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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氏名と所属

会的養護に関する研究では、児童養護施設や里親を対象と

大平

雅子

教育学部

した「養護側」の視点で実施された研究が主流であり、
「当

宮本

結佳

教育学部

事者」を対象とした研究はほとんど実施されていない。本

2．研究の目的と計画

プロジェクトのメンバー等は、過去 4 年間、滋賀県内で虐

＜背景＞

待に関する研究を実施しており、児童養護施設や自立支援

保護者のいない児童、被虐待児など家庭環境上、社会的

施設と密接な関係を築いており、従来の研究では実現し得

に養護を行う必要がある児童は、約 4 万 6 千人と推計され

なかった視点で研究を実施することが可能である。

ている（平成 26 年 3 月 厚生労働省）。一方で、1999 年 12

3．今年度の状況報告

月より、日本において「キャリア教育」という文言が公的

①二次分析の実施

に登場し、中央教育審議会答申は「キャリア教育の実施に

1．学歴の見込みについて

当たっては家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視する

相対的貧困層では、理想的学歴、現実的見込学歴を「大

とともに、学校ごとに目的を設定し、教育課程に位置付け

学・大学院まで」とする回答が、相対的貧困層ではない層

て計画的に行う必要がある」と提言している。しかしなが

よりも、何れも低い。

ら、社会的養護を必要とする児童は家庭がないだけでなく、

2．自己肯定感について

地域からも分断されている例が少なくないため、十分な
キャリア教育を受けられていない可能性が考えられる。
実際、東京都の調査では、近年 10 年間の社会的養護措
置解 除 後 の 若 者（ 以 下、 退 所 者 ） の う ち、 退 所者の約
40％が、退所時に就いた職を 1 年以内に、さらに 3 年間で

親子のコミュニケーションが盛んな家庭や、親子関係が
良好な関係で育った子どもは、多くが「自分の将来に希望
がある」、「満足している」と回答している。
②来年度以降の活動に向けて
以下の通りにインタビュー調査を実施する。

は 70％が離職していることが明らかになっている。さら

調査Ⅰ：有職者である退所者（かつ自立援助ホーム入所者

に、退所者は同年齢層（15 〜 24 歳）よりも生活保護受給

および退所者）を対象として、インタビュー調査を実施す

率 が 18 〜 19 倍 高 く（ 社 会 福 祉 学、54（4）, pp. 28-40,

る。インタビュー項目は以下の 6 点を想定している。①こ

2014）、施設退所後により劣悪な生活環境・社会環境に置

れまでの経緯、②進路選択に関わる最も重要な要因、③職

かれていることが少なくない。

業選択の幅を広げるために必要な支援、④現在抱えている

＜目的＞

困難感（仕事面および生活面）、⑤何故進路選択過程にお

本研究では、質的調査を通して社会的養護を必要とする者

いて上手くいったのか、⑥自立支援施設に期待する役割。

の進路選択に関連する要因を明らかにすることを目指す。特

調査Ⅱ：自立援助ホームの代表者を対象として、インタ

に、本研究では自立援助ホームが現時点で果たしている役割、

ビュー調査を実施する。インタビュー項目は以下の 4 点を

および今後果たしていくべき役割を明確にするために、調査

想定している。①施設のポリシー、②社会的養護を必要と

対象者として自立支援施設入所者および退所者を設定した。

する者の進路選択に関わる最も重要な要因、③社会的養護

＜研究計画＞

を必要とする者の職業選択の幅を広げるために必要な支

第Ⅰ期（平成 27 年）：2011 年に内閣府子ども若者・子

援、④（進路選択に関連する面において）施設で入所者お

育て施策総合推進室が実施した「親と子の生活意識に関す

よび退所者に行っているサポート。

る調査」の二次分析を実施し、学歴分化がはじまる直前の

調査ⅠとⅡを通して、社会的養護を必要とする者を支援す

子ども（中学 3 年生）の行動・意識と出身家庭の経済状況

る「支援側」の視点と「当事者」の視点のズレを明らかに

等の関連を検証する。

することで、単なる基礎研究の域を超え、実践に向けて自

第Ⅱ期（平成 28 年度）
：過去に社会的養護を受けた経験の
ある成人を対象にしたインタビュー調査を実施し、社会的養護
を必要とする児童のキャリア選択に影響する要因を検証する。
本研究では、過去に社会的養護を受けた経験のある者を
対象にしたインタビュー調査を計画している。これまで社

立支援施設（自立援助ホームを含む）が今後果たしていく
べき役割を提言することを目指す。
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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
柏尾

珠紀

小林

弘子

環境総合研究センター特任教授

東近江市栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会事務局
植田

たみこ

NPO 法人愛のまちエコ倶楽部農家民宿さんしゅの宿

①ふな寿司を漬けるワークショップでは、湖岸部の食文化
を内陸部に伝えることを目的として開催し、県の水産試験
場から講師を招き参加者全員でふな寿司を漬けた。
②リフォームを学ぶワークショップは、リサイクルを軸に
まちづくりを推進している内陸部農村の暮らし方のひとつ
を湖岸部が学ぶ機会となった。
③米粉を使った料理やお菓子を作るワークショップでは、

2、研究の目的と計画
本研究は、愛知川流域をフィールドにした地域間交流を

双方ともに米作りをしていることもあり、アレルギーの心
配がない米粉の推進を考え、大学から講師を招き両集落の

支援し参与観察することで、琵琶湖・愛知川の流域ネット

女性が共に学ぶ機会を設けた。

ワークの構築を目指した農村地域づくりの活動を分析する

④農家民宿の料理を学ぶワークショップでは、農家民宿の

ことである。

先進地域である内陸部愛東の取り組みを知ることを目的に

調査地である栗見出在家集落と愛東町外集落は、愛知川

開催した。農家民宿のおもてなし料理とは、農村の日常食

の最下流と上流部にそれぞれ位置しており、いずれも環境

を紹介することそのこと自体がおもてなしであるというこ

親和的なまちづくり活動を展開している地域である。栗見

とを学ぶ機会となった。

出在家集落では琵琶湖の生き物にやさしい農業である「魚

⑤湖岸の農業を学ぶワークショップでは、湖岸部で魚道の

のゆりかご水田」事業や環境こだわり農業に取り組んでい

ある水田を視察してその取り組みを学んだ。

る。他方愛東では、NPO 法人を創設して山の資源の利活

⑥⑦自前の材料で味噌を漬けるワークショップは、参加者

用やリサイクル事業を菜の花プロジェクトという一本柱の

と量が多かったため二回開催した。愛東から講師を招き、

もとに束ねて独自のまちづくりを進めている。

参加者はそれぞれ持ち寄った自前の材料で味噌作りを学ん

愛知川の海（湖）側と山側で、それぞれが環境保全を意

だ。⑧米のパン作りの講習に参加するワークショップでは、

識しながら農村地域づくりをおこなっているのである。そ

栗東で開催された近畿農政局が後援した講習会に参加した。

して、近年この両集落の女性たちが流域を意識した交流を

これらの交流型のワークショップを通じて相補的な交流

始めた。本プロジェクトは、女性から始まったこのような

が活発化したことはいうまでもないが、重要な変化は地域

主体的活動を支援すると同時に、海（湖）と山が交流する

の男性が参加し始めた点である。今年度から、愛東地域で

ことによるインパクトと相補的な関係を検討し情報発信を

取り組まれている菜の花栽培が栗見出在家集落でも始まっ

おこなった。

た。収穫された菜種は愛東地域で菜種油に加工される予定

具体的には以下の 3 点について支援すると同時に、調査

である。今後栽培面積は増加する予定であるという。

と研究をおこなった。①愛東町と栗見出在家集落の女性た

今後も継続して調査を続け、地域間の交流がどのような側

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

面において活発化するのか等を考察する予定である。

ショップの開催支援と参与観察。②愛知川流域の暮らしを
考えるワークショップの開催。③両集落にかつて存在した
地域間交流の歴史をヒアリングし記録を残すことである。

3、今年度の状況報告
（1）計画会議などとは別に以下に具体的に記している 8 回
の交流型ワークショップを開催することができた。各回の
ワークショップを開催するにあたり、それぞれの集落から
講師を招き、交互に技術を伝授し合う交流となるように配
慮した。

プロジェクト研究
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地域文化の継承を目的とした滋賀の伝統食の教材化と学校教育プログラムの開発
1．プロジェクトメンバー

有効とした（有効回答率 66.6%）。質問内容は、現在と過

久保

加織

教育学部教授

去の食生活、食意識、食知識、これまでに受けた食に関す

堀越

昌子

教育学部名誉教授、京都華頂大学教授

る教育に対する考えとした。食知識に関する項目の回答は、

山本

智恵美

滋賀県立甲南高等学校教諭

1 問ごとに正解を 1 点とし、合計点を食知識得点とした。
「学校で習ってよかったと思うこと」として多くあがっ

2．研究の目的と計画
滋賀県には琵琶湖を中心とした暮らしに根ざした古くか

たのは、「栄養素の働き」や「食品の栄養的特徴」であり、
「学校で教えてほしかったこと」として多くあがったのは、

らの特徴的な食文化が受け継がれている。それは、米と魚

「郷土料理」、「行事食」、「地域の食材」、「環境に配慮した

を柱に、野菜、豆、芋が補完し合って、栄養素がバランス

食生活」であった。我々が平成 25 年度に草津市内の幼稚

良く効果的に摂取できる典型的な日本型食事であるととも

園あるいは保育所に通う子どもを持つ保護者 2,189 名を対

に、その継承は、これからの地産地消、地域農林水産業の

象に実施した調査でも、
「学校で教えてほしかったこと」

活性化、環境問題に対する解決の一助になると期待される。

として上位に挙がった項目は、今回の高校生の回答と同じ

我々はこれまでに、食経験のない若い世代がふなずしを試

であった。ただ、保護者の方が、高校生よりも、
「学校で

食する経験や、ふなずしに関する知識を与えられたりする

教えてほしかったこと」として各項目を選択した割合が高

ことで、ふなずしに対する苦手意識を低下させることがで

かった。郷土料理や地域の食材などを積極的に学校でとり

きることを明らかにした（家政学会誌 2012）。食文化を継

あげることが求められていると考えられ、学校でどのよう

承していくためには、若い世代が伝統食に関心を持つよう

に取りあげるかを検討する必要があった。

に、伝統食の食経験や知識を与えることが必要である。
本研究では、滋賀県の食文化の継承を目的とした学校教
育における授業プログラムを開発することを目的とする。

（2）小学生を対象とした調査の実施
滋賀県内の小学校から層化抽出法により 70 校を抽出し、

学習指導要領には、教育の目標の一つとして「伝統と文化

5 年生児童を対象とした質問紙調査を 2016 年 1 月に依頼

の尊重、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、他

した。全校から回答があり、4,846 票を回収し、すべてを

国を尊重、国際社会の平和と発展に寄与すること」があげ

有効とした（有効回答率 99.7％）
。質問内容は、郷土料理

られ、小学校では、総合的な学習の時間の学習の例示とし

や琵琶湖の魚介類を含む様々な食品の喫食頻度、中食や外

て地域の伝統と文化、家庭科での衣食住の歴史や文化に関

食の頻度、郷土料理に対するとらえ方とした。

する学習の充実が示されている。また、食育基本法や学校

家庭で郷土料理あるいは琵琶湖の魚介類を年に数回以下

給食法でも、郷土料理の伝承は日本独自の文化・食生活の

しか食べないと回答した児童はそれぞれ 47.0％、63.6％で

理解を深めるために重要であるとされている。これらのこ

あった。芋類や豆類についても、それぞれ 16.4％、21.5%

とから、食文化の継承を目的とした教材作りや食育プログ

であり、家庭では、郷土料理だけでなく、その材料となる

ラムの開発に対するニーズは極めて高いと考える。

琵琶湖の魚介類、芋類、豆類は、あまり食べられていない

平成 27 年度は、滋賀県下の小学校および高等学校の児

実態が明らかになった。郷土料理は「体によいと思う」や、

童・生徒を対象に、食生活状況と滋賀県の伝統食に対する

「残していきたいと思う」を選んだ割合は高かったことか

認知度、捉え方などを調査し、今後の授業プログラムの開

ら、郷土料理の価値に気づいている児童は多いと考えられ

発の方向性について検討した。

た。しかし、郷土料理を継承していくにあたって、自ら主
体的に伝えたり、作ったりしたいと思う児童の割合は低

3．今年度の状況報告
（1）高等学校生徒を対象とした調査の実施
滋賀県内の高等学校から層化抽出法により 28 校を抽出
し、質問紙調査を 2015 年 1 月から 3 月までの期間で依頼
した。22 校から回答があり、2,631 票を回収し、すべてを

かった。
以上の調査結果を踏まえ、今後は、郷土料理を通した伝
統や文化の伝承のための学校での指導の在り方を検証して
いく予定である。
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滋賀由来の木質バイオマスを利用した食農教材の開発
1．プロジェクトメンバー
岳野

公人

宮内

稔

記録を行う期間は、堆肥中の温度と室温が同温となるまで
とした。

滋賀大学教育学部
滋賀大学教育学部附属中学校

以上のことから、流木加工や生活から排出される屑を利
用した堆肥づくりの教材化が示唆された。この教材では、

2．研究の目的と計画

環境問題や食料問題に関心を向けさせる可能性のあること

2−1

が指摘できる。

研究目的

本研究は、食農教育や中学校技術・家庭科技術分野の生
物育成の授業を通して、
子どもたちの環境意識を向上させ、
将来の環境保全に貢献できる人材育成に役立つ教材開発を
目的とした。特に技術分野において、教科の学習内容 1）
である「材料加工に関する技術」との関わりから、「生物
育成に関する技術」に関連性をもたせることを教材開発の
目的とした。

2−2

写真 1

研究方法
表1

教材開発では、流木を収集することから始め、廃材を有
効利用するための食農教材を開発した。特に本教材開発で
は、滋賀県の由来の流木を加工する際に排出されるおが屑

試作した堆肥づくりの作業工程

ᕤ⛬
䐟

堆肥を試作する様子

సᴗෆᐜ

㛫䠄ศ䠅

㐨ල䜢䛭䜝䛘䜛

㻞㻜

䐠

ⴠ䛱ⴥ䜢ᣠ䛖

㻟㻜

に着目し、教材開発を行った。また、
おが屑の代わりに日々

䐡

䝎䞁䝪䞊䝹䜢⤌䜏❧䛶䜛

㻝㻜

の生活から排出される抽出後のコーヒー豆を使用した堆肥

䐢

䛚䛜ᒌ䛸ⴠ䛱ⴥ䜢ΰ䛬䜛

㻝㻡

䐣
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䐤
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䛻Ỉ䜢ΰ䛬䜛䠄ሁ⫧䛾ᡂ䠅

㻡

䐥

ᮌ 䛷ྎᗙ䜢స䜚䠈ᡂ䛧䛯ሁ⫧䜢䝎
䞁䝪䞊䝹䛻⛣䛧᭰䛘䜛

㻡

も試作した。

3．今年度の状況報告
3−1

教材開発

教材開発のための材料は、県内のダムで無料配布された
2）

4. 今後の取り組み

流木の加工時に排出されるおが屑を利用した 。教材開発

本実践では教材の試作として、おが屑とコーヒーの豆を

には、日本産業技術教育学会小学校委員会「小学校教員向

使用した 2 種類の堆肥を製作した。今後試作した堆肥中の

3）

け指導書」 における、「2-4-2

小学校 3、4 年生用題材

成分分析と共に、小松菜の発芽試験及び生育試験を行って

題材 1：落ち葉を利用した堆肥づくり」を参考に、おが屑

いる。これらの分析結果及び試験結果を踏まえて堆肥の有

を使った堆肥づくりを検討した。

用性を考察し、今後も食農教材について検討したい。

3−2

参考文献

教材の試作

本教材の試作として、おが屑とコーヒー豆を使用した堆
肥づくりを行った。
本教材の試作の材料はおが屑、
コーヒー
豆、学内の落ち葉、米ぬか、EM 菌などを使用した。

1） 文部科学省、2008、『中学校学習指導要領解説

技術・

家庭編』、（株）教育図書、東京、pp.28-30
2） 岳野公人、馬場雄介、奥野信一、2015、
「滋賀県の木質

試作した堆肥づくりの様子を写真 1 に、作業工程を表 1

資源を利用した環境教育教材の開発」
、
『滋賀大学環境

に示す。試作した堆肥は学内の木工室にて 3 ヶ月ほど管理

総合研究センター研究年報』
、第 12 巻第 1 号、pp.55-61

した。可能な限り日々観察を行い、天気、室温、堆肥中の

3） 日本産業技術教育学会小学校委員会、2015、「小学校

温度などを記録した。試作後の堆肥は温度を上昇させ、次

ものづくり学習教員向け指導書〜小学校図画工作科と

第に室温と同温になることで一定の温度を保つ。そのため

中学校技術家庭科との連携〜」、pp.102-110
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地域コミュニティにおける相互扶助とシェアド・リアリティの関係についての研究
1．プロジェクトメンバー
竹村

幸祐

滋賀大学経済学部

内田

由紀子

京都大学こころの未来研究センター

2．研究の目的と計画
本研究は、地域コミュニティにおける住民同士の相互扶
助を支える社会的基盤の解明を目的とする。それに際し、
社会心理学・文化心理学の見地より、シェアド・リアリティ
が果たす役割に注目する。ここで言うシェアド・リアリティ
とは、集団内で共有・蓄積された価値や経験や認識のこと

表 1．分析に用いた調査項目
ᖾ⚟ឤ
㞟ⴠෆಙ㢗
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を指す。相互扶助を支える要因のひとつとして社会規範の
重要性が多くの研究で指摘されているが、その社会規範の

（2）調査結果

成立・維持の背後には様々な価値・経験・認識の共有があ

図 1 に、集落レベルと隣組レベルでの級内相関係数を示

ると考えられる。そこで、本研究では、地域コミュニティ

す。級内相関が高いということは、そのレベルでの集団間

住民を対象としたアンケート調査を実施するとともに、住

の違いが大きく、集団内での違いは小さい（斉一性が生じ

民間の言語的・非言語的情報のやり取りについて調べ、集

ている）ことを意味する。図 1 に示す通り、いずれの項目

合的に構築されるシェアド・リアリティと相互扶助の関係

においても、集落レベルよりその下部組織である隣組レベ

を分析する。

ルで級内相関係数が相対的に高かった。

本研究は、京都府京丹後市内のある隣接 7 集落を主たる
研究サイトとして実施している。平成 27 年度には、現地
フィールド調査を実施するとともに、住民アンケートを実
施した。この住民アンケートのデータを用いて、心理傾向
における住民間の類似性を分析した。類似性の分析を通じ
て、どのような範囲で認識や感情経験の斉一性が生じやす
いかを分析した。具体的には、「集落」の単位での級内相
関係数、ならびに、集落の下部組織である「隣組」単位で
の級内相関係数を算出して比較した。
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図 1．各項目の集落レベル・隣組レベル級内相関係数

3．今年度の状況報告
（1）調査方法

この結果は、シェアド・リアリティの形成において、物

京都府京丹後市の 7 集落を対象としてアンケート方式の

理的に近接した範囲、直に顔を合わせて接する範囲での社

調査を行った。自治体の協力により、対象 7 集落の各世帯

会的相互作用が一定の役割を果たすことを示唆している。

に調査票が配布された。調査票の配布・回収は、自治会関

今後は、現地フィールド調査で得られた質的データ（イ

係者より説明を受けた隣組（集落の下部組織）の組長によ

ンタビュー結果）や行動観察データと統合した分析を行う。

り行われた。調査対象者は 20 歳以上の住民全員で、回収

それにより、シェアド・リアリティ形成を仲介する社会的

率は 50%、男女比は 1:1 であり、年齢の中央値は「60 〜

相互作用の実態を調べるとともに、相互扶助との関係を明

64 歳」であった。表 1 に、今回の分析に用いた質問項目

らかにする。

を示す。
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幼児における自然環境についての学び−「森のようちえん」の活動を通して−
1．プロジェクトメンバー

冊も持っていくと言い、結果持てずに泣いてしまい年長児

西澤

彩木

せた♪森のようちえん

がもってくれたりという経験を通して、重い荷物も自分で

市川

智史

滋賀大学教育学部

持つようになっているが、体験から考えて工夫して準備し、

田中

裕喜

滋賀大学教育学部

自分事になっていることが見てとれた。

眞佐子

滋賀大学教育学部

・同日

菅

2．研究の目的と計画

5 歳児女 A 児の事例では、寒さをこれまで何度

か乗り越えてきていたが、走っ

せた♪森のようちえんの 3 〜 5 歳の子どもが、森や田ん

てもすぐに温まらないことに

ぼで主体的・継続的に環境に関わる体験を通して、環境へ

泣き出した後、仲間の存在や

の気づきや思いをどのように構成していくか明らかにする。

誕生日を迎えた意識などから

3．今年度の状況報告
（1）活動の実践ならびに記録

「頑張れたことに自分でもびっくりした」とか、自分なり
平日クラス（年間 119 日）

に考えて森の中で寝て寒さをやりすごし「くつろいでいた」

と日曜クラス（月 2 回）で森のようちえんの活動を行い、

と振り返っていた事例をとりあげ、大人が思うような向き

随時写真や動画による記録を行うとともに、保育者による

合い方だけではない子どもの育ちの姿が捉えられた。

保育後の記録を並行して行った。

自然の厳しさの中では一番の「寒さ」は、この経験が本当

（2）事例カンファレンス（比較・省察） 保育者、学生・

につみ重なるのか、単に厳しさを経験しただけに終わらない

院生との振り返り記録から事例を整理し、比較・省察した。

か、保育者として判断することが難しいものである。それで

4．保育実践の事例からみえてくる側面

も毎年、個において、集団において、ドラマともいえる育ちの

幼児教育として、森のようちえん活動を実践する中で、

姿がある。
「たくましく」
「忍耐力がついて」
「仲間と共に」
といっ

主体的に学んでいる子どもの姿の中から、「自然環境につ

た大人が思う姿以外に、
「したたかさ」
「柔軟性」
「ユニークな

いての学び」や「自然環境が子どもの育ちを引き出してい

発想」で自分の限界に向き合い、その個なりののりこえ方を

る」と考えられる事例をとりだしてみると、大きく以下の

している。子どもにとって、厳しい体験、負荷の大きい体験が、

5 つの側面に関わるものに分類することができた。

育ちに大きく影響するのであろうが、その向き合い方は一人

（1）生き物や自然との直接的な関わりから関心をもち知識
として積み重なるもの。
（2）生き物や自然の循環を感じるもの。
（3）自然の厳しさに子どもが対峙していくなかで自己の内
面的成長が見られるもの。
（4）人の生活と自然の営みの関係に触れるもの（利用・暮
らし・保全に関わって）
（5）子どもが自然を理解し取り込みながら、自然のなかで
遊びや生活をつくろうとするもの。
このうち（3）について、

ひとり違い「生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育（教
育要領より）
」にとって、
「自然のなかで育つ」ことの重要性、
価値を見直す要素が多様にあることがあらためて示された。
それらの育ちをまきおこす活動の発端や動機が、
「暑さ、
寒さ」「リスとの出合い」といった自然の中にあるという
ことは、自然の大きな力のなかで生起してくる「必然」か
らうまれてくるものであり、そこから考えを出し合い、育
ち合う場がつくっていかれるという点において、保育者と
してもその与えられた場とその子に応じて自然に柔軟に、
形ありきではない力みのない支え方ができると感じる。子

4 歳児男 R

どもも大人も思い通りにならない自然の中で、自分もその

児の事例では、雪の日に池に

一部であることを感じながら、その様々な側面を自分の生

はまったがすぐに着替えず、冷

活や生き方の一部として取り込んでいく経験が、自然環境

えてきてから自ら着替えた次

への関心やそれへの関わり方についての適切性を判断する

の 日、 転 ん で し ま う ほ ど の

力を作りだしていく。そのような「理解」や「力」は子ど

リュックに着替えをオール 3 セット入れて持ってきたこと

もの人格の基盤の部分におそらくはしっかりと埋め込ま

をとりあげた。3 歳の頃には準備は母親まかせで、着替え

れ、単に、
「教えられた」知識や倫理観とは異なる深さや

も自分でやろうとするところから支えてきたり、絵本を何

強さを伴っているのではないかと思われる。

・ 平 成 28 年 1 月

プロジェクト研究
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滋賀県内の伝統的ものづくり産業の現地取材及び調査研究
1．プロジェクトメンバー氏名と所属

①【冊子「近江の手仕事」内容】
・B5

24 ページ冊子− 300 部印刷（フルカラー／オフセッ

隼瀬

大輔

滋賀大学教育学部

中塚

智子

滋賀大学経済学部

ト印刷 外注）

宮本

結佳

滋賀大学教育学部

各産地で工芸品が形成された時代背景、特徴、従事する
職人の思い、新たなものづくりへの挑戦などを記載。

2．研究の目的
歴史・自然・文化などの影響により、地域環境には独自
性が表れる。そして、その地域環境との結びつきが強い工

②【DVD「近江の手仕事」内容】
・各産地を約 5 分の映像としてまとめ、合計約 30 分の映

芸品にも地域性が表れる。そのため、工芸品について学ぶ
ことには、地域を理解する教材としての可能性がある。
そして、
「地域文化の継承」や「新しい地域独自のもの
づくり」となる地域資源としての価値を見いだすことがで
きる。
しかし、効率化のため発展してきた技術や、変化する生
活様式により、地域に伝わる伝統的な工芸技術や産業は失
われてしまうことがある。また、そのような伝統技術はこ
れまで「門外不出」となっている事や経験によって伝えら
れてきたため、口伝に頼る部分が多い。
そこで本研究では、県内に残る工芸品など産地に訪問し

像を作成。内容は冊子と同様だが、従事する職人の思い
や挑戦などを製作者自身の言葉で語る場面を収録。

調査・取材を通し、インタビュー、画像・映像により各地
域に伝わる歴史や従事者の思いを記録することを目的とし
た。

郷土資料、後継者育成、広報資料として県内外の人々に
滋賀の魅力を伝えるものが作成できた。

3．今年度の状況報告
今年度は、米原市の「上丹生彫刻」
、東近江市の「小椋
谷の木地師」、甲賀市の「信楽焼」の調査・取材を行った。
彦根仏壇や浜仏壇との関係も深い「上丹生彫刻」では、
森彫刻所の森哲荘さん、靖一郎さんに、仕事を受け継ぐきっ
かけや思いなどを取材した。
「小椋谷」では、君杢工房の小椋昭二さん（君ヶ畑）、筒
井ろくろの北野清治さん（蛭谷）の取材を行った。歴史的
には途絶えてしまった当地でろくろの仕事をしている、そ
れぞれの思いを取材した。

滋賀県内には、他にも多くのものづくりが存在するが、
予算や時間的制限のため、記録できたのは 5 か所に留まり、

「信楽焼」では、丸滋製陶の制作現場や社長の今井智一

「導入編」となるような内容となった。機会があれば、取材

さんにインタビューを行った。工房で制作するだけでなく、

箇所を増やし、さらに内容を充実させ、アーカイブ化し動

積極的に社会と関わり、現代の信楽焼の在り方を模索して

画配信し、地域の魅力を伝える有効な資料としていきたい。

いる今井さんの現代の取り組みについて取材した。
研究の成果として、今年度は滋賀県独自の地域工芸品の
歴史や従事者の思いを冊子や映像としてまとめることがで
きた。
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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

り、照合したりして、流水による作用等の科学的知識の習

藤岡

達也

教育学部・教授

得を図った。第 3 次では、増水時の野洲川や水害史から、

堀

道雄

守山市立物部小学校・教諭

児童の水害への危険性の意識を高めるとともに、野洲川の

桑原

康一

栗東市立葉山小学校・教諭

水害・治水・利水といった生活や社会と、科学的知識を関

角

哲郎

滋賀県立聾話学校・教諭

連づけて思考すること、そして、児童自らが、水害発生時

吉川

俊美

長浜市立北中学校・教諭

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。

2．研究の目的と計画
今日、持続可能な社会の構築を大きく妨げるものとして、

開発した地域教材と学習プログラムの有効性を児童への
質問紙調査や聞き取りのなどの質的調査から分析、考察し

自然災害があり、防災、減災は喫緊の課題である。滋賀県

た。その結果、開発した地域教材と学習プログラムでの活

では、地理的条件から津波や火山噴火を始めとして、自然

用によって、防災教育のねらいの「知識」、
「主体的な行動」、

災害が少ないと思われがちであるが、平成 25 年日本で初め

「危険予測」の観点について特に効果がみられた。

て「特別警報」が発表されるなど、伝統的に風水害による

（2）附属小学校での実践的研究

被害は頻繁に生じている。また、今後、琵琶湖西岸断層帯

研究代表者が共同研究者を務める附属小学校において、

や花折断層帯などの活断層が動く可能性も高い。一方で、

地震、洪水・破堤等による自然災害が発生するメカニズム

豪雪地帯や断層帯は景観や街道をつくったり、河川の氾濫

が理解できるような教材を開発した。さらに、それらを踏

は肥沃な沖積平野を形成したりするなど自然の恩恵も多い。

まえて、災害から自分達の身を守るためにはどのように普

以上を踏まえて、滋賀県の自然環境、社会環境を重視し

段から学んだり、取り組んだりしておくことが、危険を予

た学校防災、地域防災を推進するためにプロジェクト研究

測したり、安全な行動を判断したりすることにできるよう

を実施する。災害の可能性だけでなく、自然の恩恵を取り

になるのかを考える実践を行ない、公開授業を実施した。

入れることを検討し、滋賀県各地域の災害への備えと地域
の誇りの両面を捉えた教材、プログラム開発を実施する。

（3）特別支援学校における防災教育について
防災教育については、様々な取組が見られるようになっ
たが、特別支援学校の実践は必ずしも多くない。そこで、

3．今年度の状況報告
本プロジェクト研究は、科学研究費基盤研究（B）（研
究課題番号：15H02915）及び科学研究費挑戦的萌芽研究（研
究課題番号：26560086）と連動したものである。今年度は

被災地の仙台市立小学校における文科省研究開発学校での
取り組み例を探るとともに、全国の特別支援学校での取組
内容やその方法を長浜養護学校においても検討した。
（4）滋賀県内の実践的防災教育支援事業の検討

グローカルな自然災害に対する防災・減災教育の在り方を

防災教育についての実践をアクティブラーニングや

探り、国際的な観点、国内のスタンダード構築を踏まえな

ESD と連動して行う実践を検討し、教材化した。滋賀県

がら、滋賀県内の実践的な教材開発に取り組んだ。

は平成 24 年度から実践的防災教育総合支援事業を 3 年間

本年度の活動状況を以下に記す。
（1）野洲川の過去の水害・治水史の教材化と実践

受けているが、その中で、近江八幡市や彦根市の小学校に
おいて、総合的な学習の時間と教科と連動した取組を視察、

本年度の研究で最も重視したのは、地元の野洲川に関す

分析した。これを基に彦根市防災教育副読本「明日に向かっ

る教材開発である。学習プログラムを開発する上で、児童

て」を執筆、監修し、平成 28 年度に全市の学校に配布予

につけたい力として防災教育と理科教育の両面から整理

定であるため、今後これらの教育効果等を調査・分析する。

し、学習単元の評価規準等を設定した。これをもとに小学
校理科での「流水の働き」の単元を 3 構成し、
実践を行った。

（5）滋賀県における原子力災害と放射線教育の検討
滋賀県内においても原子力発電所の再稼働についての慌

第 1 次は、野洲川の治水・利水設備の目的を予想する活

ただしい動きが見られる。教育行政、学校現場での原子力

動から、単元全体の課題を見出すとともに、野洲川の様子

に対する安全管理、リスクコミュニケーションを滋賀県内

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

でも検討するため、福島第一原子力発電所事故に関するリ

た。第 2 次では、野洲川の様子とモデル実験を結びつけた

スク情報のフロー、及び行政、学校の対応を追究した。
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『都市のサステイナビリティ』
森 宏一郎

【はじめに】
本研究プロジェクトの目的は、都市のサステイナビリ

だと判定されたのは、カラチ、ムンバイ、ジャカルタ、ダッ
カ、カイロの 5 つだった（下のグラフを参照）。なお、折

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

れ線グラフは最大化指標に関して標準化した数値を示す。

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

この数値が大きいほど、その都市が人々により大きな便益

を巻き込むための環境教育ワークショップを実施すること
である。実質的な研究プロジェクトのメンバーは、村松伸

（満足度）をもたらしていることになる。
Results of City Sustainability Assessment of 18 Megacities
Sum of standardized values of maximization indicators䠄socio-economic benefits䠅

（東京大学）、加藤浩徳（東京大学）、内山愉太（金沢大学）、
中川善典（高知工科大学）
、林憲吾（地球研）である。以下、
平成 27 年度の主な活動内容と結果を報告する。

Gini
coefficient
of income
Atmospheric
Concentration
of Hg
Atmospheric
Concentration
of PM10

【問題構造化のための現地インタビュー調査】
2015 年 5 月と 7 月の 2 回、インドネシアのジャカルタ

Emissions
of CO2
Water
Footprint

とジョグジャカルタへ出張し、学識者に対するインタ
ビューを中心とした現地調査を実施した。都市のサステイ
ナビリティをどのように考えているかを明確に尋ね、具体
的な問題と解決のカギになりそうな要因について議論し

【都市サステイナビリティ教育ケースの開発】

た。都市のサステイナビリティという言葉でイメージする

都市のサステイナビリティ指標のコンセプトを適用した

のは主に、都市それ自体の持続可能性であり、人類のサス

教育ケースを開発し、滋賀大学（2015 年 12 月）とインド

テイナビリティを明確に意識するというケースが少ないこ

ネシアのボゴール農科大学（2016 年 1 月）で、学生を対

とは特筆に値する。これは評価指標の Co-Design プロセス

象として実験的に教育ワークショップを実施した。教育

の一環で行ったものである（下図参照）。

ケースは、ジャカルタ都市計画局長を主人公にした架空の
日記として描かれており、環境・経済・社会の各要素に関
する利害関係者が登場する物語となっている。
ただし、ケー
スに付随するジャカルタの将来シナリオ分析レポートはこ
れまでの実際の研究蓄積から得られたものであり、架空の
ものではない。したがって、
「今日のあなたの提案は 2,000
万人を超えるジャカルタ都市圏の人たちに多大な影響を及
ぼします」という設定にはリアリティがあり、実際、この
説明を聞いたインドネシアの学生達の目の色が変わった。
下の写真はワークショップ時にインドネシアの学生達が作
成した因果関係図の一部である。

【都市のサステイナビリティ指標の開発】
都市のサステイナビリティ指標の開発については、平成
27 年度に 10 の指標を追加し、22 指標を測定できるように
なった。ただし、評価するために追加の情報が必要なもの
もある。加えて、最新データへのアップデートも実施し、
世界の 18 メガ都市のうち、5 つが少なくともサステイナ
ブルな都市であることが判明した。サステイナビリティの
ための必要条件である制約指標に関して、サステイナブル
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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氏名と所属

測定）を評価した。

森

太郎

滋賀大学 教育学部 講師

滋賀大学教育学部の農場において杉谷とうがらしおよび

久保

加織

滋賀大学 教育学部 教授

一般的な甘味品種万願寺とうがらし、伏見甘長、甘とう美

與倉

弘子

滋賀大学 教育学部 教授

人、ししとう、京波（ピーマン）を栽培した。未熟果およ

原

知子

滋賀短期大学 教授

び成熟果について、含水率、糖度、総フェノール含量およ

小寺

真実

神戸山手短期大学 嘱託助手

び DPPH ラジカル捕捉活性を測定した。また、成熟果に
ついて滋賀大学学生（18-23 歳）35 名をパネルとし、5 点

2．研究の目的と計画
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

評価法で官能検査を行った。なお、官能検査の実施にあた
り、滋賀大学倫理委員会により本研究に対する承認を得て
いる。

あるが、栽培の手間やコスト、消費者の認知度の低さなど

杉谷とうがらしの含水率は成熟に伴い減少したが、果実

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

の張りは保たれていたことから、成熟果での流通には問題

ていくためには、その栽培特性、食味、栄養価、機能性な

ないことが考えられた。また、糖度は両熟期とも供試品種

どを適切に評価する必要がある。

間で最も高く、甘味が強いことが考えられた。未熟果の総

滋賀県においても、日野菜や杉谷なすびなど県が「近江

フェノール含量、DPPH ラジカル捕捉活性は、その他の品

の伝統野菜」として認証している 16 種類をはじめ、多く

種と同等であった。一方、成熟果では、これらの値が供試

の伝統野菜が存在する。これらの栽培・品質特性を一般的

品種間で最も高く、高い抗酸化性を有することが考えられ

な品種と比較した報告は幾つかある。しかし、野菜の特性

た。官能検査での成熟果の評価は「形の好ましさ」につい

は栽培環境により大きく変動することから、同一条件で栽

て低く、「甘み」では高かった．「総合評価」を含むその他

培されたものを比較することが望ましいが、その報告は見

の項目では、他の供試品種と同等であった。以上より、杉

当たらない。本研究では、滋賀県在来のナス、トウガラシ、

谷とうがらしは未熟果では甘味、成熟果では甘味や機能性

カブ、カンピョウに着目し、一般品種と同一条件で栽培し、

をアピールすることができ、成熟果での利用も期待される。

特性を比較することで、滋賀県伝統野菜の強みを明らかに

また、本研究の官能検査の結果、特徴の 1 つである異形が

する。また近年、環境および食の安心・安全・機能性に対

好まれないことが明らかになったが、「総合評価」と「形

する意識が高くなっている。そこで、本研究ではさらに、

の好ましさ」との相関は弱く、大きな問題ではないと考え

滋賀県伝統野菜の特性を基に、環境への負荷を低減し、品

られる。また、
「総合評価」と「香りの好ましさ」、
「旨味」、

質を向上させる栽培技術を確立することを目指す。

「甘味」と比較的高い相関があったことから、今後これら
に関わる香気成分、アミノ酸、糖について詳細に評価して

3．今年度の活動報告

いく必要がある。

今年度は、滋賀県在来のトウガラシおよびカンピョウを
評価した。
1）杉谷とうがらしの特性評価
杉谷とうがらしは、甘味が強く、辛味が全く生じず、異

2）水口かんぴょうの特性評価
水口かんぴょうは、味が染み込みやすく、柔らかくて歯
切れが良いのが特徴のユウガオ品種である。これらの特性

形であることが特徴のトウガラシ甘味種である。本品種の

を科学的に明らかにするため加工品の物理的評価を行った。

維持・普及には、嗜好・機能性を科学的に明らかにして、

甲賀市水口町において水口かんぴょうおよび一般的なユウ

魅力をアピールすることが重要である。また、未熟果とし

ガオ品種とちぎしろ、しもつけしろの栽培・加工（果実を

て栽培・出荷されている杉谷とうがらしの嗜好・機能性が

剥き、ハウス内で天日干し）を行った。水や調味液を吸収

成熟果で向上すれば、高品質の成熟果として生産・販売す

させた加工品について、吸水率や物理性（クリープメーター

ることができると考える。そこで、杉谷とうがらしの未熟

によりプランジャーを圧縮・貫入）を測定した。現在、得

果および成熟果について、嗜好性（糖度測定および官能検

られたデータを基に水口かんぴょうの特性を解析している。

査）および機能性（総フェノール含量および抗酸化活性の

プロジェクト研究
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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

らず、冠婚葬祭、公式の集会等にも手拭いを被って参加し

與倉

弘子

教育学部教授

ていた。手拭いは保健衛生的機能を持つ生活活動上の衣類

平野

文子

教育学研究科環境教育専修院生

であるが、装飾性・社会性（社会的機能）も高い。田上手

松田

隆典

教育学部教授

ぬぐいは高級品として知られており、大柄の蔦柄は若い人、

2．研究の目的と計画
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、地域の生活文

麻の葉や蜀江は主婦、網代は年寄りなど、着用者の年齢や
立場による文様の使い分けがあった。田上手拭いは、地域
において自らの立場を示す指標となっていた。
（2）「ボロの美学」展示見学と南部菱刺し体験

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

被服学特論を受講している大学院生 2 名と神戸ファッ

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

ション美術館にて開催された「ボロの美学」の展示を 3 月

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

13 日に見学した。ボロ（襤褸）は図 1（B）のように、端切

様式を提案する。伝統的な生活文化の保存活動が行われて

れを繋ぎ重ねる方法で、衣類の補強と保温性の向上を図る

いる大津市上田上牧地区に着目する。まず、①田上郷土史

技法である。青森の民俗学者・田中忠三郎が収集した国の

料館に保存されている資料について、繊維製品の有効利用

重要有形民俗文化財である野良着、前垂れ、長着に施され

に関するデータを整理する。引き続き古民具衣類の収集と

た津軽こぎん刺し・南部菱刺し等の衣類約 100 点の展示と

生活体験の記録保存を進める。②田上の歴史・地理的特徴

その解説があり、木綿の生育しない寒冷地の古民具衣類と

を踏まえて、繊維製品の有効利用の技術と精神を評価する。

田上郷土史料館で収集している衣類との共通点と相違点を

③地域学習教材、環境学習教材への応用を検討し、地域連

比較することができた。
また、
南部菱刺し体験のワークショッ

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

プに参加して、その技法を体験・習得した。庶民の暮らし

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

を語る古民具衣類等の調査方法と、ものの背景にある「暮

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

らしを大切に思う気持ち」を伝統的な衣生活文化として伝

築や生活文化の伝承など積極的なマイメリットを発見する

える方法について、関連資料を収集することができた。

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）
と文化財登録を目指している。その活動に参加して、古民

㸦$㸧⏣ୖᡭᣔ࠸ 㯞⼖  㸦%㸧➃ษࢀࢆ⧅ࡂ㔜ࡡࡓぇ〫
図 1 田上手拭いと田上郷土史料館所蔵の襤褸

具衣類の収集と生活体験の聞き取り調査を実施した。田上
郷土史料館には上田上牧自治会会員から古民具が定期的に

（3）今後の課題

持ち込まれる。持ち込まれた古民具衣類について、寄贈者

上田上牧地区の代表的な伝統的古民具（衣類）として、

や牧老人会の会員有志を対象に、使用方法、使用者（年齢・

三幅前垂れと田上手拭いに着目して、製織技術、繊維組成・

性別・集落等）、購入・着装方法等について丁寧に聞き取り、

糸の特徴を素材特性から評価する。聞き取り調査に基づい

上田上の伝統的な暮らし・庶民の生活やライフスタイル、

て、上田上の年間行事、女性の立場・役割と着装方法の関

田上の地理・歴史との関わりについて検討した。

わり等をまとめ、地域社会で成熟された衣生活文化につい

代表例として、田上手拭いに着目すると、図 1（A）の
ように、下三分の一には幾何学模様、上部白生地部分に蝶
や花が散らされている独特の意匠を持つ。日常生活のみな

て考察する。さらに、伝統的衣類の付加価値を踏まえ、地
域環境学習・生活環境教育学習の教材を検討する。

