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三長命・武内宿禰・うつつら・豊国大明神臨時御祭礼記録・吉田松陰

二〇〇九年十二月

とを意味している︒

つつら﹂から浦島へと交替する︒これはこの頃までには浦島が長寿者として定着し︑周知されたこ

室町末期の寿命尽しには︑
東方朔と﹁うつつら﹂がならべて語られていたが︑元禄期頃までには﹁う

期から明治初期にかけて︑東方朔は武内宿禰と替わり︑日本三長命という発想が成立する︒一方︑

東方朔と浦島太郎と三浦大介は︑江戸時代中期には三長命として定着していた︒しかし︑江戸末

要旨

キーワード

A Sequel to URASHIMA and Congratulation
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今手許に一つの小さな工芸品がある︒その形状から根付と思われる
二センチ四方に満たない彫刻で︑かなり以前に旧知の古書店から送ら
れてきたものである︒浦島太郎の資料とのことであったが︑根付らし

一

き も の は 象 牙 の 彫 刻 と い っ て も︑ 方 形 の 板 に 文 字 ば か り が 彫 ら れ て
いるだけ の も の で ︑ 浦 島 伝 説 と の 関 わ り も 未 知 数 で あ っ た ︒︽ 図 一
ａ︾
︽図一 ｂ︾その文字とは次のようなものであった︒

十七八の死が惜しければ︑三十の死もおしゝ︒八九十︑百になりても︑
是 で 足 た と い ふ こ と な し︒ 草 虫 水 虫 の 如 く︑ 半 年 の 齢 の も の も あ り︒ 是
以 て 短 か し と せ ず︒ 松 柏 の 如 く 数 百 年 の 齢 の 者 あ り︒ 是 以 て 長 と せ ず︒
天地の悠久に比さば︑松柏も一時蠅なり︒何年程生たれば気が済むこと
か︒ 前 の 目 通 し と も あ る こ と か し︒ 浦 島 武 内 も 今 は 死 人 な り︒ 人 間 僅 か

本間擁堂敬刻

五 十 年︑ 人 生 七 十 古 来 希︒ 何 か 腹 の い ゑ る 様 な こ と を や つ て 死 な ね ば︑
成佛は出来ぬぞ︒
吉田松蔭先生より門弟に与えられたる生死訓の内
︵花押︶

これが表面に彫られた全文二百十字である︒原文には句読も清濁点
もないのであるが︑試みに付した︒問題は︑この文面の傍線を付した
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﹁浦島武内も今は死人なり﹂が︑何を意味するのかということである︒果たしてそれが浦島伝説と如何に関わる
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図一ａ

根付（文面拡大）
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−
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ものか︒この根付の文章を手掛かりに浦島伝説の一側面を考えていきたい︒

一

十七︑八歳の死も︑三十歳の死も惜しい︒八十歳や九十歳︑いや百歳になってもこれで満足だということはな

い︒草の中の虫や水の中の虫のように半年の命もあるが︑これを短いとは思わない︒松柏のように数百年の命も

あるが︑これを長いとは思わない︒天地の悠久に比べるならば︑長い松柏の命も﹁一時蝿﹂のようである︒人間

はいったい何年くらい生きたら気が済むのであろうか︒﹁前の目通し﹂ともあることである︒﹁浦島武内﹂も今は

死んでいる者である︒舞﹁敦盛﹂の詞章のように人間の命はわずか五十年程度︒杜甫の詩﹁曲江﹂の句のように

人生七十歳は古来から稀である︒何か満足できるようなことをやって死なないと成仏はできない︒おおよそこの
ような意味を述べているのであろう︒

長生きは人間の重大な欲望の一つである︒高齢化社会を迎えても︑人はなお長寿を望み︑そのために健康に留

意して生活をおくる︒しかし︑人間の価値は生きる時間の長さの問題ではない︒植物の寿命の長さ︑虫の命の短

さもある︒人間はどれだけ生きたかではなく︑何をなして死んだかを問われるべきなのかもしれないと︑これは
問いかけているのであろう︒

さて︑ここに登場する﹁浦島武内﹂は単独の人間の固有名詞ではあるまい︒おそらくは浦島と武内という二人

の人物を指すのであろう︒それも文脈からはおそらくは長寿な人間の例として挙げられたものと考えられる︒そ

うだとすれば︑この人物はだれなのであろう︒まず浦島とは︑次に説くように浦島太郎と解してよいであろうか︒

4

では武内とはいったいだれなのか︒

百歳を越える老人がそれほど珍しくなくなった今日では︑浦島の年齢もあまり注目されないのだが︑江戸時代

においては浦島は長寿として著名であった︒元禄頃には既に厄払いの寿命尽しの詞章にも登場していたと考えら

二

れ︑近松門左衛門﹃雪女五枚羽子板﹄︵推定宝永五年︶にも﹁新春やくはらひ﹂として﹁浦島太郎が八千歳︑東方

朔が九千歳︑西王母がもゝのさね﹂と引かれている︒浦島太郎をやはり長寿として見てよいだろう︒

江戸時代には歳末毎に必ず厄払いを耳にする︒その寿命尽しに登場する東方朔と浦島太郎は︑画題としても好

まれたようで絵画に見かけることも多い︒その場合は概ね三人一組で描かれていて︑﹁三長命﹂と呼ばれる︒も
う一人の長寿者は三浦義明で通称三浦大介と呼ばれる人物である︒この三人組

三

の登場する厄払いの詞章は落語の﹁厄払い﹂によっても知られるし︑また歌舞
伎十八番﹁助六﹂の甘酒売りの台詞としても現在でも聞くことができる︒
その一例として掲出したのは﹁三長命之図﹂と題し﹁東方朔／三浦大助／浦
島太郎﹂と名前が連記された刷物である︒︽図二︾
﹁小信﹂という署名と印があ
ることから長谷川小信のことと思われる︒その長谷川小信は︑二代長谷川貞信
の前名であり︑慶応三年 ︵１８ ︶頃から﹁小信﹂と名乗り︑明治八年に父親
四

の隠居によって二代目を襲名していることから︑この絵は明治初年頃のものと
思われる︒この刷物は左半分に大きな空白があるので引札の見本かと思われる︒
朱塗りの盃で亀に酒を飲ませる浦島とそれを見守る三浦大介と東方朔︒東方朔

第二十一号
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は冠を戴く正装であり︑その傍らには西王母の園のものと思われる桃が入った
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引札・小信「三長命之図」

図二
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林

唐櫃が置かれていてそれと知られる︒三浦大介も烏帽子に素袍であるが︑その腹部に丸に漢数字の三が入った﹁三

つ引﹂の紋が描かれているのでそれとわかる︒浦島も一見漁師とは見られない衣装であるが︑亀に酒を振る舞う
ことと標題からそう判断できるのである︒

五

この類の画題の絵はこの前後の時期には多く描かれたようで︑﹁三老人／真行草﹂と題する絵は署名の﹁應需惺々

曉齋﹂から河鍋暁斎と知られる︒︽図三︾その描かれた三老人は細部は異なるものの︑右奥は桃を抱えた東方朔︒

右下の大盃を抱えて口をつけて飲もうとするのは︑その三つ引の紋から三浦大介である︒また︑腰蓑に魚籠を提

げた漁師姿の浦島もやはり亀を捧げている︒その亀は酒瓶を持って三浦の大盃に酒を満たしている︒
﹁助六﹂の

白酒売りの口上を踏まえた酒宴の情景であろうか︒他にも同時代の日本画家山本琹谷 ︵きんこく︶
﹁浦島之子図﹂

六

が︑益田市立雪舟の郷記念館で平成二十年秋に展示されている︒個人蔵のため詳細は不明だが︑琹谷が津和野藩

り竿を持った腰蓑姿の浦島太郎︒
これは酒宴の情景ではなくて︑

酒の入っている瓢を持った三つ引紋の三浦の大介︑玉手箱と釣

︽図四︾渚にたたずむ三人は︑右端には桃の籠を提げた東方朔︑

芸にも広がっている︒
例えば絵皿として次のようなものがある︒

そして︑これは単に絵画のみに留まらず︑絵画をともなう工

この三人はおめでたトリオとして周知の画題であった︒

このように少なくとも︑明治のある時期までは︑絵画世界でも

絵師で生没年が文化八年 ︵１８ ︶から明治六年 ︵１８ ︶であることから︑幕末か明治初年の制作と思われる︒
73

富士山と鶴という縁起物が加わって︑やはり三長命を描いてい

錦絵「三老人真行草」

図三

11

るのである︒
またこうした伝承は江戸や上方といった文化の中心地域だけで
七

はなく地方に広がってもいた︒川柳に
﹁浦島に二千歳ます三河者﹂
とあるのは︑浦島太郎が八千歳であることを前提とし︑三河万歳
が厄払いとしてやはり浦島太郎の年齢を語っていた所以であろう
ことも推測されるのである︒また﹃対馬民謡集﹄にも﹁なんぼめ

第二十一号
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九谷焼深鉢皿

図四

でたいなめでたいな︒めでたいことを申そうなら︑鶴は千年︑亀
は万年︑東方朔は八千歳︑浦島太郎は九千歳︑権藤の婆さん百六
つ︑三浦の大助百七つ︑お家の旦那は百八つ﹂︵池田弥三郎﹃日本
故事物語﹄
︶という厄払い歌を載せているのである︒

二

ところで︑いつごろからなのかこうした画題の中に不審な人物が混じってくる︒例を挙げれば︑明治二十六年

の暦を付載した﹁日本三長命﹂と題する次のような引札がある︒︽図五 ａ ︾︽図五 ｂ︾同じ三長命を描いたもの

を意識した近代的な雰囲気である︒三つ引に似た紋を付けた三浦大介のかかげる大盃に瓢の酒を注ぐ浦島太郎︒

であるが︑よく見ると右下の蓑亀の傍には大福帳や算盤が見られ︑壁には新暦も貼り出されていて︑明治維新後

−

この二人は変わらないのだが︑異なるのは奥に乳飲み子を抱く髭を生やした老人が描かれていることである︒本
苫小牧駒澤大学紀要
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右

8

林

来は桃を持った東方朔のはずである︒東方朔に赤子は似つかわしくないし︑
またその出で立ちも︑鎧か挂甲を身に着け太刀を帯びた姿であり︑仙人のイ
メージとは掛け離れているようである︒三長命としても︑これは一人だけ別
の組み合わせのようなのである︒さて︑この人物はだれなのであろうか︒

八

赤子を抱いた武人といえば︑例えば葛飾北斎の絵手本﹃北斎略画﹄︵刊年
未詳︶にも類例がある︒その半丁には西王母や東方朔の下に︑
亀に乗った﹁浦

シマ﹂︵浦島太郎︶と並んで赤子を抱いた男が描かれているのである︒冠を着
けた直衣姿のようであり︑貴族の面影があるが︑顔はやはり髭面である︒そ
して︑その右に記されている文字は﹁武ノ内﹂とある︒︽図六︾
また︑貝原益軒の著作﹃本朝千字文﹄は︑中国の﹃千字文﹄にならって日
本 の 歴 史 事 項 を 四 文 字 で 整 理 し た 啓 蒙 書 で あ る が︑ そ の 安 政 二 年 ︵ １ ８ ︶

九

刊行本には口絵としていくつかの挿絵が載せられている︒そして︑そこには
に鎧姿の女性が︑左に赤子を抱いた髭面の武将が描かれている︒︽図七︾そ
の絵の中には画中詞も添えられている︒右に
﹁神功皇后は仲哀天皇の后なり﹂
とあり︑左には﹁武内宿禰は三百余歳の長寿にて六代の帝に仕へ奉る︑この
とき皇后に従ふて三韓を征伐す﹂︵一丁裏・二丁表︶とある︒つまり︑右の鎧姿
の女性は神功皇后であり︑左の髭面の老人は武内宿禰なのである︒そして︑
その宿禰が三百余歳の長寿であったことも述べられている︒また︑千字文の

明治二十六年引札

図五ａ

明治二十六年引札（拡大）

図五ｂ

55

語句としても﹁武内宿禰／割正州界／彤墀探湯／寿考宜祀﹂︵武内
宿禰︑州界を割ち正す︑彤墀湯を探り︑寿考宜しく祀るべし︶︵五丁表・六
丁 表 ︶と あ る︒ こ れ は﹁ 息 長 帯 姫 ／ 征 伐 三 韓 ﹂︵ 息 長 帯 姫︑ 三 韓 を 征
伐す︶という神功皇后 ︵＝息長帯姫︶の功績と共に宿禰の功績を並べ

る︑
﹁ 寿 考 ﹂ す な わ ち 口 絵 で い う﹁ 三 百 余 歳 の 長 寿 ﹂ ゆ え に ﹁ 宜 し
く祀るべし﹂と記される︒口絵と千字文の本文はまさに呼応してい
るのである︒
武内宿禰は︑
﹃公卿補任﹄によれば景行天皇の治世に﹁棟梁之臣﹂
としてその名が記され︑成務天皇以降︑大臣として仲哀 ︵神功皇后

を含め︶
・応神・仁徳天皇の五朝に仕えている︒仁徳天皇五十年に薨じ﹁在官二百四十四年︒春秋二百九十五年﹂

︵新訂増補国史大系・第一冊・三頁︶と記されている︒ゆえに今日ではその長寿ゆえ実在が怪しまれる歴史上の人物

の一人である︒仲哀天皇崩御後に神功皇后とともに神託を聞き︑皇后の朝鮮出兵を補佐した︒彼の腕には抱かれ

ているのは︑帰国して皇后が九州で生んだ仲哀天皇の子であり︑後の応神天皇となる御子である︒武内はこれゆ

えに武人として描かれ︑また赤子を抱いた姿とされることが多い︒また弟の甘美内宿禰の讒言のために盟神探湯
をして身の潔白を晴らしたことでも著名である︒

以上のことから︑この引札に描かれているのは武内宿禰と考えられる︒ゆえに﹁浦島武内﹂とはこの引札にも
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9

ある浦島太郎と武内宿禰のことであり︑それは三長命として既にこの当時には周知の組み合わせであったのであ
ろう︒
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林

ところで︑引札の欄外に記された﹁日本三長命﹂という題は︑その
﹁ 日 本 ﹂ の 文 字 に 意 識 を 及 ぼ さ な い 限 り 気 に も な ら な い が︑ 意 識 す る
ときには大きな意味を持ってくる︒従来の三長命の一人の東方朔が確
かに中国種であることから︑日本とはいえない︒それを武内宿禰に替
えることで︑初めて﹁日本三長命﹂が成立するのである︒おそらくは
三長命の定着と共にそれを日本人で揃えようという意識が働いてきた
のであろう︒いつの間にかこういった組み合わせも成立し︑絵画にも
描かれていったようだ︒
次に示す掛幅もそうした結果として見過ごさない方がよいであろ
う︒︽ 図 八 ︾し か し︑ こ の﹁ 文 章 ﹂ と い う 落 款 を 持 つ 掛 幅 は︑ 少 し 奇
妙な絵である︒
奥の岩の上に座すのは靱を背負い弓を持った髭面から︑
武内宿禰であろう︒ただし︑この絵では赤子を抱いてはいない︒中程
で扇を手に素袍姿で舞う老人は三つ引紋はないものの三浦大介と思わ

れる︒そして︑亀に乗った人物は玉手箱を抱えているので龍宮から帰ったばかりという感じの浦島太郎である︒

画題はやはり﹁日本三長命﹂であろう︒奇妙といったのは︑その三人がばらばらで︑一つの場にいるようには思

われないことである︒三浦の足元にある瓶子と盃からかろうじて酒宴かとも思われるが︑三人が酒を酌み交わす

情景にも見えない︒何か情報の誤解があるようにも思われるが︑おそらくは構図と内容の確定後に絵師によって

いくつかの創意が加えられたためであろう︒この類のほぼ同じ構図の絵を既に多数確認しており︑一定の約束事

図七 『本朝千字文』

十

は既に確立されていると思われる︒
ところで︑そうなると気になるのが︑いつごろこの東
方朔と武内宿禰は入れ替わったのであろうかということ
である︒まずは武内宿禰が長寿者として認識されること
から始まるといえよう︒
﹃北斎略画﹄や﹃本朝千字文﹄
にも長寿認識の一端は見て取れる︒
嘉永二年 ︵１８ ︶刊行の草双紙で楽亭西馬作﹃長命
願延寿袋﹄では︑その冒頭に﹁夫︑世の中に大切なもの

を︑命から二番目と定めあれば︑命ほどの宝はなく︑金銀にも替へがたきものなり︒その命を授けたまふは︑天

文章画掛幅

図八

地造化の御神にて︑忉利天の一丁目に店を出だし︑命の□いや総本家の看板を掛け置き︑店をあづかる番頭には︑

木平・火兵衛・土衛門・金之助・水七などいふ︑木火土金水の手代共人の︑命を受け持ち商ひする︒此の五人欠

十一

ける時は命の相場立たず︑商ひ不景気なり︒﹂︵一字判読不能︶とあり︑天の創造神による人間の寿命の売買が描

かれている︒そして︑第二丁裏・三丁表にかけて︑駕籠の前を福禄寿︑後ろを寿老人が担ぎ︑その駕籠に菊滋童

が乗っている︒その後ろに馬に乗った冠に鎧姿の武内宿禰︑その前を東方朔︑浦島太郎︑三浦大助の三人が先導

して歩いていく図が人物呼称と共に描かれている︒︽図九︾寿命の長い人物を列挙する所謂﹁寿命尽し﹂の面々

が描かれているのである︒やはり三長命が一組となって先頭に描かれている︒だから本文にも﹁されば長生きの

うちにも︑東方朔が命は九千歳︑浦島太郎は八千年︑三浦の大介百六つと︑昔より厄払ひの口ぐせに残れど﹂と
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いうことばもその図の中に記されている︒ここからも如何に厄払いの詞章が知られていたかがわかる︒
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林

しかし︑もう一つ注目するのは︑武内宿禰が単独ではあるが︑その長寿
仲間として登場していることである︒近松の﹃雪女五枚羽子板﹄に浦島太
郎︑東方朔︑西王母と記された宝暦五年 ︵１７ ︶から︑武内宿禰が近づ
いてきていることが見て取れるのである︒

該当するものであろう︒
五五六 品川彌二郎宛 ︵安政六年︶四月頃

＜

＞

淺猿さ︒併し恥を知らずと︑﹁孔子曰く︑志士仁人は身を殺して仁を爲すあり﹂とか︑﹁孟子云はく︑生を舍てて義を取

ケ敷き事はない︒足下輩少し膽あらば︑古人へは恥かし今人はうるさし︑此の世の居りて何を樂しむか︒陳ても凡夫の

様 な 事 を 遣 つ て 死 な ね ば 成 佛 は 出 來 ぬ ぞ︒ 吾 れ 今 よ り は 當 世 流 の 尊 攘 家 へ は 一 言 も 應 答 せ ぬ が︑ 古 人 に 對 し て 少 し も 恥

とか︑前の目途でもあることか︒浦島・武内も今は死人なり︒併し人間僅か五十年︑人生七十古來希︑何か腹のいえる

せず︒若し當時太公望の恩に感じて西山に餓死せずば︑百迄死せずとも短命と云ふべし︒何年程生きたれば氣が濟むこ

て長とせず︒天地の悠久に比せば松栢も一時蠅なり︒只だ伯夷などの如き人は周より漢唐宋明を經︑清に至りて未だ滅

云 ふ こ と な し︒ 草 蟲 水 蟲 の 如 く︑ 半 年 の 命 の も の も あ り︑ 是 以 て 短 と せ ず︒ 松 栢 の 如 く 數 百 年 の 命 の も の あ り︒ 是 れ 以

の 死 が 惜 し け れ ば︑ 三 十 の 死 も 惜 し し︒ 八 九 十 百 に な り て も 是 れ で 足 り た と

︵前文闕︶但し死生の悟りが開けぬと云ふは餘り至愚故詳かに云はん︒十七八

松陰在野山獄／品川在萩

た生死訓なのであろうか︒おそらくは次に示す品川彌二郎宛書簡がそれに

﹁ 生 死 訓 の 内 ﹂ と い う こ と で あ っ た が︑ 具 体 的 に は い つ ご ろ の だ れ に 与 え

ところで︑冒頭に掲出した根付に彫られた文章は︑松陰が門弟に与えた

08

第九巻 ︵山口教育会︑昭 ・ ／ ︑岩波書店︶

る も の な り ﹂ と か 云 う て︑ 見 臺 を 叩 い て 大 聲 を す る 儒 者 も あ る︒ 其 の う る さ い を 知 ら ず に 一 生 を 送 る も の も あ る︒ 足 下
輩も其の仲間なり︒
吉田松陰全集

10

10

傍線を付した部分が引用されたと考えられる箇所である︒比較するに若干の語句の異同や省略もある︒また﹁前

14

品川彌二郎宛

安政六年四月頃﹂と

の目通し﹂という意味のはっきりとしない語句は﹁先の目途﹂の意であれば解することができる︒この書簡は岩
波文庫﹃吉田松陰書簡集﹄︵広瀬豊編︑昭 ・ ／ ︑岩波書店︶にも﹁八六
04

30

この書簡を典拠と考えることにより︑
求める﹁浦島武内﹂と並べる発想が萩育ちの青年にも︑既に安政六年︵１

︶には周知となっていたことが確認できよう︒なお︑この安政六年は松陰の処刑の年でもある︒松陰は三度

その松陰が東方朔ではなく︑神功皇后に従って三韓に遠征した﹁武内﹂という死人をここに例として挙げている

この書簡の中では当世流の尊攘派を批判している松陰であるが︑また彼は猛烈な尊皇攘夷の指導者でもあった︒

てた後のことである︒弥二郎は萩にいて同じ萩の野山獄にいる松陰に生死の意義を問うたのであろう︒

の下獄の後江戸に送られて処刑されている︒この野山獄はその三度目のことであり︑松下村塾の門下生を多く育

８

云ひ︑これは生死そのものの意義を語つて居る︒
﹂とある︒

で詳細は分からぬが︑生死の問題を師松陰に尋ねたらしい︒その返事がこれである︒先には生死の時機の問題を

して採録されている︒文庫に付された説明では﹁愛弟子品川彌二郎 ︵後の子爵︶は︑當時十七歳である︒前文缺

12

ことは︑今から考えても象徴的である︒おそらく︑こうした空気の中で武内宿禰への変更もさしたる抵抗感もな
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くの是認されていったのではあるまいか︒
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三

江戸後期から幕末の間には東方朔から武内宿禰への交替は起きていたらしい︒そして浦島と三浦大介は新しい

仲間と日本三長命を組むことになる︒しかし︑考えてみると︑三浦大介も先に引いた近松作品ではまだその名が

見えない︒おそらく長寿者にも栄枯盛衰があり︑時代とともにその例として名前を挙げられる者たちも変遷交替
していくのであろう︒

﹁浦島太郎﹂の流布本として江戸中期に流布した叢書﹁祝言御伽文庫﹂には﹁唐糸の草子﹂も収められている︒

頼朝暗殺に失敗し捕らえられた唐糸の助命を願う娘万寿は︑今様を歌う十二人の女の一人として召し出されて舞

う︒彼女の歌は﹁君が世はさざれ石のいはほとなりて苔のむすまで﹂という詞章からもわかるように長寿の祝福

の歌であり︑寿命尽しであった︒万寿は﹁高砂や︑相生の松万歳楽に︑御命をのぶ︑東方朔の九千歳︑うつつら

十二

の八萬歳︑ぢやうみやう居士の一千歳︑西王母の園の桃︑三千年に一度花咲き︑実のなると申せども︑相生の松

にしぐことさふらふまじ︒
﹂と歌う ︵日本古典文学大系﹃御伽草子﹄・一四三頁︶
︒極まり文句なのであろう︑西王母

の桃に東方朔が登場する︒しかし﹁うつつら﹂と﹁ぢやうみやう居士﹂とは︑今日では聞き慣れない人物である︒

大系本は頭注でこの二人を鬱頭藍弗︵うつづらんほつ︶と維摩経に登場する浄名居士と説く︒

前者﹁うつつら﹂は︑パーリー語でウッダカ・ラーマプッタ︵ Uddaka-Rāmaputta
︶︑サンスクリット語でウ

ドラカ・ラーマプトラ︵ Udraka-Rāmaputra
︶ と い い︑ そ の 漢 訳 は 鬱 陀 迦 羅 摩 子・ 鬱 陀 羅 羅 子・ 優 陀 羅 羅 摩 子 な
どと音訳されるようにさまざまな表記がある︒鬱陀迦羅摩子は︑釈迦が出家して道を問うた仙人の一人であった

が︑その答えに満足できずに自ら苦行の道に励み︑さとりを得るに至る過程の人物であった︒ただし︑﹃仏本行

14

集経﹄
・第二十二などでは︑成道の後に釈尊がさとりの内実を伝えようと訪ねると既に死去していたというから︑
長寿者としては描かれていない︒

しかし︑
この﹁うつつら﹂が東方朔と並ぶ長寿者として理解されていたことは︑﹁唐糸の草子﹂ばかりではない︒

早くに﹃宝物集﹄においては寿命が八万劫であったことを記している︒片仮名三巻本に﹁鬱頭生天期八万劫︑始

終哀不免﹂︵鬱頭生天の八万劫を期す︑始終の哀しみ免れず︶︵おうふう・四〇頁︶とあり︑仙人鬱頭藍弗が非想天に生

れて八万劫の寿命を得たけれども︑始めがあれば終わりが来るという理法からはのがれることができない︑とす

るのである︒七冊本 ︵新日本古典文学大系・四八頁︶でも同じである︒また両書共に︑実例として藤原茂明﹁鳥羽

天皇御逆修法会願文﹂︵﹃本朝文集﹄五十九︶を注に掲げている︒院政期には周知のことであったのであろう︒

また︑この鬱頭藍弗が﹁うつつら﹂として東方朔と並んで挙げられる例は他にもあり︑例えば︑舞﹁和田酒盛﹂

では﹁東方朔が九千歳︑うつゝらの八万歳︑竜智和尚の二万歳︑上明居士の翁の一千歳︑二千歳を経るとは申し

候へど︑名をのみ聞て今は見ず﹂︵新日本古典文学大系﹃舞の本﹄・四七九頁︶と﹁唐糸の草子﹂に近似の詞章が登場

することから︑これが成立当時の寿命尽しの詞章を反映したものであろうと思われる︒また同じく舞﹁満仲﹂に

も﹁東方朔が九千歳︑鬱頭藍 ︵うつゝら︶の八万歳も︑名のみばかりぞ残りける﹂︵同・一二四頁︶とあり︑並べ
て挙げられるべき組み合わせであったようである︒

ところで︑所謂御伽草子﹁ふくろふ﹂でも︑ふくろうがうそ姫に送る恋文の中に限りある例として寿命尽くし

が登場する︒例えば寛永刊本では﹁東方朔が九千歳︑龍智和尚が一千歳︑浦島太郎が七百歳も︑限りある由承り

候へ共︑君を思ひしことは限りなし﹂︵校註日本文学大系・五五頁︑有朋堂文庫・五四四頁︶とあるのである︒しかし︑
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うつつらか八万才︒竜智和尚が一千才︑二千才も限りあり﹂︵室町時代物語大成・第十一・三七〇頁︶とあり︑浦島

太郎の名前がない︒また︑松本隆信氏旧蔵奈良絵本では﹁東方朔が九千歳︑うつゝらか八万歳︒竜智和尚が一千

歳︑浦島太郎が七百歳も︑限りある由うけたまはり候へども君を思ひしことは限りなし﹂︵同・三五五頁︶とうつ
つらと浦島太郎が並べられているのである︒

これらを仮に書写や刊行の年代順に並べてその変遷を勘案することはあまり意味があるものではあるまい︒そ

れよりはこの異同がそのまま当時における長寿者の認識のゆれととらえるべきであろう︒ともかくも寛永から明

暦という江戸前期において東方朔とうつつらの組み合わせに浦島太郎が参入してきているのである︒そして︑こ

の組み合わせは︑徐々に地方にも広がっていったようだ︒例えば秋田の猿回しの詞章に﹁猿天やれ︑西天竺に式

︶

三番に小猿楽︑久敷人の年の齢を尋申に︑東方朔は九千歳︑うつつら翁は八萬歳︑浦島太郎は七百餘歳と申せと

も︑翁にましたる年はなし﹂︵日本庶民生活史料集成・第九巻・四九六頁︶とあるものが文化十一年︵１８

記録﹄の諸本と改稿の意味﹂という論文の中に手掛かりらしきものが見られる︒

十三

したのだろうか︒その答えは容易には見出しがたい︒ただし︑磯部佳宗氏の﹁大田牛一﹃豊国大明神臨時御祭礼

では︑東方朔とうつつらと龍智和尚︑あるいは浄名居士の三長命がいつごろに︑どうしてメンバーチェンジを

四

のである︒

の﹁出羽國秋田領風俗問状答﹂の正月の﹁此月萬歳の類﹂の条に万歳とともに挙げられていることからも伺える

14

磯部論文では﹃豊国大明神臨時御祭礼記録﹄の調査の結果から︑諸本をａ からｅ の五系統に分類している︒そ

の中でａ 本とｄ本に見られる﹁東方朔カ九千歳︑うつゝらか八万歳﹂という文言が︑ｂ本︵釈恵玄書写本系︶で

はａ 本とｄ本の﹁うつゝら﹂とある部分が﹁ウラシマ﹂または﹁うらしま﹂となっていること指摘している︒そ
して︑さらにその辺の事情を次のように推察している︒

ところが︑ｂ１本のみ︑もともと﹁うつゝら﹂であったのを︑
﹁つ﹂と﹁ら﹂の左側に抹消を示す記号を付し︑
﹁つゝら﹂

の三文字の右側に﹁ラシマ﹂と訂正しているのである︒なお︑表には載せていないが︑﹃続群書類従﹄本の一本︑宮内庁

書陵部蔵本では︑ｂ１本と同じく︑﹁うつゝら﹂から改めている︒したがって︑﹁うつゝら﹂はｂ 本の本文においても︑

本来︑書かれていた語であろう︒ｂ１本を書写する際に利用された本には﹁ウラシマ﹂とあったが︑誤って﹁うつゝら﹂

と 写 し た た め に︑ あ る い は︑ も と の 本 文 に は﹁ う つ ゝ ら ﹂ と あ っ た が︑ 別 の 本 に 書 か れ て い た﹁ ウ ラ シ マ ﹂ の 方 が 正 し
いと思ったために訂正したわけではないと考えられる︵八一頁︶︒

これまで本稿で述べてきたことからも︑
﹁うつゝら﹂の本文が本来で﹁うらしま﹂とする本文が誤りであるこ

とはいうまでもないことであろう︒しかし︑問題はなぜ﹁うつゝら﹂が﹁うらしま﹂と訂正されているのかとい

うことである︒礒辺氏は﹁ｂ１本における改変は牛一の考えによるものではなく︑後人の手に成るものでないか

と思われる︒すなわち︑
﹁うつゝら﹂の意味を知らなかった後世の人が﹁うらしま﹂の誤写であると思って改め︑

以後︑書写される際には︑これが正しいものとして踏襲されてきたのではあるまいか︒﹂︵八二頁︶としている︒

盧山寺住僧恵玄﹂の奥書を有する本のみという︒

ｂ本は牛一自筆本の存在を確認できていなくて︑
﹁叡山住山時︑於横川般若谷円城坊︑書写畢︒是又︑山王大師
守護也︒／慶長十年乙巳七月七日
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では慶長十年以降いつ頃までにこうした誤写が成立したのであろうか︒既に引いた近松﹃雪女五枚羽子板﹄の
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﹁初春やくはらひ﹂中には︑実は厄払いの詞章が三種記されている︒﹁浦島太郎が八千歳︑東方朔が九千歳﹂とあ

ったのは︑その最初に記されていた上方のもの︒その後には﹁東の果て﹂のものがあり︑そして最後に﹁揚げ屋

女郎﹂の厄払いが記されている︒
﹁あら〳〵めでたや︑こなさんの御寿命申さば︑苦界十年︑蠅がとまって︑鶴

は千年亀は万年︑浦島太郎が重箱肴︑紋日はひととせに﹂と始まり︑浦島も登場してくるが︑途中には﹁宝引き

かるたをうつゝらわうじが八千ざい﹂︵二五一頁︶とある︒これはカルタを﹁打つ﹂と﹁うつゝら王子﹂の﹁うつ﹂
の掛詞になっているのである︒

この成立は宝永五年 ︵１７ ︶と推定されている︒同じ作者の同じ作品の中で﹁うつつら﹂も﹁浦島太郎﹂も

の写本の中に残り︑作者の推敲のあとと長寿表現の時間的変遷の過程を資料として留めることになった︒

としている︒それは牛一の秀吉の死に対する認識の変化でもあったろう︒だが︑幸か不幸かこの表現はいくつか

ｃ 本では﹁秀吉の死を悼むものの︑さきに神としての再生について述べ﹂たために除かれたのではあるまいか︑

によれば︑
ｂ本では﹁この世では永久に存在するものはないということを言いたかった﹂ために書かれた部分が︑

だが︑せっかくのこの寿命尽くしの詞章も︑牛一の推敲改変の結果︑削除されてしまっている︒それは磯部氏

写もこのあたり時期以降のことではないかと推察されるのである︒

長寿者としての類似であり︑かつそれが意識にのぼる書写の時期に違いがあったと思われるのである︒ゆえに誤

この誤写は実はそうした時期の一つの目安となろう︒つまり︑この誤写は文字の単なる類似によるものではなく︑

見てよいであろう︒長寿者としての浦島は既に成立し︑﹁うつつら﹂から﹁浦島﹂への交替も徐々に進んでいく︒

出てきていることから︑この宝永頃には︑﹁うつつら﹂︵鬱頭藍弗︶と﹁うらしま﹂︵浦島太郎︶は交錯していたと

08

結

長寿者の交替は見方を変えれば価値観の交替でもあったろう︒もちろんその交替の前提には︑長寿者としての

浦島太郎︑という理解が行き渡っていることが必要である︒浦島が長寿であることは︑故郷に戻った時に父母も

想像に難く

とうの昔に死んでしまっていることから自明のことのようにも思われる︒だが︑そうではなかった︒浦島が長寿

であるということを人びとが認識するには︑やはり所謂御伽草子の普及が必要であったと思われる︒

御伽草子には御伽文庫本が広くまた長く刊行され︑その中にある﹁浦島太郎﹂も流布したことは

ない︒しかし︑それだけではない︒他にも例えば刊行時期が明確な元禄四年版本の存在が知られる︒そして︑同

当世
改正

節 用 料 理 大 全 ﹄ に も 流 用 さ れ た こ と が わ か っ て い る︒ 元 禄 四 年 版 本 は 大 坂 高 麗 橋 の 藤 屋 弥 兵 衛

内容の本文と挿絵は元禄十三年刊行﹃女世話字用文章大成﹄の上覧に流用され︑またその挿絵は料理書である正
徳四年刊行﹃

十四

と田中庄兵衛の刊行︒また御伽文庫は知られている限り︑遅くとも享保十四年 ︵１７ ︶までには大坂心斎橋順
慶町の渋川清右衛門が刊行している︒

それら御伽草子の末尾には必ず浦島の長寿の記述があるのである︒故郷に帰った浦島は荒れ果てた野辺を見て

呆然とし︑かたわらの庵を訪ね︑中から出てきた八十歳 ︵元禄本は﹁ももとせ﹂︶ばかりの老人に浦島の行方を問

うと︑老人は不思議な顔をして︑それは七百年以前のことと答えるのである︒御伽草子では︑浦島の年齢を亀の

配慮で玉手箱の中に畳み入れて置いたから七百年の年齢を保ったのだと説くのである︒

この流布本系の本文の浦島の年齢は七百歳︒近松の記した﹁浦島太郎が八千歳﹂には遠く及ばないものの︑浦
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島の長寿の周知は目と耳とで相俟って広がったといえよう︒そして︑さらに絵にも描かれて定着していったので
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ある︒

一方︑時代の流れと共に︑その長寿の人物は江戸前期には﹁うつつら﹂から﹁うらしま﹂へと交替し︑その後

三浦大介が加わり︑さらに江戸後期には東方朔から武内宿禰へと交替していった︒そして︑見てきたようにそれ

らの寿命尽くしの詞章は︑画題として絵画や工芸品にも及んでいる︒掲出の引札は掲載の暦から大正十一年のも
のとわかる︒︽図一〇︾この時点では︑まだ東方朔と三浦大介と浦島太郎
の三人が︑長寿の象徴としての酒を実に楽しそうに飲んでいる︒厄払い
の詞章がかろうじて生き残っていたのであろう︒
だが︑男女共に平均年齢が七十を遥かに越える長寿社会が実現した現
在︑
﹁うつつら﹂はいうに及ばず︑東方朔も武内宿禰も長寿者として忘
れられてしまっている︒冒頭に述べたこの根付が︑もし軍人の持ち物で
あったとしたならば︑吉田松陰は何といったことであろう︒武内宿禰は
ともかくも︑浦島のごとき何もなしえないで死を迎えた人物を彼らは何
と解し︑自らはどんな言動をしたのか︒ともかくも︑浦島伝説の一端が
やはりここにも見られたというべきであろうか︒

図一〇 引札 大正11年 磐城石川山城屋

注一

縦一九×横一六ミリの板を三ミリずらして二枚重ねたように見えるが︑実は一つのもので︑全体で大きさは縦二二×

於奉天﹂という制作年月も記されている︒しかし本間擁堂を含め︑詳細は不明である︒古書店によれば︑

横一九×厚八ミリのもの︒この大きさの中にルーペで見なければ読めない程の細字で二百十字が彫られている︒裏には﹁昭
和十四年十一月

年７月︑二四九頁︶︒同解題では﹃義太夫年表﹄を引き︑この成立を宝永五年︵１７

ある高位の軍人の家からのものといい︑あるいはその軍人が満州国時代に所持したものかもしれない︒
注二 ﹃近松全集﹄第五巻所収︵１９

︶と推定している︒拙著﹃浦島伝説の研究﹄第六章第一節﹁浦島太郎と祝言﹂参照︒

落語﹁厄払い﹂では﹁ああら︑めでたいなめでたいな︑今晩今宵のご祝儀に︑目出たきことにて払おうなら︑まず一

サラリ︒
﹂
︵古典落語大系・第七巻・１９

年１月︑三一書房・三〇頁︶︒歌舞伎十八番﹁助六﹂白酒売りの云立の中にも﹁さ

げなさんとするところを︑この厄払いがかいつかみ︑西の海へと思えども︑蓬莱山のことなれば︑須弥山のほうへサラリ︑

浦島太郎は三千年︑三浦の大介百六つ︑この三長年が集まりて︑酒盛りいたす折からに︑悪魔外道がとんで出て︑さまた

夜あければ︑元朝の︑門に松竹しめ飾り︑床にだいだい鏡餅︑蓬莱山に舞い遊ぶ︑鶴は千年︑亀は万年︑東方朔は八千歳︑

注三

86

注五

︶三月江戸市村座初演︒底本は明治五年上演本であるが︑校異に使用された文政︵１

︶二年上演本でも大きな違いはないようである︒
年︶三九六頁︒

この絵は﹃暁斎百図﹄の中に収められた一枚である︒暁斎資料Ⅲ﹃暁斎百図﹄
︵昭和五七年・暁斎記念館︶別冊資料

注四 ﹃浮世絵大事典﹄︵東京堂・２０

８

﹁助六所縁江戸桜﹂宝暦一一年︵１７

銚付したばかりでさへ百六つまで生のびたり﹂︵日本古典文学大系﹃歌舞伎十八番集﹄七〇頁︶通称﹁助六﹂︑金井三笑作

らば厄払いの東方朔は︑この白酒を八杯飲んで八千歳︑浦島太郎は三杯飲んで三千歳︑三浦大介は下戸なれば︑ちょっと

70

61

08
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付載﹁暁斎百図について﹂︵吉田漱︶によれば︑文久三年から慶応二年あるいは明治初頭の刊行とされるが︑実際に百画
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︶

ちの上部にはやはり﹁王母﹂と﹁東方朔﹂も描かれており︑寿命尽しの感がある︒ただし︑初摺を用いた岩崎美術社版︵一

国書総目録には﹁本朝千字文

一冊︵別︶本朝千字文傍註︵類︶往来物︵著︶貝原篤信︵益軒︶著︑戸川後学注﹂と

〇頁︶や小学館版︵一八頁︶では記名はなく︑名前の表示は再刻で加えられたようである︵小学館版・対談・九二九頁︶︒
注九

あり︑刊本は安永四版︑文化一四版︑天保四版︑嘉永三版ほか刊年不明本などが記載されている︒掲出の安政二年刊﹃本

朝千字文﹄は︑特小本で同じ版木ながら安政二年孟春版と晩冬版を確認している︒口絵は七丁︑見開き六と半丁二つの都

合八つ︒内容は順にイザナギとイザナミ︑神功皇后と武内宿祢︑浦島︑小野道風︑安倍宗任︑源頼朝︑加藤清正︑狩野永

仙の八つの主題︒最初︵口絵の半丁表と内題の半丁に鏡と水の上の岩に鶺鴒一羽で見るべきか︶と最後が半丁︒両本の違

いは奥付の刊記と口絵の色刷り程度︒絵師として名前を載せる歌川国晴は﹃浮世絵の鑑賞基礎知識﹄に依れば︑作画時期

この武内宿禰を含む﹁日本三長命﹂の掛幅は︑﹁文章﹂の落款で二点︑他にもほぼ同じ構図のものとしての﹁紫雲﹂︑

が﹁安政二年頃﹂で﹁国広門人か﹂とあるのみの未詳の人︒
注十

﹁普汀﹂
︑
﹁豊嶋﹂などの落款のあるものなど︑都合九点を確認している︒いずれも明治期かその前後の作品と思われるが︑

22

晃平

益田市立雪舟の郷記念館の館長・川崎由美子氏の教示による︒

林

﹁ 三 老 人 真 行 草 ﹂ に は 説 明 の 記 載 は な く︑ ま た﹁ 図 版 解 説 ﹂
︵ 二 階 堂 充 ︶ も﹁
︵

としての刊行は明治十四年版︑十九年版など明治期に入ってのものしか確認されていないという︒なお︑同じく付載の﹁俚
言について﹂
︵宮尾與男︶では

注六

岡田三面子編・中西賢治校訂﹃日本史伝川柳狂句﹄四・古典文庫二三頁︒

49

︶ 永 楽 堂 版﹃ 北 斎 漫 画 ﹄ 初 編 に も あ る︒ 初 編 で は 画 面
14

構成も多少異なり﹁武ノ内﹂﹁浦シマ﹂の左に﹁三浦大助﹂︵芸艸堂版﹃続北斎漫画﹄三四頁︶も描かれ︑同じ丁の浦島た

注 八 ﹃ 北 斎 略 画 ﹄ は 刊 年 未 詳︒ こ れ に 同 じ 図 は 文 化 十 一 年︵ １ ８

注七

浦島太郎︑李白︑三引両の老武者﹂としている︒

55
−
25

注十一

この時点では直前の千寿の歌う﹁海道下り﹂に﹁浦島が玉手箱︑あけて悔しき箱根山﹂とのみあり︑長寿は触れら

四巻・合巻・樂亭西馬作・歌川國輝︵一世︶画・嘉永二年刊︒原文の仮名には読解の便のため適宜漢字を当てた︒

その内の一点には﹁日本三老図﹂という画題も記されている︒

注十二

注十三

最近の研究ではこの祝言御伽文庫は初印ではなく︑また覆刻でもなく︑後印という︒︵﹃お伽草子事典﹄﹁渋川版﹂・

中京大学文学部紀要・第四三巻・第二号︑二〇〇九年三月一九日︒

れていない︒

注十四
橋本直紀・五四頁︶

図二

図一 ｂ

図一 ａ

河鍋暁斎・三老人真行草

引札

根付

根付

小信・三長命之図

松陰遺訓︵拡大︶

松陰遺訓

掲出図版はすべて浮木庵蔵品による

図三

加賀九谷焼大深鉢皿一尺三寸・浦島太郎の図

掲載図版目録

図四

年暦・大阪・斎藤金兵衛﹁日本三長命﹂

引札・明治

年暦・大阪・斎藤金兵衛﹁日本三長命﹂ 武内宿禰︵拡大︶

26

26
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本朝千字文・神功皇后と武内宿禰

文章画・三長命図

引札・明治

図五 ａ
図五 ｂ
図六
図七
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︵はやし

こうへい・本学教授︶
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三長命 磐城石川郡・山城屋

﹃北斎略画﹄浦シマ・武ノ内
﹃延命長寿袋﹄

図八
図九
年

引札

大正

図一〇
11
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るものである︒

髙 嶋

めぐみ

TAKASHIMA Megumi

を持つものと考えられる︒本稿は︑これらの習俗について各地の事例からその意義と役割を考察す

む︑足を洗う︑花嫁や花婿に水かけるなどがある︒これらの儀式は﹁祓﹂の性格や加盟儀礼の性質

灯の携行など多様な形態がみられる︒また﹁水﹂をめぐる習俗には︑婚家に到着すると嫁が水を飲

一文がみられることから注目され︑その他松明の下をくぐる︑炉のまわりをまわる︑輿入の際の提

れる︒
﹁火﹂にまつわるものには︑七世紀につくられた﹃隋書﹄倭国伝に火を跨ぐ儀礼についての

て古い起源を持つものも多い︒諸種あるなかでも﹁火﹂や﹁水﹂をめぐる婚礼習俗は各地に見出さ

婚礼の際︑嫁の出立ないし婚家への加盟にはさまざまな呪術的儀礼が行われ︑このなかには極め

要旨

キーワード

A Study of Marriage Courtesy
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一︑はじめに
二︑
﹁火﹂をめぐる婚姻儀礼
三︑
﹁水﹂をめぐる婚姻儀礼
四︑おわりに

一︑はじめに

と
｣ 水
｢

に
｣ まつわる習俗があり多様な形態がみられる︒時代をお

婚礼の際嫁が実家を出るとき︑ないし婚家に入るときさまざまな呪術的儀礼が行われる︒諸種ある婚礼習俗の
なかでも全国各地で多くみられるものは 火
｢

って概観してみると︑神の摂理のもとに行われていた原始時代の群婚では︑男女の結び付きは 火
｢ を
｣ 中心に行
われていた︒女は性的発情を告知する方法として﹁火﹂の廻りで踊りながら男を挑発し相手探しをした︒踊りは

まさしく﹁雄取り﹂である︒平安時代の婿取婚になると唐令を模倣してつくられた婚姻法が取入れられ︑それが

徐々に公家や武家の婚礼の儀式に姿をあらわす︒その例が実家と婚家の 火
｢合 な
｣ どの儀式で︑これが中心とな
り婚姻が行われる︒室町以降の嫁取婚になると︑町人にも嫁入行列などに提灯を携行するなどの風習が古式を簡

易化しながら幅広く行われるようになり︑地域によって民俗的慣習が入混ざりさまざまなヴァリエーションがみ
られるようになる︒

本稿は日本の婚姻儀礼の習俗に広くみられる﹁火﹂と﹁水﹂の儀式について︑各地域事例を俯瞰しその意義と

第二十一号

二〇〇九年十二月

役割を考察するものである︒
苫小牧駒澤大学紀要

27

婚姻儀礼にみる﹁火﹂と﹁水﹂

一

二

二
一

一

一
二

二
一

一
二

二

28

髙嶋めぐみ

二︑
﹁火﹂をめぐる婚姻儀礼
わが国の婚姻儀礼の一つに﹁火﹂をめぐる婚礼習俗が多くみら
れる︒平安期に行われた婿取婚では︑新枕および露顕の二つのが
執り行われ︑これが婿取婚儀式の全容をなした︒新枕の儀式は婚
姻開始を意味し︑妻方の親の権限下で行われたが︑この儀式のひ
とつに﹁火合﹂がある︒これは婿行列が女家に到着すると女家か
ら近親者が脂燭を持って出迎え︑婿家からの松明の火を移して三
日間消さずにおく︒江戸中期の有職家伊勢貞丈の﹃貞丈雑記﹄に︑
﹁ こ し よ せ の 時 し そ く を 持 出 る こ と ﹂ と あ り︑ 輿 入 の 際 の 脂 燭 作
りの方法に関する記述がある︒また﹃江家次第﹄巻第二十の﹁執
二

聟 事 近 代 例 ﹂ に︑
﹁ 脂 燭 差 二 人進出 中門 ︑以 御前火 付 於脂
一
二

燭 前行︑⁝脂燭一人留 戸外 ︑一人親 本家 之人︑取 合両脂
一

燭 到 帳 前 ︑ 火 移 付 燈 楼 ﹂ と あ り︑ 両 家 の 火 が 合 わ せ ら れ る
記述がみられる︒
院政初期の基本史料である﹃中右記﹄には︑元永元年︑藤原忠
道が民部卿の姫君の邸宅に到着した際に脂燭を持って出迎え︑そ
の後火は燈籠に移され一ヶ月間消されなかったとの記述がみられ

１．提灯をかかげて嫁入し、婚家では松明を焚いて迎える『女国盡婚禮往來』
（国会図書館所蔵）
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２．大小の提灯をかかげて嫁入行列（『鼠のよめ入り』
）

る︒この時期︑唐令を模倣して婚姻法はつくられており︑

陰陽道も婚礼日の吉凶など盛んに利用されている︒儀式

のなかにみられる火や沓取などの習俗は唐の礼式の模倣

である︒火を用いた習俗は後の嫁取婚にもあらわれる︒

婚家では︑篝火を焚いたり︑嫁に左右から松明を高くか

ざした下を潜らせたり︑松明や藁火の燃えさしの上を跨

がせたりする習俗ある︒﹁火合﹂の代わりに火跨ぎ︑﹁火

拝み﹂の俗もみられる︒前者は新婦が婿家を支配下に置

くことをあらわす呪法であり︑後者は沖縄などにみられ

るもので︑婿が妻の家の火を拝みこれに仕えるという意
思表示の呪法である︒

一

レ

二

一

先にあげた﹃江家次第﹄のなかに︑
﹁聟公来 ･･･
︑迫
二
︵１︶
門 車 突 下 車 ︑ 前 駆 取 松 明 行 ﹂ と あ り︑ 婿 行 列 に 松

明持ちが前駆する記述がある︒道中に松明を持ち婚家側

も松明を持って出迎える︒嫁が実家を出立した後は︑嫁

︵２︶

のいた部屋に散米し︑清掃し三日間油火を消さずに灯す︒

このような送りの松明を﹁陰の松明﹂と称する︒

火を跨ぐ儀礼は︑﹃隋書﹄倭国伝に﹁男女相悦者︑即
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３．提灯に先導される嫁入道具（『鼠のよめ入り』
）

レ

二

一

レ

為 婚︒ 婦 人 夫 家 必 先 跨 レ 火︑ 乃 与 夫 相 見 ﹂ の 一 文

︵３︶

がみられ︑この儀礼は韓国︑ツングー族︑中国各地に見

出され︑またヨーロッパでも行われていたとされる︒わ

が国でみられる火を跨がせたり︑火の下を潜らせたりす

る習俗は関東地方と新潟県から長野県のほぼ全域に分布

している︒一例をみてみると︑
長野県

南信地方の御堂垣外では嫁が婚家へ入る時に戸口で火

を燃やし︑嫁はこれを三度行き来して跨ぐ︒

同地方の北割では嫁が婚家の門口に立つと松明を燃や
︵４︶

して迎え︑嫁はこれを跨ぎながら行き来し︑三回目に婚
家に入った︒

中信地方の伊深では嫁が婚家に入る時松明を燃やして

迎え︑入り終わると火を消し鼻緒を切った草履とともに
屋根に投げ上げる︒

同地方の嶺方では嫁が婚家に近づくと迎えの松明を焚

︵５︶

き︑入り終わると松明をＸ状に交差させてから火を消し︑

嫁を帰らせないように呪いを行った︒

30
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４．提灯に先導される嫁入道具（『大島台猫の嫁入』
）

新潟県

下越地方では︑新発田市方面での﹁嫁いぶし﹂の習俗

が報告されている︒
﹁嫁の来る門口に迎え火を焚き︑そ

の煙の中を潜らせて嫁を入れる﹂というもので︑これは

︵６︶

嫁が辛苦に耐え得ることが出来るかとともに︑浄火を踏

むことにより更生すると考えからである︒以下文化庁の

調査報告から一例を拾い出すと︑
茨城県

行方郡玉造町大字西蓮寺では︑手伝いの人が婿の家の

庭で篝火を焚き︑嫁はそれを跨いで入る︒

稲敷郡桜川村字古渡でも同様の火を跨ぐ風習が見受け
られる︒
群馬県

前橋市総社町植野では︑﹁豆木を焚いた庭火﹂を跨ぐ︒
埼玉県

入間郡越生町大字小杉では︑婚家の門口で篝火を跨ぐ

が︑それは﹁狐が化けている場合はここで尾を出す﹂か
らといわれる︒

31
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日高市高麗本郷では︑迎え火といって嫁に火を跨がせて
から入る︒
比企郡川島町上八ツ林では︑嫁が婚家に着くのは夜の七
時から八時ごろで︑提灯で迎える︒婚家に着くと焚き木を
焚き︑まず仲人が次に嫁が跨いで入る︒
千葉県
印旛郡栄町龍角寺では︑婚家の母屋の土間から入り︑新
夫婦の寝室へ行く際に藁でつくった松明を跨がせる︒
市原市姉崎では︑婚家に入る時雄蝶 雌
･ 蝶と呼ばれる二
人の子どもが二本の松明を嫁に跨がせる︒
神奈川県
愛甲郡清川村宮ケ瀬では︑嫁は婚家のトンボグチで松明
を跨ぐ︒
同郡同村煤ケ谷では︑トンボグチで跨ぐ松明は﹁陰陽に
かたどったワラブクロ﹂が作られる︒
麻生区黒川では︑嫁の一行が婚家に着くと嫁は松明を跨
いで勝手口から入る︒
そのほか火に関する習俗をみると︑

５．提灯や蝋燭の化物が嫁入行列に同行する（『化物よめ入り』）

苫小牧駒澤大学紀要
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６．水掛け『風俗画報』

埼玉県

さいたま市大久保領家では︑嫁が婚家に着くと松明の

火の中を表入口から笠をさしかけられながら家に入る︒
千葉県

八街市大関では︑嫁が婿方に着くと男女の子どもが雄

蝶 雌･蝶の提灯を交換する︒
香取郡神埼町神崎本宿では︑嫁は婚家の台所口から入

る際藁の松明に火をつける真似をし︑男女の子どもが嫁
の尻を叩く︒

旭市長部では︑婿方では篝火を焚いて待っており︑嫁

が到着すると雄蝶 雌
･ 蝶と呼ばれる子どもが﹁出たら入
るな﹂と言って三回藁の棒で尻を叩く︒
東京都

調布市佐須では︑迎えに出た松明のうち二人は婿の家

の屋敷の入口で左右に分かれ︑嫁の一行はその松明の間
を通る︒

三鷹市井口では婚家に着くと男女の子どもが両方から

松明を出し︑その中を通らせた︒

33
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足柄下郡湯河原町福浦鍛冶屋では︑以前嫁はカマド場から入る時に松明を両方から焚いた︒

海老名市上今泉では︑婚家に入る時男女の子どもが藁に火をつけ︑それを消したものを踏んで入る︒

相模原市津久井町根小屋では︑嫁が婚家に到着すると入口で両親揃った未婚の男女の若者が松明を持って両方
から差出し︑その間を蓑笠をかけられながら通り︑勝手口から入る︒
千葉県
富津市恩田では︑嫁または婿の一行が到着すると庭で篝火を焚く︒
愛知県

新庄市大海では︑婚家の縁先で仲人が定紋のついた提灯をつけて立会し︑狐がついて来ていないかどうか真正
の嫁と見定めてから提灯を消す︒
京都府

︵７︶

相楽郡和束町大字湯船では︑嫁の一行が着くと提灯を持って門口まで出迎え先頭に立って案内する︒
沖縄
島尻郡久米島町真謝では︑婚礼当日婿が嫁方に行き火の神を拝む︒

松明のほかに提灯による嫁迎えの習俗もみられるが︑これは松明での嫁迎えと同様の形態をとる︒
︵８︶

神奈川県相模原市にみた蓑笠をさしかけられながら入嫁する習俗については︑蓑笠は嫁が神聖なる吉女︵よめ︶

としての来訪者であることを示すもので︑女が神に奉仕する立場であった上代︑尊敬され神聖視された所以であ
る︒

34

火を用いる理由を考えると婚礼が夜間行われたことから照明の意味で火の必要性があげられるが︑﹃貞丈雑記﹄
９

のなかに︑
﹁婚礼は夜する物也されば古法婚礼の時門外にてかがり火たく事上臈脂燭をとぼして迎に出る事旧記

にある也﹂との記述がみえるように︑婚礼が昼間に行われても依然として松明や提灯が用いられており︑このこ
とは火の持つ呪術的な意義故であろう︒

昼間の嫁入行列で提灯を携行する︑または迎える習俗をみると︑島根県鹿足郡六日町田野原では︑行列の一人

ひとりが提灯を携行しており︑たとえ夜が明けても提灯はつけたままである︒宮城県登米市楼台では︑嫁方で式

を終えた後婚家に移るが︑婚家ではお迎えと称して昼間でも提灯を持って家の近くまで迎えに出る︒また長野県
︵

︶

下伊那郡高森町上平では︑嫁は明るいうちに婚家に来るが︑迎える側は提灯を持って出迎えるといった﹁昼行灯
的習俗﹂なものもある︒

また入嫁儀礼の一つに竈の神を拝む習俗がみられる︒例えば︑埼玉県春日部市倉常では︑嫁が婚家に着くと男

女の子どもが松明を灯︑その間を嫁が通って家に入る︒その後荒上様︵竈の神︶にお参りし︑その足で鎮守様に

お参りした後家に戻り座敷に上がる︒同県さいたま市岩槻区谷下では︑婚家では玄関に松明を灯︑嫁はすげ笠を
被り︑杖をつき松明の下を潜って入り︑竈の上に祀ってある荒神様を拝む︒

これらの儀式における共通項は︑火は悪霊を祓い清める︑不浄を焼き払う︑魔物を払うなどの呪術的な意味の

ほか︑嫁は婚家に加盟し竈を任される︑すなわち火の管理を行うことは重大な責務を持つことにも関連する︒火

二〇〇九年十二月

をめぐる儀礼は︑生家出立後生家の火に守られ婚家に向い︑火に迎えられ︑その後婚家の火を守るという性格を

第二十一号

あわせ持つものである︒
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三︑
﹁水﹂をめぐる婚姻儀礼

﹁水﹂の儀式も﹁火﹂の儀式同様婚礼習俗として各地より報告がある︒花嫁が婚家に入る際婚家の水を飲ませ

るこの習俗は加盟儀礼と考えられる︒東北 関
･東・北陸の各地方にみられ︑水の飲み方も前向き︵埼玉県︶︑後ろ
向きになって門から入り︑水を飲んでから前向きとなる︵福井県︶などさまざまである︒一例をあげてみると︑
宮城県

宮城郡七が浜町では︑婚家の台所へ入るとき嫁に一升ますのなかにある茶碗の水を飲ませる︒
群馬県

前橋市総社町では︑嫁は庭火を跨いで婚家に入る他に︑﹁待女房の案内で姑と水盃を交わす﹂慣わしがある︒
埼玉県

秩父郡横瀬町横瀬では︑嫁が玄関に片足を入れて盃事をする︒この際盃を割るところもある︒

比企郡小川町では︑花嫁は婚家のトボグチで片足をたらいに踏入れて姑とトボウ盃︵トボウとは一般に家の土
間の入口を指す︶を交わす︒
富山県

下新川郡入善町上野では︑
﹁茶碗割り﹂といって花嫁が婚家の入口で水を飲むと仲人はその茶碗を﹁土間に叩

きつけて割る﹂が︑これが割れないと不縁になるといわれている︒また生家の水と婚家の水をあわせて飲む地方
もある︒

氷見市中村では︑生家の水と婚家の水を混ぜて飲み︑その盃を玄関の耳石で割る︒この盃が割れないと縁がな

36

いとされた︒

射水市善光寺では︑両家の水を盃に入れて飲み干した後︑その盃を下に投げて二つに割った︒
石川県
︵

︶

羽咋郡志賀町福野では︑生家から持参した水と婚家の水を盃であわせたものを一気に飲み盃を土間に投げつけ

︶

である三々九度の固めの盃に発展するといわれている︒

︵

が女神の首のあたりに後ろから手をかけて一つの盃から二神が共に酒を飲むという俗があり︑やがて婚礼の儀式

婿方の水を飲むことは共食の第一歩と考えられる︒﹃古事記﹄のなかに︑八千矛神が須勢理媛と唱和し︑男神

る︒これがうまく割れると嫁はこの家に落ち着くとされた︒

11

︶

︶

14

祝を﹁祓﹂といった記述もみえる︒

が原義だといわれる︒しかし嫁だけではなく婿にも水を掛ける習俗があることを考えると浄めの意味もあり︑水

︵

称し︑月経時女女性が籠る別部屋での﹁別火﹂の風俗があり︑その火を消すこと所謂出産を祈願する呪術的儀礼

広まり︑嫁を娶った次の正月に水祝の風習となった︒﹁水祝﹂の持つ意味について︑一説には﹁御火どまり﹂と

あたる関白藤原師実が天皇に水をかけさせたことが始まりとされる︒やがて南北朝頃になると武家から町人まで

ある︒﹁水祝﹂の例はすでに十一世紀終り頃からみえ始める︒白河天皇の中宮賢子の懐胎を祝し︑中宮の養父に

行われたこれらの習俗については拙稿にて報告済である︒また嫁だけではなく婿に対しても水をかけるところも

︵

行われた習俗であり︑
﹁水あびせ﹂
﹁水掛祝﹂などともいわれる︒村の若者たちの婚姻統制力が強い地域において

水は飲むだけではなく︑
﹁水祝﹂と称して村の若者たちが花嫁に水をかけることもあった︒﹁水祝﹂は全国的に

12
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﹁水祝﹂は喜多村信節の﹃嬉遊笑覧﹄によれば︑
寛永年間︵一六二四から一六四四︶に始まり︑承応から万治︵一
苫小牧駒澤大学紀要

37

13

婚姻儀礼にみる﹁火﹂と﹁水﹂

︶

月三日の事なるに︑若き者集まりて︑﹃いざ文助に水掛祝ひ﹄と云ひ出づれば︑各進みて﹃無用﹄と云ふ人一人

も無し︒血気の男手分けして︑其拵への程も無く︑金箔置きの手桶五十︑銀箔の柄杓五十本︑衣裳づくしの笠鉾

三︶や﹁子供数多大人交じりの声賑はしく︑水浴せ〵と囃したて通るに﹂︵懐硯三 一︶

十二本︑落書の大団扇に竹馬壱疋︑籠張の立烏帽子︑門口に持ち掛けさせ︑﹃祝ひましての御事﹄と急度使を立
てかける﹂
︵伝来記二

る︒嫁入行列を妨害するなどの行為は︑
若者共有である村の娘を特定の男が独占することへの制裁の意味も含む︒

婚姻関与を示す史料のなかに﹁水掛銭﹂という名称があるように︑村外婚を妨害する行為が行事化したものがあ

ことが必要とされたが︑村外婚の場合の干渉は村内婚を上回るものであったことは容易に想像される︒若者組の

えると︑若者組からも何らかの祝意が表されるのはごく自然のことである︒村内婚の場合︑若者組の承認を得る

姻の統制が若者組の重要な任務の一つであり︑若者たちが属する宿を中心として若者と娘が結ばれるとことを考

などと記したように︑﹁血気の男﹂たちが起こした行動であるとするならば︑若者組の仕業とも考えられる︒婚

−

38
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六五二から一六六一︶にもっとも盛んになったといわれる︒﹃故事類苑﹄によると︑﹁水祝﹂に対して禁制が出さ

れたのは明暦二︵一六五六︶年﹁水あびせの事︑自己の屋敷にて其家の者へあびする事﹂を除いて禁止されたの

を初めに︑寛文二︵一六六二︶年︑元禄二︵一六八九︶年︑享保三︵一七一八︶年﹁縦令舅たりとも一切無用た

るべき事﹂と更に厳しい禁令が続く︒享保一七︵一七三二︶年に書かれた財津種莢の﹃むかしむかし物語﹄には
︵

﹁昔は正月水あぶせと云事有︑婚礼したる人翌年正月祝ふ事也︑歴々衆次に町人迄此祝をする也 ･･･
近年武家にて

︶

16

四︶などと水あびせの様子が描かれている︒また井原西鶴は﹁祝言の事初めめでたく︑其年も暮れて︑明くる正

︵

﹃武玉川﹄に﹁手桶を見るとぞつとする聟﹂
︵六︶
﹁水をあびせた聟が湯に行﹂
︵一二︶
﹁手桶を見ると聟逃尻﹂
︵一

も町にてもやみてなし﹂とあり繰返し発せられた禁制によりその姿を消すことになる︒

15

−

︵

︶

特に外村から来た入婿ほどこの制裁が強く行われたが︑これらの妨害行為は村内婚を維持しようとしたことに由

来するといわれる︒そこには祝う気持ちよりもやっかみや嫉みが大きかったであろうことは想像に難くない︒そ
︵

︶

れが度を越し︑度々の禁制が出される所以となったのであろう︒
﹁水あびせ祝﹂と称していても水をあびせるこ

支那法継受の律令法を取入れた上層社会の婿取婚においては︑さまざまな呪術や儀礼が行われた︒婿取婚から

四︑おわりに

の持つ呪術的意味と同じであろう︒

ら入った嫁はそこで草履を脱ぎ︑たらいで足を洗う真似をする︒穢れを洗い浄めるという意味で解釈すれば︑火

用して足を洗い玄関から入る︒足を洗う真似だけをする地方もあり︑京都府相良郡和束町大字湯船では︑門口か

に踏み入れて︑姑とトボウ盃を交わす︒大阪府柏原市本堂では︑﹁カラダアライ﹂と称し︑玄関前でたらいを使

摩郡開田村︶では︑たらいで足を洗ってから婚家に入り︑埼玉県比企郡小川町腰越字小貝戸では︑片足をたらい

また﹁足洗﹂と称して花嫁が婚家に入るときに足を洗う習俗も報告されている︒長野県木曽郡木曽町︵旧西筑

とはなく︑正月に村の若者を招待することをさした地域もある︒

18

嫁取婚へと変化し︑その儀礼は徐々に幅広い階級にも浸透した︒これに伴い地方・地域のもつ民俗的慣習が加味
されさまざまなバリエーションがみられるようになる︒
︶
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17

本稿で考察した全国各地にみられる﹁火﹂をめぐる婚姻儀礼について大林太良教授は三類型説を提示されてい
︵
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る︒
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一︑花嫁が婚家の炉のまわりを三回まわる︒
二︑花嫁が婚家の炉に供養する︒
三︑花嫁が婚家に入るとき︑あるいは入ってから火を跨ぐ︒
︵

一 と 二 は 竃 神 信 仰 と 結 び つ い た 習 俗 で あ る が 一 例 を あ げ る と︑ 九 州 北 西 部 に み ら れ る 家 族 円 満 お
･ 家繁盛を願

る︒

今 後 も 婚 姻 に 関 す る さ ま ざ ま な 習 俗 に つ い て︑ 諸 外 国 と も 比 較 さ せ な が ら 調 査 考
･ 察していきたいと考えてい

持つ︒

あるのは悪霊を祓い浄める︑不浄を焼き祓う︑穢れを洗い浄めるなどの呪術的意味や婚家への加盟の意味合いを

を背負って台所へ運ぶ︑餅をつく︑出棺する場所と同じ場所から入るなどさまざまある︒いずれの習俗も根底に

このほかの婚姻にまつわる習俗には︑傘や笠をさし掛ける︑婚家に入る際草履の鼻緒を切る︑下駄をぬがせ嫁

例があげられるように家族および同族化をあらわすものである︒

でいう﹁ヘグヒ﹂︵同じナベの食事︶をさす︒婚家の食物を共食することはオチツキ餅︑親子盃︑高盛飯などの

また婚家にて盃を交わす水の儀礼は︑共食の儀礼として行われた﹁三日餅﹂に通ずるものである︒これは神話

行われたと考えられる︒

取婚期の古俗によるものであろう︒日常生活に欠かせない火は家にとって重大事であるため多くの儀礼や呪法が

火送り︑迎え火︑送り提灯︑迎え提灯など火の作法が多くみられるのは︑両家の接触が火を通して行われた婿

い祝言を唱える﹁釜蓋被せ﹂もそのひとつと報告されている︒

20
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教育改革

地方大学

Integrated Continuous Education

Educational Reforms

Local Community College

要旨
本稿は、学校法人駒澤大学が設置する駒澤大学附属苫小牧高等学校と苫小牧駒澤
大学が、グローバル時代に対応した人間（学生）を育成するための「高大一貫英語
教育」について考察したものである。
質の高い言語教育を施すために、従来型の受験英語を超える総合的な英語運用能
力（
「読む」
「聞く」
「話す」「書く」
）の具体的学習目標を示し、高校から大学卒業
までの七年間に「英語で仕事ができる」レベルにまで引き上げるための一貫教育の
理念を論述し、そのカリキュラムを提示したものである。
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高大一貫教育：「英語カリキュラム」を考える
連携で学生を創る
１）「系列校との一貫教育」を実現するために
少子化による大学全入時代の到来による大学ならびに高等学校を取り
巻く状況に急速な変化がある。少子化に伴う受験人口の減少によって、
「定員割れ」が拡大している。１ 「現実は高校の全入と、大学志願者の
全入化である。高校を含めた大学教育の内容の連携をどのような形づけ
ていくか、具体的な装置を作り上げていかなければならない。学生の多
くは、目標があいまいなまま、学習習慣を確立しないうちに入学してく
る。自発的に学べない、学ばない学生には学習到達度を示し、学びに参
加させることが不可欠になった。学生にとって意味のある授業とは、自
分の理解や興味、関心を考えてくれる授業であり、グループ学習や発表
を求める参加型の教育を求めている。学習に消極的な学生に、教育の目
的を示し、その目的にふさわしい方法で組織的に実践することが教育の
質なのではないか。」２
それゆえに、現在、各高校や各大学において、教育改革に向けた新た
な取り組みが主体的、かつ積極的に展開されている。教育改革の推進に
あたって、各大学が独自の教育理念に基づき特色ある教育活動を実践し
ていくことが求められている。

「高大一貫教育」という形の教育改革を考える上で、学校法人駒澤大学
１

大学・短大の志願者数は第二次ベビーブームの影響から1992年度には120万人を超えピー
クを迎える。その後、少子化による18歳人口の減少に伴い志願者数は減少し続ける。2008
年度は74万人となっており、ピーク時からみると47万人以上も減少している。一方、大学
への進学する割合（進学率）は年々上昇。2008年度には54.1%、つまり２人に１人が４年制
大学へ進学している。他方、受け入れる側の大学の数も増え続けている。2009年４月現在
の大学数（大学院大学、通信課程のみの大学を除く）731校で、20年前に比べて約230校の
増加したことになる。なお、私立大志願者数は92年度のピーク時の約445万人から昨年度
2008年度の約307万人と大きく減少している。
（『2008年度学校基本調査報告書』より）
２
朝日新聞 2009/08/10『多様化の時代の大学教育は』

（4）
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が設置する駒澤大学附属苫小牧高等学校（以下「附属高校」と記す）と
苫小牧駒澤大学（以下「苫駒大」と記す）が同じ苫小牧市内にある意義
は大きい。そういう意味においても、「高大一貫教育」の問題は、いま
や同学校法人が対応すべく重要な課題のひとつである。事実、附属高校
と苫駒大は平成18年度より本格的に「高大一貫教育検討協議会」を設置
し、この課題を熱心に論議してきている。
いうまでもなく、同じ学校法人駒澤大学の教育機関が、苫小牧市内と
いう同じ地域で、同じ教育理念をもって一貫性のある教育理念を実現す
ることは当然あってしかるべきものである。しかも、これは単に理想的
な教育の理念としてだけではなく、構築し得る十分に実現可能な教育シ
ステムである。
同じ学校法人が共有する「建学の理念：行学一如」の教育方針の下、
長い歴史に支えられた伝統ある校風を助長し、21世紀を担う人材を高校・
大学との連携の下に「駒澤人」を育てることは、同法人の「行学一如」
の実践でもあろう。
閉塞感のある現在の教育環境を改革していく上で、附属高校も苫駒大
もそれぞれの役割を忠実に分担し、協力して実行していくことが求めら
れていると言えよう。

２）今なぜ「高大一貫教育」か
第一に、従来型教育への反省である。つまり、21世紀に求められる教
育の在り方が顕在化してきたということである。すなわち、長年にわた
って日本の教育が批判されている事柄であるが、世界の子供に比べて日
本の子供は暗記型、穴埋め型の問題は良くできるが、思考力の低下、自
分の頭で考え問題に取り組む意欲の不足、知的好奇心の欠如、最低レベ
ルの読書時間などと指摘されている。３ ４

これらはまさに改革が求め

３

PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）2003年調査より
「国際学力調査 順位より「低意欲」こそ問題だ」毎日新聞、（2007年12月５日）

４
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られている現在の教育の問題点を端的に表している事柄であろう。
第二に、私立学校の経営を考える上で、少子化傾向に対応する経営戦
略の一環として位置づける人が確かにいる。同協議会の委員のなかにも
そういう委員がいる。そのこと自体は否定しない。が、しかし、教育改
革とその理念の観点から考えるならば、それは本質的な問題ではない。５
第三に、もっとも重要と思われることは、一貫教育が全人格的かつ基
礎的な教育を行うために有効な手段であることが認識されだしたことで
ある。
「高大一貫教育」のメリットは、大学が持つアカデミック・ポテンシ
ャルの有効活用を通じ、また実践教育（国際交流等）の分担などを通じ
て、次のようなことが実現できると考えられるから重要なのである。６
①受験主体でない基礎・人間教育に重点を置いた教育を可能にする
②高校教育の幅を広げ付加価値を増すことができる
③学校法人の教育理念の下、附属高校と苫駒大の教育機能の融合によ
る良き校風を推進することができる
（高校３年間＋大学４年間＝７年間で「駒澤人」を創る創立の精神を
守る）
④大学が事前教育などによって高校教育をカバーし、基礎的で幅広い
教育をバックアップすることができる
⑤学問への取り組み方、専門分野に対する知識の提供ことができる
⑥経営の安定化をはかることで教育環境の整備と教育の質の向上を図
ることが可能になる
しかしながら、次のことは強調しても強調しすぎることはないであろ
うことを肝に銘じておくべきであろう。
すなわち、高校３年間＋大学４年間＝７年間という「高大一貫教育」
５

とは言え、同教育改革の一つの背景および動機となっていることは否定できないし、経
営の安定化が教育の質の向上と密接な相関関係がある故に、これを全面的に否定できるも
のでもない。
６
第２・３回「高大連携教育・検討協議会」議事録より。
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を標ぼうすることは、教育の根幹にかかわる問題である。なぜならば、
高大一貫教育を進めるためには、高校も、高校と連携しその受け皿とな
る大学も、それぞれが受け持つべき長期的かつ基本的教育理念の確立と
アカデミックに裏打ちされた具体的な教育方針（カリキュラムやシラバ
ス等）をもってして、しっかりとした手続き（方法論）を確立すること
が第一に必要とされるからである。これらの手続きが不十分な場合には、
教育機関としての根幹を揺るがすことになりかねない事態が発生するこ
とが予想されるからである。
そのためにも、慎重かつ、しかし、大胆に両者（高校・大学）のコン
センサス（合意事項）をひとつひとつ積み重ねて進めねばならないとい
うことである。
つまり、
「高大接続の入り口の問題をはじめとし、大学と高校のカリ
キュラムの整合性をどうとらえたらいいのか。入試が知識の蓄積だけを
問うものだけでなく、書き方や伝え方を問う形に変化していくと、高大
「高校教育の上
接続もうまくいくのではないか。」７という意見。また、
に大学を積み上げることが可能な分野と、そうでない分野がある。大学
教育が成立するための準備学力として、高校に何を求めるのかというと
ころで、連携関係の構築が必要となる。」８ という細かく仕分けをする
必要性も現実的に考えなければならない。
また、同検討委員会では、「高校の先生が何を考えているのか、大学
が何を求めているのかをお互い知ろうとすることに意味があるのではな
いか。」９ ということでは一致した。しかし、高大接続が検討されてい
るが、今後、現場レベルの協議をどのように進めていくべきか、具体的
な指針はまだ確立してはいない。
「高校の学習履歴そのものに大学が積極的に関与する動きが出ている。
７
８
９

第３回「高大連携教育・検討協議会」議事録より
同上
同上
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ある大学では、大学が高校のカリキュラムに口を出し、逆に高校の現状
を見ながら大学のカリキュラムを変化させている。学生の中退防止や学
習効果の向上にもつながる可能性が高い。」10
「カリキュラムと言われているものが、教員の専門領域の組み合わせ
以上のものになっていない。むしろ学生が学びたいものをユニットにし、
ユニットを連ねて全体を構成し、学生の需要と教員が出せるものの折り
合いをつけることから始めるのがいい。」11などの意見が出されている。

これは極めて時間のかかる、多大なるエネルギーを必要とする、しか
も教育の本質に関わる問題であることをここに指摘しておきたい。学習
成果の可視化は難しいが、納得のいく世間への何らかの説明は必要であ
ろう。
そのような考えのもと本稿の主題である高大一貫教育「英語カリキュ
ラム」をここに提示するものである。

３）高大７年一貫教育における英語コース
英語教育の理念と授業の内容を考える
ａ）コア・カリキュラムを意識した教育の到達目標12
高大７年一貫教育における英語コースを考える上で、これからの日本
人にとってどのような英語力が求められるのかについて幅広いコンセン
サスを得る必要がある。また、そのような英語力を身に付けるには、大
まかに言って、各学習段階でどのような能力や態度を身に付けておくべ
きかの目安を立て、共通理解とする必要がある。その上で、具体的に、

10

同上
同上
12
http://www.juce.jp/FD/「大学教育への提言：ファカルティ・デベロップメントと IT 活
用（英語）
」
11
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各段階での大まかな学習目標に向けて指導する際、どのような指導方法
が適切であるか検討し、ある程度の共通理解をする13ことが必要である。

本稿は、
上述の「高大７年一貫教育における英語コース」の観点から、
「読むこと」
「聞くこと」「話すこと」「書くこと」の４つの領域に限定し
て言及することにした。これらの領域をどのように「有機的に関連付け
て」14 15 最終的には「外国語を通じて、どのように言語や文化に対する
理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成」
16

につなげることができるのか、その教育理念と方法論を展開し、具体

的にそのカリキュラムを提示するものである。
文部科学省は平成15年３月に「英語が使える日本人」育成のための行
動計画17を発表した。そこでは「日本人に求められる英語力」の「目標」
として、①高等学校卒業段階で、日常的な話題について通常のコミュニ
ケーションができる。（英検準２級〜２級程度）、②「大学を卒業したら
仕事で英語が仕える」人材を育成と達成を設定している。18
これは中等教育から高等教育までの一貫した文科省の指針であり、
「学
校教育においてこのような能力を図るためには、各学校段階を通した一
貫性のある指導を行う必要がある。（中略）それぞれの段階で求められ
る英語力を着実に身に着ける指導を推進する」19必要性を述べている。20
この指針を受けて、高等教育を受け持つ大学では「仕事で英語が使え
13

http://www.tcp-ip.or.jp/˜ainuzuka/aichi29.htm 「英語教育の目標についてのコンセンサ
スを構築することの必要性」新里眞男
14
同上「行動計画」p.2
15
http://www.mext.go.jp/b̲menu/houdou/11/03/990302a/990302p.htm『高等学校学習指
導要領』「第８節外国語」
16
同上「行動計画」p.3
17
http://www.mext.go.jp/b̲menu/houdou/15/03/03033101.htm「英語が使える日本人」の
育成のための行動計画」（平成15年３月31日）
18
同上「行動計画」p.1
19
同上「行動計画」p.1
20
同文科省の指針すべてが教育の観点から正当性のあるものかどうかという問題は、本稿
では取り扱わない。
『日本の言語政策と英語教育』
（2007: 奥野）は参照すべき文献である。
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る人材の育成」が求められていることが了解される。専門知識を活用す
る中で表現手段としての能力、コミュニケーション能力、いわゆる社会
での実践的な運用能力の育成が教育目標であることが了解される。
なお、具体的な能力の到達目標（「英語が使える日本人」の育成のた
めの行動計画）の要点は、「高等学校等の英語の授業で少人数指導や習
熟度別指導などを積極的に取り入れ」るなどとして、「地域に英語教育
に関する先進校を形成する」21こととしている。この点において日高・
胆振地方の唯一の高等教育機関としての苫駒大が担うべき「地域に英語
教育に関する先進校を形成する」責任は重大であると思われる。
「英語で仕事ができる」ための英語力は、「大学教育への提言」によれ
ば、
「聞くこと」
「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４つの領域を具
体的に、次の通りにまとめている。22 23
①

読む力

新聞等を素早く読んで要点を理解する。多様な読み物の要点を理解する。専
門書や契約書等の内容を理解する。
②

聴く力

英語のニュースを聞き取り要点を理解する。映画やドラマを鑑賞し、要点を
理解する。専門分野の口頭発表や授業などの要点を理解する。
③

書く力と話す力

日常生活で意思疎通ができる。意見・考えを伝達し、質問や議論ができる。
文章として考えを伝達できる。
④

４技能を活用して問題を解決する能力

英語を活用して情報の検索・収集・分析を行い、問題解決に役立てることが
できる。
⑤

異文化社会でコミュニケーションする能力

自文化を伝達し、他文化を理解することができる。

21
22
23

同上「行動計画」p.2
前掲「大学教育への提言」p. 44
前掲『高等学校学習指導要領』
「第８節外国語」p.15
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ｂ）英語教育「附属高校と苫駒大」の現状を踏まえて
附属高校と苫駒大は、過去３年間にわたって「検討協議会」を行って
きた。同附属高校は、学力別クラス分けにより、各生徒の学力レベルが
能力別クラス編制になっている。しかし、能力別や習熟度別クラスによ
る「クラスの均等化」といっても学習指導上、幾多の問題を抱えている。
附属高校の生徒数減少による高校受験難易度の低下もあり、中学校で
の学習事項が未定着のまま高校へ入ってくる生徒が多くなる傾向が見ら
れる。高校入学者のかなりの生徒が中学で学習すべき英語基礎能力を高
等学校に持ち越しになっている。それゆえ、現在、英語の授業の負担は
ますます重くなっている、24ということが同附属高校にも当てはまるよ
うである。
これは当然、
同じような現象が高校から大学へ伝播しているといえる。
つまり、
「高大一貫英語教育」で問われているは、基礎能力の向上とそ
れを支える個別指導学習の充実であろう。それゆえに、これらの問題を
解決できるカリキュラムの構築が重要となってくるのである。25

（a）英語教育のネイティブスピーカーの参加
「地域レベルのリーダー的教員を中核として、地域の英語教育の向上
を図る」ために、「高等学校の英語の授業に週１回以上のネイティブス
ピーカーが参加」し、「英語に堪能な地域の人材を積極的に活用」26す
る必要性が、同行動計画に強く主張されている。
附属高校と苫駒大の間では、苫駒大創立以来、特に５年前から同大の
ネイティブ英語教員が高校の英語授業に積極的に参加してきている。こ
24

『最新英語科教育法』畑中孝実・久松豊、成美堂、1996, p.76
多様化する英語の基礎能力と学習力：生徒間には英語の基礎能力、学習意欲の差異が見
られる。能力別クラス分けが行われているが、生徒一人々の習熟度に合わせた技能教育の
向上と教室全体での学習意欲の向上を目指した教育環境の改善がさらに必要である。これ
は苫駒大の学生にもいえる。
26
前掲「行動計画」p.5
25
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の点に関しては、両者の間において「ネイティブスピーカーの活用は、
生きた英語を学ぶ貴重な機会であるとともに、外国語や外国文化等に親
しみ、自分の英語がネイティブスピーカーに通じたという喜びと英語学
習へのモティベーション（動機づけ）を高める」27などの意味で、大き
な意義を有しているといえよう。
この観点から鑑みて、苫駒大ネイティブスピーカー教員が、同附属高
の英語授業に積極的に参加していることは、高く評価されるものであろ
う。今後とも継続すべきものであろうし、また、彼らが地域の TOEFL
の２次試験審査員であることも考えあわせると、「地域レベルのリーダ
ー的教員の中核」としてその任に相応しい役割も「高大一貫英語教育」
を通じても演じていくことができるといえよう。28

（b）教育力の向上：英語教員と「ファカルティ・デベロップメント」
附属高校と苫駒大の英語教員の間には基礎および専門知識と教育的資
質に関して温度差がある。「高大一貫教育」の英語の継続的学習を図る
上で、高大一貫教育という大前提としたコア・カリキュラムの作成とそ
れらを意識した英語教員の教育力向上のための協働戦略と教育方法の確
立が必要となるであろう。
そのためには高大英語チームが連携して、
「ファカルティ・デベロッ
プメント」のための研修会等を実行していく必要が出てくるであろう。

27

同上「行動計画」p.5
「英語教師は英語だけできればよいというものではない。英語の運用能力さえあればよい
というのであれば、
英語のネイティブスピーカーが一番よいということになる。英語教師は、
英語の運用力の上に、英語という言語とその文化に精通していなければならない。それも、
学習者が日本人であるから、日本語と日本文化との対比においてとらえるという視点が要
求される。この点は、いかに外国語として英語を教える訓練を受けた英語のネイティブス
ピーカーであっても、日本人の英語教師には及ばないところである」
（『英語科教育法入門』
土屋澄男、研究社出版、1996, p.23）

28
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ｃ）英語教育「附属高校と苫駒大」のカリキュラム構築に向けて
本稿では教育改善のための授業設計・開発・運営の方向性としてコミ
ュニケーションを目指した４技能の基礎的認識、方法論と技術的な面の
考察、及び学習指導要領の言語活動について①「読むこと」、②「聞く
こと」
、③「話すこと」、④「書くこと」について考察する。
学習指導要領では、外国語（英語）のどの科目の目標をみても、「コ
ミュニケーション」の重視をあげている。英語による表現力を欠く人の
多い実情が反映されている。29 コミュニケーションを図るには、音声・
形態・統語にかかわるいわゆる言語能力はもちろんのこと、対人関係や
社会環境に応じてどのような表現を選び、その表現でどのように行為す
るかということばの運用能力や、使用されている談話やテキストを適切
に運用する能力の必要性が明確に認識されているのである。30

ｄ）
「４技能の基礎的認識」
本稿においては、「教育改善のための授業設計・開発・運営の方向性
としてコミュニケーションを目指した４技能の基礎的認識」の「４技能
の基礎的認識」のみに限定して考察するものとする。
なお、
「大学での英語教育は、４技能や文法、語彙などの基礎を繰り
返すのではなく、実社会を見据えた明確な学習理論を構築し、理論と実
践の乖離を防ぎながら授業を科学し、授業設計する教員の教育力と学生
が自律的に学習を実践する学習力によって可能となる。」31 それには、
大学として到達目標の全てにわたる教育プログラムを提供することが望
まれることはいうまでもないだろう。
以下、４技能の①「読むこと」
、②「聞くこと」
、③「話すこと」
、④「書

29

前掲『高等学校学習指導要領』「第８節外国語」
『最新英語科教育法』畑中孝実・久松豊、成美堂、1996, p.17
31
http://www.juce.jp/FD/ 「大学教育への提言：ファカルティ・デベロップメントと IT
活用（英語）
」
30
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くこと」の学習到達目標で掲げた授業内容・設計の視点を取り上げるこ
ととする。32

授業内容・設計の視点
①「読むこと」
：英語を読む・理解する能力を育成する授業
高等学校学習指導要領における「リーディング」の英語活動としては、
次の４つをあげている。33
（ア）文や文章の内容を考えながら、黙読し、音読すること。
（イ）まとまりのある文章の概要や要点を読み取ること。
（ウ）まとまりのある文章をできるだけ多く、早く読み取ること。
（エ）文や文章の内容を整理して、大事なことを落とさないように書くこと。

読むことの指導の方法としては、語彙、文型、文法事項に関する知識
も必要であるが、
「まとまりのある文章」（テキスト）のトピックの発見
と、そのテキストを構成する文相互の結合関係の利用、テキストの意味
となっている概念的・機能的構成の理解と、語彙・文型・文法事項の理
解が相補的に役立つことに留意することであろう。34
日常の生活や実社会で英文を読んで理解するために、以下のような授
業が必要である。35
a）速読力の養成では、英字新聞、インターネット上の時事記事を教材として、
分単位で語数を測定するとともに、記事の内容について目的、概要について
説明させ、理解度を評価する。
b） 多 読 力 の 養 成 で は、 語 彙 と 文 法 を 段 階 的 に 分 類 し た 大 量 の Graded
Readers を設備して、楽しみながら読破させ、あらすじと読後感を説明させ、
説明力を評価する。
32

同上
前掲『学習指導要領の「読むこと」の言語活動』より
34
『最新英語科教育法』畑中孝実・久松豊、成美堂、1996, p.25
35
前掲「大学教育への提言」p.45
33
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c）精読力の養成では、専門分野の知識と専門用語の事前理解を前提に、専
門書を熟読して要約させ、評価する。

②「聞くこと」
：英語を聞く・理解する能力を育成する授業
高等学校学習指導要領における「リッスニング」の英語活動としては、
次の３つをあげている。36
（ア）話されたり、読まれたりする内容を聞き取れること。
（イ）まとまりのある文章の概要や要点を聞き取ること。
（ウ）内容を聞き取りながら、自分の考えをまとめること。

聞くことの指導の場合でも、方法論的には、目標を明示することによ
り、何を聞こうとしているかが明確になる。聞くための目標を示し、聞
き取って理解する範囲もしくは枠組みを決めておくことも効率を上げる
教授法である。37できるだけノーマルスピードに近い速さの英語を聞か
せるようにすることも肝要であろう。38
日常の生活や実社会で英語の音声を聴いて理解するために、以下のよ
うな授業が必要である。39
a）視聴力の養成では、実際の英語版ラジオやテレビ番組などを加工して教
材を作り、番組の目的・概要の要点を説明させ、理解力を評価する。
b）鑑賞力の養成では、英語版の映画・ドラマを鑑賞し、あらすじと感想を
説明させ、評価する。
c）聞取力の養成では、専門分野の知識と専門用語の事前理解を前提に、専
門分野の口頭発表や授業などを聞かせて要約させ、評価する。

③「話すこと」
：英語を話す・相互作用を行う能力を育成する授業
36
37
38
39

前掲『学習指導要領の「聞くこと」の言語活動』より
前掲書、畑中・久松
同上
前掲「大学教育への提言」p.45
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英語を話すことを指導する場合の基本的な理解は、必要であろう。
Speaking is the most complex of linguistic skills, since it involves
thinking of what is said while saying what has been thought…And it
requires a great deal of practice, since it includes (1) pronunciation, in
which the entire phonetic system comes into play, and (2) repression, in
which the grammatical, lexical and semantic systems are used
simultaneously and in a regular rhythm.

40

高等学校学習指導要領における「スピーキング」の英語活動としては、
次の３つをあげている。41
（ア）聞いた内容について、場面や目的に応じて問答すること。
（イ）読んだ内容について、自分の考えなどを話すこと。
（ウ）話そうとする内容を整理して、大事なことを落とさないように話すこと。

日常の生活や実社会で自らの意見・考えを口頭で発信し、相手と交渉
などの行動ができるようにするために、以下のような授業が必要である。
42

しかしながら、
「大事なことを落とさないように話す」ということは、

これを目的として話す練習をすべきであるが、このことが、とにかく、
間違ってもいいから話してみようという態度の妨げとなってはならな
い。
a）会話力の養成では、ネイティブを相手に日常生活に必要な表現力と会話
運用力を演習し、対話による能力を評価する。
b）交渉力の養成では、デイスカッション、ディベートなど交渉のためのさ
まざまな事前演習を行い、二人もしくは多人数と意見の違いや問題解決を演
習する。その上で口頭で交渉する能力を評価する。

40
41
42

Language Teaching Analysis, w. F. Mackey, Longman, 1965, p.263-264
前掲『学習指導要領の「話すこと」の言語活動』より
前掲「大学教育への提言」p.45
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c）発表力の養成では、考え、思想をあらかじめ文書としてまとめさせ、多
人数の前で発表させて的確に答えさせる能力を評価する。

④「書くこと」
：英語を書くことは、相互作用を行う能力を育成する授
業が必要となる。つまり、書くという行為は、本来、自分の考えや経験
や感想を人に伝えたり、自分の身の周りに起きた出来事を記録したりす
るためにあるということで、高等学校における「ライテング」の英語活
動としては、次の４つをあげている。43
（ア）文や文章を聞いて指導する。
（イ）聞いたり、読んだりした内容について、その概要や要点を書くこと。
（ウ）聞いたり、読んだりした内容について、自分の考えなどを整理して書くこと。
（エ）書こうとする内容を整理して、大事なことを落とさないように書くこと。

「日常の生活や実社会で自らの意見・考えを文書で発信し、相手と交渉
などの行動ができるようにする」ために、以下のような授業が必要であ
る。44
a）文通力の養成では、ネイティブを相手に日常生活に必要な英文表現力と
文通技術を演習し、文通による表現力をコミュニケーション力を評価する。
b）交渉力の養成では、取引、商談など交渉のためのさまざまな事前演習を
行い、二人もしくは多人数と意見の違いや問題解決を演習する。その上で英
文で交渉する能力を評価する。
c）発表力の養成では、考え、思想を文書としてまとめさせ、多人数の前で
発表させて的確に答えさせる英文作成と返事する能力を評価する。

以上、４技能の領域ひとつひとつについて、その指導方法と技術的な

43
44

前掲『学習指導要領の「書くこと」の言語活動』より
前掲「大学教育への提言」p.45
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面を学習指導要領で示されている言語活動との関連で見てきた。
言語活動の各項目でも明白なように、４技能相互の密接な関連には指
導に際して特に留意が必要であろう。
従来の英語教育は、４技能（話す、聞く、読む、書く）に総合的に把
握し、これらを活用することは専ら学習者にまかされてきたきらいがあ
る。
「コミュニケーション」は「話す」ことだけではなく、「聞く」、「読
む」
「書く」ことにおいてもコミュニケーションが図られるものである。
、
そうであるからこそ、４技能が相互に関係づけられた学習が、
「効率的
であると同時に学習者の脳裏への定着度が高い」45コミュニケーション
となるのである。４技能の相互関係の認識が大切であるということを強
調しておきたい。
最後に、４技能（話す、聞く、読む、書く）を実践活用するための「コ
ミュニケーション能力の育成」について考察し、本稿を終えたいと考え
る。

４）高大一貫英語教育の連携：
「４技能」の補完と強化のために
上述「４技能の相互関係」を補完、強化させるためにも、「コミュニ
ケーション能力を育成する」ことが必要である。特に、相手の思いや考
え（文化）を理解し、英語を通じてコミュニケーションを円滑に行うこ
とができるようにするために、苫駒大が主導している「国際交流事業」
や「海外研修授業」が有意義なプログラムと考えられる。
つまり、英語授業以外で英語を使う機会を充実・拡充するカリキュラ
ムがさらに必要であり、重要だということである。
文科省は、
「我が国においては、日常生活の中で英語に接する機会は
少ない」46ことを認めたうえで、「異なる文化や生活への理解と関心を

45
46

前掲書、畑中・久松 , p. 33
前掲「行動計画」p.8
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深める教育を推進」47させる必要性を強く訴えていることは、肯けるも
のである。
事実、苫駒大は、建学当初より国際文化学部に相応しい「国際交流事
業」を整備してきた。それらの事業には「海外研修」
「短期海外留学」
白老町にある「アイヌ博物館」と共同で行っている語学を中心にした文
化交流事業などがある。これらの事業に対して、附属高校生も参加48で
きる体制を整えることによって、「高大一貫教育」による長所を生かし、
さらに英語教育の充実がこの分野においても図られるよう努める必要が
あろう。留学姉妹校の推奨、姉妹協定校間の交流活動の推進も今後、
「高
大一貫教育」の枠組みのなかで、附属高校の生徒の参加型の交流が想定
されうることである。
（この件に関しては、稿を改めて提言していきた
い考えている。
）

５）「高大一貫英語教育」連携の方向性として
（a）高大一貫教育連携の内容・設計を実現するには、教員個人の努力で
は不可能である。附属高校は、附属高校として、また、大学は大学とし
て求められる実践的英語運用能力の育成という英語力の目標を明確にす
ることが重要であろう。両校の英語関係教員の意見の集約と了解のもと
に「コア・カリキュラム」を策定し、水準別の教育プログラムを設定す
る必要があると考え、ここに７年高大一貫英語コースのカリキュラムを
「たたき台」として提出する。

（b）その上で授業に必要な教材を開発することになるが、授業内容の
易しいレベルから高度なレベルまで教材を準備するには少なからず時間
がかかることは避けられない。それには高校と大学が連携する中でレベ
47

同上、「行動計画」p.8
苫駒大教員引率による「2007年８月 第三回国際交流事業（シベリア少数民族との交流：
９泊10日）」には附属高校から３名の生徒が参加した。

48
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ルに応じた授業が受講できるよう、連携による単位互換など相互利用の
仕組みの構築が望まれる。
この点に関しても、授業の目標・水準レベル、運営方法、教材をセッ
49
トとした、授業モジュール化の原案（カリキュラム）をここに提出する。

（c）学生の能力に応じた学習環境を整備するため、学内で共通プログラ
ムを設定し、全ての学生が自己診断可能なシュミュレータで学習水準を
設定し、ウェブサイトからモジュール化した授業にアクセスし、ｅラー
ニングが可能なプラットホームを構築・準備中である。50

（d）英語を担当する教員は、常に学生の学習状況を把握し、学習が断
絶しないようなクラスおよび個人指導が肝要となろう。言語学習が得意
な生徒もいれば、得意でない生徒もいる。個々の生徒にふさわしい活動
を提供しようと思えば、教室内にはさまざまな生徒がいるということが
前提であろう。
四六時中、個々の生徒の要望を聞き入れることは、もちろん不可能で
ある。だが、一定の時間的なスパンの中で、さまざまな学習スタイルに
応じた指導をするように心がければ、グループ全体だけでなく、グルー
プ内の個々の生徒のためになる指導が保証できるようになるからであ
る。51

49

「苫小牧駒澤大学と駒澤高校学校：英語カリキュラム」参照
サイト：http://culturaldinosaur.com/ を開くと、苫駒大の英語担当教員（オルソン＆セ
ルバンテス）がインターネット学習（E-Learning ＆ E-Mail）を通じて学生支援を行うこと
ができる。
51
Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching,『実践的英語教育の指導法：４
技能から評価まで』（斉藤・新里監訳）、ピアソン・エデェケーション、2002
50
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苫小牧駒澤大学と駒澤高校学校：英語カリキュラム
高大一貫教育における質の高い英語教育を土台（基礎）に、グローバ
ル時代に対応した国際英語教育および人間形成を教育の形成を大前提と
して作成したプラン（カリキュラム）である。（本稿では、英語能力を
客観的に評価するために一般の英語検定試験（TOEIC）を用いたカリ
キュラムを作成している。）
一貫教育の優位性を生かし、高大連携によるカリキュラム（授業）を
取り入れ、大学の卒業単位としての認定や附属高校に準じた早期海外留
学制度、両校の E-Learning ネットワークを活用している。生徒が高校
卒業後の生き方や職業を考えるキャリアデザイン教育といった「アドバ
ンストプログラム」などを特色ある教育を展開していていくことを想定
している。
英語教育は受験英語を超える総合的な英語運用能力（「読む」「聞く」
「話す」「書く」
）を徹底的に鍛えるため、高校卒業まで TOEIC 450点・
英検 準２級、大学卒業後には、海外の大学に直接進学も可能なレベル、
TOEIC 700点・英検 準１級にまで引き上げる。同時に、異文化理解・
コミュニケーション能力を磨き、将来、世界を舞台に活躍出来る基礎的
素養を身につけることができるようにするための具体的なカリキュラ
ム・プランである。
英語という科目は実はおもしろいし、且つ、けっこうためになる科目
でもある。しかし、どんな科目でもそうであるが、「おもしろい」と思
えるのは「わかる」からで、「わかる」ためには、ある程度がまんして
やらなければならない段階がある。「学問に王道なし」ということばが
ある。勉強に安易な方法というものはない。中国のことわざに「難に臨
んではいやしくも免れんとする勿れ」（困難から逃げようとするな）。あ
るいは、
「艱難汝を玉にす」（辛さや苦しさが人を磨かれた玉にする）と
いうことわざがある。当英語カリキュラムを作るにあたって、できるか
（21）
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ぎり能率的に勉強しやすいように、しかも必要にして十分な知識を提供
できるように、ということを配慮して作成したつもりでいる。しかし、
このカリキュラムは特異な方法を述べた、いわゆる要領モノではない。
どんな新奇な方法よりも、まともな正攻法が一番たしかで一番早いやり
方であるということを前提に作成したものであることを先ずここに述べ
ておきたい。
その上で、TOEIC 700点・英検 準１級にまで引き上げるための学習
の基本的かつ技術的な進め方として、下記の３点を指導の内容とした。
１．TOEIC テストのパターンに慣れさせる。受験のコツを知る技術上
の知識は当然であるが、より重要なことは、より高度なボキャブラ
リーやフレーズの習得によってスコアの伸長を図る。ビジネスシー
ンで使われることの多い重要な語彙や構文の入った実践的な例文や
問題によって確実にスコア700をクリアさせる。
２．複雑な構文を攻略するために、かなり長めの会話文や文章も取り入
れる。長文を短時間で読み理解できる力を養なう。
３．実際のビジネスに使われている、フレーズや文章を攻略することを
目的に、ビジネスシーンで使われている表現や文章を数多く解説し、
また応用問題を解くことで、効率の良いスコアアップを促す。また、
より実務で使える文法解説や表現を扱い、状況に応じた言い換え、
使い回しができる語彙・表現・文法などの運用力を磨く。52

52

教材は苫駒大教員が用意・準備する。当カリキュラム担当教員は苫駒大教員 Native
Speakers のオルソンとセルバンテス両英語教員である。
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連携 TOEIC 準備プラン

―附属高校―
目標：駒澤高校卒業するまでに附属高校生は TOEIC450点到達
内容
目標：生徒は日常英会話を通じて、英語に親しむ
１年目

２年目

３年目

０点〜 150点
動詞、語彙、慣用句の学習

150点〜 300点の
動詞、語彙、慣用句の学習

300点〜 450点の
動詞、語彙、慣用句の学習

三つの学習
（Ａ）附属駒澤高校教室での授業
学
習：話す、聞く、TOEIC テスト演習、及び個別支援
必要時間：１週間につき１回（45 〜 60分）
教
師：駒澤大学準教授ロバート・オルソン
駒澤大学講師セス・セルバンテス
教
材：担当教員（苫駒大）が用意
（Ｂ）読む練習（家での学習）
学
習：リーディング、文法の学習・会話パターンの練習
必要時間：１週間３回15分
教
材：担当教員（苫駒大）が用意
（Ｃ）インターネットの勉強（家での勉強）
学
習：リッスニング、語彙と動詞の学習
必要時間：１週間につき45分
ウェブサイト：http://culturaldinosaur.com/
サイト担当：担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）
教師へのアクセス
担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）はインターネット学習
（E-Learning）を通じて高校生支援を行う。
TOEIC テスト
附属高校の生徒は１年間につき少なくとも２回のテストを受験する。
（23）
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苫小牧駒澤大学・附属高校

連携 TOEIC 準備プラン

―苫小牧駒澤大学―
目標：苫駒大卒業までに TOEIC700点到達
内容
目標：学生は日常英会話を話す、聞く、読むことができる。
１年目

２年目

３年目

４年目

450 〜 550点の動詞 ６ヶ月〜１年間の 550 〜 650点の動詞 650 〜 700点の動詞
/ 語彙 / 文法など
留学
/ 語彙 / 文法など
/ 語彙 / 文法など

三つの学習
（Ｄ）苫小牧駒澤大学校教室の授業
学
習：話す、聞く、TOEIC テスト演習、個別学生の支援
必要時間：１週間２回授業（90分ｘ２）
教
師：駒澤大学準教授ロバート・オルソン
駒澤大学講師セス・セルバンテス
教
材：担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）が用意
（Ｅ）読む練習の用具（家の勉強）
学
習：英語の読む、文法の学習・会話パターンの練習
必要時間：１週間につき15分３回（15分）
教
材：担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）が用意
（Ｆ）インターネットの勉強（家の勉強）
学
習：英語の聞く、語彙と動詞の学習
必要時間：１週間につき45分
ウェブサイト：http://culturaldinosaur.com/
教
材：担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）が用意
英語担当教師へのアクセス
担当教員（苫駒大：オルソン＆セルバンテス）はインターネット学習
（E-Learning）を通じて学生支援を行う。
TOEIC テスト
学生は１年間につき少なくとも TOEIC テスト３回を受験する
（24）
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Exploring How to Create a TOEIC-Preparation Program
Introduction
Key point: Creating a program that prepares students to achieve a 700-plus
TOEIC score will be difficult but possible.
Attempting to create a program to prepare for the TOEIC test can
feel like paddling across the Pacific Ocean in a rowboat.

The

enormity--the vastness--can be overwhelming; textbooks warn of the
investment of time and energy needed to make relatively scant score
improvements, students speak of low test scores that cut the legs oﬀ
of their English-speaking conﬁdence and teachers lament the factors
(social, economic, etc.) that influence TOEIC achievement but they
can't control.
This paper acknowledges and agrees with these and other
difficulties but this paper also wishes to point out that overcoming
difficulties is not something new to mankind; Everest has been
climbed, the moon has been walked upon and even the aforementioned
Paciﬁc Ocean was crossed in a rowboat.
Surely creating a program that prepares students for a world-wide
test on the world's most widely-spoken language must be within the
reach of motivated educators and students.
I believe that it is.
This paper will attempt to explain how a program at Tomakomai
Komazawa University is being created to prepare students to achieve
a minimum 700 score on the TOEIC test.

Part One: Quantiﬁcation
Key point: TOEIC-related questions, responses, phrases, words and vocabulary
（25）
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must be listed and visually represented.
So where does one begin such a gargantuan task?
I believe the answer lies in one word: quantiﬁcation. Quantification
relies on numbers and other objective data that do not require a
certain point of reference to be understood. By contrast, qualification
uses descriptive words that are influenced by personal experiences
and opinions. An example could a weather report; a qualiﬁed report
in the Bahamas may say that today will be cool while the same
weather in Iceland may be reported as warm. A quantified report
from both locations would say that today's high temperature will be 20
degree Celsius.

Cool and warm are subjective and depend on

experience and perspective; 20 degrees Celsius stands on its own
and can most likely be understood by all people at all times.
So to begin creating a program that prepares students for the
TOEIC test, we must now quantify the English that best prepares
students to achieve the above-mentioned objective of a 700-plus
TOEIC score. In other words, what questions, verbs, vocabulary, etc.
will most likely be covered in the TOEIC test?
I believe that the website of the Educational Testing Services (the
creator of the TOEIC and TOEFL test) www.ets.org is the best place
to begin. This site contains a goldmine of general information but the
section I am most interested in is the TOEIC Can-Do List. This table
lists the English reading and listening tasks along with corresponding
test scores. It is available in PDF form or can be ordered from ETS.
Let's look at some of the tasks, progressing from simple to diﬃcult.
Read the letters of the alphabet.
Read and understand a restaurant menu.
Read and understand an agenda for a meeting.
（26）
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Take a telephone message for a co-worker.
Understand the details of a fast-breaking news event on the radio.
Understand a complex presentation or demonstration in an
academic or work-related setting.
While this list may not be definitive and may be altered in the
future, it is quantiﬁed and far more likely to suit a student's need than
the ambiguous suggestion to study English.

And now that we have

this list, the next step is to breakdown the language components of
each speaking and listening task. This means making a list of all
relevant questions, responses, speciﬁc phrases, verbs and vocabulary
that are involved in each task. Here is an example using the task Take
a telephone message for a co-worker.
Questions
Can/May I speak to ̲̲̲̲̲̲̲̲, please?
Is ̲̲̲̲̲̲̲̲̲ in?
Can/Will/Would you take a message, please?
May I ask who is calling?
May I have your phone number, please?
Could/Can you tell him/her that ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲.

Responses
I'm sorry, he/she is not here at the moment.
I'm sorry, he/she is not available now.
Sure, my phone number (It) is ̲̲̲̲̲̲̲̲̲.

Speciﬁc phrases
Just a moment, please.
Let me ﬁnd a pencil/pen/some paper.
（27）
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The meeting has been cancelled.
dinner

postponed

presentation

moved to another day

celebration

changed to (Tuesday)

decision

delayed

lunch

pushed-up

I'm going out of town until ̲̲̲̲̲̲̲̲.
I'll be unavailable until ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲.

Verbs
Cancel Postpone Push/Push-up Delay Change Decide Celebrate
Move
Call Leave Go/Go to Present

Vocabulary
Phone Message Pencil Pen Paper Memo. Days of the week.
Time; numbers 1-100. Morning, Afternoon, Evening, Night

Now that the components of the language task Taking a message for a
co-worker have been identiﬁed, each component should be represented
on a flashcard with a picture and/or a written sentence. Here are
three random photographs of such cards. This example is by no
means deﬁnitive; there are numerous ways to create ﬂashcards. The
following materials are just one example.

（28）
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The process must now be repeated for each language task listed in
the Can-Do Guide.
This will be no small task.
I invested 2 hours into creating the materials pictured above.
Multiply that by the nearly 100 tasks listed in the Can-Do Guide and
you're looking at a serious commitment in terms of time and energy.
Nevertheless, I believe it is worth the eﬀort.

Part Two: Teaching and Learning
Key point: Material must be reviewed constantly. This will require multiple
classes per week and a considerable amount of studying during personal time.
Our program will facilitate both.
Now that hundreds of TOEIC-related ﬂashcards have been created,
the next issue to address is how this material will be taught.
Teaching styles vary from teacher-to-teacher but one trait must
remain constant; frequency, both in terms of the material reviewed
and the number of classes that review it.
First, let's look at the issue of reviewing material. Because we are
striving to prepare for the TOEIC, instant recognition of various
words and phrases is necessary. This kind of language acquisition
will require consistent repetition over a lengthy period of time.
Teachers must assure that students are encountering previously
studied material in various forms and activities long after it has been
（29）
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introduced or they run the risk of students not acquiring vital
language components. The key phrase here is in various forms and
activities; ﬂashcards, listening exercises, reading passages are among
the ways students can and should be interacting with language
components.
Next, let's look at the number of classes that the aforementioned
review will require. Any reasonably experienced teacher will tell you
that the standard one-class-a-week formula will not accommodate this
plan. Accordingly, TKU is currently in the process of adding at least
one on-campus class per week. In addition, we are also requiring
students to invest a signiﬁcant amount of time outside of class and in
the process of providing them with the resources to do so. These
resources, when completed, will include a website that contains
reading, listening and writing activities and oﬀ-campus oﬃce-hours
during which instructors will be available for consultation.

Part Three: Test-Taking Strategies and Practice Tests
Key point: Acquiring a 700-plus TOEIC score will require students to become
familiar with test-taking strategies. Our program will help students become
familiar with these strategies as well as offer multiple opportunities to take
practice TOEIC tests.
Like any other significant test, the TOEIC requires a degree of
time-management skills, test-taking techniques, reading strategies and
a knowledge of the TOEIC's unique format.
Students must be able to utilize skimming, anticipation, among other
skills as well as be versed in such test-taking techniques as reading
the questions before reading the passage. Our program will include
an introduction to these strategies and opportunities to use them in
（30）

苫小牧駒澤大学紀要

第21号

2009年12月

practice TOEIC tests.
This point is vital.
Our program will call for students to sit for the TOEIC three times
a year at the very least but we will offer multiple practice TOEIC
tests during the course. This means that students will be taking a
TOEIC test nearly every month. That kind of exposure will most
likely improve test scores as the student's familiarity with the
material, test-taking stamina and test-taking strategies increase and
improve during the course of the program.

Part 4; Time Investment
Key point: Achieving a 700-plus TOEIC score will require at least 1150 hours
of study. Our 7-year program will provide 1400 hours of guided study that will
enhance TOEIC scores.
The following chart is take from Oxford University Press's A
Teacher's Guide to TOEIC Listening and Reading Test, Preparing
Your Students for Success by Grant Trew (2006). It shows the
number of hours required to reach various TOEIC target scores.
For the purpose of illustration, let's assume your current TOEIC
score is 250 and you wish to acquire a score of 750; you would have to
be willing to invest at least 1150 hours of studying to reach that level.
Trew (2006) states that one large-scale study of students who
invested over 200 hours of coursework produced an average gain of
only 110 points or an hourly rate of less than one point!
Students will most likely view being told to invest 1150 hours into a
course as daunting; the number is simply too large to reasonably
digest at once. But look at the breakdown of time that our program
is proposing and the 1150 hours suddenly becomes feasible:
（31）
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T
Current

A

R

G

E

T

S

C

O

R

E

350

450

550

650

750

850

950

250

200

425

700

950

1150

1450

1750

350

xxxxx

225

450

700

950

1125

1550

450

xxxxx

xxxxx

225

450

700

975

1300

550

xxxxx

xxxxx

xxxxx

225

450

725

1050

650

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

225

500

825

750

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

275

600

850

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

325

Score

One hour par day of guided instruction, Monday through Friday. (5
hours/week).
An average of 4 weeks per month. (20 hours/month).
10 months per year (assuming 2 months for vacations. (200 hours/
year).
7 years of program instruction equals 1400 hours of instruction.
In other words, if students follow the minimum requirements of our
program, they will receive 250 hours more of the instruction they
need to reach the 750-level target. And there certainly is no rule that
says students cannot engage in TOEIC-related study during vacations
or holidays!

In Closing
To bring this paper to a close, I wish to review the components of
our TOEIC preparation program.
1.) Quantify all English from the Educational Testing Service's Can（32）
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Do List.
2.) Visually represent all relevant language components on
ﬂashcards, etc.
3.) Teach and review all language components in classes both on and oﬀ
campus.
4.) Oﬀer multiple classes per week.
5.) Create websites and other resources that will enhance oﬀ-campus
student study.
6.) Teach test-taking strategies and techniques.
7.) Offer multiple practice TOEIC tests to help students familiarize
themselves with the test and build their test-taking stamina.
8.) Require students to sit at least three times a year for oﬃcial TOEIC
tests.

This program is ambitious and will require a great amount of
sustained effort but I believe it is attainable and the rewards of
shattering the 700-plus score barrier will more than justify the
investment of time and energy.
I look forward to beginning.
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Use of Response Tokens among Low-Intermediate English
Learners: What They Do Well and What Needs Improvement
初・中級英語学習者へのレスポンス・トークン：効果と課題

Seth Eugene CERVANTES
セス・ユージン・セルバンテス
Key words: learner corpus, small words, listener response tokens,
conﬂuency, laughter-laughter response tokens

ABSTRACT
Listener response tokens are single word or short utterances found in conversation
that function to help manage the ﬂow of conversation. Listener response tokens
are not limited to single word or short utterances but can include laughter and
non-word actions such as head-nods and shoulder shrugs. Listener response tokens
are diﬀerentiated according to function. O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter (2007) list
four functions of response tokens: They are: continuer response tokens, engagement
response tokens, convergence response tokens, and context-specific response tokens.
Mastery of listener response tokens is vital to conversational ﬂuency (McCarthy,
2008). In this article, the use of listener response tokens in low-intermediate learner
English was analyzed by generating a small learner corpus (n = 1201) from the
spoken interactions of three pairs of 6 low-intermediate students (Ss). The Ss were
from three diﬀerent linguistic and cultural backgrounds. All Ss attended lessons
that targeted high frequency words and phrases found in conversation (see
McCarthy, McCarten, and Sandiford, 2005a). The results indicate that lowintermediate learners lack the language to terminate and change/shift topics in
conversation.

（37）

苫小牧駒澤大学紀要

第21号

2009年12月

Corpus-based research has made a number of important ﬁndings with
pedagogic relevance to the teaching of foreign languages. For example,
in the production of learner dictionaries, publishers can guarantee
authenticity since words and phrases were taken from
communication

genuine

(Hunston, 2002). Frequency lists generated from

spoken and written corpora have revealed important differences
between spoken language and written language. Nation (2001) observed
that certain words or

word items

(clusters or phrases) found in

spoken language are unlikely to occur performing the same functions
in written texts

(126). Tag questions such as isn't it or don't you,

smooth-overs such as don't worry or never mind, and hedges such as
kind of or something like that (Strenstrom (1990) as cited in Nation (2001:
126)) are found almost exclusively in spoken language. Also, Corson
(1997) found written texts contained far more Greco-Latin based words
than Anglo-Saxon based words. Anglo-Saxon words tend to be shorter
(one or two syllables) and occur more often than Greco-Latin based
words in everyday speech.

A CLOSER LOOK AT CONVERSATION AND THE NATURE OF
CONVERSATIONAL FLUENCY
Although spoken fluency remains a fuzzy concept (Richards,
1999) for teachers and researchers to conceptualize, corpus-based
research has shed some light on the nature of spoken ﬂuency. Nunan
(1999) deﬁnes ﬂuency as the ability to speak without undue hesitation.
Nunan's description of ﬂuency is correct but it doesn't quite place ﬂuency
in the context of everyday conversation. Conversation is a social act in
which the roles of listener and speaker are not set but are in constant
ﬂux. There is also a good amount of evidence from corpus research that
（39）
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suggest the speaker-listener relationship is collaborative, that is, they
co-create and negotiate meaning together. O'Keeffe, McCarthy, and
Carter (2007) use the word confluency to highlight the importance of the
listener and the subsequent response with regards to ﬂuency.
Researchers describe the language used in conversation according
to function. The first type of language used in conversation is
transactional. Conversation language is transactional when there is an
exchange of information between the speaker and listener. The second
type of language used in conversation is interactional. Conversation
language is interactional when there is a concern for managing
relationships. Richards (1990) noted that conversation was a
collaborative process. A speaker does not say everything he or she
wants in an utterance. Conversations progress as a series of turns; at
any moment, the speaker may become the listener. Basic management
of the collaborative process in conversation is turn-taking (68). To
ensure the smooth ﬂow of a conversation, speakers take turns. When
conversations are examined quantitatively, a number of lexical features
that occur more frequently in spoken language are revealed. One
important feature of spoken language is the high occurrence of small
words, such as right and yeah. These small words, researchers have
argued, serve a very important function in conversational fluency
(Hasselgreen, 2004). McCarthy (2008) attempts to deﬁne ﬂuent talk as
having three characteristics: (1) The ability to retrieve, quickly and
automatically, items from a repertoire of ready-made chunks, especially
the core, most frequent ones from everyday talk, (2) the ability to link,
without undue hesitation, one speaker turn to the next, and (3) the
ability to use a repertoire of what Hasselgreen calls small words (2004)
(33).
（40）
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McCarthy (2006) summarizes his view, and in the process throwing
considerable light on the nature of ﬂuency :
[T]he notion of fluency has its roots in linguistic qualities
related to lexio-grammatical and phonological ﬂow created by
individual speakers, in the ability of participants to converse
appropriately on topics, but crucially on the degree of
interactive support each speaker gives to the flow of talk,
helping one another to be ﬂuent. (5)
Again, there is the idea that spoken speech is very much contextembedded (Freeman & Freeman, 2001; Cummins, 2000) and social as
conversation participants use high frequency words and useful chunks
of language to achieve ﬂuency.

LISTENER RESPONSES TOKENS
In their book From Corpus to Classroom, O'Keeffe, McCarthy, and
Carter (2007) devoted a whole chapter to the concepts of listenership and
response. They pointed out that certain words occurred more frequently
in spoken texts than in written texts. To illustrate this, they compared
the word right in written texts to the same word in spoken texts. Along
with the fact that the word right occurs far more frequently in spoken
texts than in written texts, function along with sense differs as well.
They found that the word right had discourse functions, most notably
as

listener response tokens,

surrogates (e.g. head nods)

short utterances and non-verbal

(140) that manage flow and relational

aspects of conversation.
O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter (2007) use the terms listenership and
response in their proﬁling of ﬂuent speech. They point out that ﬂuency
is often viewed individually rather than something that is reached in a
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social context. Most notably, they looked at the function of small
words

in conversation. Many of these

small words

function as

response tokens. When researchers describe response tokens, they
describe them as being either minimal or non-minimal. Minimal
response tokens are mostly single-word utterances or non-verbal
utterances such as right, oh, yeah, and mm, while non-minimal responses
or mostly adverbs or adjectives, such as really, great, wonderful, and good.
Non-minimal response tokens can also take the form of short phrases
such as That's great and Oh my god. Both minimal and non-minimal
response tokens can occur in pairs or in clusters (such as Mm yeah (see
Table 1), and Oh really? That's great!).
Response tokens are further classiﬁed according to function. The
four kinds of response tokens are
continuer response tokens,
engagement response tokens
convergence response tokens
and context-speciﬁc response tokens.
Continuer response tokens such as mm or yeah let the speaker know
that the listener is listening and the speaker should continue speaking.
See Extract 1.

Extract 11

S1

And what's your favorite band?

S2

Ah…my favorite band is a Chinese band. Hmm…its
name is Tang Dynasty.

1

All extracts, the exception being Extract 4, were taken from the author's small learner
corpus.
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Engagement response tokens, such as great and wonderful, indicate to
the speaker that the listener is emotionally invested and is fully
engaged in the conversation. See Extract 2.

Extract 2

S1

Are you. . . are you a movie fan?

S2

Yeah, I like movie very much.

S1

Oh.

S2

How about you?

S1

Uh, me too. I love movie. Uh, what kind of movie do you like?

S2

I like so. . . action and mystery.

S1

Mm. That's good. Do you like horror?

S2

Oh

Convergence response tokens are short utterances that indicate a
simple convergence to simple opinions or mundane topics (O'Keeﬀe,
McCarthy, and Carter, 2007:150). Convergence response tokens are used
by conversation participants to bring a conversation to a negotiated
and collaborative end or to shift or to change topics (O'Keeffe,
McCarthy, and Carter, 2007). Also, as O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter
(2007) note that when non-minimal responses occur in clusters across
conversation turns consecutively, it often signals a conversation end or
a change/shift in topic. See Extract 3.
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Extract 3

S1

What kind of music do you like?

S2

Hmm…Hmm…I don=…I don't like the music.

S1

Oh, really? No…

S2

Because I can't…uh..sing.

S1

Oh. OK.

S2

Hm…and, uh, (S1's name). Do you like Chinese sing?

Context speciﬁc response tokens are used in speciﬁc contexts, such as
when making or replying to a request, making arrangements, or
reaching decisions (O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter, 2007). See Extract
4.

Extract 4 (Student asking a teacher for permission to miss a lesson)

Student

A teacher from China is coming. I need to help. I
can't come. Is that OK?

Teacher

Sure. Don't worry.

GENERATING AND ANAYLZING SPOKEN CORPORA
Although there have been studies on native speaker use of
response tokens (O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter, 2007) and Maynard
(1989) compared the use of minimal response tokens between mostly
American and Japanese students having conversations in the U.S., there
remains a dearth of research on the eﬀect of corpus-based instruction
on the use of response tokens by low-intermediate learners. The purpose
of this study is to analyze how low-intermediate learners from diﬀerent
（44）
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linguistic and cultural backgrounds use response tokens following
instruction targeting high frequency words found in spoken conversation.
A corpus (the plural form is corpora) is a collection of texts. Applied
linguists use these stores of texts to analyze naturally occurring
language (Hunston, 2002). The ephemeral nature of spoken utterances
makes its collection and transcription even more laborious than is
generally the case with the collection of written texts. Despite the
difficulties of accurately collecting, transcribing and then analyzing
spoken utterances, the advent of computer software (see Smith, 2009)
that can store and process corpora has given applied linguists the tools
to shed light on aspects of spoken language that often go unnoticed.
Hunston (2002) notes three ways in which corpus software can
process and examine corpora. Corpus software helps applied linguists
examine language by generating frequency lists, by generating
concordance lines (see figure 1), and by identifying collocates. In the
present study, the author used corpus software (Smith, 2009) to create a
frequency list from a learner corpus of low-intermediate learners. From
this list, the author identified key words. The author then used the
corpus software to generate concordance lines with the key word
centered (often called the node word) to analyze how key words are
actually used. By examining the concordance lines in ﬁgure 1, the word
yeah is often followed by a question indicating that yeah is being used as
an informal alternative for the word yes. However, the concordance
lines also show that yeah, when followed by a statement, often functions
as a response token. Finally, the author used the corpus software to
identify which words most frequently co-occur with key words. In the
case of yeah, the (non)word mm collocates with yeah in the learner
corpus.
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Figure 1: Concordance lines of the key word“ yeah” from learner corpus.

METHODS
Subjects. Prior to the start of the spring 2009 semester all incoming ﬁrst
year students (henceforth referred to as Ss) hoping to enroll in a
Freshman English (or Eigo 1) course were required to take a placement
test. The placement test was a 45-minute test that measured listening
and reading comprehension. 65 incoming first year Ss took the test.
Table 1 indicates that the mean score for the incoming ﬁrst year Ss was
48.9 with a standard deviation of 15.7. Ss scoring over 60 percent (n = 25
or 38.5% of the Ss taking the placement test) were placed in an upper
lever Freshman English course. The remaining Ss were placed in a
lower Freshman English course. Of these 25 qualifying Ss 15 enrolled in
the upper level Freshman English course. 2 short-term (1-year)
international Ss from South Korea were allowed to enroll in the upper
level course without taking a placement test. At the start of the spring
2009 semester 17 Ss had enrolled in the upper level Freshman English
course. By the end of the semester two Ss had dropped the course.
Of the remaining 15 Ss, 6 Ss were chosen by the author for the
following reasons. The first consideration was class attendance: 5 of
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these Ss had perfect attendance while 1 missed only half a lesson to
attend a school function. The second consideration was course work
and class participation: all 6 Ss completed all homework assignments
and participated fully in all classroom activities. The third reason was
nationality: 3 of the 6 Ss were Japanese (two females and one male), 2
were Chinese (a female and a male) and 1 was Korean (a female) (Table
1). The fourth reason was that all but 1 of the 6 Ss had taken either an
Institutional TOEIC exam (n = 3) or a practice TOEIC exam (n = 2)
(Table 1).
Pairs were chosen in the following manner. The author made two
sets of number cards and folded them into tiny squires. The author had
each participating S grab one number card. If, for example, a S's card
had a number 1 written on it he or she looked for the S with the same
number card. The following three pairs were made: Pair 1: a Korean
female aged 20 was partnered with a Chinese male aged 22; Pair 2: a
Japanese female aged 18 and a Chinese female aged 20; Pair 3: a
Japanese female aged 18 and a Japanese male aged 18 (Table 1).

TABLE 1: STUDENT BACKGROUND & TOEIC SCORES
Language background

Sex

Age

TOEIC exam

male

female

Japanese

3

1

Practice

Total Score (mean) (SD)

2

18

2 (375)

1 (350)

3

Chinese

2

1

1

21

0

1 (510)

1

Korean

510

1

0

1

20

1 (410)

0

1

410

Total/Average:

6

2

4

19.3 3 (386.6)

2 (430)

5

(404) (56.4)

IP

366.7

Materials and Procedures. Each S purchased the corpus-based course
book Touchstone 1 (McCarthy, McCarten, & Sandiford, 2005a), and were
given a list of the top 500 spoken words in North American English (see
McCarthy, McCarten, & Sandiford, 2005b). All Ss were required to take
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a TOEIC test. The author gave Ss three choices. The Ss had to choose
from taking a public TOEIC exam, an Institutional Program (IP) TOEIC
exam or a practice TOEIC exam published by Longman (Loughheed,
2006). All Ss were advised to take the IP TOEIC exam because it is
cheaper, held at their home university, and it is an oﬃcial score.
The Ss took two oral exams over a period of three months. The oral
exams were taken from McCarthy, McCarten, and Sandiford's (2005b)
Touchstone 1 (Teacher's Edition). The oral exams measure the Ss' ability
to communicate orally using the language presented in Touchstone Level
1 (206). Only the second oral exam was used for this present study (see
appendix). The Ss were asked to complete the oral exam in pairs. They
were given 10-minutes to complete the oral exam. However, all three
pairs ﬁnished the oral exam in under 6-minutes. The author (also the
instructor) played a limited role during the conversation. The author
only advised Ss to use strategic vocabulary (McCarten, 2007) such as
um, oh, maybe, right, yeah, so, great, wow, hmm, and really. Other advice the
author gave to the Ss was to use conversation strategies such as
repetition (e.g.: A: Well, I'm originally from Sapporo B: Sapporo? Really?
What part of Sapporo?), and to answer questions with more than a simple
yes or no response (e.g.: A: So, do you and your friends go jogging after class?
B: Well, I like jogging, but I'm too busy these days.).
The oral exam was held in a medium-sized classroom. The same
classroom was used for regular classes. Each pair was assigned a time
and a date to take the oral exam. One week prior to the exam Ss were
given the oral questions and counseled about the procedure of the oral
exam. They were also encouraged to visit the author's oﬃce to practice
the oral exam. Each pair's conversation was recorded using an MD
recording device. The author transcribed the oral examination to create
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a small learner corpus (see Hunston, 2002). The author used the process
for transcription found in O'Keeﬀe, McCarthy, and Carter (2007). The
author employed the corpus software Word Smith 5 (Scott, 2009) to make
a frequency list to analyze key words and clusters (see O'Keeﬀe,
McCarthy, and Carter, 2007). It should be noted that during the
transcribing stage the quality of the recording was poor. As a result,
there were unintelligible parts of the conversation that the author was
unable to transcribe. Using the transcription marks found in O'Keeﬀe,
McCarthy, and Carter (2007), unintelligible parts were transcribed as
<?> (6).
Data Analyses. The author created a general frequency list of a small
learner corpus using Smith's (2009) corpus software Word Smith 5. High
frequency words were examined to identify potential response tokens
and

clusters.

Once potential response tokens were identified,

concordance lines were generated using potential response tokens as
node words (i.e., words centered in a concordance line) to determine if a
word was a response token (see Figure 2). Collocations lines were also
analyzed to identify response token clusters like Oh, really?, Oh my god
and No way. Figure 2 indicates that the word oh collocates with the
word really 9 times and is always on the right of oh. Oh also collocates
with the word you and is always on the right of oh. Figure 2 also shows
that laughter also precedes and follows the word oh.

Figure 2: Words that collocates with the word“ oh” in learner corpus.
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Once response tokens were identiﬁed in the learner corpus, response
tokens were categorized as being either minimal responses or nonminimal response. Next, the response tokens were categorized
according to function: (1) continuer response tokens, (2) convergence
response tokens, (3) engagement tokens, and (4) context speciﬁc tokens.
Finally, response token function frequency lists were created.
RESULTS
Table 1 indicates that the size of the learner frequency list was 1201
tokens, i.e., total word count. Of these, there were 251 types (tokens that
are counted once even though they occur more than once in the learn
corpus) of words along with 113 hapaxes, i.e., words that occurred only
once in the learner corpus (see Hunston, 2002). Table 2 indicates that 11
potential minimal response tokens and 4 potential non-minimal response
tokens were identiﬁed. The frequency count of all potential response
tokens in the learner corpus was 151. Of the 151 potential response
tokens, 61 were classiﬁed as response tokens. Some 5% of words used
in the learner corpus were response tokens. Of the 11 potential minimal
response token types identiﬁed, 9 were conﬁrmed as response tokens.
Of the 4 potential non-minimal responses types, 2 were identified as
non-minimal response tokens; both of which occurred in cluster
response—Oh my god and That's good.
Figure 3 shows the breakdown of response tokens. 23 instances of
continuer response tokens were identiﬁed (38% of response tokens); 4
instances of convergence tokens were identiﬁed (6% of response tokens);
34 instances of engagement response tokens were identified (56% of
response tokens); and no instances of context-speciﬁc response tokens
were identiﬁed (0% of response tokens). The variation or imbalance, to
some extent, can be attributed to instruction. While engagement
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Figure 3: Breakdown of Response Tokens

Engagement
tokens
56%

Continuer
Response
Tokens
38%

response tokens, which comprised of 56% of the total response tokens,
and continuer response tokens were adequately covered, convergence
tokens were not. The oral exam questions did not lend themselves well
to creating a situation in which Ss would employ context-specific
response tokens (see oral exam questions in the appendix). Nonetheless,
Ss employed non-verbal responses (e.g., head nodes, shoulder shrugs)
and laughter to indicate a change in topics. While it was not part of the
original rationale for designing this study, the author noted that when
both Ss began to laugh, one or both would respond with a non-word
like hm or mm followed by a new topic question. This was a typical way
for the Ss in the study to collaboratively end and then begin a new
topic. Some 16 instances of Ss mutual laughter plus a clustering of
response tokens (mainly hm and um) used to indicate a closure or
change of topic were identiﬁed. Only 4 instances of verbal convergence
response tokens were identiﬁed.
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Table 1: Leaner Corpus: Frequency List
RANK

WORD Token#

34

HAVE

8

68

CLUB

4

35

MOVIE

8

69

FAN

4

FOOD

4

1

YOU

58

2

I

54

36

NO

8

70

3

UH

36

37

NOT

8

71

HE'S

4

4

AND

35

38

SHE

8

72

MAYBE

4

5

DO

34

39

SINGER

8

73

MUCH

4

6

YEAH

33

40

ACTOR

7

74

SORRY

4

7

IS

31

41

AH

7

75

THAT'S

2

8

LIKE

29

42

SO-SO

7

76

TV

4

9

OH

29

43

WELL

7

77

WHICH

4

10

SO

27

44

YES

7

78

BAND

3

11

MY

25

45

AH

6

79

BECAUSE

3

12

A

23

46

EAT

6

80

CITY

3

13

REALLY

21

47

FATHER

6

81

CLOTHES

3

14

HMM

20

48

LOVE

6

82

DOG

3

15

HOW

17

49

ME

6

83

FRIENDS

3

16

MM

18

50

NOW

6

84

HAI

3

17

ARE

16

51

TOO

6

85

HE

3

18

I'M

16

52

VERY

6

86

HORROR

3

19

WHAT

15

53

NAME OF STUDENT

5

87

LUNCH

3

20

ABOUT

14

54

BEST

5

88

MARKET

3

21

YOUR

14

55

BUT

5

89

MEANS

3

22

FAVORITE

13

56

CHINA

5

90

OUTGOING

3

23

FROM

13

57

FRIEND

5

91

QUIET

3

24

KNOW

13

58

IT

5

92

SENDAI

3

25

KOREAN

13

59

KIND

5

93

SHORT

3

26

DON'T

11

60

LIVE

5

94

SING

3

27

IN

12

61

MOTHER

5

95

SHOP

3

28

THE

11

62

OF

5

96

SUPER

3

29

EVERY

10

63

OLD

5

97

THEY

2

30

CHINESE

9

64

THINK

5

98

UH-HUH

3

31

DAY

9

65

TO

5

99

WATCH

3

32

JAPANESE

9

66

WHERE

5

100

WHO

3

33

UM

9

67

BREAKFAST

4

101

AT

2
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102

BIRTHDAY

2

137

WITH

103

CHOCOLATE

2

138

104

DANCE

2

105

DANCING

2

140

106

DINING

2

141

107

DOES

2

142

108

FAMILY

2

143

109

FRIENDLY

2

144

AM

110

GOOD

2

145

111

IT'S

2

146

112

HANDSOME

2

147

113

HIS

2

148

114

HOMESICK

2

149

115

INTERESTING

2

150

116

JACKSON

2

117

LICENSE

2

118

LOT

119

MEN

120
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2

172

WORK

2

173

FAV

1

139 WORKAHOLIC

2

174

FUN

1

YEARS

2

175

GAME

1

ACTION

1

176

GAME

1

ALONE

1

177

GIRLFRIEND

1

ALWAYS

1

178

GO

1

1

179

GOD

1

AMAZING

1

180

GREEN

1

ANY

1

181

GYUTAN

1

BANDS

1

182

HARRY

1

BASEBALL

1

183

HATE

1

BELONG

1

184

HAYAKITA

1

BOTH

1

185

HER

1

151

BRE

1

186

HI

1

152

BREAK

1

187

HIM

1

2

153

BROKEN

1

188

HOMETOWN

1

2

154

BUSY

1

189

ITS

1

MICHAEL

2

155

CALL

1

190

KA

1

121

MUSIC

2

156

CAN'T

1

191

KARAOKA

1

122

NAME

2

157

CAR

1

192

KEEPER

1

123

NEIGHBORS

2

158

CARREY

1

193

KORE

1

124

NEVER

2

159

CAT

1

194

KOREA

1

125

OFTEN

2

160

CLASS

1

195

LEO

1

126

OK

2

161

COMPUTER

1

196

LIN

1

127

ON

2

162

COURSE

1

197

LISTEN

1

128

OR

2

163

DAKE

1

198

LITTLE

1

129 ORIGINALLY

2

164

DELICIOUS

1

199

MA

1

130

PHONE

2

165

DESSERT

1

200

MAKE

1

131

ROCK

2

166

DIE

1

201

MARIAH

1

132

ROOM

2

167

DOG

1

202

MILK

1

133

SAPPORO

2

168

DRIVE

1

203

MIZUSHI

1

134

SPORTS

2

169

DRIVER

1

204

MUKAWA

1

135

USE

2

170 TANG DYNASTY

1

205

MYSTERY

1

136

I'VE

2

171

1

206

NAN

1

EE

EXERCISE

1
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207

NEAR

1

242

208

NEARBY

1

243

TWENTY

1

209

NEXT

1

244

TWENTY-ONE

1

210

NOHIRO

1

245 TWENTY-TWO

1

211

NOODLE

1

246 TWENTY-YEARS

1

212

NOVEMBER

1

247 UNDERSTAND

1

213

OL

1

248

UNIVERSITY

1

214

OTHER

1

249

VIDEOS

1

TIME

1

215

PAN

1

250

WATCH

1

216

PHILIPPIN

1

251

WEEKEND

1

217

PIE

1

252

WEI HEI

1

218

PLAY

1

253

WHEN

1

219

POTTER

1

220

THEY'RE

1

221

REAL

1

222

SASAKAMABOKO

1

223

SEA

1

224

SEE

1

225

SEEN

1

226 SHOPKEEPER

1

227

1

SHOPPING

228

SIMILAR

1

229

SINGERS

1

230

SMALL

1

231

SMART

1

232

SOME

1

233

SONG

1

234

SPEAKERS

1

235

SPORT

1

236

STUDENT

1

237

SWEETS

1

238

TALKATIVE

1

239

THANK

1

240

THAT'S

1

241

THEM

1
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Table 2: List of Possible Response Tokens & Identified Response Tokens
List of Possible Response Tokens & Identified Response Tokens

#

Cont. RT

Conv. RT

Eng. RT

C-S RT

Total

yeah (minimal)

word/cluster

33

1

0

0

0

1

oh (minimal)

19

14

0

0

0

14

hm (minimal)

20

4

2

0

0

6

mm (minimal)

18

1

0

0

0

1

really (minimal)

13

0

0

20

0

20

um (minimal)

8

0

0

0

0

0

no (minimal)

8

0

0

1

0

1

ah (minimal)

7

0

0

0

0

0

hai (minimal)

3

0

0

0

0

0

uh-huh (minimal)

3

3

0

0

0

3

good (non-minimal)

0

0

0

0

0

0

interesting (non-minimal)

2

0

0

0

0

0

ok (minimal)

1

0

1

0

0

1

fun (non-minimal)

1

0

0

0

0

0

god (non-minimal)

0

0

0

0

0

0

oh really (cluster RT)

8

0

0

8

0

8

that’s good (cluster RT)

2

0

0

2

0

2

really oh (cluster RT)

1

0

0

1

0

1

uh really (cluster RT)

1

0

0

1

0

1

oh ok

1

0

1

0

0

1

oh my god

1

0

0

1

0

1

150

23

4

34

0

61

--

--

--

--

--

16

Total:
mutual-laughter convergence

DISCUSSION AND CONCLUSION
There were 8 tokens of the word um in the learner corpus. Twice it
was used by two Ss to start a new-line of questions. In both instances
the questions related to the preceding topics:
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Extract 5
S1

My mother is so interesting.

S1

Oh, really?

S1

(laughter)

S1

(laughter) Um, what's your father like? (CONV. RT)

S2

Hm, my father is. . . so busy.

As Extract 5 shows, Ss used laughter to bring about a change in
topics. While, as figure 3 shows, the Ss primarily used engagement
response tokens (56% of the total use of response tokens) and continuer
response tokens (38% of the total use of response tokens), only a small
percentage of the 61 response tokens used were convergence response
tokens (6% or 4 of total 61 response tokens). Table 2, as well as Extract
5, show that there were a total of 16 laughter-laughter convergence
response tokens. This may indicate that low-intermediate learners
intrinsically know that changes in topics need to be negotiated and
done collaboratively but lack the language to do so. Instead, the learners
used laughter as a surrogate along with other token responses such
as um and hm to show a winding down of a topic and/or an introduction
of new topics.
Figure 1 indicates that there were no instances of context-speciﬁc
response tokens. A more thorough qualitative analysis of the present
learner corpus could reveal a few instances of context speciﬁc response
tokens. Nonetheless, the oral test questions (see appendix), as mentioned
earlier, encouraged students to talk and ask questions about family,
favorite celebrities, and routines. Ss had no real need to use contextspeciﬁc response tokens to complete the above conversational tasks. A
study focusing speciﬁcally on the use of context-speciﬁc response tokens
by low-intermediate Ss should provide more detail on use and
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problematic areas.
To reiterate, Ss in the study had an intuitive understanding that
topics cannot abruptly change. During the course of the Ss' lessons,
continuer and engagement response tokens were well covered and
speciﬁcally targeted; convergence response tokens were not speciﬁcally
targeted. From a pedagogic perspective, Ss need the language to
collaboratively negotiate changes/shifts in conversation topics. In this
present study, it was the instructor (the author) who brought
conversations to an end. Exercises that target and raise the Ss'
awareness of convergence response tokens could help Ss better manage
conversation ﬂow, thus sounding more ﬂuent. Low-intermediate learners
often ﬁnd it diﬃcult to advance beyond their current level of proﬁciency
(see Richards, 2008). Giving Ss the strategic language to successfully
manage the ﬂow of conversation would deﬁnitely help Ss go beyond the
low-intermediate plateau of proﬁciency.

WEAKNESSES OF THE CURRENT STUDY AND DIRECTIONS FOR
FUTURE RESEARCH
One problem with this study was the relatively small size of the
present learner corpus (n =1201). Hunston (2002) notes that a small
corpus is adequate when the language examined contains high frequency
words. However, a larger corpus could have resulted in diﬀerent ﬁndings.
Additionally, the number of participants (n = 6) was quite small, and a
larger number of participants could influence the results as well.
Another major problem with this study is a lack an independent group
and of a dependent group. A future study could compare the use of
response tokens between groups of low-intermediate Ss who have gone
through a course targeting high frequency response tokens and Ss who
（57）
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have gone through a course that does not target high frequency response
tokens. An operational description of fluency (possibly, perceived
ﬂuency as judged by native speakers and non-native expert users) could
measure the diﬀerences in perceived ﬂuency between the two groups.
This sort of analysis would provide more weight to any pedagogical
suggestion, or disprove the present ﬁndings and pedagogic suggestions.
A future study could exam how low-intermediate students terminate
conversations. One possible suggestion is to provide instances of how
conversations topics are changed/shifted and terminated. The laughterlaughter convergence response tokens proved effective, but learners
need a wider knowledge of small words to communicate eﬀectively,
thus more ﬂuently.

APPENDIX

ORAL TEST INSTRUCTIONS

Show interest by saying REALLY? after your partner answers a
question. Then, ask a question.
Use How about you? to ask a similar question that you just answered.
Use small words like Hm,
Say more than yes or no

ORAL TEST QUESTIONS

1) Where are you from?
2) What's your father like?
3) Is your best friend outgoing?
（58）
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4) Who's your favorite singer?
5) Do you eat breakfast every day?
6) Do you read the newspaper?
7) Do you listen to music?
8) Do you and your friends play sports?
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中学校社会科地理的分野における
地図活用のあり方と方向性
−平成20年中学校学習指導要領を手がかりとして−
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キーワード：学習指導要領・中学校社会科・地図活用・地域区分・地理的主題

論文要旨
本稿は、中学校社会科地理的分野における地図活用のあり方と方向性について、
平成20年学習指導要領を手がかりとして検討を加えようとするものである。具体
的には、新学習指導要領の改訂の要点を取り上げ、地図活用の方向性を確認する。
それをふまえ、読図と作図の展開として地図活用のあり方を検討する。続いて、
地域区分と地理的主題における地図活用のあり方を整理しながら、いくつかの展
開事例を示す。
今回の改訂において地図活用は、地理的知識の習得のための活用、地理的技能
の習得のための活用、地理的知識と地理的技能を併用した応用的な活用として位
置付けられると判断できた。
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はじめに

周知のとおり、平成20年３月に中学校学習指導要領が告示、同年９月
に中学校学習指導要領解説社会編が示された。また、新学習指導要領（中
学校社会地理的分野）の移行期間は、平成21年度から平成23年度までの
３年間とし、配当時数を平成21年度105時間、平成22年度と23年度120時
間とした。
今回の学習指導要領では、これまでの「ゆとり教育」を見直し、知識
と技能などの習得・活用・探求を目指す考え方が示された。また、改善
点の多くは、平成元年以前の学習指導要領の内容として既にあったもの
である。
平成元年及び平成10年の学習指導要領では、地理的な見方や考え方の
育成を重視してきた。従前の学習指導要領（平成10年告示）では、事例
地学習を通じて学び方を学ぶ学習に重きを置き、それが地理的な見方や
考え方につながると説明されている。その役割を担うものが、地図の活
用であった。今回、地図の活用が、大幅な学習指導要領の改訂を受けて、
どのような位置付けになるのか、確認することは大切である。
そもそも従前の学習指導要領の方向性は、地理的知識を羅列し、その
知識の習得に重きを置く学習からの脱却を目指したものであった。いわ
ゆる暗記重視の学習に対する決別である。そのため、地理的知識の習得
は、敬遠しがちとなった。その結果、学び方を重視するあまり、その基
礎となる地理的な知識を習得する機会が減少していった。
本稿は、平成20年中学校学習指導要領社会編の内容をもとに、地図活
用の方向性を確認し、それに応じた活用のあり方を例示しながら若干の
検討を加えようとするものである。その結果、中学校社会科地理的分野
における地図活用の促進につながることを期待したい。
具体的には、
平成20年中学校学習指導要領社会編の改訂の要点を示し、
地図活用の方向性を確認する。次に、地域区分と地理的主題に分けて地
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図活用のあり方を整理し、展開の例示を行いたい。

Ⅱ
１

学習指導要領と地図活用の関係
学習指導要領の改訂の要点

地理的分野における改訂の要点は、
（１）分野目標についての見直し、
（２）内容構成についての見直し、
（３）世界に関する地理的認識の重視、
（４）動態地誌的な学習による国土認識の充実、
（５）地理的技能の育成
の一層の充実、（６）社会参画の視点を取り入れた身近な地域の調査、
の６点である。なお、学習指導要領の中での具体的な変更点は、第１表
で示すとおりである。
（１）では、地理的分野の基本的な目標と、地域的特色を追求する視
点や方法に関して示した目標の２点について、改善した。地理的分野の
基本的な目標は、世界の諸地域に関する地理的認識を養うことについて
明確にした。地域的特色を追求する視点や方法に関して示した目標は、
地域的特色や地域の課題について主眼を置くことを強調している。
（２）では、習得、活用、探求の考え方を基にし、学習内容や学習活
動を段階的に発展、深化できるように配慮した。その結果、世界、日本
の地域構成の学習を行い、次に世界各地の人々の生活の多様性の理解、
日本全体の大観、その後、世界、日本それぞれの諸地域の地域的特色に
ついて学び、最後に調べ学習を実施する構成とした。
（３）では、グローバル化の進展により、世界の諸地域の多様性にか
かわる基礎的・基本的な知識を身につけ、世界全体の地理的認識を養う
ことが確認された。その結果、世界の諸地域の地域的特色を学ぶ項目、
我が国の国土認識について重視した。
（４）では、基礎的・基本的な知識の習得を重視し、事象間の関連の
追及や説明する過程で、地理的な見方や考え方の基礎を養うことを重視
した。その結果、日本の諸地域学習を再び実施することにした。その学
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第１表 中学校学習指導要領社会地理的分野（目標・内容）における変更点
目

標（下線部が変更点）

（１）
日本や世界の地理的事象に対する関心を高め，広い視野に立って我が
国の国土及び世界の諸地域の地域的特色を考察し理解させ，地理的な
見方や考え方の基礎を培い，我が国の国土及び世界の諸地域に関する
地理的認識を養う。
（２）
日本や世界の地域の諸事象を位置や空間的な広がりとのかかわりでと
らえ，それを地域の規模に応じて環境条件や人間の営みなどと関連付
けて考察し，地域的特色や地域の課題をとらえさせる。
内

容（下線部が変更点）

（１）世界の様々な地域
ア 世界の地域構成
地球儀や世界地図を活用し，緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々
の名称と位置，地域区分などを取り上げ，世界の地域構成を大観させ
る。
イ 世界各地の人々の生活と環境
世界各地における人々の生活の様子とその変容について，自然及び社
会的条件と関連付けて考察させ，世界の人々の生活や環境の多様性を
理解させる。
ウ 世界の諸地域
世界の諸地域について，以下の（ア）から（カ）の各州に暮らす人々
の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ，それを基に
主題を設けて，それぞれの州の地域的特色を理解させる。
（ア）アジア
（イ）ヨーロッパ
（ウ）アフリカ
（エ）北アメリカ
（オ）南アメリカ
（カ）オセアニア
エ 世界の様々な地域の調査
世界の諸地域に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事
象を取り上げ，様々な地域又は国の地域的特色をとらえる適切な主題
を設けて追究し，世界の地理的認識を深めさせるとともに，世界の様々
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な地域又は国の調査を行う際の視点や方法を身に付けさせる。
（２）日本の様々な地域
ア 日本の地域構成
地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地との時差，領
域の特色と変化，地域区分などを取り上げ，日本の地域構成を大観さ
せる。
イ 世界と比べた日本の地域的特色
世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り上げ，
我が国の国土の特色を様々な面から大観させる。
（ア）自然環境
世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本
の国土の特色を理解させるとともに，国内の地形や気候の特色，
自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環境に関する特
色を大観させる。
（イ）人口
世界的視野から日本の人口と人口密度，少子高齢化の課題を理
解させるとともに，国内の人口分布，過疎・過密問題を取り上げ，
日本の人口に関する特色を大観させる。
（ウ）資源・エネルギーと産業
世界的視野から日本の資源・エネルギーの消費の現状を理解さ
せるとともに，国内の産業の動向，環境やエネルギーに関する課
題を取り上げ，日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を大
観させる。
（エ）地域間の結び付き
世界的視野から日本と世界との交通・通信網の発達の様子や物
流を理解させるとともに，国内の交通・通信網の整備状況を取り
上げ，日本と世界の結び付きや国内各地の結び付きの特色を大観
させる。
ウ

日本の諸地域
日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，以下の
（ア）から（キ）で示した考察の仕方を基にして，地域的特色をと
らえさせる。
（ア）自然環境を中核とした考察
地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核
として，それを人々の生活や産業などと関連付け，自然環境が地
域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，地域
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の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。
（イ）歴史的背景を中核とした考察
地域の産業，文化の歴史的背景や開発の歴史に関する特色ある
事柄を中核として，それを国内外の他地域との結び付きや自然環
境などと関連付け，地域の地理的事象の形成や特色に歴史的背景
がかかわっていることなどについて考える。
（ウ）産業を中核とした考察
地域の農業や工業などの産業に関する特色ある事象を中核とし
て，それを成立させている地理的諸条件と関連付け，地域に果た
す産業の役割やその動向は他の事象との関連で変化するものであ
ることなどについて考える。
（エ）環境問題や環境保全を中核とした考察
地域の環境問題や環境保全の取組を中核として，それを産業や
地域開発の動向，人々の生活などと関連付け，持続可能な社会の
構築のためには地域における環境保全の取組が大切であることな
どについて考える。
（オ）人口や都市・村落を中核とした考察
地域の人口の分布や動態，都市・村落の立地や機能に関する特
色ある事象を中核として，それを人々の生活や産業などと関連付
け，過疎・過密問題の解決が地域の課題となっていることなどに
ついて考える。
（カ）生活・文化を中核とした考察
地域の伝統的な生活・文化に関する特色ある事象を中核として，
それを自然環境や歴史的背景，他地域との交流などと関連付け，
近年の都市化や国際化によって地域の伝統的な生活・文化が変容
していることなどについて考える。
（キ）他地域との結び付きを中核とした考察
地域の交通・通信網に関する特色ある事象を中核として，それ
を物資や人々の移動の特色や変化などと関連付け，世界や日本の
他の地域との結び付きの影響を受けながら地域は変容しているこ
となどについて考える。
エ 身近な地域の調査
身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調査などの活動を
行い，生徒が生活している土地に対する理解と関心を深めて地域の
課題を見いだし，地域社会の形成に参画しその発展に努力しようと
する態度を養うとともに，市町村規模の地域の調査を行う際の視点
や方法，地理的なまとめ方や発表の方法の基礎を身に付けさせる。
資料）文部科学省（2008）：『中学校学習指導要領社会編』
。
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習では、いくつかの事象と有機的に関連付け地域的特色を動態的に捉え
るようにした。とりわけ、諸地域の単なる地誌的知識の習得に偏重しな
いよう配慮した。
（５）では、地図活用を中心とした地理的技能の育成を一層重視した。
その理由として、思考力、判断力、表現力の基盤となる言語力を育成す
るための言語活動の充実がある。
（６）では、社会科の目標でもある公民的資質の育成を行う観点から、
身近な地域調査の中で社会参画の視点を入れた。その背景としては、教
育基本法、学校教育法において、「公共の精神に基づき、主体的に社会
の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」が明記されたこ
とがあった。
地図の活用は、すべての改訂の要点において関係するが、（５）でよ
り具体的に触れている。地図活用は、地理的な見方や考え方の育成を通
じながら、言語活動の充実にもつながることを指摘している。言語活動
の充実は、全教科を通じて重点化されたものである。具体的には、地図
を活用して、地理的事象を説明したり、それらに自分の意見を加え考察
したりする中で、言語活動の充実に結びつくことを期待したものであ
る。これまで地図の活用は、中学校社会科地理的分野において地理的な
見方や考え方の育成する上で重視されてきた。
今回、地図の活用が、言語活動の充実につながることを指摘されたこ
とで、基礎学力を担う学習活動としての位置付けが高まるものと考えら
れる。結果、地図活用を通じた地理教育の意義も高まってくるだろう。

２

改訂の要点をふまえた地図活用の展開

（１）読図の場合
まず、地図活用の展開として読図を中心に述べる。読図は、地図上の
地理的事象を読み取りながら、地理的な見方や考え方を通して考察する
活動である。これまでの読図は、どちらかと言えば地名の地理的位置、
（68）
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地理情報（土地利用）の読み取りを主としてきた。
中学校の場合、読図に用いる地図として、教科書・資料集などの掲載
地図、教科用図書地図（地図帳）
、国土地理院発行の地形図などを挙げ
ることができる。今回の学習指導要領では、地理的知識の習得と地理的
技能の習得、いずれも重視された。
従前では、地名などの地理的知識を活かしながら、地理的技能の育成
を目指す地図活用があまり徹底されていない。
そこで、望ましい読図のあり方を示したい。そのあり方は、地図の比
較を通じて地理的な考察や説明をさせるというものである。具体的に
は、教科書（地図帳を含む）の掲載地図での比較、掲載地図とその他の
図表、写真、地球儀などとの比較が考えられる。地図帳の場合、同地域
の主題図を比較し、地理的事象の因果関係について思考させる。例えば、
東北地方における農業分布に着目させ、ある地域では稲作が卓越する一
方でその他の農作物があまりみられないという情報を読み取ったとす
る。従前の読図では、この段階で終えることが多かった。そこで、稲作
の成立条件について、他の地理的事象と関連させながら、考えさせるこ
とにつなげたい。
次に、地図とグラフ・表との比較も効果的である。例えば、気温、降
水量の表と地図（地勢図）を比較し、緯度、標高、海岸部、内陸部とい
った違いによる地域的な特色があるのか、どうか思考させる。表は、地
名と数値だけであり、それらの違いは判断できるものの、それを空間的
な違いとして捉えることは難しい。そこで、地図を同時に活用すること
で地理的な因果関係に気付かせたい。ゆえに、ある地域は、なぜ気温が
高いのか、低いのか、降水量が多いのか、少ないのか、地理情報を判読
した上で、その理由を追求させることにつなげる。

（２）作図の場合
続いて、地図活用の展開として作図を中心に述べる。中学校段階の作
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図は、基盤図をもとに作成する場合と、基盤図そのものを作成する場合
に分かれる。前者では、白地図、デジタル地図を用いた主題図の作成、
後者では、世界、日本、身近な地域（都道府県）などの略図の作成が考
えられる。これらの作図は、従前でも地図活用として示されているもの
であり、目新しものではない。すでに述べたように今回の学習指導要領
では、作図を通じて、いかに地理的な考察又は説明につなげられるかに
ある。
主題図は、紙地図又はデジタル地図（基盤図）に地理情報を入れて作
成する。デジタル地図の場合、既存の主題図を重ねたり、一部を加工し
たりすることもできる。地理情報は、文字、地図記号、凡例、数値、写
真などで表現される。
略図は、学習指導要領の中で、世界地図、日本地図が描けるようにな
ることを指摘している。世界地図の場合、赤道、緯度、経度、日付変更
線などを含め、６大陸のおおまかな形状、位置が描けることを指す。日
本地図の場合、北海道、本州、四国、九州の形状や位置、経度、領域が
描けることを指す。授業では、板書事項の中で、いつも地図が描かれる
とは限らない。そのような場合、略図を自主的に描くことで、地理的な
考察や説明といった思考力を高めることができる。

Ⅲ

地域区分における地図活用の展開

Ⅲ章とⅣ章では、具体的な地図活用の方向性を、地域区分、地理的主
題に分けて整理をし、その上で活用の事例（概要）を示していきたい。

１

世界地理を指導する場合

世界地理の場合、
「世界の地域構成」を大観する際、地図の活用をす
すめている。大観させる内容として、緯度と経度、大陸と海洋の分布、
主な国の名称と位置、地域区分の理解などが挙がっている。
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緯度と経度の指導として、世界地図を活用し、日本と同緯度の地域に
どのような自然環境が分布しているのか、確認させる方法がある。同緯
度には、山岳、砂漠、高原・丘陵、平野などの多様な自然環境が分布し
ていることが分かる。また、ヨーロッパ諸国に注目すると、多くの国が
日本よりも高緯度に位置することが分かる。
一方、ヨーロッパ諸国には、山岳地域を除き、寒冷地のイメージはあ
まりない。そのような疑問から、海流（暖流）と風向などの気象条件の
関係を探ることができるかもしれない。
大陸と海洋の指導として、名称と位置の理解の他に、形状や陸地面積
に触れる方法がある。形状や陸地面積の理解には、世界地図と地球儀を
用いて学習することが望ましい。地図は、両端の東西南北に位置する陸
地で形状がゆがんだり、面積が膨張したりすることがある。そのため、
すべての地理的事象について正しく表現することはできない。ゆえに、
地球儀の活用が効果的となる。
主な国の名称と位置の指導として、どのような国々を取り上げるか、
その分布が世界全域になるのか、注意する必要がある。具体的に取り上
げる国の数として、世界の４分の１，又は３分の１程度となっており、
その数は50 〜 70カ国になる。その選択には、面積の広い国、人口の多
い国、日本とかかわりの深い国、ニュースで頻繁に取り上げられる国を
挙げている。面積の広い国では、アメリカ合衆国、カナダ、ロシア、中
華人民共和国、オーストラリア、ブラジルなど、人口の多い国では、中
華人民共和国、インド、アメリカ合衆国、ブラジル、ナイジェリア、日
本とのかかわりの深い国では、アメリカ合衆国、大韓民国、フィリピン、
タイ、マレーシア、インドネシア、イギリス、フランス、ドイツ、イタ
リア、スペイン、サウジアラビア、エジプト、ペルーなど、ニュースで
頻繁に取り上げられる国では、朝鮮民主主義人民共和国、イラク、アフ
ガニスタン、イスラエル、ソマリア、などが挙げられる。国名は、その
名称の認識は非常に高いものの、地理的位置の認識は低いことが多い。
（71）
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国名を授業で取り上げる場合、その都度、地図や地球儀を活用しての地
理的位置の確認が不可欠となる。ただ、以前のように機械的な地理的位
置を問う試験問題の作成にならないよう注意が必要である。ここでの指
導は、地理的位置を確認するという習慣を身につけさせることが大切で
ある。
地域区分の指導として、６つの州またはそれらをいくつかに区分する
ことが示されている。６つの州とは、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、
北アメリカ、南アメリカ、オセアニアであり、ほぼ大陸別となっている。
従前の世界地理の指導では、地域区分した中のある地域の特色を理解す
るようなになっていた。そのため、世界的視野又は多面的・多角的な考
察には、発展しにくい状況にあった。今回、６つの州を対象としたこと
で、世界地図を用いて、州の中又は州と州の比較によって地域的特色を
思考させることができる。また、地域区分の境界には、自然地理的条件、
政治・経済的条件といった要因がある。例えば、北アメリカと南アメリ
カの場合、アメリカ合衆国とメキシコの間に境界がある。この境界は、
政治・経済的な条件によるところが大きい。よって、地域区分の指導で
は、形式地域、実質地域（等質地域、機能地域）の違いを理解させるこ
とも大切となる。

２

日本地理を指導する場合

日本地理の指導では、いくつかの地域区分を用いて展開するようにな
っている。地域区分として、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・
四国、九州・沖縄の７地域、都道府県単位、西日本と東日本、西日本、
中央日本、東日本、気候区分、商圏、都市圏などを例示している。これ
まで７地方の地域区分を採用することが多かったが、多様な地域区分を
用いることで多面的・多角的考察につながることを期待している。
例えば、西日本と東日本の区分では、生活文化に関する内容でその差
異が生じやすい。言葉、食材の差異は代表的なものであろう。また、都
（72）
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主な国の名称と位置において候補となる国

面積の広い国（例）
北アメリカ（アメリカ合衆国・カナダ）
南アメリカ（ブラジル）
アジア・ヨーロッパ（中華人民共和国・ロシア）
オセアニア（オーストラリア）
人口の多い国（例）
北アメリカ（アメリカ合衆国）
南アメリカ（ブラジル）
アジア（中華人民共和国・インド）
アフリカ（ナイジェリア）
日本とのかかわりの深い国（例）
北アメリカ（アメリカ合衆国）
南アメリカ（ペルー・ブラジル）
アジア（大韓民国、フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシア、
サウジアラビア）
ヨーロッパ（イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン）
アフリカ（エジプト）
ニュースで頻繁に取り上げられる国（例）
アジア（朝鮮民主主義人民共和国、イラク、アフガニスタン、イスラエル）
アフリカ（ソマリア）

市圏の場合、交通機関との結びつきによって大きく変わる。高速道路や
鉄道の開通により、外縁の自治体が、大都市圏に組み込まれることはた
びたび生じてきた。都市圏の広がりは、静態的な事象に加え、動態的な
事象の変化をみることで、その過程を理解できる。
このような多面的・多角的な考察を推進するため、今回の改訂では、
後で述べるように、地理的主題を用いた動態的な視点を取り入れた。
日本地理の指導として、領土・領域に関する内容も重視されている。
今回の改訂では、内容の取扱いの中で「我が国の海洋国家としての特色
を取り上げること」に表現が変わった。これまで以上に、領海、排他的
経済水域を取り上げる機会が増した。排他的経済水域では、北方領土の
（73）
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問題はもちろん竹島、尖閣諸島の問題、沖の鳥島の扱いといった難しい
課題を取り上げる必要がある。このような場面でも、関係国・地域の見
解を時系列に取り上げ、地図上での位置確認を行うことが大切となって
くる。

３

地域調査を指導する場合

地域調査で用いる地図は、調査資料としての地図、表現方法としての
地図を想定できる。学習指導要領では、第３表のような手順が示されて
いる。いずれも、同じような地域区分の地図を用いることが多い。例え
ば、身近な地域調査をする場合、日本全域を基盤とした地図データを使
用することはあまりない。身近な地域調査では、調査地域に適する市町
村単位の地図データを用いることが一般的であろう。
よって、地域調査では、どのような地理的範囲を対象とするかによっ
て、調査資料としての地図の地域区分が決まる。その理由として地図デ
ータの情報量が、
地域区分によって変わってくることにある。一般的に、
市町村単位、都道府県単位、国単位で、地理情報が区分されている。他
方、市町村内の一部地域や複数の自治体にまたがるような地域を対象と
した場合、都合のよい地図データが得られないこともある。適当な地図
データが見つからない場合あるいはより詳細なデータを得たい場合、聞
き取り調査で情報を収集することが多い。地域調査は、本来、地域に出
て自らの足でデータを収集することを目的としている。地図作品展のよ
うな場面で高い評価となる地図は、オリジナルなデータを自らの足で集
め、考察・表現している。
すでに述べたように、地域調査では、社会参画の態度も求められてい
る。そこで、地域調査の成果を、自治体などに提案するような試みが考
えられる。例えば、中学生の視点で調べた防犯地図は、地域における生
徒の防犯対策を考える上で貴重な情報を提供してくれるだろう。
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身近な地域の調査手順の例

①取り上げる地理的事象を決める
②地理的事象をとらえる調査項目を決め野外での観察や調査を行う
③とらえた地理的事象について分布図等に表す
④傾向性や規則性を見出し、地形図や関係する主題図と見比べてみる
⑤地理的事象を成り立たせている要因を調べ、関連を調査する
⑥地域的特色としてまとめ、地域の課題や将来像について考察し意
見交換する地図等に分かりやすくまとめ、調査活動を発表する
資料）文部科学省（2008）：『中学校学習指導要領解説社会編』
。

Ⅳ

地理的主題を通じての地図活用の展開

１ 「世界と比べた日本の地域的特色」を指導する場合
「世界と比べた日本の地域的特色」は、従前の「世界と比べてみた日本」
の内容を概ね引き継いだものである。地理的主題は、自然環境、人口、
資源・エネルギーと産業、地域間の結びつきであり、従前にあった生活・
文化は削除となった。
また、
「地域的特色を明らかにする視点や方法を身につけさせる」も
削除となり、比較を通じて地誌的な考察をする方向性がより明確となっ
た。また、地誌的な考察は、大きく２つの視点を重視している。
１つは、日本の地域的特色を世界の諸地域と比較した場合、どのよう
に位置付けられるか、２つは、世界の諸地域の中での日本の地域的特色
は、国内全域にも該当するのか、である。
前者の例として、日本の自然環境は、四季の明瞭さであることが一つ
の特色となっている。一方、世界の諸地域と比較した場合、東南アジア
やアフリカなどのような雨季と乾季、寒帯地域のような長い冬季と短い
夏季といった二季からなる地域の方が多い。ゆえに、日本の四季の明瞭
さは、世界的には数少ない地域に含まれることが分かる。
（75）
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後者の例として、日本の産業は、工業生産に特化しているということ
が一つの特色となっている。世界地図における産業分布（鉄鋼業・自動
車製造業など）をみれば、そのような情報を確認できる。一方、国内に
目を向ければ、主とする工業地域は、関東から九州北部にかけての太平
洋岸に集積している。北海道や沖縄、日本海岸や内陸部は、工業地域は
あまりみられない。すなわち、国内における工業地域の分布は、非常に
偏りの多いことが分かる。
いずれも、日本地図から世界地図へ、世界地図から日本地図へという
比較を通じて、日本の地域的特色の正しい位置付けを理解できる。国際
化、情報化が叫ばれる中、世界の中での日本を正しく捉えるために地図
の活用が効果的であることを改めて確認できる。

２ 「日本の諸地域」を指導する場合
「日本の諸地域」を指導する場合、地理的主題を中核として考察する
ことが、今回の改訂で大きな特色となっている。その理由として、「日
本の諸地域」の内容は、いわゆる地誌的学習であり、以前のような暗記
を強いるような授業展開に陥らないよう配慮されている。具体的には、
一定地域における地理的主題を考察しながら、その形成過程や他の主題
との関係に着目するような授業展開を目指した。授業展開は、３段階で
の組み立てを例示した。その組み立ては、第１段階として「地域の特色
を示す地理的事象を見出す場面」、第２段階として「中核とした事柄を
他の事象と関連付けて追求する場面」、第３段階として「追求の過程や
結果を表現する場面」となっている。地理的主題は、自然環境、歴史的
背景、産業、環境問題や環境保全、人口や都市・村落、生活・文化、他
地域との結びつきの７つが示された。また、日本をいくつかの地域に区
分した上で、
それぞれの地域の特色について学習するようになっている。
その結果、九州・沖縄の産業、北海道の人口、都市・村落といった学習
内容を想定できる。
（76）
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次に、沖縄の自然環境と北海道の産業を事例とし授業展開を述べる。
沖縄は、日本の南西に位置し、沖縄本島といくつかの島々で構成されて
いる。多くの島は、珊瑚礁に囲まれており、亜熱帯気候の区分に属する。
自然環境を中核とした考察をすすめると、珊瑚礁の景観が観光産業につ
ながっている事実がみえてくる。とりわけ、珊瑚礁の景観は、マリンス
ポーツの場所として都合がよい。また、亜熱帯気候の影響が、年間を通
じてのマリンスポーツを可能にしている。さらに追求すると、特異な自
然環境に対して、山が少なく河川の発達が乏しいこともみえてくる。河
川の発達が乏しいことは、水の確保が厳しいことを意味し、稲作の成立
を難しくしている。その結果、サトウキビ、果物、花卉、畜産といった
特異な農畜産物の生産地が形成された。
北海道は、産業の構成比をみると、農業、酪農業、水産業の生産量の
割合が他地域と比べ高いことが分かる。また、農業や酪農業の場合、大
規模な経営をしているところも少なくない。水産業の場合、釧路港、根
室港、函館港など水揚げ量の高い地域も多い。産業を中核とした考察を
すすめると、工業の生産量の割合が他地域と比べ低いものの、食品工業
の割合が際だって高いことがみえてくる。食品工業は、農作物、水産物
を加工する工業であり、その原料産地とのつながりが関係している。ま
た、食品加工物の一部には、観光商品化に発展したものもある。さらに
追求すると、近年、食品工業の割合は減少しつつある。その理由として、
他地域における食品加工物との競争が激化し、中小の食品工業の経営を
圧迫していることが考えられる。
以上、２つの地域について例示したが、いずれも地図データをもとに、
地域的特色の確認、他の地理的主題と比較をすることによって、その因
果関係がみえてくる。さらに追求した結果、地図表現にまとめることで
有機的なつながりになる。
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Ⅴ

中学校社会科地理的分野における地図活用のあり方と方向性

おわりに

本稿では、中学校社会科地理的分野の地図活用のあり方と方向性につ
いて、
平成20年中学校学習指導要領を手がかりとして検討を加えてきた。
従前の地図活用は、地理的な見方や考え方を育成する目的において重
視されてきた。それは地理的技能の習得を目指したものであった。他方、
基礎的知識の不足を招き、学力低下が叫ばれ、今回の大幅な改訂となっ
た。地理的分野においても、地理的知識の低下につながり、位置認識の
欠如が指摘された。
今回の改訂では、地理的技能の習得と地理的知識の習得をバランス良
く学習するような指示がされている。学習指導要領の中では、地理的知
識の習得に重きを置いたイメージが先行している。ゆえに、地図活用は、
どのような位置付けに変わるのか注目してきた。
まず、学習指導要領の改訂の要点を取り上げ、地図活用のあり方を確
認した。結果、言語活動の充実につながる重要な役割があることを確認
できた。その上で、読図と作図という伝統的な地図活用の中で検討を加
えた。次に学習指導要領の内容における地域区分、地理的主題に分けて、
地図活用の方向性について整理をし、いくつかの例示をした。地域区分
では、世界地理、日本地理、地域調査の内容を、地理的主題では、「世
界と比べた日本の地域的特色」「日本の諸地域」の内容を取り上げた。
以上より、地図活用は、３つの位置付けがされたものと解釈できる。
１つは、地理的知識の習得をするための地図活用である。２つは、地理
的技能の習得するための地図活用である。３つは、両者を実践する応用
的な地図活用である。また、共通として、言語活動の充実につなげるこ
とが強調された。すなわち、地図活用を通じて、いかに地理的な考察又
は説明ができるかを期待したものである。その一つの方向性として、地
図の比較を例示した。
現在、中学校では、新学習指導要領への移行期間に入っている。よっ
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て、地図活用の実践成果が今後報告されていくだろう。引き続き、その
動向を見守りたい。
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