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1 帝京教育会は、教育学部（旧 文学部教育学科）の教員と本学卒業生を活動母体とする、広く教育に関心をもつ本学関係者や
学外有志からなる組織である。会員相互の親睦・交流、教職志望学生への啓発・支援などを目的として、2004 年の発足以来、
定期的に研究集会を開催し、現在に至る（会長：冲永佳史（学長）、副会長：俵田清志（教育学科 1期生）、浦野東洋一（教育
学部長））。
本稿の編集は教育会事務局（熊丸光男（事務局長）、佐藤高樹）が担当した。また、各報告の執筆者は文末に記載した。
2 教育学部創立記念研究集会の詳細については、以下を参照されたい。帝京大学教育学部・帝京教育会「帝京大学教育学部の
構想と教育・支援・研究の実践─「教育学部創立記念研究集会」の記録─」（『帝京大学教育学部紀要』第 1号（通巻 38 号）、
2013 年、209-241 頁。　

【題字】福井淳哉氏（本学文学部日本文化学科・講師）による、2013 年 11 月

帝京教育会創立 10 年記念大会

「教育の現代的課題と向き合う」

帝京教育会 1

所属　〒 192-0395　東京都八王子市大塚

要　約

　2013 年 11 月 30 日（土）、帝京教育会創立 10 年記念大会が開催された。当日は、教育学部 1年生を
中心に、本学学生と教職員、卒業生や学外有志ら、約 400 名が参加する盛会となった。昨年度の教育学
部創立記念研究集会 2 に続き、文学部教育学科が蓄積してきた 40 年の実績をふりかえる意味で今回の
大会は、記念の節目となる重要なイベントに位置づけられる。
　帝京教育会は 2004 年の創立以来、本学教員と教育現場で活躍されている卒業生との交流・意見交換
や、学生への啓発を目的とする学習会を定期的に開催してきた。「教職に就くとはどういうことか」「社
会に出て働くとはどういうことか」「主体的に学ぶ『学生文化』をどう創造するか」「教師のM
（mission）A（action）P（passion）をつくりだす」など、教育に関わるテーマについて活発な研究交
流を行ってきた。
　今回の大会は、第 1回の研究大会から数えて 21 回目の研究集会となる。発足 10 年を迎えるにあた
り、これまでの本会活動の成果をまとめ、そして今後の課題と展望を見いだすという願いをこめて、
「創立 10 年記念大会」として開催した。「教育の現代的課題と向き合う」というメイン・テーマのも
と、「いじめ問題」や「食育」、「保幼小の連携」といった各専門テーマについて、本学教員と外部講師
からの報告、および会員・学生との活発な議論を行った。
　本稿は、記念大会当日の全体会・各分科会の概要をまとめたものである。ここに記録としてまとめる
ことにより、本会の 10 年にわたる活動実績の一証左としたい。
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《大会報告》

Ⅰ　全体会

　　主催者あいさつ
 熊丸 光男
 （帝京教育会事務局長・教育学部）
　帝京教育会の事務局長の熊丸です。主催者を代表して
ご挨拶申し上げます。
　本日は、お忙しい中、帝京教育会創立 10 年記念大会
にご出席いただきましてありがとうございます。今回も
帝京大学教職センターとの共催で行います。
　帝京教育会は、2004 年 7 月 31 日に創立されました。
創立総会にご参加いただいた方にも、今日御出席いただ
いています。本日も多くの会員、卒業生の方々に出席い
ただいています。この場を借りまして御礼申し上げま
す。また、教育学部 1年生も授業の一環として多数出席
してくれています。
　教育会創立にあたりまして、会長である冲永学長をは
じめ関係各位のご協力をいただきましたが、創立までの
道のりを終始リードされ、教育会の活動を軌道に乗せて
いただいたのは、現教育学部長、教育会副会長の浦野東
洋一先生です。この場をお借りして感謝の意を表したい
と思います。
　教育会が創立されました 2004 年は、教育の世界に激
震が走った年でもありました。2004 年 6 月 1 日に長崎
県佐世保市にある小学校で 6年生の女子児童が、同級生
をカッターナイフで殺害するという事件がおきました。
この事件の前年、長崎市で 12 歳の中学生が、幼児を殺
害するという事件が起きていました。この二つの事件
は、大きな衝撃を世間や社会に与え、その後の少年法の
改正につながります。
　事件の余韻冷めやらぬ時期に、創立総会が開催されま
した。総会には、事件のあった小学校の隣の小学校で教
鞭をとられている卒業生が出席されており、懇親会の場
で、地域の状況等をお聞きしたことを覚えております。
さらに、その小学校の校長に教わったという在学生もい
て、その先生のことを心配している姿も忘れられませ
ん。その在学生も苦労の末、長崎の高校で教鞭をとって
います。それから、早 10 年が経ちました。
　帝京教育会の設立趣旨は、「会員の実践と交流を通じ
て、会員相互の親睦と専門的力量の向上を図ること」
「教職を目指す学生の支援」であります。この 10 年の活
動は、お配りした資料に載せてありますが、設立の趣
旨・目的をある程度実現してきたと評価してもよいので
はないでしょうか。身内に甘い評価かもしれませんが。

今後も、その設立の趣旨を忘れず教育会の発展に尽力し
ていきたいと思います。
　帝京教育会は、昨年、教育学部創設の記念大会を開催
いたしました。今年は教育学部 2年目であります。昭和
49 年、1974 年に創設された教育学科の発展的改組であ
りました。これまで 40 年の歴史を刻んできました教育
学科、これからの教育学部にとって、卒業生の方々およ
び教員OBの先生がたのご協力御支援なくしては、これ
からの発展は語れないと思います。そこで、多少気が早
いのですが、来年 11 月 29 日の予定でおりますが、教育
学科 40 周年の記念大会を開催する計画でおります。現
在の教育学科 3年生が最終学年となります。多くの卒業
生の方、教員OBの先生方にご参加をいただきたいと思
っております。よろしくご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　最後になりましたが、この会の開催にあたってご尽力
をいただきました、冲永会長、浦野副会長、佐藤高樹先
生をはじめとする事務局の先生方に感謝申し上げます。
本日の会が帝京教育会創立 10 年を記念するにふさわし
いものとなりますことを期待して、御挨拶といたしま
す。
　ありがとうございました。

　記念講演
教育の流れと相を、どう読みどうみるか

 浦野 東洋一
 （教育会副会長・教育学部長）
　私は当日講演原稿をA4判 12 頁の小冊子にして配布
しましたので、その概要を書きます。
　最初に、教育の流れを理解するために「第 2期教育振
興基本計画」（2013 年 5 月 14 日・閣議決定。2013 年～
2017 年）の主な内容を説明しました。そしてその政策
原理は一般に「新自由主義」「新国家主義（新保守主
義）」とよばれているが、この原理は教育政策だけでは
なくあらゆる政策分野に及んでいることを指摘しまし
た。日本では特に 1990 年代以降顕著になったこの政策
動向は、当然親の教育意識にも影響を及ぼし、「豊かな
家庭の子どもほどよりよい教育を受けられるのは」『や
むを得ない』と考える全国の公立小中学生の保護者が
52.8％と過半数を超え、『問題だ』とする保護者は 39.1
％に減少したことを紹介しました（朝日新聞社とベネッ
セ教育研究開発センターの共同調査。2013 年 3 月 21 日
付「朝日新聞」）。現在の大学生のほとんどはこの時代に
生まれ育ったのであり、「自己理解」のためにも必要で
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あろうと考え、新旧「自由主義」、新旧「国家主義」に
ついての学び、学問的な検討を呼びかけました。
　もちろん現実の政策は諸々の利益、要求、運動、理
論、理念、言説、政党の力関係の合成ですから、政策は
（個別政策も）すべて「全面一色」ということはなく、
さまざまな「相」がみられます。具体的な例としていじ
め防止対策推進法（2013 年 6 月 28 日制定、9月 28 日施
行）をあげ、私の見立てでは評価できる事項が多分に含
まれているが、問題は教育委員会や校長、教職員の判断
力と実践的力量であると書きました。（持ち時間との関
係で、講演ではこの部分について割愛しました。）
　次に、私の身近にある諸相の事例として、私の授業の
リアクションペーパーに記載されていた二つの文章を紹
介しました。講演を聞いている学生のほとんどが教育学
部 1年生であることを意識してのことでした。
　A）「なぜ教員を目指さないのか。──教育について

学んでいくなかで、学校という場所がどれだけ閉鎖
的で隔離された世界かということを学んで、恐怖心
を覚えました。私はもっと社会に対して広く関わっ
ていき、教育に対しても自分なりに外から関わって
いきたいと思いました。」（教育学部 2年生。2013
年 10 月 1 日記）

　B）「浦野先生のおかげでまた大学に通うことができ
るようになって本当に感謝しています。教師になる
という目標を失ってから学ぶことを辞め、堕落し、
周囲に人にたくさんの迷惑をかけてしまうことにな
ったことを反省することができました。真っすぐ学
問と向き合うことがこんなに楽しかったということ
を思い出すことができました。…マイナス以下の地
点から頑張っていこうと思います。」（教育学科 8年
生、05L30 ＊＊＊＊。2012 年 11 月 9 日記）

A）については、わたしたち帝京大学教育学部教員は授
業内容を自己点検してみる必要がることを話しました。
B）については、大学で学び、進路選択をする意味と学

び方について中教審答申も引用して話しました。学生は
熱心に、静かに聴いてくれました。

Ⅱ　分科会

〈分科会 1〉
　いじめ問題の構造と対応策

─学校現場・司法・社会学の現場から─

〈コーディネーター〉熊丸光男（教育学部教育文化学科）
〈シンポジスト〉横山巌（弁護士、大津市立中学いじめ
 自殺事件 元「第三者調査委員会」委員長）

石橋 昭（大学院教職研究科）
大多和直樹（教育学部教育文化学科）

〈司会〉山村豊（教育学部初等教育学科）

　分科会 1は、2013 年 6 月に開催された春期研究交流
学習会「くり返されるいじめ問題　何が問われているの
か─大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査
委員会『調査報告書』に注目して─」の続編の企画であ
る。
　今回、第三者委員会の委員長を務められた弁護士の横
山巌氏を御招きした。大津事件『調査報告書』以後のい
じめ認識の深化について、司法の立場から横山氏、学校
現場の立場から石橋氏、教育社会学の立場から大多和氏
に発言をお願いすることによって、いじめ問題の多様な
相を浮き彫りにすることを目指した分科会である。
　分科会では、自己紹介ののち、大多和氏が教育社会学
の立場から問題提起を行った。問題提起の構成は、①告
発できる／逃げ出せる仕組みを─いじめから「スクール
ハラスメント」への転換を②いじめ定義の妥当性、必要
性③いじめ定義にもとづく事実認識の問題点④対処、対
応について⑤学校に突き付けられる責任、であった。議
論は、いじめ定義の妥当性、必要性を中心に展開し、学
校・教師の対応の問題にまで及ぶ、まさしくいじめ問題
の「多様な相を浮き彫りにする」刺激的なものとなっ
た。
　以下、大多和氏の問題提起のうち、いじめから「スク
ールハラスメント」への枠組みの転換の提起、いじめ定
義の必要性と妥当性への疑問について、石橋、横山両氏
の発言を採録する。分科会の雰囲気を感じとっていただ
ければ幸いである。
（石橋昭氏の発言）
　「大多和先生の発言は、学者のいじめ論ではないかと
思います。認知件数は、先ほど、鹿児島県の例が出たの
ですが、鹿児島県のあの時の教育長は、「認知件数が多
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い方がいいのだ、学校がいじめを探してくれたのだ、だ
から認知件数が全国一位になったんだ、それで、一生懸
命解決するよ」、ということを言っていた。なので、い
じめの定義とは、先ほど言ったように、精神的なものと
いうのは必ずあるわけで、いじめの定義というのは広い
範囲で、誰でもいじめかもしれないということを期待し
て、文科省が作ったんですよ。僕は、前の定義のよう
に、自分より弱い者に対して、一方的継続的に、精神的
に肉体的に行われる学校内部のこと、この方がいじめを
しっかり見つめていると思うのですが、そうではなく
て、いじめをもっと見つけてほしいのだ、解決してほし
いのだ、という願いがこの認知件数にはあるんですけど
もね。だからその、大多和先生がおっしゃおること、こ
れに関して僕はそう思うのですけども。
　僕は授業で、マイケル・サンデルの『白熱授業』を生
徒指導の時間にビデオでみせたのですけども、マイケ
ル・サンデルが 15 歳の生徒 35 人を集めて、話をしてい
るのですが、その時に、いろんな場面をみせて、いじめ
に加担するかどうか、というアンケートをしているんで
す。この 15 歳の子どもたちはディベートもよくできる
し、いじめに対して意識の高い中学生なんです。そうす
ると 35 人中、いじめに加わるというのは 5人いるんで
す。それにたいして、いじめを止めようとするのは 14
人なんです。それから、傍観者になるというのは 16 人
なんです。この子たちが、いろんなことを話してるんで
す。これは資料ではなくて、いじめをどう見つめるかと
いうこと、このことが僕は、一番大切で、先生が─もち
ろん先生だけでなく、いろんな人たちが、いじめに対し
て関わっていく、このことが一番素晴らしいことなので
すが─、でも、学校の先生がいじめを見つける……先ほ
ど、風邪を引いたならば風邪の原因を探るのではなく、
まず熱を冷ます必要があるのですが、ですから、いじめ
をどう見抜くかという、先生の人権感覚、ここが僕は勝
負になっていると思うんです。その意味で、いじめの定
義は、すごく重要だと思っています。そんなことで大多
和先生がお話になった「ハラスメントだ」という考え
は、僕もそのように思います。それは、この子がいじめ
を受けている、と思えば、これはいじめなんですよね。
だから学校は、そのことをすぐに認めて、指導していか
なければいけないでしょう。」
（横山巌氏の発言）
　「まず、定義のことが出たので、その話からします
が、大津の時には、文科省の定義は、広すぎるというか
曖昧な概念ではなかろうか、というところがありまし
た。いわゆる被害加害という問題が生じているわけです
が、被害者の方もあるのですが、加害者の側についても

定義の中に盛り込む必要があるのではないかと。たとえ
ば、身体的な接触があった場合をいじめと定義するの
か、そういうところを押さえとかなければいけないので
はないか……、といったところから文科省の定義をその
まま当てはめるのは問題ではないか、ということで独自
の定義をもった、といったところです。それで大津の報
告書には、そういう形をとったのですが、私自身の考え
をいうと、いじめを定義する必要がどこにあるかと考え
ています。先ほどの話の中で、被害を受けた人の立場か
ら捉えるのでいいのではないかという発言がありました
が、それをあえていじめという言葉で定義するというこ
とが逆に、いじめじゃなかったらいいのかというところ
で見落としが出てきてしまうのではないか。教育の中の
指針の中で、いじめがあるかどうかは重要になるとはよ
く聞くのですが、それがいじめの定義に当てはまるか当
てはまらないか、ということで議論していくのはちょっ
と違うのではないか、と最近の僕の感覚としてありま
す。いじめというより、被害を受けている人の立場にな
ってその事実を見つめていく、どういう事実があったの
かを見つめていき、その事実をどう受け止めていくの
か、そこからものごとを進めていくのが大事かと思いま
す。
　まあ、そういう視点がすごく大事だと思っているので
すが、教育の現場においても、いじめの定義だけにひっ
ぱられるのではなく、具体的にどういう事実があったの
かという、事実を見つめる視点が非常に大切だと思いま
す。
　それから、つぎの認知の問題ですが、これは非常に重
要なことで、先生の意識の問題、これがいじめを考える
うえで重要です。たとえば、大津の事件で報告書にも書
いているのですが、担任の先生はA君と B君がプロレ
スごっこの技をかけているところを見ているのです。
で、10 月 5 日に身体的接触があったものについては、
ケンカであるという評価をしている。あるいはある生徒
から、「Aくんはいじめられている。先生何とかして
よ」という情報も入っている。他の先生方からも、最近
のB君の在り方の問題があるのではないか、というこ
とも言われているんです。こういう情報がありながら、
その先生の意思の問題ですよね、被害者の立場に立っ
て、これら事象を見ることができるのか、そこに関わっ
てくるのではないかと思うのです。10 月 5 日について
いうと、それはいじめだ、とおっしゃる先生もいらっし
ゃいます。そういう意味からいうと、やはり教師の意識
をしっかり変えていく、臭いものに蓋ということではな
く、これをどんどん引っ張り上げていくことが大切では
ないかと。学校の先生、学校自体もいじめなんかがある
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と、自分の力がないのではないか、評価が下がるのでは
ないか、そういうことを危惧するのですが、そうでな
く、そういう事実を見逃していること、これが問題だ
と、ここをしっかりと認知、対峙し、解決していくとい
うところに意識を持っていかない限り、無くならないし
減らないのではないでしょうか。
　いじめの問題は、先ほどの報告にもあったように、な
かなかなくならないものだと、僕も思っています。必ず
ある。大人の世界にも子どの世界にもあるのですが、ど
の時点で、それを事実として認めていくのか、どのよう
に介入していくのか、この視点がないと受け入れられな

いのでないかと思います。」 （文責：熊丸光男）

〈分科会 2〉

　子どもの健康と食を考える
 ─食物アレルギー事故を受けて─

〈コーディネーター〉野田知子（教育学部初等教育学科）
〈報告者〉野村淳子（大学院教職研究科、中学校養護教諭）

酒見裕子（大学院教職研究科、小学校教諭）
〈司会〉小関禮子（大学院教職研究科）

1．分科会の目的
　2012 年 12 月、調布市立小学校において、乳製品にア
レルギーを持つ児童が、給食のおかわりで、チーズが練
り込まれたチヂミを食べ、食物アレルギーによるアナフ
ィラキシー（呼吸困難などの症状）で死亡した。この事
故を受け、食物アレルギー対策が、国・地方自治体、小
中学校、幼稚園・保育園などで行われている。
　本分科会のねらいは、食物アレルギーについて関心は
あるものの、具体的な事実を知らない参加者が多いこと
を想定し、①食物アレルギーの実態を知る、②学校現場
での取り組みの現状と課題を知る、③学生としての課題
を明らかにする、とした。

2．分科会の内容
　始めに、コーディネーターの野田が、この分科会のテ
ーマ設定のきっかけになった食物アレルギー事故の概要
を説明し、分科会の目的、進め方について説明した。
（1）医学部教授小林茂俊医師による「食物アレルギー」
に関する動画を視聴。
　帝京メディカル「食物アレルギー─注目の治療法で治
る─」（YouTube　15 分）は、食物アレルギーを医学か
らわかりやすく説明されている。基礎的な学びのために
全員で視聴した。
（2）子どもの食物アレルギーの様子
 初等教育学科 3年　高階優希
　教育学演習の課題で取り組んだ内容の一部を発表し
た。家庭教師をしている子どもが食物アレルギーであ
る。生まれたときから小学 2年生の現在まで、何を食べ
ることができず、代替食として何を食べてきたのか、親
の苦労、子どもの気持ちなどを聞き取り調査した内容の
報告であった。具体的で、食物アレルギーの実態がよく
わかった。
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（3）食物アレルギー─保健室からの報告─
 教職大学院（中学校養護教諭）野村淳子
　現職養護教諭の立場から、学校現場の実態を中心に報
告した。内容は次の通りである。①食物アレルギーの全
国調査について、②今なぜ食物アレルギーは増えてきた
のか、③仮説となっているもの（食生活の変化、環境の
変化、ストレスの増加等）、④実際に学校現場で経験し
た食物アレルギー事故、⑤学校が困っていること及び課
題、⑥学校生活管理指導表の記載内容と取り扱い、⑦学
校が困っている児童生徒のアレルギー状況調査報告、以
上 7項目である。
　実際に学校現場で経験した食物アレルギー事故 2件に
ついては、どちらも学校として、どうしても防げなかっ
た実態を明らかにした。学校給食の「たまご焼き」を食
べた生徒が、食物アレルギー症状を起こし、すぐに医療
機関へ搬送した事例、修学旅行の班行動中での昼食で
「茶そば」を食べて食物アレルギーによるアナフィラキ
シーショックを起こし、救急車で緊急搬送された事例で
ある。事前の申し出がない生徒や学校生活管理指導表の
提出がない生徒の対しては、学校側も的確な対応が取り
にくい状況を説明した。
　二度と食物アレルギー事故を起こさないためにも、保
護者と学校そして医療機関との連携を、より一層強化し
ていく必要性を明らかにした。
（4）小学校の取り組み
 教職大学院（小学校主幹教諭）酒見裕子
　昨年度、調布市立小学校の事故を受け、給食主任とし
て食物アレルギー事故を未然に防ぐ取組と、事故が発生
してからの緊急対応という 2つの視点から、食物アレル
ギーの対応を見直してきた。
　事故を未然に防ぐ取組としては、保護者や担任、管理
職、給食主任、保健主任、養護教諭、栄養士、調理員が
情報を共有できるように「学校給食アレルギー対応の流
れ」を作成し、同じルールを引き継げるようにした。
　事故が発生してからの緊急対応としては、「食物アレ
ルギー・アナフィラキシー症状時の対応マニュアル」を
作成したこと、そして児童に関わる全教職員へ児童の写
真入りの名簿を渡し、食物アレルギーのある児童には印
を付けた。そして、もし名簿に印の付いている児童が苦
しそうにしていたらアナフィラキシー症状を疑ってほし
いことを伝えてきた。
　他には、アナフィラキシー症状が出たときの対応や実
際の症状、調布市立小学校の事故を受けて所属校で対応
を見直した点について、具体的に説明した。
　事故が起こった調布市立小学校が食物アレルギーに関
して全く対応していなかったわけではないことや、食物

アレルギーのある子供たちが年々増加傾向にある中、
「アナフィラキシーによる事故はどこの学校でも起こり
得る」ということを前提にした対策を考える必要があ
る。そして子供たちの命を預かっているという意識をも
ち、全教職員は危機管理意識をもたなくてはならないと
感じている。
（5）調布市立小学校（1～ 6年）公開授業参観の報告
 （教育学部）野田知子
　調布市立染地小学校で、10 月 12 日（土）に行われた
公開授業を参観した。当日は 1～ 6年生の全学年で「食
物アレルギー」に関する授業が行われた。どの授業も、
担任と栄養士または養護教諭との二人で行う授業であっ
た。テーマは「友だちへの思いやり」「正しく理解しよ
う　食べ物と体」「" ちがうこと " は " ふつう "」など、
食物アレルギーに対する理解と、友だちとの違いを認め
よう、ということがテーマになっていた。授業では絵本
や紙芝居、DVDなどを使ってわかりやすいように工夫
されていた。
　分科会では、4年生で使われていた絵本・紙芝居「ぼ
くしんぺい 2008」を初等教育コース 1年生の田沢千紗
都さんに朗読してもらった。なお、「ぼくしんぺい
2008」はネットからダウンロードすることができる。
（6）意見交流
　2名の参加者から現場での対応について発言があっ
た。2名とも、本大学の卒業生である。
★幼稚園の先生…給食と弁当の日がある。うちの園で
は、エピペンを園の教職員は打たない、と言うことにし
ている。園でエピペンを預かっていても、親が園に来て
から親がエピペンを打つ、という事にしている。それは、
法的には医療行為は禁止されていて、何かあったら困る
からです。公立学校のように守られている訳ではないの
で慎重にならざるを得ない。園としては、素材の味を活
かした給食を食べさせたいという方針でやっている。
★小学校の校長先生…事件が起こる前からきちんと対応
している。親には診断書を提出してもらっている。職員
研修を 1年に 2回行っている。エピペンを打たなくては
いけないときは、保護者または主治医に連絡して、校長
の判断で打つ、という了解を得ている。教育委員会も校
長の判断でやるようにと言うことだ。保護者とその子を
守るためにどうしたらよいか、という視点で取り組んで
いる。
★参加者二人の発言を聞いて…発言から現場での様子が
伝わってきた。緊急を要する医療行為について、まだ、
国として具体的な方針がなく、現場で悩み苦しんでいる
現状である。現場で、安心して対応出来る体制が緊急に
求められると感じた。
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（7）食物アレルギー増加の背景・
 食生活の変化と学生の課題
 （教育学部）野田知子
　（7）は予定していたが、時間の関係で割愛した。近
年、急激に食物アレルギーを持つ子どもが増えている。
その原因は明確に解明されていない。しかし、急速な食
生活の変化等が問題にされている。これらの問題は別の
機会に譲るとする。
〈学生の感想より〉
★私は小さい頃にエビ・カニ類アレルギー、小児喘息等
を持っていました。あのころの仲間はずれな気持ちや、
一度食べてみたい気持ちは忘れられません。食物アレル
ギーの恐ろしさは、教員になる人全員がしっかりと理解
すべきで、教育学部の人全員に聞かせて欲しいと思いま
した。
★ボランティア先に食物アレルギーの子どもがいる。
「やばい」と思ったらエピペンを使うように、とだけ指
導されたが、今でもそのエピペンは見たことがない、や
り方も知らない。本日の話の中で、使い方も話してくれ
たら良かったな、と思った。エピペンの副作用に対して

誰が責任をもつのか、という話ではドキツとした部分で
ある。アレルゲンによる心停止時間を考えると、親や主
治医に連絡している時間はないのではなかろうか。今
後、生活していく中で、食との関わり方にもっと気を配
っていきたいと思った。
 　（文責：野田知子・野村淳子・酒見裕子）

〈分科会 3〉

「幼・小の連携」の在り方を考える

〈コーディネーター〉矢野英明（大学院教職研究科）
 〈パネラー〉秋山眞弓（相模原市立広田小学校）

竹内啓子（相模原市子ども育成部
 保育課）

　〈パネラー兼司会〉岡田たつみ（教育学部初等教育学科）
〈指定討論者〉須藤ゆかり（相模原市立広陵小学校、
 本学卒業生）

1．分科会の趣旨
　小学校に入学してきた子どもが小学校という環境にな
じめなかったり、同級生と良好な人間関係が構築できな
かったりして、小学校での生活に支障をきたしてしまう
という「小一プロブレム」という教育課題が取り沙汰さ
れて久しい。子どもの健全な成長や発達を考えると大き
な課題であると思う。
　また、今回改訂された小学校学習指導要領の生活科編
でも、こうした課題の解決に向けて、幼稚園・保育園と
小学校の円滑な接続ということが求められている。
　そこで、この分科会では、幼稚園や保育園の現状や小
学校の現状を幼稚園の教育に精通した方、小学校で指導
している方、そして教育行政に関わる方に出席していた
だき、それぞれの立場から率直に語ってもらい、幼稚園
や保育園、小学校で起こっている課題を整理し、これか
らどのような連携が考えられるか現実を踏まえた意見交
換をしたいと考えた。
　また、こうした状況に対して教育委員会はどのような
サポートをしたらよいかなどについても率直に議論し、
解決への糸口を探りたいと考えた。

2．分科会の討論の概要
（1）小学校 1年生の現状として
　小学校入学という環境の変化にうまく対応できない子
どもが増えているのが現状である。友だち関係をつくる
ことができない子ども、感情が不安定な子ども、基本的
な生活習慣が身についていない子ども、学習に向かおう
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としない子どもなどが年々増えているように思う。こう
した状況について様々な要因が考えられるが、少子化か
が進む家庭で育ってきたこと、地域で異年齢の交流が少
なくなっていること、子どものペースにあわせた幼稚園
や保育園の生活に慣れていることなどの影響があるので
はないかと思われる。
　したがって、入学時の指導は新しい生活に慣れるため
の指導に時間をとられ、本来の学習指導などにいきにく
い現状もみられる。
（2）幼稚園や保育園の現状として
　幼稚園や保育園は、子どものペースで活動を進めよう
と考えている。小学校のように全体で行動するのでな
く、一人一人の個性を大切にした接し方が多く、温かく
見守っていく姿勢が強い。しかし、少子化の進む中で、
私立の幼稚園や保育園は経営面から保護者に対して、そ
れぞれの特徴をアピールしていく方向もみられ、必ずし
も子どもの成長・発達にとって望ましい環境でないとこ
ろもみられるようである。
（3）幼・保・小の連携の課題として
　小学校生活に、なじめない、いわゆる『小一プロブレ
ム』子どもへの対応をどうするかが小学校にとって大き
な課題である。このことが原因で学級が指導困難な状況
になったり、不登校の原因になったりすることもある。
　幼稚園や保育園としてはあまり課題として感じていな
いが、卒園後の子どもの小学校不適応については大きな
関心を寄せている。幼稚園・保育園教育の見直しも視野
に入れて考えなければならないことだと思う。
（4）課題克服のために
　幼稚園・保育園の子どもの成長・発達の現状を把握
し、幼稚園・保育園の教師・保育士と小学校の教師がこ
れまで以上に連携していくことが大切なのではないか。
しかし、現状では私立の幼稚園や保育園が多く、連携の
難しさが感じられる。子どもの情報についても十分な交
換ができない。また、幼稚園や保育園の方針そのものが
それぞれの園によって様々で、小学校に入学してくる子
どもの実態が大きく違っていることも見逃せない。
　こうした課題を克服していくには、近隣の幼稚園や保
育園と教師同士のつながりを構築していくことが重要で
ある。
　小学校の教師は、入学前の子どもの成長・発達を十分
に理解していくことが求められる。また、幼稚園・保育
園の教師は、小学校教育へのアプローチを考えた活動を
積極的にしていくことも求められる。
　現状では、なかなか交流が難しい面もあるが、考えて
いかなければならないことである。

（5）まとめ
　幼稚園・保育園の関係者、小学校教育の関係者、教育
行政の関係者が大きな視野を持って子どもの望ましい発
達・成長についてもっと考えていく必要がある。幼稚
園・保育園の教育だけ、小学校教育のことだけという狭
い視野でとらえていては問題は解決しない。また、保護
者の『子育て』に対する考え方も重要な視点である。子
どもの発達・成長にとって大切なものは何かということ
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も考えていかなければならないことである。
　先進的な取り組みをしている例もみられる昨今、そう
した取り組みを参考にしながら、課題克服に向けた取り
組みの広がりを期待したい。 （文責：矢野英明）
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〈資料〉 
帝京教育会　活動の軌跡（2004 年～ 2013 年）

回 年月日 研究集会 概要

1 2004.7.31 創立総会
第 1回研究大会

記念講演「帝京大学と私」　中尾敬治（文学部教育学科長）/本
学卒業生（学校教員）からの報告、意見交換

2 2005.7.30 第 2回研究大会
冲永佳史会長（本学学長）挨拶　ほか

記念講演「特別支援教育の現在」大南英明（文学部教育学科長）
/分科会企画「現在の教育改革を考える」　「子どもをめぐって」

3 2005.11.19
ミニフォーラム
シンポジウム「教育学科の近未来を考える」
〈パネリスト〉　キャリアサポートセンター職員「教育学科卒業生
の教職関係就職状況について」/

都内公立小学校教員（卒業生）「教師になって」/福島県警察官
（卒業生）「公務員になって」/大南英明「教員養成制度のゆく
え」/市川博「大学院教育を考える」
〈コーディネーター〉熊丸光男（文学部教育学科）

4 2006.7.15

総会・研究交流学習会
第 1部　総会
第 2部　村山祐一・帝京大学教授 就任記念講演　「保育・幼児教
育の現状と帝京大学学生への期待」
第 3部　シンポジウム「教職に就くとはどういうことか」

〈パネリスト〉釼持勉（小金井第一小学校長）/木下智実（野市
立東光寺小学校、卒業生）/小口知仁（朝霞市立朝霞第三中学
校）/坂本健一郎（時事通信社『教員養成セミナー』編集長）
〈指定討論者〉荒瀬博幸（本学キャリアサポートセンター チーム
リーダー）
〈コーディネーター〉浦野東洋一（文学部教育学科）

5 2006.12.16

講演・シンポジウム「社会にでて働くとはどういうことか」
1 主催者挨拶
冲永佳史 会長（学長）、大南英明副会長（教育学科長）
2講演「社会にでて働くとはどういうことか～私の会社経営の経
験から～」
〈講師〉小柳忠章（株式会社アドバンスト・ソフト社長）
3シンポジウム「社会にでて働くとはどういうことか」

〈パネリスト〉中山学（教育学科卒業生、㈱東急ストア勤務）/
永野博之（教育学科卒業生、日本郵政公社勤務）/吉田剛弘（教
育学科卒業生、富士ソフト㈱勤務）/黒瀬博明（教育学科卒業
生、帝京大学薬学部勤務）/一柳達也（㈱リエー取締役営業本部
長）/荒瀬博幸（本学キャリアサポートセンター職員）
〈コーディネーター〉熊丸光男　文学部教育学科

6 2007.2.9
「教職に採用内定した学生を祝い励まし、あわせて帝京教育会加
入を歓迎する会」
〈参加者〉本学学生（教員採用試験合格者）/

大南教育学科長ほか、教育学科教員 /俵田清志（副会長、川崎市
立小学校教員、教育学科 1期生）/植村事務部長 /本学職員約 30
名

7 2007.6.16

講演・シンポジウム「教職に就くとはどういうことか」
1 主催者挨拶
2帝京大学教育学科専任教員就任スピーチ 柴田彩千子
3講演「私の教師人生と教育実践」
〈講師〉渡辺紀代美（富山県公立中学校教員、卒業生保護者）
4シンポジウム「教職に就くとはどういうことか」

〈報告者〉釼持勉（小学校長、ゲスト）/園田達哉（教育学科卒

　成セミナー』編集長、ゲスト）/荒瀬博幸（本学職員）
〈コーディネーター〉浦野東洋一（文学部教育学科）
参加者：約 600 名

8 2007.6.30

総会・研究交流集会（教育学科 FDを兼ねた研究会）
テーマ「授業をどうつくるか」
1 主催者挨拶
2講演（帝京大学教育学科教員就任記念スピーチ）
　土屋千尋「子どものまなびをつなぐ支援活動」/
　芦澤清音「会社員から研究者へ」
3シンポジウム「私の子ども・学生への想いと教育実践」

〈報告者〉清水美智誉（小学校教員、教育学科卒業生）/小口知
仁（中学校教員、ゲスト）/堤英治（帝京八王子中学校・高等学
校教員）/杉本真理子（文学部教育学科）
〈コーディネーター〉市川博（文学部教育学科）
参加者：約 300 名
4 総会

9 2007.12.1
講演・シンポジウム「社会に出て働くということ」
1 講演「社会に出て働くということ─私の履歴書」
〈講師〉新野篤史（株式会社アトリウム部長）
2シンポジウム

〈パネリスト〉新野篤史 /坂本健一郎（『教員養成セミナー』編集
長）/石井寛子（フリーアナウンサー、教育学科卒業生）/永野
博之（JP勤務、教育学科卒業生）/荒瀬博幸（本学キャリアサ
ポートセンター職員）

10 2008.6.14
講演・シンポジウム「教職に就くとはどういうことか」
1 講演「教職に就くとはどういうことか～私の体験から～」
〈講師〉小口知仁（朝霞市立朝霞第三中学校教諭）
2シンポジウム「教職に就くとはどういうことか」

〈シンポジスト〉小口知仁 /吉澤雅江（小金井第一小学校教諭）/
荒瀬博幸（帝京大学キャリアサポートセンター職員）/坂本健一
郎（『教員養成セミナー』編集長）/鎌田和宏（文学部教育学
科）〈コーディネーター〉浦野東洋一（文学部教育学科）

11 2008.8.4

2008 年度総会、研究会
1 総会
・役員、事務局スタッフの決定 /・2008 年 3 月教育学科卒業生の
進路について（浦野東洋一）/・教育学科 1年生生活実態調査　
結果報告（浪越一喜、柴田彩千子）

2　教育研究実践発表「板書ってどう書くの？～考えを深める板
書を探って」
〈報告者〉木下智実（明星小学校専任講師、教育学科卒業生）
〈出席者〉冲永佳史会長（学長）、俵田清志副会長、教育学科教
員、卒業生、在校生　計 28 名

12 2008.12.20

講演・シンポジウム「社会に出て働くとはどういうことか」
1 講演「社会に出て働くとはどういうことか～私の人生と会社経
営のこれまでとこれから～」
〈講師〉高畑幸夫（株式会社グリーンシャワー社長、千葉県四街
道市）
2シンポジウム「社会に出て働くとはどういうことか～私の就職
活動とその後の労働・生活の実際～」

〈シンポジスト〉高畑幸夫 /金子拓未（2008 年 3 月教育学科卒、
ホテルオークラ勤務）/高橋大介（1992 年 3 月教育学科卒業、埼
玉グランドホテル常務取締役）/吉田訓弘（2005 年 3 月教育学科
卒業）/荒瀬博幸（帝京大学キャリアサポートセンター職員）
〈コーディネーター〉浦野東洋一（文学部教育学科）

13 2009.10.17

研究交流学習会「主体的に学ぶ『学生文化』をどう創るか」
Ⅰ記念講演「教職に就くとはどういうことか─私の小学校教員体
験をふまえて─。そして八王子キャンパスに、教育学と諸科学・
学問を学ぶ『学生文化』をどう創るか。」
〈講師〉鎌田和宏（文学部教育学科教員）
Ⅱシンポジウム「主体的に学ぶ『学生文化』をどう創造するか」
〈コーディネーター〉浦野東洋一（文学部教育学科教員）

〈パネリスト〉谷正樹（教職大学院 1年生、学習サークル
“Heros”）/ 牧田祐美子（教育学科 1年生、学習サークル「めだ
か」）/斉藤恵（教育学科 1年生、学習サークル “Glasses”）/ 倉
田輝（教育学科 1年生、学習サークル “SYOBA”）/ 根本矢（教
育学科 4年生、学習サークル「軌跡」）/梅澤秋久（教育学科教
員）/牧田義治（帝京大学後援会評議員）/直井範行（帝京大学
学生サポートセンターGL）

14 2010.6.19

春期 研究交流学習会
「教師のM（mission）A（action）P（passion）をつくりだす」
Ⅰ記念講演「教師のMAPと教員養成」浦野東洋一（副会長・教
育学科長）
Ⅱシンポジウム「教師のMAPをつくりだす」
〈シンポジスト（卒業生）〉齋藤嘉一（相模原市教育委員会指導主
事）/地下紀子（東京都・小学校教諭）

園田達哉（横浜市・中学校教諭）/長谷川賢（千葉県・中学校教
諭）
〈指定討論者〉福島健介（本学教職センター）/清水保徳（同左）
〈コーディネーター〉小関禮子（大学院教職研究科）
参加者：約 80 名
Ⅲ総会

業生）/ 木下智実（同）/ 鈴木佳代（同）/ 坂本健一郎（『教員
養
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15 2010.12.4

秋期 研究交流学習会「現代の子どもをどう理解するか」
1 挨拶　俵田清志（副会長・教育学科 1期卒業生）/亀井浩明
（本学名誉教授・元教育学科長）/田中秀仁（卒業生・横浜市い
ちょう小学校長）
2問題提起「全体テーマ『現代の子どもをどう理解するか』につ
いて考えたほんの二、三のこと」
浦野東洋一（副会長・教育学科長）

3 シンポジウム「現代の子どもをどう理解するか」
〈シンポジスト〉芦澤清音（教育学科）～幼児教育・保育の立場
から～ /梅澤秋久（教育学科）～小学校教員の経験から～ /石橋
昭（教職研究科）～中学校教員・教育行政の経験から～ /新倉ア
キ子（教職研究科）～警察の少年相談を通して見える現在の子供
変容～ /浦野東洋一　 参加者：約 180 名

16 2011.6.18

春期 研究交流学習会「教職（保育職）に就くとはどういうこと
か」
○分科会
幼児教育分科会：テーマ「保育者の力量とその形成」
〈コーディネーター〉浦野東洋一（教育学科長）
〈報告者〉泉澤弥生（浦安市立入船保育園園長）/小泉久美子
（私立まや保育園 本学卒業生）/草野いづみ（教育学科教員）
初等教育分科会 :
テーマ「教職の楽しさ─新任教員の二ヵ月半─」
〈コーディネーター〉小関禮子（教職研究科教員）
〈報告者〉平野沙和（川崎市教員・本学卒業生）/向後翔太郎

（東京都教員・本学卒業生）/栗原京平（横浜市教員・本学卒業
生）/地下紀子（東京都教員・本学卒業生）/小山惠美子（教職
研究科教員）
中等教育分科会：テーマ「私が教師として成長するまで」
〈コーディネーター〉石橋昭（教職研究科教員）
〈報告者〉小口知仁（埼玉県特別支援学校教員）/松原直美（東
京都教員・本学卒業生）/生沼明人（帝京中学高校教員・本学教
職大学院）　　　参加者：約 350 名
○全体会　　
Ⅰ 分科会報告（意見交換）/Ⅱ 帝京教育会への提言
○総会

17 2011.11.12

秋期 研究交流学習会「帝京大学での学びを考える─『自分流』
の学びとはなにか─」
○全体会 　・主催者挨拶・分科会コーディネーターによるプレ
ゼンテーション
○分科会
実学分科会　　〈コーディネーター〉佐藤高樹（教育学科）
〈パネリスト〉岡田たつみ（教育学科）/梅澤秋久（教育学科）/
小黒早苗（東村山市立久米川東小学校・教育学科卒業生）
〈進行〉小関禮子（教職研究科）
アカデミズム分科会
〈コーディネーター〉大多和直樹（教育学科）

〈パネリスト〉長島弥史郎（日本開発構想研究所）/チュープ・
サラーン（日本大学大学院）
〈進行〉中山京子（教育学科）
社会的学習分科会
〈コーディネーター〉柴田彩千子（教育学科）
〈パネリスト〉東信一（NPO法人ファザリング・ジャパン）/菅
谷マスミ（NPO法人町田楽友会）〈進行〉山村豊（教育学科）
○まとめの会　・分科会報告　・ゲストから発言　・浦野東洋一
副会長 講評
参加者：約 350 名

18 2012.6.23

帝京大学教育学部創立記念 研究集会
「教育学部の構想と教育・支援・研究の実践」
（主催 /帝京大学教育学部、帝京教育会 後援 /帝京大学 協賛 /
帝京大学教職センター、帝京大学教職大学院、帝京大学小学校）
■第一部　記念講演
（1）「教育学部の教員と学生に期待していること」
冲永佳史（本学学長・帝京教育会会長）
（2）「教育学部に学問の風を、主体的に学ぶ学生文化の創造を」
浦野東洋一（教育学部長・帝京教育会副会長）

■第二部　シンポジウム　～「教育の帝京」をめざして～
〈シンポジスト〉清水静海（初等教育学科長、教育学部創設準備
委員会委員長）/和田孝（教職センター長、教育文化学科長）/
村山祐一（初等教育学科こども教育コース主任）/高橋勝（大学
院教職研究科長）
〈指定討論者〉星野昌治　（初等教育学科教授、帝京大学小学校
長）
〈コーディネーター〉小関禮子（大学院教職研究科准教授）
参加者：約 430 名

19 2012.11.10

研究交流学習会
「教師のM（mission）A（action）P（passion）をつくりだすⅡ」
1 シンポジウム「教師のM.A.P. をつくりだすⅡ」
〈シンポジスト〉齋藤嘉一（相模原市教育委員会、卒業生）/園
田達哉（横浜市中学校教諭、卒業生）/石川未来（東京都小学校
教諭、卒業生）/小関禮子（大学院教職研究科准教授）

〈指定討論者〉和田孝（教職センター長、八王子市教育委員、教
育学部教育文化学科長）/大多和 直樹（教育学部講師）
〈コーディネーター〉佐藤 高樹（教育学部助教）
参加者：45 名
2 総会　・2011 年度活動報告　・来年度活動計画について

20 2013.6.22

研究交流学習会「くり返されるいじめ問題　何が問われているの
か─大津市立中学校におけるいじめに関する第三者委員会『調査
報告書』に注目して─」
主催者挨拶　（冲永佳史会長・浦野副会長挨拶）
第Ⅰ部 基調報告「いじめ事件をめぐる裁判例の動向と大津市・
第三者委員会『調査報告書』について」
〈報告者〉熊丸光男（教育学部教育文化学科）
第Ⅱ部　シンポジウム「くり返されるいじめ問題　何が問われて
いるのか」

〈シンポジスト〉亀井浩明（本学名誉教授・元教育学科長）「80
年代教育指導行政の体験、いじめ問題第一の波をふりかえって」
/福島健介（教育学部初等教育学科・教職センター）「大学にお
ける教員養成の立場から」/新倉アキ子（教職大学院教職研究
科）「少年犯罪、非行防止活動に関わる体験をふまえて」
〈コーディネーター〉佐藤高樹（教育学部教育文化学科）
参加者：約 130 名
第Ⅲ部 総会　（2012 年度活動報告、今年度活動計画）

21 2013.11.30

帝京教育会創立 10年記念大会
「教育の現代的課題と向き合う」
○全体会　記念講演「教育の流れと相を、どう読みどうみるか」　
〈報告者〉浦野東洋一（教育学部長・教育会副会長）
○分科会
分科会 1「いじめ問題の構造と対応策─学校現場・司法・社会学
の現場から─」
〈コーディネーター〉熊丸光男（教育学部教育文化学科）
〈シンポジスト〉横山 巌（弁護士、大津市立中いじめ自殺事件 
元「第三者調査委員会」委員長）/石橋昭（大学院教職研究科）
/大多和直樹（教育学部教育文化学科）/〈司会〉山村豊（教育
学部初等教育学科）

分科会 2「子どもの健康と食を考える─食物アレルギー事故を受
けて─」
〈コーディネーター〉野田知子（教育学部初等教育学科）
〈シンポジスト〉野村淳子（大学院教職研究科、杉並区立中学校
養護教諭）/酒見裕子（大学院教職研究科、千代田区立小学校教
諭）/〈司会〉小関禮子（大学院教職研究科）
分科会 3「保幼小の連携」
〈コーディネーター〉矢野英明（大学院教職研究科）
〈パネラー〉秋山眞弓（相模原市立広田小学校教諭）/竹内啓子
（相模原市子ども育成部保育課）/岡田たつみ（教育学部初等教
育学科、兼司会）
〈指定討論者〉須藤 ゆかり（相模原市立広陵小学校教頭、本学卒
業生）　　　参加者：約 400 名

注）浦野東洋一・教育会前事務局長作成の「帝京教育会とは？（帝京教育会小史）」（2009 年 10 月）、および事務局資料（案内チラシなど）、『帝京大
学教職センターニュースレター』2号（2011 年 3 月）～ 7号（2013 年 10 月）掲載記事をもとに作成。講師・シンポジスト等の肩書きはすべて当時
のものである。

（文責：佐藤高樹）


