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【開講の挨拶】 

当班は地域社会とリスクマネジメントの一環として、子どもの安全を考え、リスク・

コミュニケーションゲーム「クロスロード」の新たな子ども版の開発を目指しています。

今回のセミナーでは、まず髙野研究員が、子どもの個人情報保護の問題も視野に入れな

がら、本年予定される情報法制の新たな展開と企業のコンプライアンスに関して報告し

ます。次に久保田研究員と時任準研究員が、学校教育におけるいじめや安全確保の実践

を踏まえて、ＩＣＴ教育と子どもの安全について共同で報告します。 
＜子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班主幹 亀井克之＞ 

日 時：平成 23 年 5 月 18 日(水)13：00～16：10 
会 場：関西大学 千里山キャンパス 

尚文館 1 階マルチメディア AV 大教室 
 

【テーマと報告者】 

情報法制と企業のコンプライアンスに関する

比較研究 
子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班研究員 

社会安全学部准教授 

 

学校教育における子どもの安全 
－ICT 活用の可能性－ 

子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班研究員 

総合情報学部教授 

子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班準研究員 
関西大学大学院総合情報学研究科博士課程後期課程 
関西大学中等部・高等部国際理解教育部 

◆ 対象者  経営者、企業・行政関係者、社会人 

◆ 聴講自由 参加ご希望の方は、当日会場にお越しください。（定員 200 名） 

◆ 連絡先  〒564-8680 吹田市山手町 3 丁目 3 番 35 号 
          関西大学研究所事務室 TEL(06)6368-1179／FAX(06)6339-7721 

http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/ 

主 催 関西大学経済・政治研究所 

後 援 大 阪 商 工 会 議 所 

 大 阪 市 工 業 会 連 合 会 

 大 阪 市 産 業 経 営 協 会 

 株 式 会 社 り そ な 銀 行 

 

髙 野  一 彦 

久保田 賢 一 

時 任 隼 平 
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情報法制と企業のコンプライアンス
に関する比較研究

関西大学 社会安全学部

高野 一彦

©2010, Kazuhiko.Takano

プライバシーに関する問題

ブリュッセルのデータ保護会議（2009年4月23日）において、

欧州委員会・司法安全総局のハナ・ペチャコバ女史の発言

「日本は、個人の私生活にかかわる個人データ及び基本権に
関して十分な保護を提供している国であるとは、EUによって

まだ考えられていない」

堀部政男「プライバシー・個人情報保護の国際的整合」
堀部政男編著『プライバシー・個人情報保護の新課題』商事法務、2010年、52頁。

１．EUによる日本の評価は、どのような影響があるか？

２．ISO SR規格の制定をある意味主導したわが国は、

どのような社会システムを作れば「十分」なのか？
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プライバシー保護に関する国際的課題

1995年10月 個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由
な移動に関する欧州議会及び理事会の指令
（EUデータ保護指令）

指令25条1項： 第三国が「十分なレベルの保護」を確保して
いる場合に限りデータ移転を行うことができる。

日本の個人情報保護法は「十分性」を満たしていないため、原則
としてEUから日本への個人データの移転ができない。

日本企業の現状

・例外規定の活用 ①移転先と個別に契約、
②企業グループのルールの承認を得る

・移転しない ⇒ EU域内で完結

©2010, Kazuhiko.Takano

国内におけるプライバシー保護の課題１

行政機関の情報インシデント増加

100歳を超える高齢者の行方不明

行政機関の個人情報流出は285件、
独法は2199件（総務省、2009年4月～1年間）

旧社会保険庁、消えた5000万件の年金

記録問題

国際テロ情報、尖閣映像流出など
情報流出事件が多発

個人情報保護法・条例により、行
政機関内の確認ができなかったと
抗弁

行政機関個人情報保護法第5条（正確
性の確保）、6条（安全確保の措置）違

反？

行政機関の情報管理を監視する機関が必要？
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国内におけるプライバシー保護の課題２

企業が求められる過剰な
管理

①重層的な法制度
法・ガイドライン・条例・
プライバシーマーク

②個人情報＋利用目的の管理
のためのデータベース構築

企業は、膨大なコストと労力を
かけて情報管理体制を構築して
いるにもかかわらず、国際的な
評価が低い

現行の個人情報保護法による
保護では不十分

①行動ターゲティング広告

アクセスログなどを収集・分析
して最適な広告を表示

⇒個人特定情報でないため、
個人情報保護法の適用外

©2010, Kazuhiko.Takano

国内におけるプライバシー保護の課題３

不十分なこどものプライバシー保護

アメリカ
児童オンラインプライバシー保護法1998
（Children’s Online Privacy Protection Act、COPPA）

※2008年12月、ソニーの米音楽事業会社が
同法違反で、米連邦取引委員会（FTC）に
100万ドルの制裁金支払い

⇒音楽ファンサイトで3万人のこどもの個

人
情報を親の同意なく収集・公開

インターネットを介して、13歳未満のこ

どもの成人との交流が制限の主目的のひ
とつ

青少年が安全に安心してインターネット
を利用できる環境の整備等に関する法律
（2008成立）

・携帯電話会社の青少年有害情報フィルタ
リングサービス

・サーバー管理者の青少年有害情報を閲覧
ができないようにする措置の努力義務

わが国

わが国は、こどものプライバシーを
守る法制度をどのように整備すべき
か議論が必要
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アメリカ 経済スパイ法 （Economic Espionage Act）

1996年に発効 ⇒ 諸外国の経済・軍事情報のスパイ活動により、
アメリカは毎年数百億ドルの損失

「経済スパイの脅威は、フランス、イスラエル、中国、ロシア･･日本」

経済スパイ罪 （連邦法典18編第1831条）

⇒ 外国政府等の利益のために行われる
トレード・シークレットの窃取などが対象

トレード・シークレット窃盗罪（同、第1832条）

⇒ 企業等のトレード･シークレット不正取得が対象

U.S. v. Okamoto, Serizawa事件(2001)、U.S. v. Zhu, Kimbara事件（2002）

営業秘密の保護に関する問題

©2010, Kazuhiko.Takano

日米の法の比較

日本 アメリカ（経済スパイ罪）

法律名 不正競争防止法 Economic Espionage Act of 1996

定義 ①秘密管理性
（客観的認識可能性、アクセス制限）
②有用性
③非公知性

① 秘密性を保持する合理的な措置
② 現実又は潜在的な経済的価値
③ 非公知性

目的要件 不正の競争の目的

図利加害目的（2010改正）
図利加害目的

客体 客体は情報 客体は情報

刑事罰 個人：5年以下の懲役又は500万円以
下の罰金（又はその両方）

法人：1億5千万円以下の罰金

個人：10 年以下の懲役又は1000 万円
以下の罰金

法人：3 億円以下の罰金

個人：15 年以下の禁固、50 万ドル以下
の罰金、

企業：1000 万ドル以下の罰金

※罰金額は、不正取得者の得た利益、又
は 被害者のこうむった損失額の2 倍
以下の額

親告罪 親告罪 非親告罪
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日米の法の違い

１．有用性の違い

日本 ⇒ 生産・販売等の事業活動に役立つ情報であること

アメリカ ⇒ 「潜在的な経済価値」を積極的に認めている

２．秘密管理性の違い

日本 ⇒ 客観的認識可能性、アクセス制限の要件 ⇒ 勝訴率30%弱
アメリカ ⇒ 秘密としての合理的な管理

①認識可能性は「主観的要件」
・・「秘密性を規定した社内規程を読み、理解していた」、などの

証拠をもとに、本人が認識していたとみなす
②アクセス制限は日本とほぼ同じ
・・「関係者以外立入禁止・情報の開示を禁止と規定、秘密保持契

約」など

３．親告罪・非親告罪

日本 ⇒ 私人（民間）が訴えを起こす必要がある
アメリカ ⇒ 法律の適用は検察の裁量に委ねられている

©2010, Kazuhiko.Takano

共通番号制導入と第三者機関設立の議論

共通番号制導入の検討

2015年1月に導入

共通番号制度導入の背景

①2010年 国家戦略室「社会保障・税に関する番号制度」
②2011年1.31 政府の基本方針「共通番号制度」導入

①財政再建 ⇒給付つき税額控除＋（消費税増税）＝個別所得の把握
②消えた年金問題 ⇒社会保障番号による管理
③100歳以上高齢者行方不明問題 ⇒住基情報と健康保険情報の互換

・行政サービスの向上、納税の不公平感の解消
・管理社会（ビックブラザー）、プライバシー侵害リスクの増大

他人に成りすましによる被害

メリットとデメリット
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2011.1.31
社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針

年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分
野、国税及び地方税の各税務分野で利用

１．国民が自己情報へのアクセス記録を確認
できる制度を法的に担保する規定

２．個人情報保護法制の円滑な執行と適切な
運用を担保するための第三者機関

個人情報
保護WG

2011.6月 「社会保障・税番号大綱」
10月 番号法案（仮称）

2014.1月 第三者機関の設置
2015.1月 共通番号の利用開始

©2010, Kazuhiko.Takano

2011.4.28 社会保障・税番号要綱

東日本大震災の復興・被災者支援に番号制が必要

第三者機関案

設置形態： 三条委員会等の形態を検討
監視対象： 行政機関、地方公共団体、関係機関及び

「番号」を取り扱う事業者
権限等： 官民に対する調査権、内閣総理大臣を介

した勧告、および相談等

社会保障・税番号法（番号法）」（仮称）

※個人情報保護法を消費者庁から新設機関に移せるか
どうかが課題
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EUデータ保護指令 日本の個人情報保護法

適用の対象 個人、法人、公的機関等
5000件を超える個人データ

を超える事業者

情報の種類 センシティブ情報の収集制限
情報の質による法律上の義
務の違いはない

開示請求等 出訴可能な権利（right） 事業者の義務

第三国への移転
「十分なレベルの保護」でない
第三国への情報の移転を制限

なし

監視機関
独立した監視機関が官民双方を
監視

主務大臣が民間を監視
行政機関の監視機関はない

わが国のプライバシー保護に関する「社会システム」を
どのように設計すべきか？

EUデータ保護指令との違い

©2010, Kazuhiko.Takano

わが国のプライバシー保護に関する「社会システム」を
どのように設計すべきか？

１．新たなプライバシー保護法
本人の権利保護を目的としたプライバシー保護法の定立
⇒対象は官民双方、民間は個人・法人とも
⇒開示、訂正、削除などの出訴可能な請求権
⇒不正取得者への刑事罰（イギリスの98年データ保護法）

２．独立監視機関の設立
官民双方のプライバシー保護を監視する独立監視機関
⇒個々の事案の統一的な判断、国際間の協調

３．個人情報窃盗罪の新設
企業などの保有者から個人情報を窃取した者への刑事罰
⇒イギリスの98年データ保護法55条を参考として

欧州委員会（29条作業部会）への十分性評価の申請と認定へ
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イギリス、インフォメーション・コミッショナー制度

IOC (Information Commissioner’s Office, IOC)
ウイルムズロー（ロンドンから2時間あまり）

ロンドン
ウイルムズロー

インフォメーション・コミッショナー
任期5年、再任可
総人員：344人、Full Time：319人
16%は10年以上、28.6％は5-10年勤務
予算1882万￡（2009-10年）≒25億円

・独立した法執行機関
⇒立入調査権、訴追権限

・国民への情報提供・助言
⇒事業者の相談、青少年の啓発など

2009-10年 33,234件の問題解決

©2010, Kazuhiko.Takano

ご清聴ありがとう
ございました。
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学校教育における子どもの安全
ICT活用の可能性

子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班

研究員・総合情報学部教授 久保田 賢一
準研究員・大学院総合情報学研究科博士課程後期課程

時任 隼平

教育問題は作られる

教育について社会的に『問
題だ』とされている問題
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• 例１

Aさんは、今日は学校に行かないと行って、部
屋に閉じこもっていました。

• 例２
Bさんは、高校受験を落ちてしまいました。

『問題だ』とされている問題

• 子どもは、いま危険にさらされているのか？

• 「問題だ」と広く報道されるから、問題として世
間の人々が認知していく。

• 「問題だ」と取り上げ、取り組みをする。

<言説＞ X <活動＞ =教育問題
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例3

① 力の強いCくんがいやがるDくんにプロレス

の技をかけている

② Cくんがいつも宿題を忘れてくる。

③ クラスのみんなでFくんをシカトしている。

④ 文化祭でのクラスの出し物が、やる気のな
い生徒が多くて決まらない。

⑤ クラスの中での男女の仲が悪い。

教育問題の三つのレベル

事実認識の
レベル

問題となっている事実は
何か

診断のレベル 問題点の本質や原因、影
響をどう考えるか

対策のレベル どういう方法で問題が解
決・緩和できるか
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例４

• 凶悪非行は増加していると思いますか?

• 深刻ないじめは増加していると思いますか？

• だめな親が世の中に増えていると思います
か?

• 学校では力量のない教師が増えていると思
いますか。

ポイント：報道の量は当てにならない。

• 新聞やテレビの報道が多くなった
→ 事態の量が増えた ？

• 現実に起きている量と報道される量はずれて
いる。

• メディアに出る専門家の話は当てにならない。

メディア・リテラシーの重要性
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教育問題としての「子どもの安全」

• 通学路の安全確保

• いじめの防止

• 不審者の把握

• 犯罪に巻き込まれない

子どもがおかれている状況は、悪化していない。

社会の意識が変わってきた。

インターネットとケータイ
（ICTに関する問題）

• ネットいじめ(裏サイト、プロフ)

• 出会い系

• ネット(メール)依存症

• インターネットの危険サイト(自殺、犯罪、麻
薬、アダルト)

• ネットゲーム依存症

大人は、どう対処してよいかわからない
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デールの経験の
円錐

• 子どもは、多様
な経験を通して
学ぶ

• 直接体験

• 間接体験

学校ができること
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ICTを活用した
安全マップ制作に関する研究

研究の背景

■子どもの「安全」に対する関心が，高まってきている．

＊防犯・・・犯罪から身を守る．

＊防災・・・自然災害，人災から身を守る．

○８８％の自治体が防災マップを制作，配布．５４％の住民
がマップの存在を認識（亀田 2009）
○安全・安心をテーマにした子どもまち探索（岡西ら 2006）
○e‐地域みまもり隊システムの開発（横山ら 2010）

「安全」とは
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■学校教育における
防災・防犯マップ等への注目（総合・社会科）

大阪府寝屋川市立和光小学校HPより引用

○自ら防災，防犯について考える（
何処が，何が危ないのか）．
○皆で協同する．
○自分たちの住む地域を対象にす
る．
○作品を制作する

参加型
協同

自己との関わり

アウトプット

研究の背景
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○子どもの，防犯防災に関する能力向上（平，横山ら ）
被害防止能力
コミュニケーション能力
コミュニティーへの愛着心
非行防止能力

■子どもの学びに関する研究

→様々な学びの可能性を示唆

○クロスロードを使った防災・防犯に関する学び

研究の背景

■安全教育とICT

○Web上での安全マップ公開（学校webページ）

○複数の安全マップをweb上で共有
例）安全マップ http://www.anzen‐map.net/

‐安全マップダウンロード

‐制作の様子を公開

‐地域別の安全マップ公開・情報交換

研究の背景
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研究の背景
■問題点

＜子どもの学びに関する研究＞
「何を得たのか」（効果）は明らかになっているもの，何
が要因なのかは不明確．

＜安全教育とICT＞

○公開するだけで終わってしまっている．
‐継続性が無い，狭い範囲での共有

本研究のポイント

●ICTを活用することで，より多くの人々と継続的に情

報を共有する．

●作品（安全に関する）を制作する過程で，何が子ど
もの変容に影響を与えているのかを明らかにする．

ICTを活用した実践

子ども学習過程に着目した研究
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ICTを活用した実践
①Google mapを活用した地域共有型

の
地域（安全マップ）

■学校外とも共有

■情報量が豊富
‐写真
‐コメント，リンク

■更新可能
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②携帯電話を活用した安全に
関する情報共有

■Foursquare,セカイカメラ
‐位置情報，危険情報の共

有

ICTを活用した実践

ICTを活用した実践

対象校①
兵庫県 公立A高校での実践
高校１年生 情報C ３学期の実践

対象校②
大阪府 関西大学中・高等部
高校１年生 安全基礎 後期
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授業での活用方法

計画

調査

制作

評価
議論・対話・アクセスを重んじる

研究の方法

計画

調査

制作

評価
議論・対話・アクセスを重んじる

人を含めた人工物へのアクセスや，学習環境への参加を
「学び」と捉える
→状況的学習論（Lave・Wenger 1991）を分析の
視座に置いた研究
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ジレンマ場面を設定して
議論する いじめ教育

体験と授業を融合したいじめ学習

30
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子どもの視点でみると

• 子どもの生活

–学校での生活 ６割

–習い事 １割

–家での生活 3割

31

災害
（地震、津波、

台風）

健康被害
（学校で使用
する什器）

友人関係
（いじめ）

どこから「いじめ」に相当するのか？

• 友だちとじゃれ合っているなかで、頭をはたかれ
る
– はたく強弱によるのか？

• 友だちグループの中で、友だちの授業の失敗を
笑う
– 笑い方によるのか？人数によるのか？

• 友だちをあだ名で呼ぶ
– あだ名の種類によるのか？

32
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文部科学省が定める
いじめの定義

• 改訂前
– 自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的
攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じてい
るもの

• 改定後（平成19年～）
– 子どもが一定の人間関係のある者から、心理的・物
理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じて
いるもの

– いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立場
に立って行う

33

いじめ教育の重要性

• 子どもにより感じ方が異なる

• 大人すら線引きが分からない
– Google で「いじめの線引き」で調べると

（約 316,000 件）

• 子どものケンカといじめの線引き

• 指導といじめの線引き etc

⇒ クラス内で共通の認識を持つことが大切
34
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今までの道徳（いじめ）教育
の課題

• 活動の具体性に欠ける
– どうしても気持ちと行動にギャップがでる（勇和代 2008）．

• それをなくす方法は，子どもの心にずしんと響くものにすること．

– いじめの授業であれば，実際にあったいじめの体験記，
親の思いが綴られた本をテーマにすると良い．

– 子どもが守ることのできる行動目標を設定する（河田孝文
2008）．

35

いじめ学習のための
教材の提案

• クロスロード ゲーム

36
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本来のクロスロード

• 目的

–防災について議論を通して学ぶ

• 葛藤場面の提示

• 行動の選択

• 考えの議論

⇒ 共通の考えを身につける
37

クロスロードゲームのルール

「Crossroad」ご紹介
http://www.fsc.go.jp/koukan/kouza181121/kouza181121_siryou3.pdf

38
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「Crossroad」ご紹介
http://www.fsc.go.jp/koukan/kouza181121/kouza181121_siryou3.pdf

39

クロスロードゲームの特徴

• 特徴

–カードゲームを通じ、学習者は、実行される対応
を自らの問題としてアクティブに考えることができ、
かつ、自分とは異なる意見・価値観の存在への
気づきも得ることができる。

–諸問題に関する困難な意志決定状況を素材とす
ることによって、決定に必要な情報、前提条件に
ついての理解を深めることができる。

いじめについての共通した認識を作れる
40
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実施する問題例
• ＢさんがＡさんをいじめていることをあな
た以外は知りません。

• 大人しいAさんとBさんが同じ班。あなた
の班にはAさんの友だちがいる。Ａさん、

Ｂさんの班にはあなたの仲のいい友だ
ちはいない。

• 班をかわれるとしたら

あなたは班をかわる？

41

クロスロードを利活用することによる
予測される効果

• ポジティブな学習

–楽しみながら学ぶことを目的としているため、道
徳（いじめ）学習に対してネガティブな印象を与え
ずに学ぶことが出来る

• 議論による気づき

–いじめをしてはいけないと学習するのではなく、
いじめをなくすためには何ができるかを前向きに
議論できる

• 価値観の共有

–自分はいじめとは思わないが、他の人からすると
いじめとなる線引きを共有できる

42
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活 用 事 例

43

実践対象

• 大阪府寝屋川市内 全１２中学校

–事例として寝屋川市第二中学校を取り上げる
• 2年生4クラス、約160名

• 道徳の時間

44
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寝屋川市中学校

• いじめ教育に力を入れようとしている地域

–中学校サミットの実施・・・市内全12中学校が集ま

り議論する会議
• 活動の一部に12中学校がいじめをなくすために案を

出し合いいじめがなくなることを目的とした劇を作って
いる

45

実践目標

• 自分と他の人は必ずしも考えが一致すること
ではないことが分かる

46
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授業デザイン

ゲームを
利用した
いじめ教
育の実施

グループ
での議論

グループ
内で線引
き決める

クラスで
共有する

問題を作る作った問題を
試して、良い
ものを選ぶ

映像化
する

47

研究としての扱い方

• 新しいいじめ教育方法としてのデザインの提案

–議論を促すための教員の促し方

–議論する課題の設定

–学習シート

48
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第18回日本教育メディア学会年次大会

高等学校におけるタブレット端末を
活用したフィールドワークの

実施と評価

関西大学大学院 時任隼平（D2）
関西大学中・高等部 江守恒明
関西大学 久保田賢一

研究の背景①

•生徒の「主体的な活動」に対する注目

高等学校において・・・

例）問題解決学習，プロジェクト学習
高納・加藤(2009),上西・中西(2002)

「体験」「主体性」「他者との関わり」

研究の背景②

•●遠隔地同士を繋ぐツール

ICT（情報通信技術）の活用

例）テレビ会議システムを活用した協同物語制作
，プロジェクト学習 岸・三宅ほか(2009),白井・山口ほか（2008）(2002)

「主体的な活動」におけるICT活用

●グループ内の情報共有

様々な事例から課題を明らかにする必要がある

研究の対象
●関西大学高等部2年生

●1グループ(4~6名)

●安全防災に関するRQ

●見て，聞いて，触って，
感じる（体験）

●ipad2,wifi, FBの使用
14グループ）

人間の学習と道具の関係性

•学びのドーナッツ理論( 佐伯 １９９５)

II
（自我）（自我）

You世界

They世界 第一接面

第二接面

二人称的道具

人間の学習と道具の関係性

自我自我 他者他者第二の自我第二の自我

BA
a b

•ワロン：自我発達理論



204

人間の学習と道具の関係性

A B

X

主体
対象（環境）
（事物・事象）

心理的道具( 文化的人工物)
（言語など）

•ヴィゴツキー

社会文化的アプローチ：エンゲストローム，バフ
チン，ワーチ

人間の学習と道具の関係性

You世界（第二の自我）

They世界 第一接面

第二接面

二人称的道具

文化的人工物

学びのドーナッツ理論( 佐伯 １９９５)

研究の方法

●質問紙調査 22問（n=123）
５件法(13問)，記述（9問）

●半構造化インタビュー 5名（各20分）

funn

●SNS上の書き込みをコーディング
funn
）

- フィールドワークについて
- グループワークについて
- ICT活用について

質問紙調査結果
Qタブレット端末をうまく活用したか 63%

Qフィールドワークにタブレット端末は必要か 63%

フィールドワークにおけるタブレット端末
の活用に対して半数以上が肯定的
に捉えている．
例）「情報共有」「高め合う」「アドバイス」

Qタブレット端末が必要な理由
・情報共有，他者との助け合い，活動の記録
→情報共有，互恵関係

SNS書き込み分析の結果
書き込みの傾向

単発コメント

応援・感想コメントのみ

肯定意見との矛盾

共有，互恵関係は
無かった．

自由記述調査結果
ネガティブな(課題を表す)カテゴリー群

ツール本体の課題

SNSの課題

ipad操作が困難

カメラ以外の用途が分からない

ネットワーク接続が困難

データ共有の意義が不明確

コメントする意義が不明確

SNSのインタフェースが複雑

何をSNSで発言したら良いのか分からない
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考察

ipad, アプリを，二人称的道具として取り組まなければならない状況
設定が必要．

ipad, アプリの両方が，二人称的道具として生徒たちの中に位置づ
けられている必要がある．

「Facebook上のやり取り」が，二人称的道具として生徒たちの中に
位置づけられている必要がある．

日常的に道具を活用する必要性
活用，活動の意義を実感できるような授業デザイン

ご清聴ありがとうございました．
k833290@kansai-u.ac.jp
emori@kansai-u.ac.jp

Discussion

カメラ以外の用途がわからないあ
い

ipad操作が困難

ネットワーク接続が困難

データ共有の意義が不明確

コメントする意義が不明確

何をSNSで発言したら良いのか分からない

SNSのインタフェースが複雑

応援・感想コメントのみ

単発コメント

Discussion

撮影意外に用途が無い

ipad操作が困難

ネットワーク接続が困難

データ共有の意義が不明確

コメントする意義が不明確

何をSNSで発言したら良いのか分からない

SNSのインタフェースが複雑

応援コメントのみ

単発コメント

①操作に慣れていない

③目的を理解していない

② 機材の問題

問題の所在

II
（自我）（自我）

①操作に慣れていない

ipad,アプリが，二人称的道具として生徒たちの中に位置づ
けられていない．

撮影意外に用途が無いipad操作が困難

SNSのインタフェースが複雑

「Facebook上のやり取り」が，二人称的道具として生徒たち
の中に位置づけられていない．

問題の所在
③目的を理解していない

データ共有の意義が不明確コメントする意義が不明確

何をSNSで発言したら良いのか分からない

応援コメントのみ単発コメント

取り込みたいという取り込みたいという
動機が働く動機が働く

ipad, アプリを，二人称的道具として取り組まなければな
らない理由が無い．
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研究の目的・対象

実社会と連携して活動を行う際に起
こる問題とその要因を明らかにする

私立A高校での私立K大学生による授
業支援活動（高校２年，総合的な学習の時間）

研究の目的

研究の対象

実践事例（研究のフィール
ド）

●目標：論文の書き方を身につける
授業内容

●２単位（金曜日６限，７限）

-パラグラフライティングの練習
-フィールドワーク実習（データ収集の練習）

●1クラス３４名×4クラス
●前期の間実施（2011年5月～10月）

大学生による高校での授業支援
活動における問題と可能性

関西大学大学院 時任隼平（D２）
関西大学 久保田賢一

研究の背景

1)協調学習，アクティブラーニングへの注目
学生参加型，主体的で能動的な学習

(溝上 2007)
●他者との関わり
●コミュニケーション
●協働

活動の中に埋め活動の中に埋め
込む必要がある．込む必要がある．

近年，高等教育では・・・

2)実社会との連携事例の増加
研究の背景

インターンシップ，学校ボランティア
（芦原 2003）

●実社会での活動
●大学外の人間との関わり

実践的な力を身につける場
社会的活動に対しても意味がある

研究の背景

実社会と連携した活動での課題，
支援方法についてはあまり言及さ
れていない．

●学生がどのように成長するのか
●現場に対してどのような効果があ
るのか
●大学授業内における足場かけ
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分析の結果・考察
授業準備-実践プロセスの可視化

教科会議A
主担当4名
大学院生３名

学生会議
学部生4名
大学院生5名

作業
学部生4名
大学院生5名

教科会議B
主担当4名
大学院生３名

教科会議C
主担当4名
副担当8名

実践

全員 対面対面
MLML
SkypeSkype

ICTICTスキルの差スキルの差
不定期不定期

ルールが不明確ルールが不明確

問題
分析の結果・考察

授業準備-実践プロセスの可視化
教科会議A
主担当4名
大学院生３名

学生会議
学部生4名
大学院生5名

作業
学部生4名
大学院生5名

教科会議B
主担当4名
大学院生３名

教科会議C
主担当4名
副担当8名

実践

全員
主主--副担・学生副担・学生--副担間のイン副担間のイン
タラクションが皆無タラクションが皆無
副担当あいだい副担当あいだい

問題

実践事例（研究のフィール
ド）

授業実施方法

●12名の教師（主担当4名，副担当8名）
●9名の大学生，大学院生（学生スタッフ）

実践の構成メンバー

●１クラス3名の教師，2名の学生スタッフ

連携方法
●必要に応じて打ち合わせを設定

研究の方法
私の立場
●2つの立場：非常勤講師，研究者

データ収集の方法
●ミーティング時の会話記録
●メーリングリスト上の投稿
●指導記録，振り返りの文書
●反構造化インタビュー

（メリアム 2004）

10/22 回分
384通
4回分

５人の教師

分析の方法

1)オープンコード化

分析方法の手順

2)軸足コード化
3)カテゴリー生成
4)「問題」を表すカテゴリーの確認，新しいカテゴリ
ー生成をする
5)問題の要因となるカテゴリーに対して，解決方法を
考え，実施する

6)5)の結果に関するデータ収集，分析

分析の結果・考察
授業準備-実践プロセスの可視化

教科会議A
主担当4名
大学院生３名

学生会議
学部生4名
大学院生5名

作業
学部生4名
大学院生5名

教科会議B
主担当4名
大学院生３名

教科会議C
主担当4名
副担当8名

実践

全員

方向性，内方向性，内
容の決断容の決断

作業の分担作業の分担

教材等の確認教材等の確認
各クラス担当に各クラス担当に
個別説明個別説明
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分析の結果・考察

副担当8名

主担当
４名

実際の連携モデル

副担当8名

主担当
４名

学生9名

実践初期の連携想定モデル

隙間

学生9名

•

学生10名
直前の説明

対面会議

ML

実際の連携モデル

主担当-副担当間の隙間

学生-副担当間の隙間

要因1)場の共有時間不足
要因2)「総合」の捉え方の不一致

要因1)目的が不明確（教職？研究？）
要因2)何を話したらいいの？

授業の特性

●対個人への指導が中心
●総合という教科の特性

作用している

分析の結果・考察

副担当8名

主担当
４名

実際の連携モデル

副担当8名

主担当
４名

学生9名

実践初期の連携想定モデル

隙間

学生9名

分析結果・考察
主担当

副担当 学生要因1)目的が不明確（教職？研究？）
要因2)何を話したらいいの？

要因1)場の共有時間不足
要因2)「総合」の捉え方の不一致


