その成果
について情報発信をおこなうと同時に、流域の海（湖）側
と山側の地域が交流することによりもたらされる波及効果
や、地域社会へのインパクトについて検討することを目的
としている。
具体的には以下の三点について支援すると同時に、調査
と研究をおこなった。①愛東外町と栗見出在家町の女性た
ちによって進められている伝統食を相互に学び合うワーク
ショップの開催支援と参与観察、および、参加者へのヒア
リング調査。②下流部で取り組みが始まった菜の花プロ
ジェクトに関する調査。③両集落にかつて存在した地域間

写真 1

塩切りしたふなを洗い、天日に干す
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このワークショップは、栗見出在家町の自治会の交流事

交流ワークショップを開催した。農家民宿をおこなってい

業として組み込まれ、恒例行事に位置付けられることに

る参加者が宿泊者の学生を伴って参加しており、予想外の

なった。このように特定の交流行事が自治会内で恒例行事

交流も実現した。異なる活動をおこなっている地域同士が

へと発展したことは、たいへん興味深い展開である。

交流することによって、このような波及効果が期待できる
ことを認識した。

5）持ち寄り材料で味噌を漬けるワークショップ
参加者が持ち寄った自前の材料で味噌を漬けるワーク
ショップを実施し、両地域の交流を深めた。愛のまちエコ
倶楽部に講師および麹の加工を依頼し、各自が持ち寄った
自前の大豆を味噌玉に加工した。大豆を圧力鍋で炊き、潰
し、麹と混ぜ味噌玉を作るまでの工程をおこなった。味噌
が熟成するまでの間も、随時交流することによって技術が
うまく共有できると考えられた。参加者からは、味噌が自
写真 2

ふなを飯漬けにする工程

宅で作られていた子ども時代の記憶やそれにまつわるさま
ざまな思い出話が語られ、たいへん興味深かった。

2）米粉を使った料理やお菓子を作るワークショップ

愛知川流域の女性たちは以上のようなワークショップを

両町はともに県外の中学生を民泊で受け入れる事業に取

通して、交流活動を展開しているのであるが、この一連の

り組んでいる。そのため、アレルギーの心配がない米粉を

交流活動が地域の再編やまちづくりに影響を与えているこ

活用した料理開発を推進している。このワークショップで

とも明らかであった。菜種栽培の取り組みもその一つであ

は、米粉を活用した胡麻団子作りがおこなわれた。

るが、女性から始まった交流活動に男性が積極的に参加し

参加者が互いに意見を出し合いながら調理は進められ、
米粉の知識を共有する交流の場となった。このワーク

始めたことによって営農に変化が現れた点は重要であろ
う。

ショップの参加者は女性ばかりであったが、食にまつわる

両地域のワークショップ参加者にヒアリングをおこなっ

新しい技術や情報が、このような交流を通じて女性に共有

たところ、異なる自然環境にある内陸部と湖岸部が交流す

されて広がる点は興味深いことである。

ることで、上流、下流というそれぞれの場所を担う役割と
責任を考えるようになったことが語られた。また、流域を

3）湖岸地域の魚のゆりかご水田における菜種栽培

より強く意識するようになったというコメントもあった。

愛のまちエコ倶楽部の指導のもとで、湖岸部の栗見出在

ワークショップを通じて交流が活発化したことはいうまで

家町でも菜種の栽培が始められた（写真 3）
。菜種栽培は、

もないが、重要な変化は「地域」という範囲が「流域」へ

愛のまちエコ倶楽部の技術指導を仰ぎながらおこなわれ、

と拡大しつつある変化だと考えられる。

菜の花の景観を鑑賞したのち菜種は搾油された。交流に
よって湖岸部の地域に菜種栽培の技術がもたらされたこと
も重要であるが、収穫された菜種を搾油することで、内陸
部で推進されているエコ活動に湖岸部が関与し始めたこと
も意味深いと考えられた。
また、魚のゆりかご水田に広がった一面の菜の花は、町
内で多いに注目され、愛知川流域交流を推進していること
を知らない人々が交流を知ることにつながったという。
写真 3
4）「魚のゆりかご水田」を学ぶワークショップ
魚道のある水田を視察してその取り組みを学ぶ視察型の

菜の花畑
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都市のサステイナビリティ：評価指標の開発とサステイナビリティ教育の実践
1．プロジェクトメンバー
森 宏一郎（滋賀大学）※代表者

5．今年度の状況
作業計画（A）については、昨年度の大幅なアップデー

村松 伸（東京大学）

トをおこなったため、今年度については大きなアップデー

加藤 浩徳（東京大学）

トはなかった。引き続き、データのモニタリングをおこなっ

内山 愉太（金沢大学、現在は東北大学）

ている（図 1 参照）。

中川 善典（高知工科大学）
林 憲吾（地球研、現在は東京大学）
藤井 豊展（アバディーン大学）
三村 豊（総合地球環境学研究所）

5HVXOWVRI&LW\6XVWDLQDELOLW\$VVHVVPHQWRI0HJDFLWLHV
6XPRI VWDQGDUGL]HGYDOXHVRIPD[LPL]DWLRQLQGLFDWRUV䠄VRFLRHFRQRPLFEHQHILWV䠅
*LQL
FRHIILFLHQW
RILQFRPH
$WPRVSKHULF
&RQFHQWUDWLRQ
RI+J

2．研究の目的
本研究の目的は、都市のサステイナビリティを実現する
ために、都市のサステイナビリティ指標を構築し、それら
の指標群を使って多様なステークホルダーを巻き込むため

$WPRVSKHULF
&RQFHQWUDWLRQ
RI30
(PLVVLRQV
RI&2
:DWHU
)RRWSULQW

の環境教育やワークショップを実施することである。

3．研究の意義と特色
すでに都市人口は世界人口の過半数を占め、2050 年に

図1

は世界人口 93 億人のうち 63 億人を占めると予想されてい
る（UNDESA 2012）
。人間活動の大きな部分は都市で行

作業計画（B）については、大学生用に開発した「都市

われており、そこから出てくる地球環境を無視することは

のサステイナビリティ教育のためのケース教材」を高校生

できないのと同時に、それぞれの地域で行われる経済・社

にも使えるものへの改変作業をおこなった。特に、巻末の

会的な活動の豊かさも確保する必要がある。本研究の意義

問題とそのヒントの充実化をはかった。

は、これをいかに実現するかを考察し、具体的な方法を開
発するところにある。

作業計画（C）については、岐阜県立大垣北高等学校の
2 年生全員（約 300 人）
に対して、都市のサステイナビリティ

本研究の特色としては、以下の 4 点が挙げられる。
①

都市のサステイナビリティ評価指標体系の開発

②

評価指標の可視化

③

サステイナビリティ教育のためのケース教材の開発

④

Co-Creation プロセス（Co-design, Co-production, Co-

教育のためのワークショップを実施した（写真 1 を参照）。

dissemination）の追求

4．研究の計画
本研究の作業計画は以下の 4 つで構成される。
A） 都市のサステイナビリティ評価指標体系の開発・計測
B） サステイナビリティ教育のためのケース教材開発
C） ケース教育やワークショップの実験的実践
D） ケース教育の効果に関する論文執筆（環総研の年度
報告書への投稿を検討）

写真 1
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sustainability indices”（Uchiyama, Y. & Mori, K.）が査読

図2

付き国際学術誌 Science of the Total Environment に掲載
許諾を受けて、まもなく掲載予定である。
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6．実施ワークショップと分析結果の紹介
大垣北高校 2 年生の約 320 人の生徒を 3 グループ（約
80 人 の 1 グ ル ー プ と 訳 120 人 の 2 グ ル ー プ ） に 分 け、
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2016 年 5 月 18 日に同じワークショップを 3 回実施した（森
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宏一郎が一人で実施）
。1 回のワークショップは 100 分間
（50
分× 2 コマ）で実施した。具体的内容としては、参加生徒
に問題発見、問題関係図の作成、利害関係者の整理・分析、
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トレードオフまたは補完的関係の論理的整理、シナリオの
意思決定をおこなってもらった。教育用ケース教材を軸に
して、これらの作業プロセスの中で都市のサステイナビリ
ティとは何かを学んでもらった。

事前事後のアンケート調査とその統計学的分析によっ
て、ねらい通りの教育効果があった項目とねらいとは逆の
教育効果（悪い教育効果）があった項目が明らかになった。
ねらい通りの教育効果があった項目は、都市の漏出効果、
経済格差とサステイナビリティの関係（図 2 を参照）
、都
市のスプロール化、先進国と発展途上国の公平性、環境と
経済の短期的なトレードオフ、サステイナビリティとは何
か、グローバル思考、個人行動の地域コミュニティへのイ
ンパクト、ローカルとグローバルの連関の 9 つである。他
方、悪い教育効果が出た項目は、地球環境に対する都市の
インパクト（図 3 を参照）
、都市のサステイナビリティと
は何か、都市の多様性とレジリエンスの 3 つである。

図3
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滋賀県伝統野菜の特性評価および環境保全・品質向上に向けた栽培技術の確立
1．プロジェクトメンバー
森

太郎

10 月の中で、収穫中期の果実を評価したものである。作

滋賀大学 教育学部 准教授

物の品質は、気候をはじめとした栽培環境により影響を受

久保

加織

滋賀大学 教育学部 教授

けることから、収穫期間を通して評価する必要がある。そ

與倉

弘子

滋賀大学 教育学部 教授

こで、本年度の研究では、収穫期間を 3 つに分け、ʻ 杉谷
とうがらし ʼ の未熟果および成熟果における品質の季節変

2．研究の目的と計画

動を調査した。

伝統野菜は、その土地の気候、風土、地味、食生活に適
した固定選抜が繰り返され、受け継がれてきた遺伝資源で

3 − 2．材料および方法

あるが、栽培の手間やコスト、消費者の認知度の低さなど

滋賀大学教育学部の農場において、ʻ 杉谷とうがらし ʼ

から存続が危ぶまれているものも多い。伝統野菜を継承し

および一般的な甘トウガラシ品種 ʻ 万願寺とうがらし ʼ ʻ 伏

ていくためには、その栽培特性、食味、栄養価、機能性な

見甘長 ʼ ʻ 甘とう美人 ʼ ʻ ししとう ʼ ʻ 京波 ʼ（ピーマン）を栽

どを適切に評価する必要がある。

培した。2016 年 3 月上旬に播種し、ビニルハウス内で育

滋賀県においても、ʻ日野菜 ʼ や ʻ 杉谷なすび ʼ など県が「近

苗を行った。5 月上旬に圃場に定植し、慣行栽培を行った。

江の伝統野菜」として認証している 16 種類をはじめ、多

7 月下旬〜 8 月上旬（収穫期 I）、8 月下旬〜 9 月上旬（収

くの伝統野菜が存在する。これらの栽培・品質特性を一般

穫期 II）、8 月下旬〜 9 月上旬（収穫期 III）に未熟果およ

的な品種と比較した報告は幾つかある。しかし、野菜の特

び成熟果をサンプルとして収穫し、果実の含水率、糖度、

性は栽培環境により大きく変動することから、同一条件で

総フェノール含量、DPPH ラジカル捕捉活性を測定した。

栽培されたものを比較することが望ましいが、その報告は

また、9 月上旬に収穫した未熟果および成熟果の官能評価

見当たらない。本研究では、滋賀県在来のナス、トウガラ

を、大学生（18-23 歳）40 名および中間年齢層（33-51 歳）

シ、カブ、カンピョウに着目し、一般品種と同一条件で栽

11 名を対象に行った。生試料の外観に関する項目、1cm

培し、特性を比較することで、滋賀県伝統野菜の強みを明

四方に刻んだ試料の香り、嗜好性に関する項目および総合

らかにする。また近年、環境および食の安心・安全・機能

評価について、5 点評価法で評価した。

性に対する意識が高くなっている。そこで、本研究ではさ
らに、滋賀県伝統野菜の特性を基に、環境への負荷を低減
し、品質を向上させる栽培技術を確立することを目指す。

3．今年度の状況報告

ᮡ㇂䛸䛖䛜䜙䛧

㢪ᑎ䛸䛖䛜䜙䛧

అぢ⏑㛗

3 − 1．目的
甘みが強く、異形が特徴の ʻ 杉谷とうがらし ʼ は、滋賀
県が認定している「近江の伝統野菜」の一つである（図 1）
。
伝統野菜には、形・味などに特徴を持つものが多く、維持・
普及のためには、これらの特徴を科学的に評価するととも
に、近年注目されている機能性について明らかにし、魅力
をアピールすることが重要である。加えて、品質が向上す

⏑䛸䛖⨾ே

䛧䛧䛸䛖

ிἼ

図 1．供試した甘トウガラシ品種の果実（未熟果）
図中のバーは 5 cm を示す

るような新規の栽培方法を導入することも維持・普及に向
けた取り組みの一つであると考える。ʻ 杉谷とうがらし ʼ

3 − 3．結果および考察

は一般的に未熟果で収穫されるが、本プロジェクトにおけ

含水率

る昨年度の成果から、未熟果を成熟させることにより、甘

未熟果では、全ての品種において収穫期間を通して高い

みや機能性が向上し、成熟果としての利用が考えられた。

含水率であり、果実表面に張りや光沢が認められた。一方、

この成果は、ʻ 杉谷とうがらし ʼ の収穫期間である 7 月〜

ʻ 伏見甘長 ʼ と ʻ ししとう ʼ の成熟果では、含水率が低く、
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果実に張りや光沢がなく、流通には不向きであると考えら

は、未熟果、成熟果ともに消費者にとって評価の高い品種

れた。

であることが考えられた。また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ にお
いて、総合評価と各評価項目との相関関係を調査したとこ

糖度

ろ、「香りの好ましさ」
、「甘み」、「甘み」、「味の好ましさ」

全ての品種において収穫期間を通して、未熟果より成熟

と強い正の相関関係が、「青臭さ」と強い負の相関関係が

果が高い糖度を示した。ʻ 杉谷とうがらし ʼ では、未熟果、

認められ、これらが ʻ 杉谷とうがらし ʼ の評価に影響を与

成熟果ともに季節変動し、収穫期 II で最も高くなった。

えていることが考えられた。

また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ と他品種を比較すると、未熟果
では同等以上、成熟果では ʻ 伏見甘長 ʼ ʻ ししとう ʼ より同
等以下、その他の品種と同等であった。

本研究において、収穫期間を通して ʻ 杉谷とうがらし ʼ
を評価した結果、未熟果では、糖度および機能性は多品種
と同等、官能評価は多品種より高い結果となり、嗜好性を

総フェノール含量

アピールできることが考えられる。また、成熟果では、収

全ての品種において収穫期間を通して、未熟果より成熟

穫中期から後期にかけて糖度および機能性が向上すること

果が高い総フェノール含量を示した。ʻ 杉谷とうがらし ʼ

が明らかになった。糖度および機能性は ʻ 伏見甘長 ʼ ʻ しし

では、未熟果、成熟果ともに季節変動し、未熟果では収穫

とう ʼ より低く、その他の品種とは同等以上であり、官能

期 II で最も高くなり、成熟果では収穫期 I よりも II、III

評価では多品種と同等以上であった。これらの結果と ʻ 伏

で高くなった。また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ と他品種を比較

見甘長 ʼ ʻ ししとう ʼ は成熟すると含水率が低くなり、成熟

すると、未熟果では ʻ 伏見甘長 ʼ、成熟果では ʻ 伏見甘長 ʼ

果としての利用は不向きであることを合わせ考えると、ʻ杉

と ʻ ししとう ʼ より同等以下、その他の品種とは同等以上

谷とうがらし ʼ は、嗜好性および機能性をアピールできる

であった。

と考えられる。
本研究では、ʻ 杉谷とうがらし ʼ の機能性について主に

DPPH ラジカル捕捉活性

評価してきたが、官能評価の結果、香り、甘み、旨みに関

全ての品種において収穫期間を通して、未熟果より成熟

する評価が総合評価に大きく寄与していることから、これ

果が高い DPPH ラジカル捕捉活性を示した。ʻ 杉谷とうが

らに関連している香気成分、糖、アミノ酸について評価し

らし ʼ では、未熟果、成熟果ともに季節変動し、未熟果で

ていきたい。また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ は辛味が無いとさ

は収穫期 II で最も高くなり、成熟果では収穫期 I よりも

れていることから、辛味に関する成分や遺伝子を調査し、

II、III で高くなった。また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ と他品種

科学的に証明していきたい。

を比較すると、未熟果、成熟果ともに ʻ 伏見甘長 ʼ より同
等以下、その他の品種とは同等以上であった。

本年度、本プロジェクトの研究成果は、園芸学会平成
28 年度秋季大会において「滋賀県在来甘トウガラシ品種

総フェノール含量と DPPH ラジカル捕捉活性との相関関係

ʻ 杉谷とうがらし ʼ の果実成熟に伴う品質変化」として、

本研究において供試した全ての個体において、総フェ

日本家政学会第 68 回大会において「滋賀県在来カブの形

ノール含量と DPPH ラジカル捕捉活性との相関関係を調

態と官能評価」として発表した。また、2017 年 3 月末に

査したところ、これらの間には有意な相関関係が認められ

滋賀県甲賀市杉谷地区の生産者に対して、ʻ 杉谷なすび ʼ

た。このことから、
甘とうがらし類における抗酸化性には、

および ʻ 杉谷とうがらし ʼ に関する研究成果を報告し、意

ポリフェノールが寄与していることが考えられた。

見交換を行った。

官能評価
総合評価において、未熟果では大学生、中間年齢層とも
に ʻ 杉谷とうがらし ʼ が最も高い評価であった。また、成
熟果では大学生では最も高い評価、中間年齢層では 2 番目
に高い評価であった。これらのことから、
ʻ 杉谷とうがらし ʼ

プロジェクト研究
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社会的養護を必要とする児童が自由なキャリア選択をできる環境整備に向けて
1．プロジェクトメンバー

実際の運用に関しては、就職又は進学等により 18 歳の年

大平雅子（教育学部）

度末で児童養護施設を退所するケースが多く、19 歳で退

宮本結佳（教育学部）

所する児童は 1 割以下となっている（厚生労働省，2014）
。
また、国立社会保障・人口問題研究所（2013）の調査によ

2．研究の目的と計画

れば、一般的には 20 代後半で親から経済的自立が出来る

1）研究の背景・目的

ようになることが分かっている。これと比べると、社会的

家庭環境上の理由や虐待、親の死などにより、保護者の

養護を必要とし、措置解除後親からの経済的援助が得られ

養育を受けられない子どもを公的に養育するシステムを社

ない子どもたちは、かなり早い段階で経済的自立を余儀な

会的養護という。日本においてその対象となる児童は、約

くされている。したがって、退所直後から自立した生活が

4 万 6 千人いるといわれている（厚生労働省，2014）。社

送れるような進路選択が重要になる。

会的養護の対象者の範囲は広いものの、その多くは被虐待

こうした背景から、本研究では、昨年に引き続き質的調

児であり、日本の児童虐待の増加に伴って社会的養護サー

査を通して社会的養護を必要とする者の進路選択に関連す

ビスの量・質ともに拡充が求められている。

る要因を明らかにすることを目指した。特に、今年度は、

その中でも、社会的養護の対象となる子どもたちに対す

自立援助ホームが現時点で果たしている役割、および今後

る進学や就労への継続的な支援が、社会的排除とその連鎖

果たしていくべき役割を明確にするために、調査対象者と

解消に向けて最も重要であると考えられる。一般的に、就

して自立支援施設入所者および退所者を設定した。

業 3 年での離職率は中卒で 7 割、高卒で 5 割、大卒で 3 割
といわれ、中卒後や高校中退での就職は生活を不安定にす

2）本プロジェクトの特色及び意義

る要因になりやすい（厚生労働省，2017）。平成 21 年に中

本研究では、過去に社会的養護を受けた経験のある者を

学生の学習塾費の新設など教育費が拡充されたことによ

対象にしたインタビュー調査を実施した。これまで社会的

り、施設で暮らす子どもたちが中学卒業とともに就職する

養護に関する研究では、児童養護施設や里親を対象とした

割合は 1 割ほどになった。現在、一般的な子どもたちとの

「養護側」の視点で実施された研究が主流であり、
「当事者」

高等学校進学率の差は縮まってきているものの、大学進学

を対象とした研究はほとんど実施されていない。本プロ

率に関しては依然一般的な高校生の進学率と比べると低

ジェクトメンバー等は、過去 4 年間、滋賀県内で虐待に関

く、3 分の 1 程度となっている（厚生労働省，2014）
。

する研究を実施しており、児童養護施設や自立支援施設と

施設で暮らす子どもは、多くの場合保護者を頼ることが
できず、18 歳で施設の退所とともに独り暮らしを始める。

密接な関係を築いており、従来の研究では実現し得なかっ
た視点で研究を実施することを可能にした。

大学に進学する場合には、自力で生活費に加え学費を賄わ
なければならないため、金銭面の課題が進学への大きな障

3．今年度の状況報告

壁となる。また一部の施設では、高校に進学しない子ども

1）調査の実施

や中退した子どもに対して、18 歳に満たなくても退所を

①調査対象者：児童養護施設、里親の下での生活経験があ

強いる場合もある。このような現状を鑑みて、厚生労働省

り、高校卒業後進学または就職した男性 3 名、女性 4 名。尚、

は、2011 年に「児童養護施設等及び里親等の措置延長等

対象者全員には事前に本調査の趣旨等を説明し、調査参加

について」という通知を出し、『自立生活能力がないまま

への同意を得た。

措置解除することのないよう 18 歳以降の措置延長の積極

②調査期間：平成 28 年 4 月〜 12 月

的な活用を図る』ことを求めている。また、大学等へ進学

③調査方法：7 名の調査対象者に対して、質的社会調査（以

する児童等については、『満 20 歳に達したことで措置を解

下インタビュー調査）もしくは量的社会調査（以下質問紙

除することとなった場合で、家庭復帰等が難しい場合には、

調査）を行った。質問は 8 項目に分けて 1 時間程度のイン

その学業が終了するまでの間、引き続き児童養護施設から

タビュー調査を行った。調査中は IC レコーダーで録音を

通学させることは差し支えない』と規定している。しかし、

行い、文字化を行った。また現在県外に在住している対象
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その一方で、本調査の対象者の一人から「施設の子ども

実施した。

は施設職員や保育士を目指す子が多い。その理由として、

④調査内容：入所の経緯、目標となる人物と関係性、現在

閉ざされた中で過ごしているからではないか。」という指

の生活について、
進路に関して（進路選択の要因等 4 項目）

摘があった。したがって、社会的養護を必要とする者では、

の計 8 項目。

ロールモデルになり得る人物との出会いの少なさが将来の
職業の選択肢を狭めてしまっている可能性がある。決して

2）調査結果の結果

これは悪いことではない。しかしながら、多様な選択肢か

①就職者の視点から

ら職業を選ぶことが、
「自分に合った仕事」の選択に繋がり、

就職者が進路を決定する上で、人間関係・保護者が影響
を与えているという結果が明らかになった。これは過去の

最終的に早期退職のリスクを下げることを実現可能にする
のではないだろうか。

経験が関係しているためであると考えられる。幼児期に虐

そのため、就学支援のひとつとして、キャリア教育の充

待やネグレクトを経験すると、基本的信頼感を身につける

実が求められる。これに関しては、施設や学校現場だけで

ことができないことが分かっている。更に、保護者との関

なく、地域、行政、民間企業等との連携も重要になってく

係が原因で、経済面・生活面等に障壁があり、進路の選択

る。例えば、現在京都中小企業家同友会によって、「児童

肢が限定される。そのため、基本的信頼感を回復するため

養護施設の子どもたちの就労に向けた適職探索支援」とし

のプログラム開発やプログラムの実施が今後の課題であ

て、中高生を対象に職業観を養う「就労体験実習」などが

る。

実施されている。これは、早期離職の防止、ロールモデル

②進学者の視点から

になり得る人物との出会いの機会の増加、職業の選択肢を

進学者の進路選択には、経済面・本人の意志・施設側の
協力が影響していることが明らかになった。これは先行研
究を支持する結果となった。また、高校時代のアルバイト
で貯金をしていたことが進学という選択を可能にしたとい
う調査対象者の話を聞くことができた。そのため、全面的
にアルバイトを禁止している高校では特例的な配慮を今後
検討する必要がある。
③就職者・進学者共通の視点から
就職者、進学者の両者の進路選択に対して、インターン・
ボランティア等の経験・ロールモデルの存在が影響を与え
ていることが明らかになった。これは実務を体験したり、
普段接する機会の多い大人をモデルにしたりすることで、
将来の就きたい仕事、希望のワークスタイルを自覚するこ
とができるからだと考えられる。希望の進路選択は早期離
職等のリスクを回避することにつながる。そのため、就学
支援のひとつとして施設内でのキャリア教育の充実が求め
られる。

3）調査結果のまとめ
社会的養護を必要とする者の進路選択においては、将来
自分がどのような職に就きたいかを決定するために、また
希望のワークスタイルを自覚するために、インターンやボ
ランティアのような実務を経験すること、更にはロールモ
デルを見つけることの重要性が窺えた。

広げることにも繋がる。今後こうした動きが全国的な規模
で一般化されていくことが期待される。

プロジェクト研究
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自然環境型保育環境に関する研究
1．プロジェクトメンバー

2）定義

奥田援史

滋賀大学

「自然保育」とは、豊かな自然環境や地域資源を積極的

炭谷将史

聖泉大学

に活用した 様々な体験活動によって、子どもの感覚が豊
かに刺激され、子どもの主体性、創造性、社会性、協調性

2．研究の目的と計画

等が育まれ、心身ともに健康的に成長することを目指した

本研究は、保育環境としての自然環境の具体的事象や事

保育等をいう。この制度において「地域資源」とは、自然

例及び保育者の環境意識等を調査し、幼児教育プログラム

保育において子どもが体験できる、各地域の伝統芸能や文

への自然環境型保育環境の展開に関する知見を提供するこ

化活動、農業や林業などの作業等と、それらの機会を提供

とが目的である。

し、指導してくれる人材をいう。

近年、自然環境を重視した保育環境が注目されている。
その背景には、多様性に富んだ遊びを展開したい、環境教
育への意識付けをしたいという教育関係者の思いがある。

3）認定区分及び基準
特化型と普及型の 2 区分が設けられている。信州型自然

こうした中、平成 27 年 10 月から信州の豊かな自然環境を

保育（特化型）認定を受けようとする者が行う保育等にお

生かした屋外活動を中心に、地域の伝統文化などを日々の

いて、質、量ともに自然保育に重点を置いて取り組んでい

保育に取り入れた特徴ある取組みを実践する団体を認定す

るものとして、知事が認定した活動をいう。特化型にあっ

る制度「信州型自然保育認定制度」がスタートした。一方

ては、3 歳以上の子どもの屋外での体験活動が、長期休暇

で、滋賀県、全国各地で自然環境型の保育を目指す園が増

等を除き、1 週間で合計 15 時間以上行われていることが

えつつもある。

基準である。信州型自然保育（普及型）認定を受けようと

そこで、本研究では、自然環境型保育環境の事例や事象

する者が行う保育等において、他の保育等のプログラムと

（廃材を利用した遊具など）のフィールドワーク、その教

合わせて自然保育にも積極的に取り組んでいるものとし

育関係者の意識調査等を実施し、自然環境型保育環境に関

て、知事が認定した活動をいう。普及型にあっては、3 歳

する資料を整理し、自然環境型保育の展開に寄与すること

以上の子どもの屋外での体験活動が、長期休暇等を除き、

を目的とする。

1 週間で合計 5 時間以上行われていることが基準である。

3．今年度の状況報告

4）事例的検討

（1）信州型自然保育認定制度について

事例 1：野あそび保育みっけ

平成 28 年度は、信州型自然保育認定制度によって認定

当該園は、長野県飯田市にある信州型自然保育（特化型）

された園について調査を実施した。この制度は、信州型自

の認定を受けている。訪問した際の当該園の主な活動は、

然保育認定制度実施要綱（長野県）によると次のような概

自然教材を用いた遊び（図 1 〜 2）や森の中での活動であっ

要である。

た（図 3 〜 4）
。森では、落ち葉や木々、小川や虫などの
自然の中での遊びが展開されていた。

1）目的
信州型自然保育認定制度は、保育等（保育及び幼児教育

事例 2：山の遊び舎はらぺこ

をいう。以下同じ）を行う者が実践する自然保育を信州型

当該園は、長野県伊那市にある信州型自然保育（特化型）

自然保育の基本理念に基づいて県が認定し、その認定を受

の認定を受けている。訪問した際の当該園の主な活動は、

けた者の学び合いと交流活動を支援することにより、自然

火や自然教材を用いた遊び（図 5 〜 6）や森の中での活動

保育の社会的な認知及び信頼性の向上を図り、もって「子

であった（図 7 〜 8）。小山や田園地帯での活動では、落

育て先進県ながの」の実現を目指すことを目的とする。

ち葉や泥地、倒木など自然を活かした遊びが行われていた。
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図1

木枝で作った写真たて

図2

木製の機織りでマフラーを編む

図3

積み取った草を手に山道を歩く

図4

倒木の上を渡る

図5

火を起こす

図6

枝に吊るしたロープで遊ぶ

図7

落ち葉を投げようとする

図8

倒木をくぐって通り抜ける

プロジェクト研究

（2）自然体験を大切にする保育園の事例
1）清里聖ヨハネ保育園
当該園は、森のほいくえんを標榜する。園舎の隣りが雑

活動報告
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2）りんごの木子どもクラブ
当該園は神奈川県横浜市にて 30 年以上の活動実績があ
る。活動内容は区切りのない自由遊びを中心に展開してい

木林であり、そこでの自然体験活動を生かしながら保育が

る。訪問した際は、近隣の公共施設への見学活動があり、

展開されている。園舎や隣接した遊び場は図のようなもの

同行した。公園近接の豊かな自然の中をひとしきり歩いて、

であった（図 9 〜 12）
。

ゴミ焼却施設を見学し、その後公園の広場で自由遊びとい
うスケジュールであった（図 13 〜 16）
。

図9

園舎外観

図 10

保育室内の様子

図 11

園外の遊び場

図 12

園外遊び場にある石窯

図 13

公共施設への見学活動

図 14

公園広場で自由に遊ぶ
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図 15
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（3）まとめ

図 16
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保育士もこどもと共に遊ぶ

ができた。ただ、信州型自然保育認定制度は長野県の自然

昨今の子どもを取り巻く環境に危惧する人たちが、子ど

を生かす活動であると同時に、移住を目指す政策的意図が

もに自然体験を通じて生きる力を育てたいという思いを込

あること、また、自然という教材を利用するばかりに、教

めて、教育・保育活動に尽力をされている。そうした現場

育・保育カリキュラムに基づく指導が十分でない可能性が

を訪問し、子どもの自然体験の大切さを実感した。また、

あることには、留意しなければならない。

子どもの環境への意識を高めていることも同時に伺うこと

プロジェクト研究
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地域資源を生かした防災教育プログラムの開発
1．プロジェクトメンバー

を設定し、そのミッションを被災後に起こりうる課題と想

岳野公人

滋賀大学教育学部

定することで避難生活時に生き抜く力の育成を行うことと

原田信一

京都教育大学

した。

高田優介

京都市立勧修中学校

・ミッション 1：火おこし器、新聞紙、麻ひも、マッチ、ラ
イターを配布し、与えられた道具による火おこしを試みる。

2．研究の目的と計画
2−1

・ミッション 2：子どもは宝探しとして燃える薪を見分け、
大人は薪づくりの過程であるのこぎりびきを体験する。

研究目的

本研究では、自然環境の理解と体験を取り入れた災害を
生き抜くための教育プログラムを開発し、地域住民を対象
にした教育実践を行う予定である。特に、親子を対象とし
た防災教育プログラムを開発し、地域共生型社会に向けて
展開することに着目した。親子が身近に起こりうる災害に

・ミッション 3：火おこしの手順を説明したうえでの火お
こし体験をする。
・ミッション 4：火の維持と小型火力発電機を利用して電
子機器の充電をする。
・ミッション 5：おこした火を利用してご飯づくりをする。

ついて、体験を通して学ぶことは、同じ体験をしたことの
記憶と共に災害時に向けた心構えを強固に形づくる 1） も

3−2

火おこし教材の開発

のであると期待している。さらに、各親子が体験を共有す

火おこし教材の開発では、発火プロセス（表 1）の演示

ることで適正な地域コミュニティーが形成されることも期

をするために、びわ湖の流木などの木材を利用した舞きり

待している。

式の火おこし器（写真 1）、受け木などの製作を試みた。
2）

滋賀県地域防災計画（震災対策編） では、県民のシティ
ズンシップとして、防災訓練や災害への備えの充実に努め

流木は、火おこし器の一部や、火を大きくするための燃料
として用いた。

ることが記されている。また、防災教育においては地震や

表1

台風などの自然災害発生時に対応できる十分な知識と技能

火おこし器を使用した発火プロセス

の習得とともに、それらを行動に移すことのできる実際的

㻺㼛㻚

な学習が期待されている 3）。台風、地震などが発生したと

䐟
䐠
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Ⓨⅆ

きに電気、水道、ガスなどのライフラインが遮断され、復
旧までの期間をいかに乗り切るかが重要な課題となる。そ

╔ⅆ䝥䝻䝉䝇

㐨ල

Ỉ䜢ᙇ䛳䛯䝞䜿䝒

こで、本研究では地域資源を生かした教材開発および防災
教育プログラムを開発することを目的とした。

2−2

研究方法

平成 28 年度は防災教育プログラム開発のために、暖や
食を得るための火をおこし、情報収集や情報発信のために
電気エネルギーを獲得するための方法や教材について検討
した。火おこしについては、びわ湖の流木などを利用した
火おこし器の製作と着火プロセスの教授を予定する。電気
エネルギーの獲得には、小型火力発電機や手回し発電機な

写真 1

製作した火おこし器（舞きり式）と受け木

どの教材化に取り組んだ。
3−3

3．今年度の状況報告
3−1

体験を伴う防災教育教材の開発

防災教育の教材として、以下の 5 つのミッション（課題）

電気エネルギーの獲得に向けて

電気エネルギーを得るために、以下の発電方法について
検討した。特に、電気の供給が途絶えた被災後でも発電す
ることが可能であると想定される発電機について検討し
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た。手回し発電機（写真 2）では、発電によりラジオを聞
くことが可能となり、また、暗闇を照らすライト、USB
の差し込み口も備え付けられていることからスマートフォ
ン等の充電も可能となる。小型火力発電機（写真 3）は、
びわ湖の流木を薪として燃料としており、湯沸かし、また
は調理と同時に充電が可能となる。また、発電ポット（写
真 4）は、火にかけお湯を沸かす過程で発電する為、火が
ある状況においての発電が可能となる。太陽光発電機（写
真 5）による発電ではスマートフォンを十分に充電するこ
写真 5

とが可能である。太陽光発電には、複数の既存の製品を比

太陽光発電機による発電

較するなどの実験も実施した。

4. 今後の取り組み
2016 年度は、主に教材開発と教育プログラム開発に取
り組んだ。電気エネルギーの獲得は、既製品の実験にとど
まったために、次年度は独自の発電機構を検討したい。ま
た、複数の発電製品の能力を比較するための実験も検討し
たい。今後は、これらの製作した教材や開発した防災教育
プログラムを利用した授業実践、ワークショップを開催し、
防災に対する意識の醸成を目的とした活動を実施する予定
である。
写真 2

手回し発電機による発電
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2） 滋賀県庁、2016、
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』、滋
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『ESD（Education for Sustainable
写真 3

小型火力発電機による発電

Development） を 踏 ま え た DRR（Disaster Risk
Reduction）の現状と課題 −グローバル人材育成を視
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、
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pp.63-71

写真 4

発電ポットによる発電
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伝統的な衣生活文化に学ぶ繊維製品の有効利用に関する研究
1．プロジェクトメンバー
與倉 弘子

教育学部教授

平野 文子

教育学研究科環境教育専修院生

久保 加織

教育学部教授

庶民の生活やライフスタイル、田上の地理・歴史との関わ
りについて検討した。

2．研究の目的と計画
目的：

本研究は環境に配慮した豊かで持続可能な衣生

活の実現を目標とする。乖離が懸念される消費者の環境意
識と環境行動の関係に新たな視点を提案するために、地域

図 1．収集された衣類の例

の生活文化としての伝統織物の生産と消費に内在する暗黙
知を形式知化して、その高感性・機能性を科学的根拠に基
づくメリットとして動機づけ、新たな視点を加えた環境配
慮型衣生活様式を提案する。
方法：

（2） 三幅前垂れ
聞き取り調査の代表例として、
三幅前垂れに着目する。
「三

伝統的な生活文化の保存活動が行われている大

幅前垂れ」は、絣のひと幅の反物を縫い合わせて三幅にし

津市上田上牧地区に着目する。まず、①田上郷土史料館に

たものである。大事なものだったので嫁にはもらえなかっ

保存されている資料について、繊維製品の有効利用に関す

たとのことである。この前垂れを締めると下半身全体が包

るデータを整理する。古民具衣類の収集と生活体験の記録

まれる。丈は膝の上までの長さである。縫い合わせた部分

保存を進める。②上田上の歴史・地理的特徴を踏まえて、

にはスリットを入れて可動性を担保する。
「三幅前垂れ」は

繊維製品の有効利用の技術と精神を評価する。③上田上の

袢纏を保護するものであるが、山仕事や田仕事において、

食文化も含めた地域学習教材、生活環境学習教材への応用

表1

を検討し、地域連携の構築や衣生活文化の伝承など積極的
なマイメリットを発見する能力を育成して、生産と消費の
距離を近づけ品質の良い衣服を永く着る消費行動を支援す
る。地域連携の構築や生活文化の伝承など、積極的なマイ

1
2

前垂れに関する聞き取り調査の一部
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メリットを発見する能力を育成して、環境保全に対する意
識が高く、環境配慮型消費行動を伴う消費者層の拡大を目
指す。

3．今年度の状況報告
（1） 田上郷土史料館における古民具衣類の調査
田上郷土史料館（館長：東郷正文氏）では、昭和 41 年
から上田上の民俗調査、生活体験の記録保存、古民具の収
集・保管作業が続けられており、須藤 護氏（龍谷大学教授）

3
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と文化財登録を目指している。その活動に参加して、古民
具衣類の収集（図 1）、分類・整理と生活体験の聞き取り
調査を実施した。
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田上郷土史料館には上田上牧自治会会員から古民具衣類
が定期的に持ち込まれる。持ち込まれた古民具衣類につい
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て、寄贈者や牧老人会の会員有志を対象に、使用方法、使
用者（年齢・性別・集落等）、購入・着装方法、祖利用方

この前垂れを保護するための前垂れ（あて前垂れ）を着装

法などについて丁寧に聞き取り、上田上の伝統的な暮らし・

した。あて前垂れは一幅半で丈も三幅前垂れより短い。仕
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事の時はあて前垂れ、ちょっと手伝いなどの “ いい前掛け ”

いを示している。本年度は観察・測定方法の試行にとどまっ

は着物を見せるために 1 幅であった（一幅前垂れ）
。

たが、数量的な評価のため、引き続き検討していく。

三

幅前垂れに用いた絣には多様な文様 がみられ、それが単
に美しいだけではなく、年齢を重ねることによって文様が
小さくなっていく。紐も派手な赤帯であったりする。地域
において、着用者の年齢や立場を示す指標になっていた。
野路や月の輪へ田植え仕事に行くときは白絣、自分の家の
田んぼでは紺絣を用いた。牧の人は白絣が好きで、これを
ʻ だてこき ʼ と言ったとのことである。

図3

衣類の表面写真

（4）菜の花漬け（黄金漬け）
古民具衣類の収集・分類・整理と生活体験の聞き取り調
査においては、衣生活のみなならず、年間行事と行事食や
伝統料理など、食生活についても情報を得ることが出来る。
また、活動中に四季折々の食材を用いた漬物や干柿などを
頂戴した。上田上地域では昔から裏作に菜の花が作られて
おり、菜の花漬け（黄金漬け）は伝統料理として受け継が
図2

三幅前垂れとその着装方法

れている。菜の花の黄金漬けは 3 〜 4 月頃に花房を摘み取っ
て漬ける。10 〜 11 月頃に食べごろになる。菜の花の房が

「三幅前垂れ」は上田上地区固有のものではない。三幅

濃い黄色になるため黄金漬けと言う。1kg 摘んだものが

前垂れの遺風は、京都地方の大原女や白河女など京の販婦

80g になってしまう。一度に 2kg を漬ける。漬けた菜の花

の風俗としてよく知られている。昭和 10 年代まで多くの

の上の縁をしっかりと押さえると黒くならない、とのこと

地方に残っており、江戸時代後半の都市遊興の服飾流行が

である。なお、菜の花漬けには漬けこみ期間が短い新漬け

風俗化したものと考えられている。このため、紐や絣柄の

もある。

装飾性が高く、前垂れとしての実用性と装飾性の両面を有
している。田上郷土史料の前垂れは、着用者や着用時期と
の対応が明確であることから、都市遊興の場の華美な流行
が、各地方で質的に転換しながら定着していった過程を辿
ることが可能で、服飾様式変容の記録として有益な示唆を
与えると考えられる。

（3）繊維組成、製織技術

図4

菜の花漬けと大根漬け

衣類は主として木綿絣である。この木綿絣は糸を買って
個々に織ったものであるから、容易に織れる緯絣が多い。
近江は麻絣が主流であり、麻絣の絵模様を木綿糸に応用し

4．今後の課題
引き続き上田上牧地区の代表的な伝統的古民具（衣類）

て木綿絣の模様を展開したと考えられる。衣類の文化財と

としての三幅前垂れと田上手拭いに着目する。文化財登録

しての登録活動に参加しながら、一部の衣類の表面写真を

活動に参加しながら、絣織の繊維組成・製織技術などを評

撮って観察・記録した。衣類は嫁入りの時に準備された未

価する。着装に関する聞き取り調査に基づいて、上田上の

使用のものが多い。整理作業中に藍染の染料が手に残る。

年間行事、女性の立場・役割と着装方法の関わり等をまと

繊維組成としては、綿と麻の平織物である。糸の撚り数、

め、地域社会で成熟された衣生活文化について考察する。

密度、たて糸本数から織機の筬幅など、織機との関係を捉

さらに、伝統的衣類の付加価値を踏まえ、伝統料理や食生

えることができる。写真は単衣長着の表面写真であるが、

活を含めた地域環境学習・生活環境教育学習の教材を検討

糸密度と糊つけの様子が観察できる。絣織は手織りの風合

する。

