
目 次 

 

<研究論文> 

・播磨地区における幼稚園教諭免許取得のための特例講座の実践 ……………… 濱田敏子、 

日下部愛子、池田武弘、岡田教三、池田信一、清水郁雄、上村善彦、木原 裕    

 

・歌唱教材研究・乳幼児にとって歌いやすい歌 

 － 乳幼児の歌唱発達を考慮した歌 －  …………………………………………. 渕田 陽子 

 

・本学における姫路市シニアオープンカレッジ………………………………… 池田武弘 

 

・姫路市の幼稚園等の給食の食材に含まれる食物アレルギー物質の実態調査……木原 裕、

桒原 賢次、濱田 敏子、岡田 教三、谷内 昇一郎 

 

・女子サッカー選手の性別役割意識等についての一考察 

 －日ノ本・星稜調査の結果を用いて－…………中谷昌弘、小松崎保、杉山学、河村和徳 

 

・キリシタン官兵衛と姫路地域のキリシタン遺跡発掘 ……….  日下部 愛子、  木原 裕、 

池田 武弘、 濱田 敏子、 岡田 教三、  松本 恭子 

 

<作品>  

・水彩展 「景 2014」から ………………………………………………………….甲本喜胤 

 



Bulletin of Himeji Hinomoto College 

Vol. 37 

CONTENTS 

 

Articles 

 

Practice of special case lectures for kindergarten teacher license acquisition 

at Harima area……………………Toshiko Hamada, Aiko Kusakabe, Takehiro                     

Ikeda, Kyozo Okada, Shin’ichi Ikeda, Ikuo Shimizu, 

Yoshihiko Uemura, and Hiroshi Kihara 

 

Singing research - It is an easy song for infants to sing - A song for the 

development of infant’s singing ability - ………………….Yoko Fuchida 

 

Report of senior open college at Himeji Hinomoto College ……. 

Takehiro Ikeda 

 

Allergy to the foods included in the ingredients of the school lunch of 

kindergartens in Himeji. Actual condition survey ……Hiroshi Kihara, Kenji            

Kuwahara, Toshiko Hamada, Kyozo Okada, and Shin’ichiro Taniuchi 

 

A study of gender role consciousness for female soccer players -Using a result 

of Hinomoto and the Seiryo questionnaire survey- ……..  Akihiro Nakatani,    

Tamotsu Komatsuzaki, Manabu Sugiyama and Kazunori Kawamura  

 

Kanbei who was a Christian and Christian relics at Himeji area……… Aiko 

Kusakabe, Hiroshi Kihara, Takehiro Ikeda, Toshiko Hamada, 

Kyozo Okada and Kyoko Matsumoto 

 

Work 

Water color exhibition …………………………….Yoshitane Koumoto 



図１．年齢別

0

2

4

6

8

10

12

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 　60～64歳

図２．学歴別

0

5

10

15

20

25

30

大学 短期大学 専門学校

播磨地区における幼稚園教諭免許取得のための 

特例講座の実践 

 
濱田敏子，日下部愛子，池田武弘，岡田教三，池田信一， 

清水郁雄，上村善彦，木原 裕    (姫路日ノ本短期大学) 

 

 
 

１．はじめに 

幼保連携型の認定こども園の発足

に伴い，幼稚園教諭免許，保育士資 

格を共に取得していることが義務化さ

れた。国では，５年間の経過措置を設

け，その間にどちらか一方しか有して

いない者については，特例措置として

それぞれ８単位を取得すればよいとし

ている [1, 2]。姫路日ノ本短期大学で

は，同じ姫路市にあるハーベスト医療

福祉専門学校と協力して，播磨地区で

どちらか一方の資格しか有しない者を

対象に，特例講座を開講することとし，

姫路日ノ本短期大学は幼稚園教諭免許

を有しない者を，ハーベスト医療福祉

専門学校は保育士資格を有しない者を

対象に特例講 

座を開講する 

こととなった。 

姫路日ノ本短     

期大学が担当 

する幼稚園教 

諭免許取得の 

ために開講す 

特例教科目 単位 免許法施行規則に定める科目区分 

保育者論 2 
教職の意義及び教員の役割 

教員の職務内容（研修，服務及び身分保障等を含む） 

保育方法論 1 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む） 

保育課程論 1 教育課程の意義及び編成の方法 

保育内容総論 1 保育内容の指導方法 

幼児理解 1 幼児理解の理論及び方法 

教育制度論 2 
教育に関する社会的，制度的又は経営的事項 

日本国憲法の内容（とりわけ第 26 条（教育を受ける権利））を含む 

表 1. 特例科目数と単位 
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図３.　勤務先（保育園）
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る教科目は，表１の６科目である。このうち，保育方法論，幼児理解と保育者論の３教科

は火曜日夜に，保育課程論と保育内容総論の２教科は土曜日午後に，教育制度論は夏期の

集中講義形式で開講することとした。 

 

２．受講者の内訳 

 受講者は35名。内訳は，男性3名，女性32名で

ある。年齢構成は図１の通りで，最年少 21歳，

最年長64歳であった。学歴別の結果を図２に示

す。図にあるように25名が専門学校卒であった。

図３に勤務先の内訳を示す。図から明らかなよ

うに，ほとんどの受講者が私立の保育園で働い

ている人たちであった。これは，有力な私立保

育園の協力を得て本特例講座を開設できたとい

うプラス面と，その一方で公立保育園への働き 

かけが十分ではなかったという反省とがある。 

次回に向けて教訓としたい。 

表2に受講者の住所分布を示した。姫路市内から 

の受講者が最も多かったが,明石市から赤磐市ま 
で播磨地区を中心に広い地域に受講者の住所が 
分布していた。 

 

３．出席 

受講生は，ほとんど欠席することもな

く，熱心に聴講した。図４に15回の授業あ

たりの欠席数を示す。全部を平均すると15

回あたり0.39回であった。１回あたりの 

欠席者は0.9人であった。講義を行ってい 

る曜日が，火曜日，土曜日であることを 

 

       

 

 

 

 

表 2．受講者の居住地 

居住地 人数 

兵庫県姫路市 16 

兵庫県加古川市 6 

兵庫県たつの市 4 

兵庫県高砂市 3 

兵庫県明石市 2 

兵庫県福崎町 1 

兵庫県神河町 1 

兵庫県稲美町 1 

岡山県赤磐市 1 
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図５．授業内容がよく理解できた
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考えると，それぞれの受講者が所属する施設の協力もしっかりしていたことを 

感じさせる。 

 

４．受講者からの授業評価 

  講義の終了時にアンケートを行った。 
結果は図 5～7 にまとめられている。それ

ぞれの図の横軸は，６科目を表している。

図から分かるように，講義№４は,「授業内

容がよく理解できた」，「担当講師の説明

や話し方が分かりやすかった」，「この授

業を受けて満足した」のいずれの項目も「強

くそう思う」と答えた方が 83%と，非常に 
素晴らしい講義であったことが分かる。  
講義№５は「授業内容がよく理解できた」 
という問いに対して「あまり思わない」と

の回答も４名見られた。しかし，この同じ

講義について「担当講師の説明や話し方が

わかりやすかったか」という問いに対して，

「あまり思わない」がなくなり，32 名中 
28 名が「強くそう思う」，「そう思う」と

答えており，「授業を受けて満足した」と 
いう回答も同数あった。これは，科目の性

格からして難しい内容を含んでいたが，講

師が丁寧に分かりやすく教えてくれた，と

解釈するのが妥当ではないかと思われる。

その他,自由記述で書いていただいた感想

からいくつかを抜粋する： 

・ 事例や話し合いの時間（レポートをま 

とめる 1人ずつの発表）が楽しかった 

です。 

・ 事例などを考えたり，グループワークで話し合いをしたりする機会が多くて，色々 

な園の様子が聞けたので楽しく授業を受けることができました。ありがとうござい 

ました。 

・ 講師陣，とても良かったです。 

・ 通信教育と迷いましたが，対面での受講の良さを感じました。 

図６．担当講師の説明や話し方が

分かりやすかったか 

図７．この授業を受けて満足したか 

図５．授業内容がよく理解できた 

 



・ 手話をまじえての授業がとてもよかったです。体には気をつけて下さいね。 
・ とても楽しい授業で，もっと受けたいと思いました。手遊び，歌など，たくさん教 

えていただきありがとうございました。早速，園でさせてもらっています。 
・ 幼児だけじゃなく，乳児にも教育はありますよね。 
・ ○○先生は今後絶対必要！！です。兵庫の宝ですね。 
・ 先生の熱い語りがよかったです。中世近代と今の生活では，あまり考えてないこと 

を気付かせてくださってありがとうございました。 
 

５． 成績評価 
  それぞれの科目では，レポート課題が課されており，得られた成績は大変好成績で，AA 

を 95 点，A を 85 点，B を 75 点，C を 65 点 (それぞれの評価値の中点)として計算

した全体の平均値は，84.9 点と立派なものであった。 

 

講義 No. 1 2 3 4 5 6 

平均点 82.9 点 76.9 点 89.2 点 91.5 点 90.3 点 78.4 点 

受講者数 34 名 32 名 33 名 34 名 34 名 32 名 

評価基準 AA＝90 点以上， A＝80～89 点  B＝70～79点， C＝60～69 点 

 

 

６．全国保育士養成協議会 第53回研究大会（2014.9.19）でのパネル発表 

福岡で開催された全国保育士養成協議会の研究大会（2014.9.19）で，本論文の要旨を

パネル発表した。今回報告した特例講座は今年度からの取り組みであり，発表者は姫路日

ノ本短期大学のみであった。発表時には，まだ特例の講義の評価が終了しておらず，途中

での研究発表であったが，我校の実施の速さ・研究の速さを感じる。興味を示された養成

校の中では未実施の所も多く，開講までの経緯や方法の質問が多かった。 

「開講を検討するようにと上司から言われているが，具体的な方法が分からない。」「養

成校の現状を考えると頑張らなくてはいけない。」等の意見が多かった。 

パネル討論の参加者の中に京都からの参加者がおり，京都における特例講座開設への経

緯を聞かせていただいた。「養成校に府がアンケート調査を行い10校の希望があったが，

４月に実際に実施の名乗りをあげたのは４校のみであった。隣の滋賀県では実施されてい

ないので，現場からの問い合わせが多い。」と言われていた。その場にいらっしゃった滋

賀の養成校の先生方も「検討の方向で頑張ります。」と決意されていた。 

 

 

 



７.まとめと考察 

１）姫路日ノ本短期大学は，ハーベスト医療福祉専門学校と共催で播磨地区での特例講座

を行った。 

2）幼稚園教諭免許取得のための講義は，６科目８単位を行ったが，延べ35名 の参加者が

あり，全員ほとんど欠席もなく，熱心に取り組んでいた。 

  3) 参加者は，主に専門学校卒で保育士の資格を有している人が多かった。 

  4) 受講者へのアンケートによると，難しいと思われる講義もあったが，すべての講義に

ついて「受講して満足した」という評価を得ることができた。 

  5)仕事の都合上，次年度に持ち越された科目もあるが，ほとんどの方が好成績で合格され

た。 

  6)受講者は，受講時のグループワークなどを通じ,それぞれの園の情報交換などを行っ     

ていた。この特例講座が触媒となり,播磨地区における保育の経験交流のネットワー       

クの輪が広がることが期待される。 

  7)私たちは,今回の成果に自信を深め,来年度も同様の形式で,ハーベスト医療福祉専門学

校と共催で特例講座を行う予定である。 
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歌唱教材研究・乳幼児にとって歌いやすい歌 

-乳幼児の歌唱発達を考慮した歌- 

渕田  陽子 

はじめに 乳幼児のための歌唱教材 

 近年、日本では保育園（所）に入園（所）する乳幼児が増加傾向していることから、乳

幼児が保育園での音楽活動をする機会が増加している。それらの音楽集団活動での乳幼児

たちは、大きな口をあけて歌を歌ったり大きな身振りや手振りで音楽に合わせて踊ったり

している乳幼児もいれば、歌を歌わなかったり室内をうろうろしていたりする乳幼児もい

る。後者の歌を歌わないような乳幼児について渋谷は「その場は単に参加しているだけで、

活動や経験をしている場にはなっていない１」と述べている。なお保育現場での歌を歌う活

動に対する援助には、「一緒に歌を歌ったり、イメージがわくような配慮をしたり、関心や

興味を示すように援助をする」と記載することが多いが、関心や興味を示す以前に乳幼児

が歌える歌を提供することが前提であろう。では、乳幼児が歌える歌とは、どのような歌

なのだろうか。 

本稿では、乳幼児の発達に触れながら、『乳幼児が歌える歌』及び『乳幼児のための歌唱

教材』について考えていく。 

先行研究と問題点  

幼稚園や保育園といった乳幼児が集団生活をしている場所で、生活や遊びを通した乳幼

児の行動から音楽的発達や歌唱発達について調査をする研究には、藤田が、乳幼児が音楽

指導を目的としない遊びの中や話しことばを獲得する中で「音楽的発達」を行っている２こ

とを明らかにしている。この藤田の調査は、実験室での調査ではなく、ヒトが普通に生活

しているところでの調査で質的視点による調査である。（質的視点とは①音・音楽を乳幼児の行為の

文脈の中に捉える。②音楽の「あるべき姿」を客観的な音の現象として措定しないという事を指す３） 

梅本は、「音楽活動の中心は歌である」という見解を示した上で、保育園での観察を行い

音声パターンの遊びが歌になる事や、遊びが歌になる過程において①環境が起因すること

②言葉の発達が同時進行する４ことを示唆した。 

乳幼児が「既成の曲を歌う行為」の発達については、細田が保育園で 0-2 歳児たちの観察

を行い、乳幼児が歌い始めるまでには①歌を歌う保育者や声を発する友達を、注視したり

模倣したり全身を使って体を動かしたりしている。②保育者の歌声に対して乳幼児が自発

的に動いている姿の確認をしている５６と述べている。 

以上の先行研究においては、質的視点による音楽発達や歌唱発達研究がなされてはいて

も、集団生活を送る乳幼児に対する研究として不特定多数の乳幼児を対象にした研究が多

い。Heiner が音楽発達に“normal”或いは“average musical biography”は存在しない



 

 

ことと、生涯の各段階で音楽発達の特色があり、各段階で音楽的発達調査の必要性がある 7

ことを唱えている。これは、“normal”或いは“average musical biography”は、多くの

乳幼児に現れる傾向を主流にするのではなく様々なパターンの発達をとらえていくことを

意味し、集団生活を送る乳幼児の歌唱発達についても不特定多数ではなく限定した乳幼児

について質的視点による調査や研究もなされるべきだとも解釈できる。 

なお、音楽的発達や歌唱発達に限定した研究傾向が高く、乳幼児のための歌唱教材は発

表されてはいても、乳幼児の発達と歌唱教材の関係を明らかにしている研究が存在してい

ないように思われる。 

本研究の目的と方法 

本研究では、乳幼児が歌える歌、或いは、歌いやすい歌の歌唱教材考察を目的とし、研

究方法は１乳幼児に対して長期間の観察を行い、その乳幼児の歌唱発達経過を明らかにし、

乳幼児が歌いやすい歌を抽出、検討、考察した後、歌いやすい歌を作成し乳幼児に提示、

調査、考察の順序を踏み、『乳幼児が歌える歌』及び『乳幼児のための歌唱教材』について

考えることにした。 

乳幼児の歌唱発達経過調査方法 

保育園生活を送る乳幼児に限定し、歌を歌っている姿を確認できなかった乳幼児の中で、

以下 4 項目に該当する A 児、B 児の 2 児を抽出し、 

・保育園の出席率が良好 
・早退や遅刻が少ない 
・転居予定がない 
・音楽関係の課外活動を行っていない 

2 児それぞれが、歌 1 曲全てを歌うようになるまでの期間、1 人につき週に 1 回 9 時 30 分

から昼食時間までの約 2 時間から 2 時間 30 分かけて、行動を全て、観察した。 

 

観察方法：参与観察によって保育園登園後から昼食開始時間迄の観察対象児（A 児、B 児）

の行動を目で追い続けたままメモを取り、ボーイスレコーダーで記録した。保育には積極

的な参加はせず、観察対象児が関わりを求めて来た時には相手をした。観察対象児以外の

乳幼児が関わりを求めて来た時には、観察対象児の行動を目で追いながら観察対象児以外

の乳幼児と関り、その乳幼児との関りが終了したあとに観察対象児ついて記録を記した。 

観察後にフィールドノートを作成し、観察対象児が声を出した時の行動及び、歌唱スキ

ルに関わる事象を抽出、分析、検討を行った。 

観察対象児：Ａ児（男 1 歳 5 ヵ月から 2 歳 6 ヵ月に調査）1 歳 0 カ月目に入園、B 児（男

3 歳 4 カ月から 4 歳 2 カ月に調査）3 歳 3 カ月目に入園   

観察環境概要 

私立保育園（兵庫県） 

A 児 

クラス人数：1 歳児の時は 16～18 名、2 歳児の時は 24 名 



 

 

観察期間：2007 年 5 月～8 月、10 月～2008 年 3 月、5 月～7 月の期間に毎週火曜日（A 児

が欠席した日をのぞく） 合計 33 回 

Ｂ児 

クラス人数：24 名  

観察期間：2007 年 5 月～8 月、10 月～2008 年 3 月、毎週木曜日（B 児が欠席した日をの

ぞく） 合計 26 回 

クラス 24 人中、20 人が 2 歳児クラスからの持ち上がりで、3 歳児クラスから入園した 4

人のうち 3 人は、他保育園から転園してきた幼児 。3 歳 3 カ月時に保育園に入園した B

児は、保育園に入園するまで家庭で弟たちと遊ぶことはあっても同い年の幼児と関わるこ

とがほとんどなかった。観察開始の B 児の歌唱行動は、保育者や友だちが歌を歌っている

ときには、歌わずに見ているのみだった。 

結果 

A 児の場合 

33 回の観察中に、既成の歌 127 曲の 

延べ 297 曲を保育者あるいは室内に

いる乳幼児が歌った。A 児は、保育者

が歌う歌に、1 歳 6 カ月では身体を動

かし、1 歳 7 カ月で、歌詞の語尾に声

をあわせ、1 歳 8 カ月に旋律をなぞる

ように声をだし、1 歳 11 カ月にオノ

マトペの歌詞の部分を歌い、2 歳 1 カ

月に 歌詞にある単語ひとまとまり

を歌い、2 歳７ヵ月に、一人で【かえ

るのうた】（ドイツ民謡）を歌った。 

 Ａ児が、一人で歌の初めから終わり

まで歌った曲は、唯一【かえるのうた】

だった。A 児は、1 歳 6 カ月時に、保

育者が【かえるのうた】を歌っている

傍で、近くで遊んだり、多数の友だち

と一緒に大型積木や巧技台の上を登

ったり歩いたりしていた。ぞう、うさ

ぎ、たぬき、かえるに変身して動く一

斉活動での身体遊びの際には、かえる

になる時に、保育者がジャンプをしな

がら【かえるのうた】を歌う近くで、一緒にジャンプをしたりしていた。そして、2 歳 6 カ

月時に１人で、【かえるのうた】の全曲を歌った。 

表 1.A 児の歌唱発達 

年齢 歌った内容

１歳６か月

１歳７か月 （誰です）かー、（はじまる）よー、
（できまし）たぁ、じゃーん、

1歳８か月 旋律をなぞるように声をだす

１歳10か月（ぷいぷいの）ぷいー、（おともだ）ちー、
（やってきた）たぁ

1歳11か月かぽかぽ、××か×ばつか、

２歳

2歳１か月 ここですここです、（１番を歌いおえて）まいご
のまいごの（こねこちゃん）
（なまえをきいても）わからない、（おうちを
きいても）わからない、

2歳2か月 （誰です）か

２歳3か月

2歳5か月 （助けて助けて）おじいさん、
（おもちゃの）ちゃちゃちゃ、ばん！
ぴーぽーぴーぽー

2歳6か月 （ぱんだ、うさぎ）こあら、（おあたえくださる）
かみさまに

2歳7か月 １人で歌う場面がある

1

歳

児

ク

ラ

ス

1

学

期

１

歳

児

ク

ラ

ス

2

学

期

１

歳

児

ク

ラ

ス

3

学

期

2

歳

児

ク

ラ

ス

1

学

期



 

 

 

事例 1：【かえるのうた】 を歌った場面 2歳 6カ月 

その日はプール開きで全保育園児が一室に集合することになっていた。Ａ児をはじめとしたそのクラスの

乳幼児たち全員がその部屋に到着し、全保育園児が集まるのを床に座って待っていた時、Ａ児は、保育者

の横に立ち右手を保育者の肩に置き、外に置いてあるプールに視線をやりながら<かえるのうたがきこえて

くるよ。ゲゲゲゲゲガガガ>と、１人で歌った。 

B 児の場合 

26 回の観察

中に既成の歌

71 曲延べ 138

曲を、保育者あ

るいは室内にい

る幼児が歌った。  

3 歳 3 カ月時

に保育園に入園した B 児は、3 歳 5 カ月までは、同じクラスの幼児たちが歌を歌っていて

も、B 児だけは歌わず見ているだけだった。3 歳 6 カ月から 3 歳 9 カ月までは、みているだ

けではなく、歌にあわせて指を動かす、歌詞の最後<（きんぎょはどうしている）かしら>

（【雨】作詞杉山米子/作曲小松耕輔）を歌ったり、頭でリズムをとったりするようになっ

た。3 歳 10 カ月になると、みているよりも、身体を動かすことが増え、歌詞の一部を歌っ

たり、口を小さく動かしたりするようになった。4 歳 1 カ月時に【かえるのうた】（ドイツ

民謡）を友だちと一緒に歌った。【かえるのうた】は、翌月 2月の生活発表会でのオペレッ

タで使用するので 1 月中旬から、集団遊びの際に【かえるのうた】に合わせながら身体活

動を行っていた。 

事例 2：【かえるのうた】 を歌った場面 4歳 0カ月 

昼食前 

幼児達は、椅子に座っている。 

保育者は、電子オルガンを弾くために、電子オルガン用の椅子に座って 

いる。歌 【ぺんぎんちゃん】（まどみちお/作詞 中田喜直/作曲）を保

育者が弾きはじめると幼児の多くは口を大きくあけて歌いはじめるが、B

児は、歌詞 <サンキューかぶって>の部分を身ぶりをしているのみ。 

次の【ごりらのうた】（上坪マヤ/作詞  峰陽 /作曲）は、歌詞  <

えっほっほ >を胸をたたいて歌っている幼児が多く、 B 児

は、歌詞 <えっほっほ >の部分のみ、足でリズムをとっている。  

3曲目【かえるのうた】では、Ｂ児は手でリズムをとりながら（両手を空振り）歌っている。 

  年齢 保育者が歌っている際に B 児が起こした行動 

3 歳 1 学期 3 歳 5 ヶ月 見ている 

3 歳 2 学期・

3歳 3学期初

め 

3 歳 6 ヶ月～3 歳 9 ヶ月  見ている他に、指を動かす、歌詞の最後を歌う 

3 歳 10 ヶ月～4 歳 0 ヶ月  身体を動かすことが増える 

3 歳 3 学期 4 歳 1 ヶ月 ともだちと一緒に【かえるのうた】全曲を歌う 

男児 女児

B児

保育者

表 2. B 児の歌唱発達 

図 1.環境図 



 

 

Ａ児と B 児の共通点 

歌う姿を確認できなかった A 児と B 児が 1 曲を歌うまでの期間に、保育者が歌う歌に起

こす A 児と B 児の行動経過は、年齢が違っていても、ほぼ同じ経過をたどっていた。そし

て、Ａ児と B 児の 2 人が、歌の全曲を始めて歌った歌が【かえるのうた】（ドイツ民謡）

であった。 

A 児と B 児の共通点のもう一つに、一度歌ったことがある歌でも、その後、毎回、歌う

わけではないことや、短い歌の場合、歌おうと口をあけはじめた時には歌が終わってしま

うことがあることもあった。 

結果からの検討と仮説 

A 児と B 児が、どちらも、筆者の観察中に初めて一人で歌った歌が【かえるのうた】と

いう結果を、筆者自身は、全く予想をしていなかった。このように、2 人が共通して【かえ

るのうた】を歌った事実は、たまたま、偶然なのかも知れないが、2 人にとって【かえるの

うた】は、おそらく「歌いやすい歌」だったのだろう。 そこで次に、【かえるのうた】 が、

何故「歌いやすい歌」なのかを検討する。 

①【かえるのうた】歌詞からの検討 

【かえるのうた】 の歌詞は、 

<かえるのうたがきこえてくるよ>  <ゲゲゲゲゲゲゲゲ グァグァグァ> 

の、3 語文とオノマトペから成り立っている歌である。 

Ａ児の歌唱発達では、保育者がオノマトペを含んだ歌を歌う時に、１歳 11 カ月以後の A

児はオノマトペを歌うようになっていたので、2 歳 6 カ月で【かえるのうた】を歌った時に

は、すでに、オノマトペを歌える発達状況に達していたことが推測できる。一方、オノマ

トペ以外の歌詞<かえるのうたがきこえてくるよ>は 3 語文で成り立っている。本稿、先行

研究で説明をした歌唱発達は言葉の発達が同時進行するということからも、Ａ児が 3 語文

を話せるようになっているならば、歌詞での 3 語文も歌える時期に達していたと考えられ

る。実際、A 児は【かえるのうた】を歌った 2 歳 6 カ月には、すでに 3 語文を話せるよう

になっていた。 

すなわち、【かえるのうた】の歌詞は、三語文を話すことができ、オノマトペの歌詞を歌

える子どもならば、歌える歌詞であると考えられる。 

②【かえるのうた】旋律（メロディー）からの検討 

次に、旋律の特徴は、譜例の

ＡとＤは、同じ音型で同じ旋律

である。Ａ、Ｂ、Ｄは、同じ音

型である。Ｃは、同音、そして、

同リズムで構成されている。旋

譜例 1【.かえるのうた】 



 

 

律全体に、三度以上の音の跳躍もない。つまり、【かえるのうた】は、A－B－A の形式、A

と B の 2 つの旋律、かつ、1 旋律は 8 拍で構成した曲である。 

③【かえるのうた】の特徴と乳幼児が歌いやすい歌についての仮説 

【かえるのうた】の歌詞の中で文章になっている歌詞は、<かえるのうたがきこえてくる

よ>だけである。それらの単語「かえる」「うた」「きこえて」「くるよ」は、日頃、絵本や

保育者や乳幼児 どうしが話す会話に頻繁に使われやすい単語なので、乳幼児が歌詞を歌

う際、混乱が生じにくい歌なのではないだろうか。歌詞の長さについて、渕田は、年長児

が創作した歌の研究から、5 歳にもなると日常生活に使う言葉はほとんど理解し、抽象的な

単語の理解もできていても彼らが創作する歌詞の長さは短い 8ことを説明している。これは、

自分が創作した歌について言及しているので、他者が創作した歌について、前述の梅本説

から考えてみても同様とはいえない。だが、言葉巧みに使えるようになってきた 5 歳児で

すら長い歌詞の歌を創作して歌わないということもあるので、単語が沢山でてくるような

長い歌ではない方がよいとも考えられる。 

このようなわけで、【かえるのうた】の特徴から乳幼児が歌いやすい歌は、①乳幼児が日

頃使う言葉を使用している、②オノマトペを含める、③3 語文まで、④旋律が単純の 4 点を

含めた『憶えやすい歌』あるいは『覚えやすさ』ではないかと考えた。 

乳幼児が憶えやすい歌の検討 

そこで、実際に、・乳幼児が日頃使う言葉を使用、・オノマトペを含める、・3 語文まで、・

1 旋律が 8 拍まで、・Ａ-B-A 形式と『憶えやすさ』に基づいた歌【うさぎくみのサンタクロ

ース】を作成し、（2 歳児クラス音楽会で歌う歌の作成の依頼を受けていた）2 歳児クラスの子ども

たちが歌い、その様子をビデオ録画、検討を行った。 



 

 

 

歌の作成で留意したこと 

2 歳児クラスの子どもが音楽会で歌う歌用のため、【かえるのうた】のような 20 秒ほどで

歌い終わる歌では、前述に A 児 B 児の調査結果の共通点で記した「短い歌だと歌を歌おう

と口をあけはじめた時には歌が終わってしまう」という可能性があるので、【かえるのうた】

よりも長い曲を作成した。 

そこで、  

旋律 A○a (8 拍),○b (8 拍), ○a (8 拍),○b (8 拍)で、8 小節、 

旋律 B○c (8 拍),○d (8 拍),○e (8 拍),○f (8 拍)で、8 小節、 

旋律 A’○a (8 拍),○b (8 拍), ○a (8 拍),○g  (8 拍)で、8 小節の合計 24 小節の歌を作成した。（【か

えるのうた】は、3 旋律 8 小節）。全部で 12 旋律 24 小節である。 

ただし、乳幼児が『憶えやすい』ことには留意し、○a ○b ○c ○d ○e ○f ○g の 7 旋律で構成し。

旋律 A の音型○a と○b 、旋律 B の音型○c と○d と○e は同じ音型にし、さらに、旋律 B○f と旋律

A’ ○g は、曲の中で 1 回のみの使用なので、旋律が複雑にならないように 2 度跳躍にした。 

歌詞については、<サンサンサンタクロース><サンサンおひさまみたい> 

<うさぎくみでまってるね><にこにこえがおでまってるね> 

<サンタクロース><まってるね> 

オノマトペに 「サンサン」、単語には、日頃、こどもが会話や絵本で聞き覚えがある単

語や、クラス名「うさぎくみ」「サンタクロース」「おひさま」「うさぎくみ」「にこにこ」「ま

譜例 2.うさぎくみのサンタクロース 



 

 

ってるね」「○○みたい」6 つを使用し、2 語文に仕上げた。3 語文に仕上げなかったのは、

旋律が【かえるのうた】と比較して【うさぎくみのサンタクロース】が複雑になっている

ことを考慮したからである。 

調査方法 

楽譜渡し 2013 年 10 月 29 日 

実施日時 2013 年 11 月 28 日（練習会） 

実施場所 音楽会会場 

2 歳児クラス 9 名 

結果 

個々の結果を表 2 に示した。 

9 人のうち、女児 1 名が歌い始めから歌い終わ

りまで、顔を手で覆っていて調査不可能だった

ため、女児 6 人、男児 2 名についてビデオ録画 

から乳幼児たちの様子を調査した。 

7 名、87.5％の乳幼児は、歌「うさぎくみのサンタクロース」の大部分を歌っていた。各

フレーズの冒頭は口の開きが小さく、フレーズの最後が大きくなっていた。男児 2 のみ♪た

い ♪ロース ♪ね ♪るね ♪お（ひさま）みたいと、ところどころ歌っていた。ただし、子どもた

ちは歌っていたことは歌っていたものの、子どもたちの表情に「生き生きさ」を見受ける

ことができなかった。  

後 方

女

児
1

女

児
2

女

児
3

女
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男

児
1

女
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男

児
2

保育者

（副担）

保育者

（担任）

保育者見学

保育者見学 保育者見学

図 2.環境図 



 

 

表 2.【うさぎくみのサンタクロース】を歌った 2 歳児たちの様子 

最終考察 

【かえるのうた】に比べて 3 倍も長い歌であったにも関わらず、部分歌唱をした乳幼児 1

名を除く、87.5%の乳幼児が、【うさぎくみのサンタクロース】の歌をほぼ全曲を歌ってい

たということは、A 児と B 児の歌唱発達経過と【かえるのうた】の歌から考察した歌いや

すい歌の条件、①乳幼児が日頃使う言葉を使用、②オノマトペを含める、③3 語文まで、④

 歌        詞  (口が動いていた部分を太字) 

女児 

1 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース サンサンサンタク

ロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

歌い始めは、口を大きくあけて歌い、途中から口を小さくして歌う。最初から最後まで、首をふりながら歌う。 

女児 

2 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース １サンサンサンタク

ロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

歌い始めは、口を大きくあけて歌い、途中から口を小さくして歌う。1援助にはいった保育者の行動を目で追いながら歌

っている。 

女児 

3 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい１サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいなうさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね 2 サンタクロース サンサンサンタクロ

ース 3サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース  まーーってるね 4「まってるねぇ」  

１自分の指先をみている。２下を向いていて調査不可能。３首を上下にふっている。4「まってるね」は遅れて言う。 

女児 

4 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみ 3でまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース 1サンサンサンタク

ロース 2サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

1.,2下を向いていて調査不可能。 3以後、女児 7 を見ながら歌っている。 

男児 

1 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース サンサンサンタクロ

ース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

普段、話す口の大きさに口をあけて歌っている。 

女児 

5 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタクロ

ースにあいたいな 

うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース サンサンサンタクロース サンサンおひさ

まみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

顔を手で覆っているため、調査不可能 

女児 

6 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみでまってるね にこにこえが 1 おでまってるね サンタクロース サンサンサンタク

ロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

大きな口を開けて歌っている。1以後、節のはじめの「サン」のみは、口が小さい。 

女児 

7 

1 サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース サンサンサンタクロ

ース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

1下を向いているため、調査不可能。一曲中、口を小さくあけて、歌っている。 

男児 

2 

サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンサンサンタクロース サンサンおひさまみたい サンタク

ロースにあいたいな 

うさぎくみでまってるね にこにこえがおでまってるね サンタクロース サンサンサンタクロース サンサンおひ

さまみたい サンサンサンタクロース まーーってるね 「まってるねぇ」  

ところどころ、語尾で口が動いている。 



 

 

1 旋律が 8 拍まで、⑤Ａ-B-A 形式、そして、それらをまとめたキーワード『憶えやすさ』

は、乳幼児にとっては歌いやすい歌の条件と考えても良いのではないかと思われる。いま

まで、歌の指導や援助については『イメージがわくように』というキーワードが重視され

てきていて『イメージがわくように』も歌いやすい歌の条件であるが、『憶えやすさ』も乳

幼児が歌を歌える条件の一つに加えられると考えることもできるかも知れない。 

本稿は、乳幼児が歌える歌、或いは、歌いやすい歌とは、どのような歌なのかを探るこ

とを目的に、研究方法は１乳幼児に対して長期間の観察を行い、その乳幼児の歌唱発達経

過を明らかにし、乳幼児が歌いやすい曲を抽出、歌いやすい歌の検討を行い、今ほど述べ

たように『憶えやすさ』を一つの条件に挙げた。しかし、【うさぎくみのサンタクロース】

を歌う子ども達の歌っている姿に「生き生きさ」を見受けることができなかった。歌いや

すさ、『乳幼児が歌える歌』及び『乳幼児のための歌唱教材』には、子どもの生き生きした

姿が存在してこそ、適した歌唱教材といえるはずである。よって、『憶えやすさ』の他にも

条件があると思われる。 

今後の展望 

【うさぎくみのサンタクロース】を歌った乳幼児の人数がわずかなうえに、粗描的な調

査であったので、今後、歌唱した回数や時間など精緻な調査を行い、今回の結果について

再検討していくつもりである。なお、男児 2 が部分歌唱であったことや、子ども達に「生

き生きさ」がなかったことについて検討していくことも、今後の課題である。 



 

 

本稿の調査で使用した曲以外に作成した曲（絵本を題材に作成） 

たまごのあかちゃん 作： 神沢 利子 絵： 柳生 弦一郎 出版社： 福音館書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にんじんとごぼうとだいこん 作： （日本民話） 絵： 和歌山 静子 出版社： 鈴木出版  
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本学における姫路市シニアオープンカレッジ 
 

池田武弘 
 

1、 はじめに 

姫路市シニアオープンカレッジは姫路市が生涯現役社会の実現に寄与することを目的として、

市内の大学が開設する公開講座に対して支援する事業である。本学は地域貢献事業の一つとして、

2014年度もこの事業に参加し、＜表1＞の通り５講座開講した。これらの講座を丁寧に検証し、シ

ニアを対象とした講座のあり方について今後の方向性を探ってみることにする。 

 

2、 事業内容 

シニアカレッジ講座計画書の作成にあたっては従来から本学の独自性や地域性を考慮してプロ

グラムづくりを心がけて作成していた。しかし、福島明美氏の著書「未来を拓く地域づくり」[1]

を読んで、プログラムの立案にあたって「学びと遊びのバランス」の視点に欠けていたことに気づ

いた。これは福島氏が地域づくりについて長年にわたるコーディネーターとしての経験をもとに地

域づくりの事業について書かれたものであり、この中に魅力あるプログラムのカギとして12点をあ

げている中の一つであるが、筆者には大きな示唆を与えられた。 

 高等教育機関が行うカルチャー型の講義は学び中心の講座になりがちであり、シニア世代の参加

者に生きがいを感じてもらい、満足してもらうためには、この「学びと遊びのバランス」は不可欠

の要素であると思われたからである。 

 そこで2014年度のシニア講座のプログラム作成にあたって、この点に留意することとした。この

ことは各講座終了後の感想から、「学びと遊びのバランス」がいかに重要であるかということを再

認識することにもなった。 

 具体的なプログラム作成にあたっては、昨年のプログラム作成の段階で数十年前から日野社会教

育センターが着手した「いきいき体操」（日野市委託事業）[2] が高齢者事業として先駆的な役割

を果たしていることに注目していた。そこで今回も「健康づくり」というニーズを重視した。この

趣旨にそってシニア向けの健康づくり体操を取り入れた。担当の教員からも「いきいき体操」の趣

旨に沿った提案が出され、実践することにした。 

 これらのことをふまえて2014年度は全5回の開講科目を＜表1＞のように決定した。 

                                

 

 

 



 ＜表1＞ 

第１回 10月2日 （木） 豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ 

第2回 10月9日 （木） 動きやすく疲れにくい体を作る(パートⅡ) 

第3回 10月16日 （木） 世界のおもちゃと遊ぼう 

第4回 10月23日 （木） イキイキ笑いの健康体操(パートⅡ) 

第5回 10月30日 （木） 水彩画入門 

 

各回の講座内容の概要は次のようなものである。（レジメ抜粋） 

第1回 豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ。 

      （1）今日のお花 

    （2）ワンス アポナ タイム 

    （3）アナと雪の女王 

    （4）床の間は展覧会？ 

    （5）心を包む「ふろしき」 

      ・華やかに包む 

      ・お菓子の箱などを包む 

      ・ビンを包む 

      ・バッグにする  

    （6）誰かがどこかで見ていてくれる 

   

 第2回 動きやすく疲れにくい体を作る（パートⅡ） 

    （1）ウォーミングアップ 曲に合わせて体を動かしましょう。 

    （2）理想的な姿勢とは 

     ○側面 人間の体を積み木を重ねたものと考える。 

      釣り合いがすべてとれると安定。 

     ○前面 釣り合いの取れた姿勢は左右均等に見える。 

    （3）姿勢症候群 

      姿勢筋を不均衡に使いすぎると、対立する拮抗筋が弱まる。 

    （4）下の積み木から安定させる 

     足､下腿､大腿､骨盤、腰椎､胸椎､肩甲骨､頚･頭部のトレーニング 

    （5）ストレッチ 

    （6）有酸素運動 1週間に3回、各40分 



第3回 世界のおもちゃと遊ぼう 

    ○子どもは遊ぶことが仕事 

    ○現代の子供達、遊び場が喪失している。 

    ○大人になっても遊び心は人生を豊かにする。 

     ドイツのおもちゃ店のパッケージ・・・年齢表に「6歳～99歳」とある。老いも若きも、

男も女も、ハンディキャップのある人もない人も、誰でもが楽しむための生活の道具で

ある。 

○おもちゃの文化継承 

    ○世界のおもちゃ、みんなで遊んでみよう 

 

第4回 イキイキ笑いの健康体操（パートⅡ） 

   （1）孫と遊ぼう 

     ①短期大学付属幼稚園の子供達と楽しく体を動かします。 

     ②新聞ボールを使ってボール遊びの基礎を体験しましょう。 

   （2）肩こり解消体操・腰痛予防体操 

     ①ヨガマットとバスタオルを使用して肩こり解消体操 

     ②ヨガマットとバスタオルを使用して腰痛予防体操 

 

 第5回 水彩画入門 

   （1）何を描くのか 

     ①風景画 ②静物画 ③人物画 ④想像画 

   （2）どのように描くのか 

     ①写実的表現 ②心象的表現 ③抽象的表現 

   （3）何を使って表現するのか 

     ①下書き ②水彩画 ③水彩用具 

   （4）表現方法の工夫 

     「混色と重色」 

     ①混色 ②重色 

     「表現方法」 

     ①ウォッシュ ②グリザイユ ③ドライブラシ ④点描 

     ⑤ドリッピング マスキング 
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3、 受講者とアンケートの所見 

今回の延べ受講者は220名であったが。各講座終了時にアンケートの記入を依頼したが、回収

をできたのは210名であった。このため以下210名についての分析を試みることにする。   な

おアンケートは姫路市で作成されたもので、項目は受講者に関する項目が、性別、年齢、住ま

い、受講日となっており、続いて受講した講義についての評価・感想・参加した理由となって

いる。また初めての受講者にはどこで知ったか・以前から知っていたかを聞き、続いて他大学

の講座を含めて受講する講座、来年度取り上げてほしい講座、来年度の受講の有無の項目があ

り、最後に意見・感想を記入する欄が設けられている。 

 

（１） 性別                 ＜表2＞（縦軸は人数を表す。以下同様） 

  男女比については女子が圧倒的に多く

80％を占めていた。姫路市のまとめ [3]では

四大学全体で男性受講者が45.6％を占めて

いるが、本学では女性に興味をもたれるテー

マが多く、男性に「学びたい」という欲求を

高めるテーマが少なかったと考えられる。本

学の幼児教育を専門とする分野を活かそう

とすると、やむを得ないが、今後男性にも魅

力を感じてもらう科目設定に検討を加えた

い。 

＜表2＞ 

 

 （２） 年齢構成         

各回の年齢構成は＜表3＞のとおりで、50

代は10,5％、60代が最も多く62,4％を占めた。

つづいて70代が26,7％、80代の受講者が1名

あった。シニアオープンカレッジの目的から

すると50歳代の参加者が多いと予測してい

たが、10.5％と下回った。姫路市のまとめ[3]

でも50歳代の受講者が6.9％であった。 

これは「シニア」ということばの定義に

ついて、一般に言われている60歳以後と考え

る人が多かったか、もしくは就業人口の変化

＜表3＞ 



による影響があったと考えられる。この点については今後検証する余地がある。 

 

（３） 参加者の住まい 

   参加者1名をのぞき姫路市在住の市民であった。回を重ねるごとに他市からの参加者が減

少し、「シニアオープンカレッジ」は姫路市民のための講座であるということが、定着して

きたといえる。 

 

（４） 姫路市シニアオープンカレッジをどこで知ったか    ＜表4＞ 

  広報ひめじ9月号、ちらし、ホー

ムページ、家族や知り合い、その

他と5項目設けられていたが、回

答者１２８名のうち「広報ひめじ

9月号」が圧倒的に多く、家族や

知り合いが11名で、チラシ（白浜

で入手）が1名のみであった。 

  「広報ひめじ」がシニア世代によ

く読まれていることは、聞き取り

調査でもうなずけた。 

＜表4＞ 

 

 

  4、受講者の評価 

 評価内容は講義時間、講義内容、参加者の感想の3項目で、講義時間については、a-長い、

b-適当、c-短い 講義内容はa-難しい、b-適当、c-易しい、の3段階で、参加後の感想はa-非

常に良い、b-良い、c-ふつう、d-あまり良くない、e-悪い、の5段階評価である。 

（１） 講義時間 

開講時間は各講座とも85分であったが、評価結果から見ると、適当であったと思われる。 

（２） 講義内容 

  ＜表5＞のようにほとんどの人が適当であったと回答していることは概ね成功であったとい

える。 

 

＜表5＞ 
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（３）参加後の各講座についての評価                  ＜表6＞ 

   「非常に良い」「良い」という評価が

圧倒的に多かったことは、あとの感想

で裏付けられ、今回の各講座が好評を

得ることができたことを示している。 

    長期間継続して行う講座ではないた

めに、シニア世代のニーズを取り入

れ、企画段階から非日常性も取り入

れたことが好評を得る結果につなが

ったと思われる。＜表6＞ 

 

（４）各講座の概評 

   第１回「豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ」は日常生活に日本の美を取り入れ、伝統

的な日本の住空間を活かす工夫や、ふろしきの包み方の実践を通して伝統文化を学ぶ内容であ

った。受講者が日本の日常生活における伝統文化には「おもてなしの心」が根底にあることを、

実感をもって感じてもらえたことが好評につながった。日常の生活における経験を活かした工
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夫が関心を呼んだと思われる。 

 

第２回「動きやすく疲れにくい体をつくる」は昨年講師がアスリートをめざしていたなか筋肉

を痛め、身体の筋肉に強い関心を持つようになった自らの経験を導入として話され、多くの受

講者が共感されて実技に取り組み、好評であったことから今回パートⅡとして開講した講座で

ある。 

「すごく楽しくとても為になった。運動の大切さが心からわかった」 

「このような機会をもっともってほしい。」 

「とても為になった。家でも続けたい。」というような感想から、シニア世代の健康志向が非

常に高いことが分かる。 

 

第３回「世界のおもちゃと遊ぼう」は世界のおもちゃを有する本学幼児教育研究センターでの

開催であったが、参加者にとってどのような感じを持たれるか心配していたが、感想として「楽

しかった。孫たちに伝えたい。」 

「おもちゃの遊びはわれを忘れてしまいました。」等楽しんでいただけたようである。 

 

 第４回「イキイキ笑いの健康体操」も、昨年本学の特色をいかし、幼稚園児と一緒にボール遊び

を取り入れた体操であったが、次回も開講してほしいという要望が多かったので今回も開講し

た。しかしシニアが5歳児を背負うと重すぎるという苦情もあったので、本年度は4歳児を参加

させてパートⅡとして実施した。高齢者が孫の世代と遊ぶ機会がほとんどないということで、

本年度もこの講座は大変人気がある講座となった。 

 感想文の中にもこれを裏づけるような「孫のいない私にはとっても楽しかったです。」 

「ひさしぶりに子供達と遊び楽しかったです。」 

「4歳児の笑顔、ダッコおんぶ日ごろの腰痛もなんのその幸せでした。」 

「私の孫のようで太ももを踏まれたときは痛かったでも楽しかった。」等の記述がみられた。 

この講座は体操だけでなく、家庭形態の変化により、夫婦のみで暮らすシニア層に「大人と子

どもの関わり」の関心を深め、コミニュニケーションの重要性を認識してもらうことにつなが

った。 

 

 第５回「水彩画入門」は絵を描くことに躊躇する人も見られたが、どのように描くのか、表

現方法について等、講師の作品を見ながら説明が行われたので、「絵をかくことはありません

でした。よい経験をさせて頂きました。」 

「今日は基本から教えてもらって良かった。」などの感想をみると、絵を描くことの楽しさを
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味わってもらったようである。またこの期間中に講師の作品展を開催したことが、絵を描くこ

との意欲を沸き起こすことにつながった。 

 

  

 5、本学の講座受講生の他大学受講状況      ＜表7＞ 

  受講者の39％が本学の 

 講座のみに参加し、他大 

学への参加者は＜表7＞の 

ようになっている。ただ 

 し数名がすべての大学の 

 講座に参加している。 

  本学のみの受講生の感 

 想に、講座の内容だけで 

 はなく、駐車場の案内から 

受付・講師の態度に「暖か

さを感じる。」ということが大きな要素を占めていることがわかった。参加者を大切にするとい

うことは地域を大切にする活動の展開に不可欠の要素となることをあらわしている。 

 

 6、次回への要望と意見・感想 

    健康体操に関する講座への要望がもっとも多く、中には低体温解消の体温を上げる講座の開設

要望もあった。また感想欄に各講座とも「大変勉強になり楽しいひと時であった」という記入がみ

られた事は企画で留意したことが間違いではなかったことを裏付けることになった。 

 

7.今後の課題 

 （1）今までの経緯 

 姫路市シニアオープンカレッジは2007年姫路市の市長公室政策推進室が中心となって市内の各

大学がシニアを対象とした公開講座を開設することから始まった。高齢化時代をにらみこのような

講座を主導した行政の取り組みとしては早いほうであった。本学もこれに参加し、2007年「子ども

大変時代の教育学」というテーマで教育学の講座を行った。内容は「教育学における二つの問い」

「哲学の問いと教育学の問い」からはじまり、21 世紀の教育、子育てをどうするのかという講座

であった。2008年は「私たちが受けた教育は何を目指したのか。～大思想家に学ぶ近代教育の理念

～」というテーマで実施した。 

2009年実施結果を検証してシニアオープンカレッジについて根本的な見直しを行った。そして従



来の講座が「生涯学習」の一環として行ってきたものであったが、「高齢化社会」への対応として、

「生きるよろこび」につながる講座を企画することになった。「生涯学習」はlifelong learning

の訳で生涯主体的に学ぶ学習活動であり、多くの大学で行われている「生涯学習」が受講科目を設

定して、継続的に行われているリカレント教育であるとすると、短期間で行う講座はこれと異なる

と判断したからである。また「生涯教育」のように知識の一方的な伝達に陥りやすいことも反省し

た。 

そこで2010年から企画委員が話し合い「まごまごしない高齢者」というテーマで高齢者が現代の

社会に取り残されないような講座が企画された。しかし「自分史の作り方」や「次世代に何を残し

ますか」という講座は好評であったが、「デジタル世代の遊び方」やデジタル写真を元にした絵手

紙作成」等の講座は時間的な制約もあり、難しかったようである。2012年シニアオープンカレッジ

についてさらに検討を重ね、「今を味わう～見る・動く・考えるシニアのきらめき」2013年は「生

きがいを感じるシニアのきらめき」、2014年は「今を味わうシニアの輝き」というテーマで企画を

一新した。シニア世代に生きる価値や意味を与える「生きがい」に焦点をあて、「生きがい」に直

結するといわれる美術系や健康体育系の講座、「趣味」を深める5講座を開設した。その結果受講

者から高い評価を得ることが出来た。「生きる喜びを」味わってもらったことは幸いであった。 

  

 （2）今後のシニアオープンカレッジの企画の方向 

今後のシニアオープンカレッジの企画について、「地域の特性」と「プロダクティブ・エイジン

グ」ということを考慮して方向性を検討したいと考えている。 

<まず、第一に地域の特性について> 

 姫路城は第二次世界大戦の被災を免れ、世界文化遺産に登録されている。先ごろ平成の大修復工

事が行われたが、この事業は姫路市が市民に説明会を開いて市民の協力を得て行ったという点で、

市民の「郷土愛を育む」という効果をもたらした。 

また、姫路城は城郭建築を代表する建造物であり、姫路市が「世界に発信できる文化」をもった地

域である、という将来性を秘めている。 

 姫路城だけに限定するのではなく、城下町として栄えた姫路の歴史的文化を丁寧に把握し、それ

を各方面に発信することによってさらに「歴史文化豊かな姫路市」として発展していく可能性をも

つものと考えられる。 

 また、本学が市の政策研究で「キリシタン遺跡について」発表したが、これはキリスト教につい

て姫路市を中心とした播磨地方が特異な歴史をもつ地域として世界に発信できるものの一つとし

て取り組んだものである。姫路を中心とした播磨地方はキリシタンの歴史において、最後まで信仰

を貫いた姫路の黒田官兵衛、明石城主高山右近、室津の小西行長、三木城主前野長康と4人のキリ

シタン大名がいて信者も増加し、「キリシタン王国」とまで言われた。池田輝政の時代にも厳しい



取り締まりは行われなかった。禁制にもかかわらず宣教師が在住し多くの信者を生み出している。

本多時代から厳しい取り締まりが行われ、いわゆる「隠れキリシタン」の時代に入ったが、現在も

姫路藩の領地であった加西には多くのキリシタン遺跡が残っており、姫路市内にも現存する遺跡が

みられる。このような歴史をもつ地域は全国的にもめずらしい。 

 このように地域の歴史に欠落した断層を見出し、特殊ともいえる歴史の研究をすることは未知の

地域形成の歴史に新しい素材を提供することになると考えるからである。 

金子勇氏が地域活性化について、持ち駒見直しに触れ「地域の活性化はその地域の持ち駒を見直

すことから始まる。持ち駒は歴史・風土に根ざすことが肝要で」[4] と述べているように、地域を

象徴する歴史的資源を掘り起こし、シニア世代の「関心」を高め、「生きがい」につながるような

活動は地域の活性化のためにも重要である。このような意味を考えるとシニアオープンカレッジで

地域の歴史を活かした講座を企画することは地域貢献として大きな意義があるものと考える。 

 

<第二に「プロダクティブ・エイジング（Productive Aging）」について> 

 この言葉はバトラー(R.N.Butler)によって提唱されたが、日本では「生涯現役」という言葉で広

く普及している。生産性の概念を提唱したものであるが、地域の「社会貢献」という意義を持って

いる。 

近年日本における急速な高齢化の進展については家族形態の弱体化をもたらし、高齢者の「夫婦

家族」という世帯が増大してきた。この結果今後森岡清志氏が指摘しているように、高齢者の主体

的な生活設計が、社会に大きな影響をもたらす [5] ということが考えられるようになり、すでに

「生涯現役社会の実現」が国の目標となっている。厚生労働省の受託事業として取り組んでいる愛

知県、はじめ埼玉県、三重県などでは積極的な取り組みがなされている。 

 このような社会の変化に鑑み、本学でも「プロダクティブ・エイジング（Productive Aging）」

に繋がるような企画をすることが急務であると考える。 

具体的には本年度実施したシニアオープンカレッジのアンケートの評価と上記の観点から 

 ①健康維持のための運動、 

 ②暮らしの工夫、 

 ③生きる喜びとしての「生きがい」に直結する美術系や技術系の「趣味」の講座 

 ④地域の特色ある歴史学習などが候補として浮かんでくる。 

特に健康については「健康な長寿」の重要性を実現できるものにしなければならないであろう。ス

ポーツ社会学の研究者である高尾将幸氏が「『健康』語りと日本社会」の中で、「健康寿命」[6]

という言葉に注目している。 

これは東北大学医学部の調査研究グループが「活動的平均寿命」を「健康寿命」と名づけたこと

に由来する言葉であり、これこそが高齢者が豊かな人生を過ごすために大切なものであると紹介し



ている。 

 これは今後シニア講座実施に当たってぜひ参考にすべき事項であると考える。 

 本学においてこのような講座を高等教育機関としてもつ「知」を活かした「価値を創造する暮ら

し」として位置づけ、その上に立って本学の特色を活かした講座を設定していきたいと思う。 

   

 （参考資料） 

 （1）未来を拓く地域づくり－楽しく実践する12のヒント- 福島明美 かもがわ出版 2014. 

 （2）人がつながる居場所のつくりかた 日野社会教育センター WAVE出版 2014. 

  (3)「平成26年度姫路市シニアオープンカレッジアンケート結果まとめ」 

     平成26年度姫路四大学連携会議配布資料より  2015. 

(4)「成熟社会」を解読する 金子勇 ミネルバ書房 2014. 

  (5) 地域の社会学 森岡清志「編」 有斐閣 2012. 

  （6）「健康」語りと日本社会 高尾将幸 新評論 2014. 
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１．はじめに   

 幼児の食物アレルギーは，近年ますます増加の一途を辿っている[1]。０歳から５歳

までの幼児を対象とした教育・保育を担っている幼稚園，保育園，認定こども園（以下

幼稚園等として総称する）に取っては，子どもの食物アレルギーの問題は，ときには緊

急の対応を必要とされる最重要事項の一つである[2]。特に給食を提供している施設に取

っては，この問題は非常に緊張を要する重要事項であり，(1) 食物アレルギーを持つ園

児の実態調査，(2) 自園の提供する給食にアレルギー物質が含まれているかどうかの正

確な認識，の二点を常に明らかにしていくことが要求されている。第一点については，



実際には，園児の保護者の自己申告に頼っているのが現状である。ただまだ年齢が幼い

だけに，食べたことのない食材もありうることを考えると，それ以外の科学的でかつ簡

易なチェック法の開発が望まれる。第二点については，アレルギーがあると申告された

園児には，通常はアレルギーがあると申告された食材を除いて給食を提供しているのが

実態である。それでは，実際に提供されている給食にはどの程度のアレルギー物質が含

まれているのであろうか？ 我々は今回実際に姫路市内の幼稚園等で提供されている給

食の中に含まれている可能性のある 7 品種の検査を行った。 

 

２．方法 

 協力していただける幼稚園等に園児に提供したものと同じ食材をすぐに冷凍保存し

ていただき, 株式会社 Qualtec に移送。迅速に検査を行った。 

アレルギー分析は，「食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関

する内閣府令」で表示を義務付けられた特定原材料７品目（卵，乳，小麦，そば，

落花生，えび，かに）について行われた。試料は，前処理・均一化を行った後、抽出処

理を行い，ELISA 法で定量試験を行った後，特定原材料由来の蛋白質 10 g/g 以上の検

体をウェスタンブロット法，PCR 法を用いた定性試験で行った。 

 分析には，FASTKITエライザ（日本ハム製），FASPEKエライザ II（森永製），FASPEK

ウエスタンブロットキット（森永製），アレルゲンチェッカーが用いられた。これらのア

レルギー検査キットは、「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」（平成 22 年

9 月 10 日消食表第 286 号消費者庁次長通知）に示されているところであるが、その後、

当該通知の一部が改正された。これを踏まえ、「アレルギー物質を含む食品の検査方法 

について（参考）」（平成 22 年９月 10 日当職事務連絡）の一部も改正されたが、これ

らの指針に準拠したものである。 

 

３．結果と考察 

併せて７施設から提供された食材中に含まれていたアレルギー物質を表にまとめた。

表にあるように，ほとんどのアレルギー物質は含まれていなかったが，いくつかの物質

は含まれていた。興味深いのは，D 園と F 園，C 園と E 園はほぼ同じ献立であったのに，

C 園と D 園では検出されなかったことである。A 園では，卵（卵白アルブミン）と牛乳

（カゼイン）が検出されたが，献立を見るとワッフルポテトがあり，おそらくこれが原

因と考えられる。B 園では，おかず中に卵（卵白アルブミン）が検出されたが，これはマ

ヨネーズに含まれていたと考えられる。E 園では，汁物の中に牛乳（カゼイン）が含まれ

ていたが，献立を見るとコーンクリームチャウダーとあり，納得できる。むしろ同じ献

立の C 園で検出されなかったことがどのような配慮がなされたのか，興味深いところで

ある。F 園では，最も多くのアレルゲンが検出された。おそらくおかず中のコロッケに小

麦（グリアジン），牛乳（カゼイン）が含まれていたと思われるし，汁物の月見汁に卵（卵



白アルブミン）が入っていた 

表１ ７施設における給食の食物アレルゲンの有無 

 食種 献立 検出アレルゲン 

A 園 おかず 鶏肉照り煮，グリーンピース棒天，ワッ

フルポテト，春雨サラダ，プチトマト 

卵（卵白アルブミン） 

牛乳（カゼイン） 

B 園 おかず 豚肉の生姜焼き，野菜のマヨネーズ和え 

 

卵（卵白アルブミン） 

汁物 きのこスープ ND 

C 園 おかず 野菜のポン酢和え 

 

ND 

汁物 コーンクリームチャウダー 

 

ND 

D 園 おかず 豚の生姜焼、ブロッコリーの昆布茶和え ND 

汁物 月見汁 ND 

E 園 おかず 野菜のポン酢和え ND 

汁物 コーンクリームチャウダー 

 

牛乳（カゼイン） 

F 園 おかず コロッケ、ブロッコリーの昆布茶和え 小麦（グリアジン） 

牛乳（カゼイン） 

汁物 月見汁 卵（卵白アルブミン） 

G 園 おかず おかず：肉じゃが、胡瓜の昆布和え 

キウイ 

ND 

汁物 味噌汁 

 

小麦 （グリアジン） 

卵 （卵白アルブミン） 

ND: not detected 検出せず 

 

のだろうが，この場合は D 園が豚の生姜焼きで，どのアレルゲンも検出されなかったこと

を考えると，コロッケがすべてのアレルゲンとみなすことができるのだろう。一方， G 園

で検出された小麦（グリアジン），卵（卵白アルブミン）は味噌汁中だが，これは食材に工

夫をすれば，検出感度以下にすることは可能であろう。A 園のワッフルポテト，B 園のマヨ

ネーズはそれを避けることによって，アレルギーを持つ園児への対応は可能であろう。E 園

のコーンクリームチャウダー，F 園の月見汁は，材料に工夫をすることにより，アレルゲン

の量を減らすことができるかもしれない。 

ただこの含まれている基準は食材 1g あたり 1 ng 以上であり，実際にアレルギー症状

の出る可能性のある基準（通常 10 mg ぐらい）よりは相当低い。 

多くの園では事前に園児の保護者からアレルギーなどを自己申告してもらっており，ア



レルゲンが含まれる食材はそれに代わるおかずを提供していると思われる。問題は，アレ

ルゲンが含まれていることを想定しない給食にアレルゲンが含まれてしまう可能性である。

もし簡単な検査法があり，給食調理の都度テストができれば，このような予期しないアレ

ルゲンの混入は余程防げるであろう。 

 

４．結語 

1) 対象としたそれぞれの施設で提供されている給食は，適正に管理されており，アレルギ

ー物質に関しては，事故の起こる可能性があまりない水準に保たれていた。 

2) それにもかかわらず，各施設では，アレルギー物質を含んだ給食を提供している可能性

を捨てきれず，不安をかかえながら，毎日給食を提供している。今回行った検査を毎日

行なえれば，その不安はおよそ解消されるが，検査には時間もかかり，検査ができる施

設も全国に限られていること，検査にかかる費用が高額であること等の理由によって，

検査を継続して行うことは実際には困難である。もっと簡便に検査できる方法を確立し

ていくことが望まれる。 
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検査No.　１
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

A園検体名

キット名 方法

【おかず】

モリナガ FASPEK　

特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

依頼者

検査項目

検査項目 結果

ロット No おかず

検査結果報告書

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：鶏肉照り煮、グリーンピース棒天

ワッフルポテト、春雨サラダ、プチトマト



 

検査No.　2
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

依頼者

検体名

検査項目

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

キット名 検査項目 結果 方法

B園

特定原材料５品目および甲殻類

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：豚肉の生姜焼、野菜のマヨネーズ和え

汁物：きのこスープ



 

検査No.　3
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

以上

【汁物】

【おかず】

モリナガ FASPEK　

キット名 検査項目 結果 方法

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 C園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：野菜のポン酢和え

汁物：コーンクリームチャウダー



 

検査No.　4
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

以上

【汁物】

【おかず】

モリナガ FASPEK　

検査項目 結果 方法キット名

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 D園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：豚の生姜焼、ブロッコリーの昆布茶和え

汁物：月見汁



 

検査No.　5
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名 検査項目 結果 方法

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 E園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：野菜のポン酢和え

汁物：コーンクリームチャウダー



 

検査No. 6
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果
方法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出 ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

検査項目 結果

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 F園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：コロッケ、ブロッコリーの昆布茶和え

汁物：月見汁



 

検査No. 7
2014年（平成26年）　9月　29日

検査結果
方法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出 ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名 検査項目 結果

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 G園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：肉じゃが、胡瓜の昆布和え、 キウイ

汁物：味噌汁
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女子サッカー選手の性別役割意識等についての一考察 

－日ノ本・星稜調査の結果を用いて－ 

 

 

中谷昌弘*1（姫路日ノ本短期大学）・小松崎保*2（金沢星稜大学）・ 

杉山学*3（新潟経営大学）・河村和徳*4（東北大学） 

 

 

1. 問題意識 

 2011年の FIFA女子ワールドカップ（FIFA Women’s World Cup、以下、女子W杯）に

おいて日本の女子代表チーム（以下、なでしこジャパン）が優勝したことは1、日本女子サ

ッカー界において大きなメルクマールとなった。この優勝によってなでしこジャパンは国

民栄誉賞を受賞2、女子サッカーに大きなスポットが当たった。そしてそれは、社会ブーム

化した。その効果は、女子W 杯後の日本女子サッカーリーグ（以下、なでしこリーグ）の

観客の急増としてすぐ表れ3、またオフィシャル・スポンサーに複数の企業が名乗り出るな

ど、その絶大な波及効果があった。インターハイにおける女子サッカーの競技開催環境が

整ったのも、この優勝があったためと思われる。 

 ところで、Coleman（1990）は、マクロ的な社会変動を把握するにあたっては、人々の

意識といったミクロレベルの変化に注目することが重要であると主張している。我々は、

マクロレベルのみの変化で社会変動を解釈しがちであるが、それでは不十分だというので

ある。たとえば、Coleman は、社会環境の変化と革命の間のマクロ-ミクロ関係を、図 1の

ような形で表現している。たとえば独裁政権による弾圧が厳しくなる（社会的環境の変化）

と、人々の意識レベルでの現体制を維持するか否かで葛藤が生ずる。そしてその葛藤の結

果、社会を変えようという多くの国民が同意すると革命が生じる。彼の立場に拠れば、国

民の意思決定の集合が革命なのである。 

                                                   
*1 nakatani@himeji-hc.ac.jp 

*2 tamotsu@seiryo.jp 

*3 sugiyama@duck.niigataum.ac.jp 

*4 kwmr3@sp.is.tohoku.ac.jp 

1 『朝日新聞』2011年 7月 19日。 

2 『朝日新聞』2011年 8月 19日。 

3 『朝日新聞』2011年 7月 25日。 
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出典：Coleman(1990) Figure 1.3を一部修正 

図 1 Colemanが想定する社会変動のマクロ－ミクロ関係 

 

 Coleman の主張を日本女子サッカー界に応用すると、図 2 のように描けるだろう。女子

Ｗ杯の優勝、そしてそれに付随するなでしこリーグの活性化が、人々の女子スポーツに対

する見方を変え、それが社会全体における女子スポーツの環境改善につながる、となる。 

ただし、この考え方はきわめて楽観的である。実際、女子Ｗ杯優勝の効果はそろそろ切

れかかっており、なでしこの観客動員も容易ではないというのが、女子サッカー関係者の

共通認識である。 

 

 

図 2 女子サッカー環境変化におけるマクロ－ミクロ関係 

 

 今回の女子Ｗ杯優勝は、それまでの地道な努力が実を結んだものと言える。それは評価

されるべきである。ただし、今回の優勝をそれまでの種まきのアウトプットとすれば、ア

ウトカムという女子スポーツ環境の改善に十分利用することができたかと言えば疑問であ



3 

 

る。一過性のブーム4で終わってしまったのか、検証する必要がある。 

 Coleman の議論に従えば、スポーツ界の環境変化は、関係者の地道な努力だけでは不十

分である。スポーツ界がたとえ血がにじむような努力をしたとしても、社会を巻き込めな

ければ、スポーツ選手に対してフレンドリーな環境を整えることができないと考えられる

からである。よりスポーツ選手に対して優しい環境を整えるには、スポーツ界が社会を巻

き込まなければならない。スポーツ界が独善的に「我々はよいことを行っている」と考え

ていたら、社会的広がりを欠くことになる（杉山・河村 2015）。一過性のブームに終わら

せないためには、仕掛けが必要なのである。 

 ただ、そのためには、我々は個人レベルの意識の変化を追わなければならない。しかし、

我々は、一般の人々における女子スポーツに対する意識についての検証を、十分に行って

きたと言えるだろうか。研究者レベルでは行われてきたかもしれないが、指導者レベルで

認識されるほどの成果は乏しく、女子選手本人たちの意識については尚更ではないか。我々

を含めたサッカー指導者たちは、男子選手と違うことは何となく理解しながらも、それに

対する配慮はかなり無頓着ではなかったか。競技力向上の立ち位置が強すぎ、社会全体の

環境改善というところまで手が回っていなかったのかもしれない5。 

 「女子サッカーの環境がなかなか整わないのは、社会的に性別役割分担意識があるから」

と主張することは容易である。しかし、指導する女子選手自体がそうした意識を持ってい

るのであれば、その主張は虚しいものになるし、彼女たちのキャリア形成に対する指導を

する上でも望ましくない。まず、身近なところから把握を始めていく必要がある6（図 2 中

の※印）。 

 そこで、本稿は、女子サッカー選手たちのそういった意識を把握するため、高校・短大

に所属する選手（日ノ本学園高校・姫路日ノ本短大、星稜高校（石川県））に対してアンケ

ートを実施し、その結果を検討する。サンプルの代表性を考えると、本稿はパイロット・

スタディの域に留まるが、今後、対象者の範囲を広げながら継続的に調査していけば、社

会を動かす鍵が見えてくるだろう。短期的には彼女たちの進路指導、中長期的には意識の

変化を把握する資料として利用できるという意味で、今回の研究は有意義であると我々は

考える。 

 

                                                   
4 たとえば、女子W杯優勝直後の野田朱美日テレ・ベレーザ監督（当時、現日本サッカー協会女子委員長）

に対するインタビュー記事からも、社会を動かす難しさが読み取れる。『朝日新聞』2011年 7月 20日（東

京版）。 

5 女性とスポーツに関する先行研究としては、たとえば、石田（2005）などがある。 

6 本稿は、スポーツという枠に留まるが、女性の社会での活躍を議論する上でもプラスになると思う。 
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2. 使用するデータ 

 本稿で使用するデータ（以下、日ノ本・星稜データ）は、2014 年 11 月、日ノ本学園高

校・姫路日ノ本短大・星稜高校の女子選手に対してアンケートを配布し（悉皆調査・集合

調査）、そこで得られたものである。有効回答数は 86 である。調査にあたっては、中谷が

日ノ本学園・姫路日ノ本短大を、小松崎が星稜高校を担当し、調査票の作成監修・入力等

は主に河村・杉山の分担とした。 

 ところで、性別役割分担意識を測定する設問は数多くあるため、数多くの設問項目を並

べ、選手たちに質問することも不可能ではない。しかしながら、調査慣れしていない彼女

たちに負荷をかけるような設問は望ましいといえず、また何らかの対比ができないとアン

ケート結果の紹介に本稿が終始することになる。幸運にも、現在の安倍晋三内閣は、成長

戦略の 1つとして「女性の活用」を掲げており、その一環もあってか、内閣府は、2014年

8 月、「女性の活躍推進に関する世論調査7（以下、内閣府調査）」を行っている。そこで、

この世論調査の設問を一部利用し、調査を実施した。 

 

 

3. 集計結果の考察：内閣府調査の結果にも配慮して 

3.1 「男性は外、女性は内」という意見に対して 

図 3 は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する内閣府調査の結果を、

女性のみに限定して図示したものである。この意見におおむね半数の者が反対しているこ

とがわかる。内閣府の分析によると8、この問いに対する性差は若干あり、男性の方が数ポ

イント肯定的ではあり、時系列的には賛成派は逓減傾向にあると言う。社会はゆっくりで

はあるが、「男性は外、女性は内」という分担意識は失われつつある。この意識の逓減は重

要である。「女性は内」と位置づけられてしまうと、結婚後もスポーツを続けようとする際

の障害になりうるからである。たとえ夫が許容としても、舅・姑が「女性は内」という意

識が強ければ、週末にサッカーという訳にはいかない。そのように考えれば、10 代の女子

サッカー選手は、①時代的な趨勢から、また②自らの希望から、この役割分担意識に対す

る回答で反対すると予想できる。 

                                                   
7 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/index.html（2014年 12月 20日訪問） 

なお、内閣府は 1997年以降、ほぼ定期的に「男女共同参画社会に関する世論調査」を行ってきている。

そのため、今回の内閣府の世論調査はその延長線上にある調査と言える。名称に「女性の活躍推進」が使

われているのは、内閣の方針が強く反映された結果と思われる。 

8 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/zh/z01.html（2014年 12月 20日訪問） 
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 彼女たちの回答結果を図示したのが、図 4 である。図 4 は、さきほどの予想通りの結果

となっている。賛成する者（賛成＋どちらかといえば賛成）の比率は 16.3％にとどまり、

反対の者（反対＋どちらかといえば反対）の比率は 65.1％になる。わからないと答えた者

が多いのは、対象者が未成年であるためであろう。 

 

賛成

11.2%

どちらかといえ

ば賛成
32.0%

どちらかといえ

ば反対
34.2%

反対

17.4%

わからない

5.1%

 

図 3 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する回答 

（内閣府調査、女性のみの回答） 

 

賛成

2.3%
どちらかと

いえば賛成
14.0%

どちらかといえ

ば反対
37.2%

反対

27.9%

わからない

16.3%

未回答

2.3%

 

図 4 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する回答 

 

3.2 賛否への理由 
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 それでは彼女たちが、なぜ「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という意見に賛成す

るのか、または反対するのか、それについて見ることにしたい。なお、この問は、該当す

るもの全てに○をつける多重回答となっているので、回答率は、賛成（もしくは反対）と回

答した者の内の比率である。また、この設問も前出の内閣府調査の問に準拠しているので

対比が可能となっている。そのため、グラフを作成するにあたっては、内閣府調査の回答

との比較ができるようにした。 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

日ノ本・星稜 内閣府調査

 

図 5 賛成の理由 

 

 図 5 は、賛成の理由を聞いたものである。日ノ本・星稜調査では、賛成するもっとも多

い理由が「自分の両親とも役割分担をしている」という選択肢で、回答率は約 40％であっ

た。そして、「子どもの成長にとってよいから」「伝統的なあり方だから」が続く。内閣府

調査の方は「子どもの成長にとってよい」がもっとも多く、「共働きは妻がたいへんだから」

が 2番目に多い回答であった。 

 反対の理由を図示したものが、図 6 である。日ノ本・星稜調査において、反対の理由で

もっとも多かったのが「自らの両親が共働きだから」であるが回答者の 20％強にすぎず、

「役割を押しつけるべきではない」「多くの収入が得られる」「男女平等に反する」といっ

た選択肢と回答率はそれほど変わりはない。内閣府調査では「役割を押しつけるべきでは

ない」が多く、次に多かったのは、日ノ本・星稜調査では回答率が低い「個人や社会にと

ってよい」であった。 
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0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

日ノ本・星稜 内閣府調査

 

図 6 反対の理由 

 

 この結果から注目すべき点は、調査対象の 10代の女子サッカー選手は両親の姿勢が役割

意識の賛否を判断する有力な材料になっている点である。全体的には以前のような役割分

担には否定的ではあるものの、その判断のとっかかりを母親に求めているのである。社会

的な経験が乏しいこともあるが、女性に対する権利等の教育が少ないことも、母親をロー

ルモデルとしてみる傾向を生み出しているのかもしれない。 

 

3.3 ライフプラン意識 

青島（2007）などが指摘するように、女性のキャリアデザインは長期的視点が大事である。

ただ、古くから、日本の女性労働力率をグラフ化すると、M 字型を顕著に描くことが指摘

されている。「子どもが生まれたら一旦仕事を辞め、子どもが大きくなったら働きに出る」

というライフプラン意識が、女性労働力率のM字型をつくる最大の要因と思われる。 

もちろん日本国政府は手をこまねいていた訳ではなく、育児休業法を成立させるなど、女

性の社会進出環境を整えてきた。そうしたこともあって、徐々に M 字のボトムはあがりつ

つあるが、欧米ほど改善された訳ではない9。待機児童所の不足など働きづらい環境は残っ

ており、また女性の社会進出を阻むような意識も残っている。先ほどの見た図 3のように、

                                                   
9 http://www.bosei-navi.go.jp/colum/colum21.html（2014年 12月 22日訪問） 
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「女性は内」と思う者は少なくない10。 

それでは、今の 10代の女子サッカー選手は、一般
・ ・

の
・

女性が仕事を持つことに対してどう

思っているのであろう。先ほどの回答結果では「男性は外、女性は内」という見方に反対

が多かったことから、彼女たちは子どもが生まれたら一旦仕事を辞め、子どもが大きくな

ったら働きに出るという意識についても反対で、どちらかと言えば、子どもが生まれても

ずっと働き続けるべきという意見が多い、と予想できる。それでは、実際はどうなのか。 

 

結婚するまで

5.8%
子どもができる

まで
14.0%

子どもができて

もずっと
26.7%

子どもができた

ら辞め成長した

ら仕事を再び持

つ

32.6%

その他

5.8%

わからない

9.3%

無回答

5.8%

 

 

図 7 女性が仕事を持つことに対する考え方 

 

それについての回答を図示したものが、図 7 である。この図は、筆者らの予想を裏切る

結果であった。彼女たちが選んだ中でもっとも多かった選択肢は、一般の女性は「子ども

ができたら仕事を辞め、成長後に再度仕事を持つ」という選択肢で、32.6％であった。一方、

「子どもができてもずっと働き続けるべき」という割合は 26.7％に留まった。「結婚するま

で」と「子どもができるまで」を合わせると 20％弱であることも併せて考えると、彼女た

ちのキャリア観は意外に多様である11。 

 「男性は外、女性は内」という見方に反対する意見は多いが、女性が仕事を持つことに

                                                   
10 中野（2014）が指摘するように、「育休世代」の活用がうまくいっていないという現実もある。 

11 その他の回答の中には、「持つことも持たないこともそれぞれ良いと思う」「自分が出来るはんいならな

んでもいい（原文ママ）」という、個人の自由に任せれば良いという意見もあった。 
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対する考え方が多様という結果を、我々はどう解釈すればよいのであろう。前者は自らの

母親の投影であり、後者はキャリア教育や社会での実体験によって形成されると考えてみ

たらどうだろうか。今回の結果は、限定的なデータによる検討結果なので、今後もう少し

対象を広げて考えてみる必要がある。 

 

3.4 競技継続に対する意識 

それではアンケートに答えた彼女たちは、サッカーをいつまで継続したいと思っている

だろうか。指導する側とすれば、サッカーファミリーを増やす観点から、できる限りサッ

カーを続けてもらいたい。しかし、表 1 をみる限り、彼女たちはより現実的な判断をして

いるようである。 

 

表１ サッカーをいつまで続けたいかという問に対する回答 

 

回答数 回答率 累積回答率

就職したらやめる 12 14.0% 14.0%

就職しても結婚するまでは続ける 17 19.8% 33.7%

子どもができるまで続ける 5 5.8% 39.5%

体が続く限り 16 18.6% 58.1%

その他 5 5.8% 64.0%

わからない 28 32.6% 96.5%

未回答 3 3.5% 100.0%

計 86 100.0%
 

 

競技歴が浅い選手、短大生などを中心に、「就職したらサッカーを辞める」という回答が

14.0％あった。また「結婚まで続けたい」という者は 19.8％と、「体が続く限り続けたい」

という者の比率（18.6％）よりも多かった。ただし、「わからない」という回答がもっとも

多く、32.6％であった。自分の選手としての将来性に期待して「わからない」と答えたと者

もいる一方、まだ社会をイメージできないから「わからない」という者もいるようである12。 

 なお、回答者の中には、なでしこリーガーを目指したいという生徒がいるが（有効回答

                                                   
12 進路を意識する 3年生、短大生では「わからない」は少ないようである。ただし、サンプル数が乏しく、

統計学的にそうとは言い切れないため、曖昧な表現をせざるをえない。 
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の中の 28.6％）、そうした彼女らの中でも「体が続く限り」サッカーをしたいという者は半

数に満たなかった。 

 

 

4. 考察 

 ここまでの結果をまとめると、次の通りになる。 

 日本全体として「男性は外、女性は内」という性別役割的な発想は逓減傾向にあり、全

国的には半数を切っている。10 代でスポーツをしている今回の調査対象者では、全国傾向

に以上にそうした発想に対して反対の立場を採っている。ただ、その理由を聞くと、内閣

府調査では自らの経験を踏まえた理由をあげる者が多いのに対し、日ノ本・星稜調査では

両親、とりわけ母親の姿が投影しているように見受けられた。 

またスポーツを続けている彼女たちではあるが、ライフプランなどの見方は意外にステ

レオタイプの者が多かった。子どもができても仕事を続けるべきとする回答は四分の一程

度にとどまり、子どもができたら仕事を辞め、子どもが成長したら再度仕事に就くという

選択肢を選ぶ者が相対的に多かった。サッカーをいつまで続けるかという点では、わから

ないという回答が相対的にもっとも多数であり、体が続く限りという者は二割にも満たな

かった。 

 調査対象者が限定的あり、十分なサンプルもないため、議論は限定的にならざるを得な

いが、次の点は指摘することができるかと思う。 

第一に、男性と女性の間の不平等は望ましくないという意識は教育だけではなく、母親

を見て 10代の彼女たちは認識している点は押さえておく必要がある。母親がロールモデル

ということは、スポーツを生涯的に行う母親やスポーツに理解がある母親を増やせば、女

子選手のスポーツ環境の改善に役立つと考えられる。そのように考えると、今回の女子代

表の躍進で増えたサッカーに対して肯定的な思考を持つ 10代の女子選手たちを、理解のあ

る母親にしていくかも大事な指導であることに気づく。一気に環境は変えられなくても、

世代を意識して環境を整えていく努力が、サッカー協会側や指導者側にはある13。 

第二は、「男性は外、女性は内」という意見には否定的でも、女性が働くことに対する意

識や自らがどこまで競技したいかという発想は意外に多様という点である。これは、「男女

平等」と簡単に言うが、平等の概念をどこに置くかという点で難しいという議論とオーバ

ーラップする。たとえば、黒岩（2006）や浅倉（2007）を読むと、「男性の働き方に女性を

                                                   
13 フランスでは、男性（父親）の役割変化を促す策を政治が積極的に行っていると言う（柴田 2007）。た

だ、我が国においてそこまでやる必要があるかは議論があろう。 
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合わせることで達成される平等」と「仕事と生活を調査させた働き方を男女共通とする平

等」があり、どちらが望ましいのか、悩ましいという議論である。サッカーを続けるとい

う環境は男子の環境に揃える方向で整えられてきたが、女性のスポーツ環境を良くしよう

というベクトルあわせは不十分だったと言えるかもしれない。アメリカでは、1990 年代か

ら実生活の様々な問題からジェンダーについて総合的に判断させることによって、子ども

の内面的なジェンダー観を更新させるような取り組みがなされていると言う（谷口 2005）。

そういった取り組みを高校、短大、大学の期間に行うことも今後必要なのかもしれない。 

 

 

5. おわりに 

 最後に次の部分を指摘しておきたい。 

サッカーは、躍動する「選手」、それを応援する「サポーター・観客」、そしてチーム運

営を支える「スタッフ（指導者・審判を含む）」によって成り立っている。言い換えれば、

「play」「watch」「manage」のバランスによってスポーツ環境は維持されているのである。

しかしながら、近年の日本サッカーは「リーグ戦文化」の旗印で環境整備を進めた結果、

子どもたちの play偏重が著しく、また指導者のプロ化が進んだ結果、選手としては限界が

あるが、将来 manage 面で活躍できそうな子どもたちへの指導が疎かになっているかの様

にみえる。審判等へのリスペクトが欠ける選手が、競技志向が強すぎる選手の中に見受け

られるのは、そうした流れと無縁ではないだろう。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

星稜高校

日ノ本学園高校

審判資格を是非とりたい チームが必要ならとってもよい

とる気はない わからない

 

 

図 8 審判資格取得希望の違い 
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 事実、競技志向の強い日ノ本学園高校の選手の方が、星稜高校の選手に比べ、審判資格

をとりたいという志向は弱い（図 8）。トップ＝トップの選手としてやり続けるのが不可能

であっても、審判の世界でトップを目指すことはできる。また審判資格をとることで、審

判の気持ちを理解し、また運営の一端を垣間見ることができる。女子の試合の審判は女子

であることが良く、できることなら多少でもトップ＝トップを経験した者が笛を吹く方が

望ましい14。競技志向が高い選手は審判をとろうとしない風潮が進むことは、絶対に回避し

ないといけない。この図は、我々指導者側の課題を示している。 

日本で住みやすさを考えるとき、量的な側面が重視される傾向がある（佐々木 2014）。

事実、「日本一住みやすい街」を算出する指標は、①閑静、②生活利便性、③子育て安心度、

④同世代比率、⑤教育、⑥健康、⑦過密性となっている。橋本（1992）は、生活大国の実

現を、「個人の尊重（ゆとりと生きがい、安全と安心）」「ストックの重視（美しく質の高い

生活空間）」「生活者・消費者の重視（新しいライフスタイル）」という側面からみる重要性

を早くから指摘しているが、生活の質に関する指標（Quality of Life Index）の重みはまだ

まだ小さい。女性がスポーツしやすい環境をつくるは、生活の質の向上につながる大事な

要素であるはずである。トップ＝トップの強化を進める一方で、社会の社会の質を高める

観点での活動を我々は考えていかなければならない。 

 今回は、極めて限られたサンプルでの検討であるため、繰り返すが、議論には限界があ

る。今後は調査の対象を広げるなどし、より深い検討を行っていきたいと思う。そして短

大・大学で何を教え、学ばせるかについて発信していきたいと思う。 
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資料

2014/12/24

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
星稜 21 24.4 24.4 24.4

日ノ本 65 75.6 75.6 100.0

合計 86 100.0 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 高校１年 32 37.2 38.1 38.1

2. 高校２年 15 17.4 17.9 56.0

3. 高校３年 24 27.9 28.6 84.5

4. 短大生 13 15.1 15.5 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. GK 8 9.3 9.6 9.6

2. DF 27 31.4 32.5 42.2

3. MF 32 37.2 38.6 80.7

4. FW 16 18.6 19.3 100.0

合計 83 96.5 100.0

欠損値 未回答 3 3.5

86 100.0

日ノ本・星稜調査集計結果

合計

２　あなたのチームでの主たるポジションに○をつけてください。

 

有効

合計

所属学園

 

有効

１　あなたの学年に○をつけてください。

 

有効



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 北海道 1 1.2 1.2 1.2

3. 関東 6 7.0 7.1 8.3

4. 東海 6 7.0 7.1 15.5

5. 北信越 22 25.6 26.2 41.7

6. 関西 18 20.9 21.4 63.1

7. 中国 12 14.0 14.3 77.4

8. 四国 4 4.7 4.8 82.1

9. 九州 15 17.4 17.9 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 57 66.3 67.9 67.9

2. いいえ 27 31.4 32.1 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 苦手 25 29.1 29.8 29.8

2. どちらかといえば苦手 18 20.9 21.4 51.2

3. どちらかといえば得意 19 22.1 22.6 73.8

4. 得意 3 3.5 3.6 77.4

5. なんともいえない 19 22.1 22.6 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

合計

５　率直に言って、あなたはパソコンの扱いが苦手ですか。

 

有効

合計

 

有効

合計

４　あなたは、小学生・中学生の時にトレセンに選ばれたことはありますか。

 

有効

３　あなたの出身中学校どの地域にありますか、該当するもの１つに○をつけてください。



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 81 94.2 96.4 96.4

2. いいえ 3 3.5 3.6 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 29 33.7 34.9 34.9

2. いいえ 54 62.8 65.1 100.0

合計 83 96.5 100.0

欠損値 未回答 3 3.5

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 就職したらやめる 12 14.0 24.0 24.0

2. 就職しても結婚するまでは続けた
い

17 19.8 34.0 58.0

3. 結婚し子どもができるまでは続け
たい

5 5.8 10.0 68.0

4. 子どもが生まれても体の続く限り
は続けたい

16 18.6 32.0 100.0

合計 50 58.1 100.0

5. その他 5 5.8

6. わからない 28 32.6

未回答 3 3.5

合計 36 41.9

86 100.0

合計

８　あなたは、将来、サッカーをどの辺りまで続けたいと思いますか。今の気持ちに一番近いもの１つに○を
つけてください。

 

有効

欠損値

合計

 

有効

合計

７　現在、あなたは親（親権者）と同居していますか。

 

有効

６　あなたの携帯はスマートフォンですか。



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 小学校入学以前 5 5.8 6.0 6.0

2. 小学校低学年（１、２年） 32 37.2 38.6 44.6

3. 小学校中学年（３、４年） 24 27.9 28.9 73.5

4. 小学校高学年（５、６年） 1 1.2 1.2 74.7

5. 中学校 1 1.2 1.2 75.9

6. 高校入学以降 20 23.3 24.1 100.0

合計 83 96.5 100.0

欠損値 未回答 3 3.5

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 55 64.0 65.5 65.5

2. いいえ 29 33.7 34.5 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 選手として所属したい 24 27.9 28.6 28.6

2. チームスタッフでもよい 5 5.8 6.0 34.5

3. 誘われたらチームスタッフになっ
てもいいかなと思う

4 4.7 4.8 39.3

4. 所属したいとは思わない 18 20.9 21.4 60.7

5. わからない 33 38.4 39.3 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

有効

合計

１１　将来、あなたは、なでしこリーグやチャレンジリーグのチームに所属したいと思いますか。該当するもの
１つに○をつけてください。

 

有効

合計

９　あなたがサッカーを始めたのはいつからですか。該当するもの１つに○をつけてください。

 

有効

合計

１０　過去にサッカー以外の少年団、スポーツクラブ、運動部に所属していたことはありますか。該当するも
の１つに○をつけてください。

 



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 審判の資格を是非とりたい 11 12.8 13.1 13.1

2. チームでいないようならとってもよ
い

18 20.9 21.4 34.5

3. とる気は全くない 25 29.1 29.8 64.3

4. わからない 30 34.9 35.7 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 24 27.9 28.9 28.9

2. いいえ 17 19.8 20.5 49.4

3. なんともいえない 42 48.8 50.6 100.0

合計 83 96.5 100.0

欠損値 未回答 3 3.5

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 39 45.3 46.4 46.4

2. いいえ 18 20.9 21.4 67.9

3. なんともいえない 27 31.4 32.1 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

１３　あなたは、今、どのような職業につきたいと思っていますか（サッカー選手、専業主婦を含む）。下の括
弧の中に記入してください。

省略

有効

合計

１５　あなたは、試合中、うまくいかないといらいらするタイプですか。

 

有効

合計

１２　あなたは、審判の資格をとりたいと思いますか。一番近い考えの１つに○をつけてください。

 

有効

合計

１４　あなたは計画をたててトレーニングをするタイプですか。

 



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. はい 31 36.0 36.9 36.9

2. いいえ 19 22.1 22.6 59.5

3. なんともいえない 34 39.5 40.5 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 賛成 2 2.3 2.4 2.4

2. どちらかといえば賛成 12 14.0 14.3 16.7

3. どちらかといえば反対 32 37.2 38.1 54.8

4. 反対 24 27.9 28.6 83.3

5. わからない 14 16.3 16.7 100.0

合計 84 97.7 100.0

欠損値 未回答 2 2.3

86 100.0

N パーセント
1. 日本の伝統的な家族のあり方と
思うから

3 15.0% 21.4%

2. 自分の両親も役割分担している
から

7 35.0% 50.0%

3. 夫が外で働いた方が多くの収入
を得られると思うから

1 5.0% 7.1%

4. 妻が家庭を守った方が、子どもの
成長にとって良いと思うから

5 25.0% 35.7%

5. 家事・育児・介護と両立しながら、
妻が働き続けるのはたいへんだと思
うから

3 15.0% 21.4%

6. その他 0 .0% .0%
7. とくになし 1 5.0% 7.1%

20 100.0% 142.9%

有効

合計

１６　あなたは、日本代表やJリーグの試合などをよく見る方だと思いますか

１７a　なぜ賛成ですか？当てはまるものすべてに○をつけてください。

 
応答数

ケースのパーセ
ント

多重回答

合計

 

有効

合計

１７　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考えについてどう思いますか。該当するもの１つに○をつ
けてください。

 



N パーセント
1. 男女平等に反すると思うから 17 18.9% 30.9%

2. 自分の両親も外で働いているか
ら

22 24.4% 40.0%

3. 夫も妻も働いた方が多くの収入を
得られると思うから

19 21.1% 34.5%

4. 妻が働いて能力を発揮した方が、
個人や社会にとって良いとと思うか
ら

3 3.3% 5.5%

5. 家事・育児・介護と両立しながら、
妻が働き続けることは可能だと思う
から

10 11.1% 18.2%

6. 固定的な夫と妻の役割分担を押
しつけるべきではないから

19 21.1% 34.5%

7. その他 0 .0% .0%

90 100.0% 163.6%

度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. 女性は仕事をもたないのがよい 0 .0 .0 .0

2. 結婚するまでは仕事をもつのがよ
い

5 5.8 7.4 7.4

3. 子どもができるまでは、仕事をも
つのがよい

12 14.0 17.6 25.0

4. 子どもができてもずっと仕事を続
けるのがよい

23 26.7 33.8 58.8

5. 子どもができたら仕事をやめ、大
きくなったら再び仕事を持つのがよ
い

28 32.6 41.2 100.0

合計 68 79.1 100.0

6. その他 5 5.8

7. わからない 8 9.3

未回答 5 5.8

合計 18 20.9

86 100.0

１７b　なぜ反対ですか？当てはまるものすべてに○をつけてください。

 
応答数

ケースのパーセ
ント

合計

１８　一般的に女性が仕事を持つことについて、あなたはどう考えますか。該当するもの１つに○をつけてく
ださい。

 

有効

欠損値

多重回答

合計



度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
1. その通りだと思う 25 29.1 30.5 30.5

2. どちらかといえばその通りだと思
う

16 18.6 19.5 50.0

3. なんともいえない 18 20.9 22.0 72.0

4. どちらかといえばそう思わない 2 2.3 2.4 74.4

5. そう思わない 6 7.0 7.3 81.7

6. わからない 15 17.4 18.3 100.0

合計 82 95.3 100.0

欠損値 未回答 4 4.7

86 100.0

作成
姫路日ノ本短期大学 中谷昌弘
金沢星稜大学 小松崎保
新潟経営大学 杉山学
東北大学 河村和徳

１９　「女性でも４年生の大学を卒業しておいた方がいい」という意見がありますが、この意見に対しあなた
はどう思いますか。該当するもの１つに○をつけてください。

 

有効

合計



平成２６年度姫路市政策研究助成事業 

ひのたんシメオン研究グループ報告書 

 

キリシタン官兵衛と姫路地域のキリシタン遺跡発掘 

 

日下部 愛子,  木原 裕, 池田 武弘, 濱田 敏子, 岡田 教三,  松本 恭子 

 

姫路日ノ本短期大学，〒679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂 890  

 
 

＜研究目的＞ 
 

 我々は、研究テーマを「キリシタン大名としての黒田官兵衛の足跡

と、姫路地域のキリシタン遺跡の調査発掘、及び観光マップ制作」と

設定して本研究を始めた。この研究にあたっては、姫路市の政策研究

への応募が発端となっている。この政策研究とは、本来学生が、ある

テーマで研究して姫路市の政策への提言を行うことを目的としてお

り、本研究はそのために学生主体で進められた。本報告は、その学生

を指導する中で生まれた報告書を骨子としている。 

姫路城は、１９９３年に世界遺産に選ばれた。これにより、世界各

地から多くの観光客が訪れ大変な賑わいを見せている。更に昨年は

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」が放映され、官兵衛ブームと共に姫路は大きく脚光を

あび、一層多くの観光客が訪れている。我々は，これを契機に，官兵衛がキリシタンで

あり、姫路を中心とした播磨地方が「キリシタン王国」とまで言われ、弾圧時代にも「隠

れキリシタン」の遺跡が見られる稀な地域であることを、多くの人に知ってもらい，そ

れが姫路市の観光振興策の一つになると考え、それらの一つ一つの点に関してより深く

明らかにするために本研究を始めた。 

官兵衛がキリスト教徒になったのは、後述するように1585年前後であり、姫路で活

躍したとされるのは4年あまりに過ぎず、キリスト教的な足跡はほとんど見いだすこと

が出来ない。しかし、官兵衛が姫路を去った後にもその影響力は大きく、ひいては、江

戸時代に禁教政策がとられていた間にも多くの隠れキリシタンが存在したという事実

を明らかにすることにより、姫路を中心とする地域におけるキリスト教の影響を観光

マップに表す形で明らかにしたいという情熱に駆られ、本研究を始めるにいたった。こ

の研究の成果が、姫路を訪れる外国人のためのマップ作りに役にたつことを願ってい

る。 

 

＜研究方法＞ 
 

研究を始めるにあたり、まず黒田官兵衛をキリシタン大名としての視点から調べ、姫

路を中心とした播磨地方のキリシタンの歴史も調査することとした。キリシタンに関す

る資料は主に宣教師によって書かれたものがある [1] 。さらに、特に禁教時代を中心

として,キリスト教の遺跡の調査をおこなった。最後にまとめとして、本研究の評価を

目的として外国人へのアンケート調査を行った。 

 

＜研究＞ 

『福岡市博物館蔵』 



 

（１）キリシタンとしての官兵衛について 

 

 黒田官兵衛とキリスト教を語るとき、彼に大きな影響力を与え、受洗の手引きをした

高山右近について語るところから始めなければならない。我々は、右近の人となりを

知ったのち、彼が大きな影響力を与えた摂津の国に建立されている茨木市立キリシタン

遺物史料館 [2] を訪れた。この史料館は、１９１９（大正８）年、キリシタン研究家

藤波大超氏によって発見された隠れキリシタンの集落の中心地域に作られている。有名

な「聖フランシスコ・ザビエル像（神戸市立博物館蔵）」が、この史料館の隣に位置す

る農家の天井裏から発見されたことは、良く知られている。史料館には、ザビエル像（模

写品）の他，禁教の時代の間隠し通されてきたイコン、磔にされたキリストの彫刻品、

十字架の彫られた墓石などの陳列品の他，遺物が藤浪氏によってどのように発見されて

いったかや、祈りの言葉を捧げる老婆の様子などを藤波氏が語る映像の鑑賞などができ

るようになっていた。 

 右近はスペイン・マンレーシの教会に「モザイク画『ウ

コンドノ』」と凛々しい裃姿で描かれている有名なキリシ

タン大名であるが、キリシタン禁教令により城を開け渡

し、数々の流転の後、マニラに追放され、彼の地で客死

した。キリシタンの故に領地も地位も取りあげられた右

近は「我命を天に懸け、命を天に任せて名を流すばかり

です [3]」と信仰を貫き通した。 

 官兵衛は若い頃右近に出会い、キリスト教信者となり

洗礼をうけた。右近と官兵衛は茶道仲間で交友があった。

官兵衛の洗礼には三説あり１５８３年、１５８４年、１５

８５年山崎城主になった時との記録がある。洗礼名は 

シメオン（Codera simeon Quambioyedono）である。 

 ルイス･フロイスが自国ポルトガルに送った書簡によると「受洗した者のうちには、

関白の顧問を務める一人の貴人がいた。彼は優れた才能の持ち主であり、万人の尊敬を

集めていた。」と記されている [1]。戦場に宣教師を同行させたり、十字架を立てて戦っ

たという記録もあるが、時の幕府によってキリスト教禁止令が出されたとき、秀吉の性

格を熟知していた官兵衛がキリスト教を捨てたと思われる行動を取ったと考えられて

いた。実際，現代ではルイス・フロイスが自国に書き送った「日本史」に見られる以外

は、官兵衛のキリシタンとしての足跡は全ての歴史から抹消されてしまっている。 

 しかし、官兵衛が棄教したと言われた後にも、１６０１（慶長６）年には秋月をキリ

シタンの隠れ里にする計画で領民千人以上がキリシタンになるといった記述や、宇喜田

秀家旧臣のキリシタンをかくまったという記述も伝わっている [4]。 

 官兵衛は１６０９（慶長１４）年、京都で亡くなっているが、葬儀はキリスト教で行

うように、さらに博多に聖堂を建設するように遺言したといわれている [1]。葬儀は盛

大に行われ、遺体は船で博多那珂川の岸にあったザビエルゆかりの教会堂へ運ばれ葬儀

が行われた [1]。マトス神父回想録には｢弟のミゲル（黒田直之）が十字架を掲げ息子

のパウロ（黒田尚基）らが松明を持って続いた。」とある。ダミアン（黒田長政）が葬

儀を執り行った司祭に礼を述べに行ったり、没後３年に追悼ミサが行われるなど、明ら

かに官兵衛がキリシタンでなければ理解できない記述も多く残されている。しかし、や

がて幕府の権力を恐れた長政らにより、黒田家の一切の書かれたものから、キリシタン

に関する記述が抹消され、聖堂も破壊されてしまった [5]。 

福岡は、官兵衛の終焉の地である。著者のうち、AKと TH は筥崎宮、黒田家歴代の

『スペイン・マンレーシの教会 

右近のモザイク画』 



墓所、そして福岡市博物館で行われた官兵衛の特別展等を訪れて、その官兵衛の足跡を

たどってみた。訪れた黒田家墓所は静寂に包まれ，歴代藩主のとてつもなく大きく立派

な墓に藩主への熱い思いが感じられた。最後にちょうど官兵衛の特別展最終日の福岡市

立博物館に入り、展示品の数々や視聴覚の映像を通して改めて

官兵衛の人となりを感じることが出来たのは幸せであった。 

ところで、官兵衛の刻印の図案は美しく、十字架を囲む

「simeon josui」の文字の中で、如水「josui」は彼が棄教・隠

居後に名乗ったが、ポルトガル語で「イエズス会員－jeshita」

は「ジュズィータ」と発音するとか、また、如水は「ジョシア

（ヨシュア）」に由来しているという説もある。「洗礼名シメオ

ン」を刻印に残していることや、キリスト教で葬儀を行ったこ

とからも信仰を全うしたことを窺わせる。 

 

（２）姫路、播磨地区の「キリシタン」についての調査 

 

① 播磨地方への布教時代 

 
次にキリシタンの歴史をふり返りながら、姫路を中心としたキリシタンの歴史につい

て考えてみよう。１５４９（天文１８）年、フランシスコ・ザビエル来日により、キリ

スト教が日本に伝えられた。ザビエルに続き次々に宣教師が日本を訪れ、各地に教会が

建てられた。当初、新しいもの好きの信長はキリシタンを厚遇し、宣教師も保護したの

で、身分の高い大名・武士の中にもキリシタンになる者が多かったと言われている。 

 播磨地方を見てみると１５５１（天文２０）年ザビエルが室津に寄港し、１５５９（永

禄２）年には宣教師ヴィレラが室津に、そして1565（永禄8）年フロイスが坂越に宿泊

していることから布教の準備が始まったと思われる。本

格的な播磨における布教活動は１５８１（天正９）年に

宣教師ロレンソが室津で50人に洗礼を授けたことからは

じまり、姫路を中心とした播磨地方にはその後信者がど

んどん増えていったと言われている。 

 １５８７（天正１５）年には「播磨はキリシタン王国」

とまで言われている。播磨の国には、４名のキリシタン

大名がおり、姫路の官兵衛、室津の小西行長、明石の高

山右近、三木の前野長康に囲まれ、播磨は彼らに守られ

るような環境にあったと思われる [7]。 

 

② キリシタン弾圧時代 
 

 秀吉がキリシタンの結束と力を恐れ不信と疑いをもっ

たことで１５８７年（天正１５）「バテレン追放令」を出

し、キリシタン弾圧時代が始まった。しかし、姫路では 

１６００（慶長５）年、池田輝政が姫路城主となったが、この頃にはキリシタンの取調

べは形式的にしか行われていない。姫路城には輝政が当時使っていた十字架の紋の紋瓦

があることからも彼が積極的に弾圧はしていなかったことがうなずける。 

１６１０（慶長１５）年、大阪から宣教師が播磨を訪れており、当時播磨にはキリシ

タンが５００人いたと言われている。翌１６１１（慶長１６）年には姫路領民信者２０

０人が追放されているが、それらの弾圧にもかかわらず、１６２５（寛永２）年、姫路

姫路・官兵衛 

室津・小西行長 

三木・前野長康 

明石・高山右近 

『福岡市博物館蔵』 

姫路城のサイトより 



にポルロ神父が住んでいたと書かれた文献があり、彼によって，１１２名が洗礼を受け

たとある。彼は１６１５（慶長２０）年、大阪城にいたが、大坂夏の陣の落城で播磨に

移り住んだと言われている。 

播磨では、池田氏の治世にはキリシタンへの迫害はまだ少なかったが、本多氏になっ

て激しくなり、本格的なキリシタン弾圧の時代に入る。以後約２００年間，播磨におけ

るキリシタンの存在は，文献から姿を消している。 

そして、黒船来航のあと、１８６３（文久３）年、長崎で最後の大弾圧「浦上四番崩

れ」が起きた。このときには、摘発された３４００人余りにのぼるキリシタンが，西国

各藩に流配され、１８７０（明治３）年、姫路藩に４８人が預けられた。彼らの待遇は

さほど過酷ではなかったと言われているが、収容された野里大野の久昌庵で７人が死亡

し、阿保村の墓地に葬られ、２５人が「転んで（棄教）」釈放され、残る１６人は苦難

の生活の後，１８７３(明治６)年に高札が廃止になった後に長崎に返された。同じ頃，

岡山藩には１１７人が預けられ、鶴島に収容された [8]。 

ところで今年になって，カトリックの総本山であるバチカンのフランシスコ法王が弾

圧に耐えた日本のキリシタンを「信徒の模範」と讃え，近く日本側と資料の共同研究を

始める旨の報道がされている。（２０１４年３月２６日朝日新聞より） 

 

③ 隠れキリシタンの時代 

 
 隠れキリシタンとは、１５８７（天正１５）年、秀吉の

キリスト教禁教令後もひそかに信仰をしていた人たちの総

称である。姫路地区の「隠れキリシタン」については、そ

の道の研究をしておられる加西市の全国隠れキリシタン研

究会委員長である吉田完次先生が有名であるが、我々は吉

田氏を二度訪問しお話を伺った。吉田氏によると、３００

年に及ぶ間、日本は鎖国によりキリシタンや宣教師がいな

くなった状態の中でも、キリスト教を信じる人たちが存在

して、明治までの長い期間険しい迫害の中でも、信仰を守

り続けていった人たちがいたこと、播磨にも十字架地蔵と

して知られるようになった遺跡が数多く存在することが明

らかになったとのことである [9]。激しい弾圧によりキリシ

タンは根絶されたかに見えたが、人間として信仰者として

全ての権利を奪われ厳しい迫害の中でも信仰を守り通した

人々がいたことが明らかになったのである。彼らが命がけ

で建立していったのが十字架地蔵と言われる一連の遺跡で

ある。十字架地蔵の中には、初期の頃には背中に「十字型」

を彫られたものが多かったが、弾圧が厳しくなると十字が  加西市大日寺十字架地蔵 

「Ｔ字」、そして「一文字型」へと変化しながらも建立され 

続けた。これらの地蔵が信仰の拠り所となっていたと思われる。 

 先に訪れた茨木のキリシタン遺跡史料館のある地域でも１９１９（大正８）年に京都

大学の研究から多くのキリシタン遺物が発見されている。加西を中心に多くの地域で発

見されてきた「十字架地蔵」は一見地蔵菩薩に見えるが、よく見るとガウン（祭服）を

着用したミサを行っている神父のようにも見え，背面に十字架のあるものは加西市内で

は１００体以上あるといわれており、姫路周辺でもいくつかが発見されている。吉田氏

によると姫路に残留していた多くのキリシタンが厳しい禁教令によって加西方面に移



り、これらの十字架地蔵を建立したものと考えられると言われている。領主の中にはこ

れらのキリシタン信仰を黙認するものも多く、真面目でよく働くキリシタンへの取り締

まりが緩やかであったのではないかと推測されている。また、吉田氏によると、十字架

地蔵の発見された場所は加西を中心とした千姫の化粧領地の場所と良く一致している

とのことで，これらの間に何らかの関連があるのではないかと推測されるとのことで

あった。 

 300年に及ぶ間「隠れキリシタン」が播磨地方に存在した理由については吉田氏が推

測されているように、強靭な信仰心と取り調べが緩やかであったことを理由として挙げ

られ、信仰を維持するために何らかの信仰組織または信仰共同体が存在したと思われ

る。取り締まりが緩やかであったと推測できる背景には村請制度が考えられる。何故な

ら彼等は村社会に組み込まれた共同体で生活する者であり、何代にもわたって信仰を継

承できた理由として村の存在を無視できないからである。村全体が信者であったか、村

役人が信者であったか、あるいは村請制のもとで多くの者が処罰され、村の崩壊につな

がる事態を回避しようとしたか、史料が見当たらないために断定できないが、彼らが村

社会の抵抗者ではなく、村請制にむしろ従順であったことが「隠れ切支丹」の存在を可

能にしたと推測できる。 

我々が、初めて加西市の大日寺を訪れた時は雨の日で，雨の中で背面十字架地蔵を見

学したが、いろいろな歴史を思う時、大きな感動を覚えた。本来仏像などは前から拝む

ものであり、背面に彫られた十字架は１９７２（昭和４７）年に発見されるまで静かに

時の流れを刻んでいたのだろう。 

１９６５（昭和４０）年に学生の杉山正子氏が書かれた「姫路・岡山両藩における浦

上キリシタンの研究」という論文が本学にあった [10]。この当時、日ノ本学園高校長・

井口仁氏は吉田完次氏と共に異形石仏研究会を発足、研究されていた一人であった。２

００２（平成１４）年に，三俣俊二著「姫路・岡山・鳥取に流された浦上キリシタン」

が出版されているが [11]，姫路の史実についての記述は，杉山氏の論文と良く一致し

ていた。本学の資料の中から，この論文が出てきたという事実からも、不思議な導きを

感じ、我々も、今後この研究を継承していけたらとの思いを深くしている。 

 

我々は，更に姫路でこれをライフワークとしておられる福西章氏のご協力も頂いて勉

強会をしたり、研究資料の提供を受けた [12]。そして、キリシタン禁教時代にも全滅

せず、キリシタンとして生きた人々の証としての墓碑を捜す為に、昨年の１１月、我々

は福西氏の案内の下、姫路近辺のお寺やお墓を捜したずねてまわった。現在までに姫路

市が把握しているもの以外にも数箇所で十字架地蔵や墓碑ではないかと思われる遺跡

を見つけることが出来た: 飾磨の薬師寺、新在家本町の観音寺、網干区の善慶寺、香寺

町の常福寺、船津町の薬常寺などが知られていたが、さらに薬常寺の地蔵のもう一体の

地蔵や、船津町内の墓地にある十字架地蔵、善慶寺内の南無阿弥陀仏が南無阿弥■仏（■

ぜつぶつ＝こざとへんに色、ゼウス『神』を表すことば）と刻まれている墓碑などであ

る。 

これらはあくまで姫路市内のことであるが、加西市にはこのような墓碑や十字架地蔵

が多数あり、我々は，姫路から少し離れるけれども、観光MAPの中にこの加西の十字

架地蔵なども入れてはどうかと考えている。 

実は本校の玄関前にもキリシタン灯篭があり、まるで歴史あるミッションスクールを

見守っているかのようである。1873 (明治６) 年、高札が外されるまで３００年余も隠

れて信仰を守り通してきた人々がいたという事実は日本におけるキリスト教の歴史上

驚くべきことである。 

 



 

３）外国人へのアンケート 

 
以上の研究から「キリシタン王国」とまで言われた姫路地区のキリシタンの歴史的意

義を考え、これを世界に広く知ってもらう価値があると思い、外国人にもアンケートを

実施した。昨年１２月に外国人観光客へのアンケート調査のため、外国人の多く集まる

京都と奈良を訪ね、アンケートを行った。語学力不足や自信のなさから初めは声をかけ

るにも勇気を必要としたが、終盤には積極的にアンケートをとることができた。２日間

実施し、断られた方も含めると約１００名、うち８０名から回答を得ることができた。

さらに、今年の１月には姫路城周辺でも２度実施した。 

 

＜アンケート結果から見えてきたこと＞ 
  

 京都・奈良では日本を初めて訪れた方が多く、姫路や姫路城を知らない人が約３分の

２もあったことはショックであった。これには、持参した姫路城のパンフレットなどを

見せると、分かったという人もあったが、黒田官兵衛や隠れキリシタンについて知る人

はほとんどいなかった。 しかし、中には日本を研究しておられる方もあり、詳しくご

存知な方もいらっしゃった。ただ、キリシタン遺跡への興味は高く、アンケートに答え

て頂いた約半数の方がクリスチャンであったことから当然のことかも知れないが、４

４％の人が、もしそのような遺跡があれば訪問したいと答えている。 

 姫路でも６割が、京都・奈良では７割の方が観光目的で訪れていたが、注目に値する

結果として挙げられるのが訪問回数であった。京都・奈良では６割以上の方が日本は初

めてと答えているのに対して、姫路では３割以下であった。姫路でのアンケートでは，

姫路を訪れたのが初めてと答えた方は約半数で、４割以上の外国人が、２度、３度目、

それ以上の回数を訪れていることが分かった。つまり、リピーターが多く訪問している

ことを意味する。これは、姫路城がそれだけ魅力ある文化遺産であることを証明してい

ることなのかもしれない。 

また、アンケート調査を実施して感じたこととして、姫路城が「世界遺産」であるこ

とを知らない人が多く、数ある日本の名所旧跡の中で、日本で最初に世界文化遺産に登

録された姫路城は別格であることをもっと強くＰＲすべきであると感じた。これは実際

に外国人観光客の方からも指摘された。姫路市の作成したパンフレットを見ると、小さ

く「World Cultural Heritage」という文字を見つけることができるが、より印象的に

目につくようアピールしてはどうかと感じた。京都や奈良では持参した姫路のパンフ

レットが十分な数ではなかったが、「Interesting」と興味を示され、すぐになくなった。 

 

４）姫路市への提言 

  

 外国人観光客への「キリシタン遺跡マップ」と案内板設置 

  本学学長が淳心学院理事長マルゴット神父と面談し、この地区の教会マップを頂い

たので、私たちの発見したものと合わせて観光マップの作成を試みた。アンケート結果

でも、キリシタン遺跡を訪ねたいとの回答が半数近くあったので、このマップを観光案

内所などにおいていただければと思っている。また、観光地としての立札や案内板の設

置の検討を要望したいと思う。合わせて、本学が姫路で初めてのミッションスクールで

あり、下寺町に現在も案内板があるが、もう少し目につくように形を変えて設置して頂

けたらとお願いしたい。 



 

＜おわりに＞ 
 

  今でも全国各地に多くのキリシタン遺跡がひっそりと眠っている状態と思われる。

３００年もの長い間、キリスト教が禁じられていた歴史の中で、キリスト教の痕跡を示

すものすべてを隠さざるを得なかったのは、やむを得ないことであったであろうが、隠

れキリシタンの研究を続けて来られた研究者によって、茨木の地からフランシスコ・ザ

ビエルの肖像画など多くのキリシタン遺物が発見されたように、今後に期待したいと思

う。また、播磨地域に多いキリシタンと思われる墓碑も風雨にさらされて解読困難なも

のもある。文化財の研究と科学の進歩により、これらの隠されたものが一つずつ発見さ

れていくことを切望してやまない。 
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  「キリシタン大名禁令に翻弄された三人のサムライたち」（DVD）いのちのことば社 2014. 

4. 本山一城著 「秀吉に天下を獲らせた男・黒田官兵衛」2014.  

5. 井澤洋一著 「福岡藩領内におけるキリシタンの動向と考古資料」海鳥社 2004． 

6. ヨハネ・スクルース著 「播磨の切利支丹史」 1986. 

中西裕樹編 「高山右近・キリシタン大名への新視点」宮帯出版社 2014． 

7. レオン・パジェス著「日本切支丹宗門史」 1869. 

8. 姫路カトリック教会編:姫路教会史   

9.  http://www.amy.hi-ho.ne.jp/kanji/  

10. 杉山正子  「姫路・岡山両藩における浦上キリシタンの研究」 学生論文。1965. 

11. 三俣俊二著「姫路・岡山・鳥取に流された浦上キリシタン」聖母の騎士社 2002. 

12. 福西章編  「キリシタン遺跡を訪ねて」 2014. 

13. 司馬遼太郎著:「播磨灘物語」 講談社 1975.     

14. 守部喜雅著:  「天を想う生涯」フォレストブックス 2014.    

15. 雜賀信行著:  「キリシタン黒田官兵衛」 雜賀編集工房 2013. 

16. 宮崎賢太郎著:「カクレキリシタンの実像」吉川広文館 2014. 

17. 吉田完次編： 「官兵衛の道」 

18. 津山千恵著： 「織田信長と高山右近」 三一書房 1992. 

19. 林 洋海著： 「キリシタン武将 黒田官兵衛」 現代書館 2013. 



20. 童門冬二著： 「黒田官兵衛」 時事通信社 2013. 

21. 福本日南著： 「黒田如水」 東亜堂書房 1911. 

22. 安藤英男著： 「黒田官兵衛のすべて」 中経出版 2013. 

23. 神田宏大著： 「野崎観音の謎」 文芸社 2008.



 

＜アンケート＞ 

私たちは姫路日ノ本短期大学の学生です。以下のアンケートにお答えいただけますか？ 

We are students of Himeji-Hinomoto College at Himeji. 

Could you answer following questionaires ? 

1. あなたはどの国から来られましたか？ 

Which country do you come from? 

2. あなたの来日の目的は何ですか？ 

Why did you come to Japan?  

     (ex.) (a) business,   (b) sightseeing,  (c) others 

3. あなたが日本を訪れるのは初めてですか？ 

Have you visited JAPAN before? Is this the first time to visit? 

(a) The first time,  (b) the second time,  (c) more,   (d) live Japan (Where?) 

3-2. 姫路を訪れるのは何度目ですか？ 

About Himeji？ 

(a) The first time,  (b) the second time,  (c) more, 

4. あなたはキリスト教徒ですか？ 

Are you a Christian? 

(a) Yes,        (b)  No,  (c) No answer 

5. あなたは黒田官兵衛をご存知ですか？ 

Do you know the name of Kanbê Kuroda who governed Himeji around the end of 16th 

century? 

(a) Yes,  (b) No,  

もし Yes なら 

If yes,  

5-1.  あなたは官兵衛がキリスト教徒であったことを知っていましたか？   

Do you know Kanbê was a Christian ? 

(a) Yes,  (b) No 

6. キリスト教は1549年にザビエルによって初めて日本にもたらされ，急速に広められました。

しかし，豊臣秀吉とその後の幕府の人たちは 1593 年以来江戸時代を通じてキリスト教を信じ

ることを禁じました。あなたはこの事実を知っていましたか？ 

Christianism was first introduced to Japan by Zabiel at 1549, and then it was rapidly 

spread. However, the governer Hideyoshi Toyotomi and his sucessers prohibited 

Christianism from 1593 to the end of Edo era (1867). Do you know this fact?  

(a) Yes,  (b) No 

7. キリスト教は禁じられていたにも関わらず，300年の間，信仰を捨てなかった人たちが存在

しました。彼らが残した遺跡（十字架地蔵）が姫路市と近郊に多く存在します。あなたはその

ような遺跡を訪問したいと思いますか？ 

Though Christianism was prohibited at that time, some Japanese believed in Christianism 

through 300 years. Their memorial monuments, Budda statues with cross on their back, 

were found at many places near Himeji. Do you want to visit such memorial places? 

(a) Yes,  (b) No 

8. あなたは，姫路城の十字架瓦をご存知ですか？ 

Have you seen the roof with cross at Himeji castle? 

(a) Yes,   (b) No 

 

 

 



 

＜アンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 国別割合 （京都・奈良） 】 

【 国別割合 （姫路） 】 
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【新たに発見した遺跡】 
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訪問により、右側

もそれらしい遺

物であることが

判明 

船津町 薬常寺 

背面十字架地蔵 

船津町墓地にある會の文字の中央が 

十字になっている墓碑 

網干区新在家 善慶寺 陀 

ゼウスを表している

と 

言われる文字 

南無阿弥陀仏 

船津町墓地にある 

十字架地蔵 

陀 
ゼウスを表していると 

言われる文字 

南無阿弥陀仏 



 

 【外国人観光客へのキリシタン遺跡マップ】 

 

 



教授 甲本喜胤  水彩展 「景 2014」から 

日程 2014年 8月25日(月)～8月31日(日) 10:00～18:00 

会場 イーグレ姫路市民ギャラリー 特別展示室 

後援 姫路市  

 

    

「ひこばえ」F6 ｱﾙｼｭ紙 WATER COLOR            「芒が原」F20 ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR 

 

     

 ｢冬の漁港｣ F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR         ｢浜への道｣ F20  鳥の子紙 WATER COLOR 

 

          

「大山遠望」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR          「野路菊の咲く丘から」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR  



 

  「朝凪の港」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR       「街 道 Ⅱ」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR 
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 「霧雨の街 Ⅰ」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR       「霧雨の街 Ⅱ」F8  ﾌｧﾌﾞﾘｱｰﾉ紙 WATER COLOR 
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