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considered・Furthercultivationofbothofthesedimensionsshouldhelpthesoundgrowthof
studentsinmedicaleducation．
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健康関連イメージ､健康関連行動､参加型学習､医学生､認識の過程

緒言

本稿の著者は医学部の社会医学系に所属して

いるが，そこで直面するのは，保健や健康に関

連した課題を学生に講義する時に，学生が示す

"無関心さ”である．一般的に言って学生が“健

康･保健･環境”に無関心なのはなぜだろうか？

こうした話題が，遺伝子治療など最先端の生命

科学／基礎医学に関する話題に比較して，日常

的で地味であることが，理由の一つと考えられ

る．一方，教育の総量が既に過剰な水準に達し

ている可能性も考えられる．すなわち受験戦争

を終えて医学部に入学した学生は，医師になる

ために以前にも増して大量の知識を学ばなくて

はならない｣'医学に関する知識のみならず，生

命倫理教育;'喫煙防止教育，食生活教育，エイ

ズ教育！'性教育等も学生を待ち受けている．

ではこの無関心さを解消させる手だてはある

のだろうか？一概に無関心と言っても，その範

囲や程度，あるいは背景を理解するのは容易な

ことではない．さらに考えると，結局は教師の

側にも学生のことが分かっていない，という現

実が見えてくる．医療と社会の接点で保健・健

康について生き生きとした理解を生み出そうと

意図するなら，学生の物の見方を知り，それか

ら学ぶのは必須のことであろう．だが医学教育

において，片側で専門知識を学びつつある学生

が，自己の健康や疾病に関し，実際にどう物を

考え行動しているか，に関して実証的なデータ

は極めて少ない．

そこで本研究では，学習者が無関心の状態を

脱し，“保健・健康に関した身近で日常的な話題,，

に関心を持つのを支援する方法の開発を試みた．

本研究における問題理解・解決の方向

社会や健康に関連した日常的な主題を講義し

ようとしたとき，しばしば遭遇するのは「これ

から学習しようとする事項に全く無知な学生は

存在せず，大抵の学生は何らかのことを既に理

解し考えている」という事実である．そこで本

研究では，“学習への無関心さ”の背景にあると

考えられる“過剰な教育'，とは逆の方向，すな

わち「知識を詰め込むのをいったん停止し，教

え込む代わりに，学生が既に考え・理解してい

ることの内容を，こちらから問いかける」とい

う方向を採用する．

Ａ、対話的イメージ形成の試みと，それに

よって外化・表出された受療行動イメー

ジの事例研究

１．研究方針

風邪などの軽微な疾`患への罹患は，通常は学

習者が取り立てて関心を持つほどの出来事では

なく，学習者の意識上では日常性の中に埋もれ

ている．しかし一見日常的なことを丁寧に観察

し，それが「当たり前な，ありふれたこと」で

はなく，「個性的で興味深いこと」と把握できる

なら，保健・健康の学習を興味深く行うための

手がかりができよう．本研究では，対象者の日

常性に触れるきっかけとして，，風邪で発熱した

時の行動'，を選び，それを目に見える形として

取り出すことを試みた．

２．対話的イメージ形成法の開発

(1)問題提起

頭の中にイメージとしてある日常的な認識・

行為を外化し，具体的に表現するには，どうし
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た方法を，状況依存性と個別性の高い日常的な

保健行動の実際に適用しようとしても，当ては

まらない場合もある７１本研究では再度，研究の

原点に戻り，対象者の内発的表現を観察するこ

とから検討を開始した．

(2)自由なイメージ形成を支援する最小

限の枠組みとは？

予備研究では数名の学生に白紙と鉛筆を渡し，

風邪で発熱した時の行動を自由に表現してもら

った．このような状況で，紙にすぐに何かを書

き始める学生もいれば，紙のどの当たりにどの

くらいの大きさで書いたらいいのか分からない，

と考え込む学生もいる．“自由な表現,'といって

も，紙の大きさを統一したり，紙のしかるべき

位置に記入欄を印刷する程度のお膳立ては必要

なことが分かる．表現内容を見ると，文章を書

く学生（表１上段ａ），略画を描く学生（表１下

段ｂ）がいる一方で，表現に戸惑う学生も出て

たらいいだろうか？１０年ほど前よりこの問題

を考え始めた著者らは，研究の比較的初期の段

階で，佐藤隆博が開発したISM教材構造化法に

出会ったり同法は，複数の学習要素間の階層性

(上位／下位）を判断し，それに基づいて階層的

な図を描くもので?)教育心理学.認知科学的な手

法を教材研究に適用して，学習者が持つ概念．

知識をダイアグラム化するコンセプトマッピン

グ（概念の地図化）研究の流れを汲むものであ

る．著者らはこの方法で得られる構造チャート

が，保健行動の研究に応用できると考え，①可

能な行動要素を組み合わせた関係マトリクスを

用意する，②対象者は行動の先発．後発性を判

断し，マトリクスに記入する，③マトリクスを

パソコンに入力してチャートを描かせる，とい

う手順で，風邪罹患行動の分析を行ってきた!，

しかし，元来が教科教育における体系的．階層

的な知識情報の可視化．表示法として開発され

表１．風邪罹患行動の表出例
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くる．試行錯誤の結果，自由に表現するときの

最小限の誘導として，①まず最初に取りうる行

動に関し，キーワードを列挙する，②キーワー

ドを矢印で連結する，③Ａ４の紙に印刷した空

欄の中に表現する，の３点を採用した．

(3)イメージ図の表出を支援する対話的

環境の設定

自由なイメージ表出を支える最小限の枠組み

は出来たが，それがあれば必ず描けるというも

のではない．特に日常生活と縁の深い事項に関

するイメージの場合は，学習者が自己をじっく

りと見つめられる環境が必要である．

著者は長崎大学で担当する社会医学の講義形

式を“情報伝達”から“情報フィードバックに

よる自発思考・対話の重視”へと切り替えるこ

とを目指し，通常の情報伝達を中心とした講義

に加え，「学習者に講義の課題に関連した認識を

イメージマップとしてダイアグラム化してもら

表２マップ中の出現頻度別にみたキーワードと特徴的な表現事例

キーワード群；出現頻度別７位．“認識・気配り'，に関連した表現事例#２

#１；３６名に対する百分率

#２；３６名中11名のマップに観察された１２の表現事例

鮒；３６名中8名のマップに観察された13の表現事例

蟹
1位．寝る・休む

、＝30(83.3％）

ワ位．薬を飲む

、＝25(69.4％）

＃１

3位．食物･栄養･水分摂取

、＝１９(52.8％）

-4-位._体温を計る

、＝18(50.0％）

５位．体温を調節する

ｎ＝17(47.2％）

6位．病院へ行く

、＝12(33.3％）

7位．認識・気配り

、＝１１(30.5％）
■■■

8位．他者とのコミュニケーション

、＝＝

9位．忍耐

ｎ＝＝

8(22.2％）

7(19.4％）

１０位．環境の調節

、＝＝ 5(13.9％）

■
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う→講義後に回収した各マップに著者がコメン

トを加える→次回の講義の冒頭にマップを個別

の学生に返却する」という試みを，過去三年間

に渡って段階的に導入した．特に学生の記述に

対して著者がコメントを加える際は，記述の正

誤を述べるのではなく，学生が自由に自己の認

識や意見を表出することへの支援に努めた．加

えたコメントの書式（例）は以下のようなもの

である：“～とは，いい処に気付きましたね／～

は，ユニークな発想です／～のように具依的に

考えるのはいい事だと思います／～は考えさせ

られる指摘ですね'，（以上は，学生が深い思考を

していると判断された場合）；“～をもっと具

依的に考えてみて下さい／まぜ～のようになる

のでしょうか／～は興味深い視,点です狐更に

言えノゴどういうことですか'，（以上は，学生の思

考が不十分だと判断された場合)．このような対

話形式のコメントを継続した結果，学生から返

事が返って来ることも増え，学生との交流が成

立していった．

３．対象と方法

1995年の４月から１０月までの間，長崎大学医

学部３年生を対象として，週一回120分の社会医

学講義を実施した．講義では，健康・環境・保

健・予防・福祉等の分野につき，身近な問題を

取り上げ，学生が社会医学的な思考方法に親し

むことを目標とした．各授業時間には上述した

"対話的イメージ形成法”のもとに，ｌ～２個の

具体的なテーマに関して演習を進めた．

本研究のデータは，６月14日の講義から得ら

れた．受療行動の社会医学的意義について導入

をした後，空欄を印刷した紙を学生に配布し，

"風邪で発熱した時の思考･行動”をイメージマ

ップとして表現してもらった．取りうる行動の

列挙から，描画の終了までに20分を要した．講

義終了後に89名が用紙を提出したが，うち23名

は遅刻・中途退席・講義への注意力低下等の理

由で記述が不十分であった．残りの66枚のマッ

プ中，鉛筆の字・線が薄くて読めない等の理由

から，１４枚のマップを除外した．得られた52枚

を標本母集団として，そこからマップを一枚ず

つ無行為に抽出し，結果の概要を－週間後に学

生にフィードバックすることを目標に，順次デ

ータ整理作業を進めた．計36枚のマップについ

て連鎖の読みとりとキーワードのデータベース

化が終了した時点で，データ整理作業を打ち切

り，分析に移った．

４．結果

(1)キーワード別の検討

３６名の学生のイメージマップ（図１）は形態，

或いはキーワードの種類・数のいづれから見て

も多様であった．マップ当たりのキーワード数

は，最小値が４，最大値が17,平均値は8.5（標

準偏差3.04）であった．

マップの概要を把握するために，各マップか

らキーワードを抽出し，それを１０の群に分けて

頻度順に表２（左欄）に示す．上位５個のキー

ワード群はいづれも身体の機能と関連が強く，

"寝る・休む，,，“薬を飲む"，“食物・栄養・水分

等の摂取"，“体温を計る”の順に，５０％以上の

マップに認められ，“体温を調節する"，“病院へ

行く”がそれに続いた．下位のキーワード群に

は社会･環境的な内容が多く，特に第７位の"認

識・気配り''’８位の“他者とのコミュニケーシ

ョン',には，マップ作成者の個性が反映されて

いた．

表２（右上欄）には，“認識・気配り”に関連

して11名（30.5％）のマップに観察された12の表

現例を示す．動詞表現としては，‘感じる／認識

する／考える”の３種類が各二回ずつ，“気にす

る／気をつける／言い聞かせる／:思う／調べる／

反省する”の６種類が各一回ずつ使用されてお

り，風邪の罹患に対応した繊細な思考・配慮が

認められた．

表２（右下欄）には“他者とのコミュニケー

ション”に関連して，８名（22.2％）のマップ

に観察された表現例を示す．コミュニケーショ

ンの相手としては，13の表現例中，親が５例，

友人が４例，誰かが３例，及び彼女がｌ例あっ

た．

(2)マップ全体としての特徴の検討

各イメージマップ中のキーワードの分析で，
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表３．３６枚のマップから見いだされた９個の類型（Ａ～Ｉ）と各典型事例
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自己実現型411.1％
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1．仮説モデル設定 ２．気付きに関する学生の記述例
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図２゜気付きのモデル化の過程
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２．学習者に起こる気付きの仮説モデル設定

学生の自発的な思考を大切にした講義を開始

して以来，著者は学生が講義室において，「教え

られたこと以上のことに気づく」という現象に

何回も出会った．このような気付きは，当初は

特に著者が意図して起こしたものではなく，自

然発生的に観察された．しかもこの気付きは，

学生が自己のマップを再確認するのか，他者の

マップに目を通すのか，によって異なる．自己

のマップを再確認する場合，よく観察される発

言としては，「自分は～だ，と改めて思った/，

｢自分がこのような表現をしたのは，～だからだ/

等がある．一方，他者のマップに目を通し始め

た学生は，当初戸惑いを示す場合もあるが，し

ばらくすると「このマップは自分と似ている／

似ていまい」など他者のマップに個別に反応し

始める．更に多くの他者のマップに触れること

で，ﾉｰみんなは～のように考えている/など，他

者のマップに共通する特徴に気づくこともある．

このようにして，自己と他者のマップの特徴に

気づいた学生は，再度自分のマップに戻って，

'他者と比較すると，自分は結局～だ／など，初

めに持っていた見解を再構成することもある．

このような学生の反応をフローチャート的に表

現し，全体を“気づきに関する仮説モデル”と

して図２（上段左）にまとめた．

３．対象と方法

イメージマツプ作成（研究Ａ）の－週間後，

学生一人一人に自身のマップを返却し，同時に

マップ事例集を配布した．この事例集には，研

究Ａで得られた36枚のマップを縮小コピーして

掲載した（図ｌ）．各学生はまず自分が前週に作

成したマップを確認した上で，更に同級生36名

のマップ（中に自分のマップが含まれている場

合もある）について事例集で目を通した．各学生

はこれらのマップ読みとりを終えた後，別に配

布された記入用紙中の空欄に，“気づいたこと／

考えたこと／感じたこと，,などを自由に記述し

た．読みとり開始から記述終了までに20分を要

した．

講義終了後に84名が用紙を提出したが，うち

集団として見た行動の概要を知ることができる．

しかし行動連鎖をキーワードに分解した状態で

分析する限り，各個人における連鎖自体のユニ

ークざに触れることはできない．そこで各行動

連鎖をカード化した上で，連鎖の全体的な特徴

を常に意識しながら分類を試行した結果，３６の

マップはＡからＩの９類型に分けられた（表３）．

最初の３類型には風邪への対照的な心構えが現

れており，Ａはそもそも殆ど風邪をひかない型

(非経験型)，Ｂは風邪に対して体を張る型（体

張り型)，Ｃは自己認識・内省を大切にした思索

型，と特徴化できた．続く３類型は，風邪の身

体症状への働きかけを重視する点で共通してお

り，Ｄは自覚症状パターン化型，Ｅは発熱によ

る行動分岐型，Ｆは受療先行型，と区別できた．

最後の３類型では，人間・人間関係への配慮が

前面に出ており，Ｇは周囲への気配|)型，Ｈは

対人接触重視型，Ｉは自己実現型，とまとめら

れた．

Ｂ・受療行動イメージのフィードバックで

生じた学習者の認識深化の事例研究

１．研究方針

風邪という日常的な健康障害に対して学生た

ちが示した多様で個性的な対応（図ｌ）を見る

限り，“今の学生は健康・保健といった話題に関

して無関心である”とした緒言の部分での作業

仮説は当てはまらない．そこに見え始めたのは，

知ることを楽しんでいる自発的な学習者として

の学生像である．著者自身はすべての学生のイ

メージマップに目を通した上で，このことを実

感したわけだが，マップを集めっぱなしにして

おいたのでは，学生自身はそのことを認識でき

ない．そこで同じクラスの学生が作成したマッ

プの実例を学生自身にフィードバックすること

で，さらに学生との対話を継続した．「学生は自

発的な学習者である」とする新たな仮説が正し

ければ，フィードバックは学習者の側に更に変

化を引き起こすはずである．この研究Ｂでは学

生の認識変化に関して，事例研究からの質的な

分析を行った．
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21名は記述が不十分であった．得られた63名の

記述中，鉛筆の字が薄くて読めない等の理由か

ら，１３名の記述が除外された．残りの50名分の

記述を標本母集団として，そこから無作為に順

次一名分ずつの記述を抽出し，データベース化

を進めた．予定した期間内に処理を完了できた

計32名分のデータについて，分析を行った．

各記述はセンテンスに分解し，各部分と前後

の意味関連とからモデル（図２上段左）の５構

成部分のいづれに該当するかを判断し，１人ず

つの当てはめを行った．当てはめの過程を図２

(上＆中段）に示す．

４．結果

モデル当てはめの対象とした32名分の記述が

完壁だったわけではない．モデルを構成する５

つのコンパートメントすべてに対応する記述が

認められた学生は図２中段に示した例だけだっ

た集団としての当てはめ状況を見ると，記述が

みられたコンパートメント数の平均値は3.1（標

準偏差0.793）であった．

図２（下段）にコンパートメント別の記入割

合を示す．コンパートメントＢ（自己の思考の

特徴化）と，（他者の思考の全体像把握）に関

しては80％以上の学生が，またＣ（他者の思考

の個別位置づけ）とＥ（自己と他者の思考再認

識）に関しては50％以上の学生に記述が見られ

たが，Ａ（自己の思考の背景想起）に関しては，

記述率は21.9％に留まった．

すでに述べたごとく，このモデル全体が気付

き・発見に関連しているが，中でも気づきの中

心的な部分を占めているのは，ＤとＥである．

そのうち表４には“Ｄ；他者の思考の全体像把

握”に関連した表現事例を示す.他者のマップを

見る中で生まれる気づきは，①共通性に関する

もの（50.0％)，②多様性に関するもの（33.3％)，

③類型性に関するもの（16.7％)，の三つに分け

られた．表５には，すべてのマップを眺めた上

で到達する思考の段階，“Ｅ；自己と他者の思考

表４．“Ｄ；他者の思考の全体像把握”に関連した学生の表現事例

全体像把握の

パターン
表現の事例（26人が指摘した36通りの表現より選択して示す）

１．共通性への

気づき

､＝１８(50.0％）

● みんなは治ったときと治らなかった場合とをきちんと考えているし，治ら

ない場合は結局，それまでの行動を繰り返しているような感じだ．

.例えば，「体温を測って熱が高ければ○○○，低ければ×××…･」と何か
をして ，

られた．

その結果によって行動を変えていく，というコンセプトが多く見

･一定の行動（薬を飲んで寝て，また薬を飲んで）を繰り返し行いながら治

す ， という意見が目につく．

･体温計で測って熱があれば，栄養をつけて寝る，というのが共通した行動．

2．多様性への

気づき

、＝１２(33.3％）

･個人個人によって分析の内容・程度に差がある．詳しく分析している人

●

(客観的に)，自分の感じたまま書いている人（主観的な人）等様々であっ

た．

気力で治す人から死ぬかもしれない人（お見舞いで治るかも）まで

個人で行動が違い面白かった．

･風邪に対して，どのような対処を重要とするか（薬

ということが人それぞれ異なっており，面白い．

，

， 各々

体温計，睡眠･…）

３．類型性への

気づき

、＝６（16.7％）

● まず寝るか，薬を飲むか，２パターンに大まかに分かれると思う．

･病院に行ったり，人に相談したりする人と自分で工夫して何とかしようと

する人と，大きく分けて２通りのパターンがあると
や

う．
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表５．“Ｅ；自己と他者の思考再認識”に関連した学生の表現事例

444

④発見（17.2％)，⑤その他（27.6％）の５つに

分けられた．

再認識，,’における表現事例を示す．２９の表現事

例はそれが触れている思考の側面によって，①

診断(17.2％)，②感想(13.8％),③反省(24.1％）

物の考え方の

パターン
表現の事例（20人が指摘した29通りの表現より選択して示す）

1．診断

ｎ＝＝ ５（17.2％）

･私はネガティブに物事を考えることが多いし，風邪を引くと体力が無くて，

●

寝る以外に何もできなくなる．

多分自分で経験的に効果的な方法を探してきているから，その方法がその

人には一番良い方法なのかなと思った．

2．感想

、＝＝ ４（13.8％）

･私は自宅なので，風邪を引いてもそばに誰かがいるわけだけど，－人暮ら

しは一人で買いだめし家にこもるという，大変だと思う．

･風邪をひいても冷静でいろいろ考えて試したり，周囲への気配りまでして

いるのは素晴らしいと思った．

３．反省

ｎ＝＝ ７（24.1％）

● 大抵，薬を飲んでゆっくりと休むと今までの風邪は治って来ているが，も

しそれで治らなかったらどうすればよいのだろう，ということも少しは考

えるべきだと思った．

･私は将来胃ガンの末期症状で発見され，そのまま何のなすすべもなく死ん

●

で行くだろう 1７
●●

自分は“周囲への気配り”が少し欠けているかなと思ったし，自分がなぜ

この病気にかかったのかという

ことがわかった．

６６

自己認識・反省
，，

をおろそかにしている

４．発見

、＝ ５（17.2％）

･何をメインにしているかという事から，その人が日頃何を大切に生きてい

●

●

るかが分かると う．気合いや認識，コミュニケーションなど風邪という

いわゆる危機を想定することによって各人の思考パターンが見えてくるの

だと思う．

気合いで治すとか；好きなことをすることで，気分を変えて治すといった

概念は，今までの自分には皆無なので正直言って大変びっくりした．

普通 ， 1つの項目から別のものに対して一方向かつ，１つづつ対応する

(□→□→□のように）のでなく，複雑がからんでいるものだと思う．

５．その他

、＝＝ ８（27.6％）

･病は気からというように，ポジティブで前向きな姿勢は病気も吹き飛ばす

ことが出来るだろう．（提案）

･私も風邪をひいたらおかゆを作ってくれる“彼女'，が欲しい．（希望）

●

●

●

●

こんなみんなでも，子供が出来て熱を出したら，血相変えて病院へすっ飛

んでいくんだろうなあ.…．（予測）

こんなに人によって考えが違って；本当に社会は成り立っていくのだろうか．

人によって違うことはいいことだが，何かしようとするとき障害となるこ

とがある．折り合いが難しい．（疑問）

しかし病院へ行くと ， 医師の診断や治療法はだいたい同じなのでそれが不

思議だと思った．（疑問）

このように図で示した場合，ただ文章で書くより理解しやすいようだ．

(方法論）
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いを入れて吹き飛ばそうとする，,が各１例見ら

れた．

学生の社会・環境的な背景が明確な第７位以

下のキーワードに比較して，第１位の“寝る・

休む”から第６位の“病院へ行く”までは，風

邪への身体的・生物的な対処が中心となってお

り，そこから学生の思考と生活背景を直接に読

みとるのは困難である．しかし，身体的・生物

的なキーワードと言えども，間接的には学生の

生活背景を反映している．例えば，食物・栄養・

水分等の摂取に関して，挙げられている対象を

見ると，“栄養（のあるもの）”が７例，“ご飯”

が３例，“アイスクリーム／刀k分／美味しいもの”

が各２例あり，以下，“お粥／ビタミンＣ／プリ

ン／ポカリスエット／温かい牛乳／果物／しよ

うオ鵜／茶めし／食べたいと思うもの”が各1

例あった．

以上のようなキーワードから浮かび上がる医

学生像について，この半年ほど機会あるごとに

大学の同僚や著者が所属している研究グループ

に見解を求めた結果，「率直だ／微笑ましい」な

どの肯定的なものから，「医学生として頼りない／

子どもっぽすぎる」などの否定的なものまで幅

のある意見が得られた．

(2)気づき方から浮かび上がる医学生像

研究Ａで得られた「率直さ，子供っぽさ」と

いう医学生像に対し，研究Ｂからは異なった医

学生像が見えてくる．２０分足らずの限られた時

間に，自分が先週作成したマップを確認し，他

者が作成した32枚のマップを読みとっていく中

で，学生は自分がどのように物を考えていたか

に気づき，更に自分の思考を他者との関連で再

認識・再構成していく．この過程で，様々な論

理が駆使されている．表４に示した“Ｄ；他者

の全体像把握”に関しては，学生がマップの事

例集を見ながら，頭の中で32枚のマップを様々

に分類しそこに規則性を見いだそうと努めて

いる様子が伺える．①共通性の気づきに関して

は，“みんなは～だ，,，“～が多い，，，‘l殆ど（全て，

共通して，全体的に）～だ”のような表現が認

められた．②多様性に関しては，“人さまざま／

考察

１．医学生をどのように理解するか

本研究では方法・モデルの開発と，そこで得

られた事例への質的な分析に重点を置いた．“無

関心ざ，を定義し，その程度を数値化・計量す

る，といった解析的な手法で研究を進めたわけ

ではない．学習者の無関心さがどの程度変化し

たかについては，今後別な方向からの研究が必

要であろう．一方，質的な側面からは，本研究

によって具体的な学生像が得られた．特に表２

(左）に示したキーワード群中，第７位から第９

位のものは，出現頻度は全マップの三分の－以

下であるが，学生の思考と生活背景を知る上で

は多くの手がかりを与えてくれる．

(1)マップのキーワードから浮かび上が

る医学生像

第７位の“認識・気配り”では(表２右上段)，

風邪をひき始めた時点での“伽邪をひいたかど

うかをノ認識する，，,風邪の症状が明らかになっ

てきた時点での“(喉の痛みを）感じる／気にす

る”と“原因を考える"，風邪にすっかりかかっ

てしまった時点での“(人にうつさないように）

気をつける'',“(休んでも大丈夫かとノ授業内容

を調べる',など，風邪の過程に対応した表現が

見られた．第８位の“他者とのコミュニケーシ

ョン',の場合（表２右下段)，３名の学生が挙げ

た５事例に親を対象とした依頼・依存が認めら

れ，風邪に関する直接的な問いかけ（"指示，,，

"飲むべき薬の種類',，“風邪が治らない理由,,）

が中心となっていた．これらの学生は，いづれ

も両親のいづれか一方，あるいは両方が医師や

看護婦などの医療関係者であった．別な３名の

学生が挙げた４事例は友人に関するもので，う

ちｌ例はノー薬をくれ」という依頼であったが，

後の３例は「(ただノ電話する，電話して～と言

うノなど対話への要求を含んでいた．依頼・依

存を反映した“他者とのコミュニケーション，,

と対照的なのが第９位の“忍耐”であり，“がま

んする”が２例，“うんうんとうなる／おとなし

くしておく／がん/ぎる／家に引きこもる／気合
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それそｿzだ"，“○の人もいれ/式△の人もいる”

のような表現が，また③類型性に関しては，“～

のパターン力秘る"，“～のパターンに分かれる,，

などの表現が認められた．マップを見ながら考

えてきたことの最終段階が，表５の“Ｅ；自己

と他者の思考再認識,’である．この場合，他者

について考えてきた内容が，再度自分自身に投

影され，新たな捉え直しが行われている．その

捉え直しが自分を中心に起こった場合に，結果

として①（自己）診断，②感想表出，③反省等

に関連した表現が生まれたと考えられる．一方，

捉え直しから，自己と他者について，さらに高

次の気づきが生まれる場合もあり，それが④発

見と分類きれた．

(3)医学生とは？

本研究の結論として得られるのは，風邪をひ

いた時には「率直だが，子供っぽい」側面が現

れる一方で，いったん自己と他者を見つめる機

会が出来ると，そこから「論理的に考え，自発

的に学ぶ」側面も現れる，二面,性を持った医学

生像である．

医学部三年生と言えば，すでに解剖，生化学，

病理といった基礎医学の主要な科目の履修をほ

ぼ終了し，診断学などの臨床医学の科目を学び

始めている段階である．感染症についても，専

門的な知識を身につけ始めている．この様に知

識の面では専門家・職業人としての医師に近づ

きつつある学生が,その一方で風邪をひけば｢あ

る時は母親に電話し，ある時は栄養のあるもの・

ご飯・アイスクリームを食べる，ある時はウン

ウンうなって治す」等々というのは，どういう

ことなのだろうか？

本研究の結論（二面性を持った医学生像）は，

それが示唆され始めた研究の早期段階では，著

者にとっても，また研究室の同僚にとっても意

外なものに思えた．しかしその後の進展の結果，

それらの一見相反する状態はいずれも現実の医

学生の－断面であることが，明らかになりつつ

ある．要するに医学生とは，医師という専門家．

職業人としての意識と，十代後半から二十代前

半の普通の若者としての意識とが，共存してい

る状態と言える．昨年にこの結果が得られて以

来，著者は非常勤講師をしている他学科の学生

(保健婦，或いは栄養士の養成コース)，或いは

医師を含む保健医療従事者の再教育の場面で，

機会があれば同様の聞き取りを行って来ている

が，それによれば“異なった意識の共存状態”

は，程度の差はあれ，医師だけでなく他の専門

家教育においても，また専門家になってからも，

有り得ることが示唆きれる．ただ医学教育で問

題とすべきは，これまで教師も学生もこの共存

状態に気がつかないまま，いわゆる専門知識の

量を増やすことのみに目が向き，普通の若者と

しての感性や論理は放置され，忘れ去られてき

たことであろう．社会医学を教える教師と学ぶ

学生の双方がこの共存状態を外化・意識化し，

それを再構成･統合する方向へ進むことが，“学

生の無関心さ'，という問題を生じさせない最良

の途と考えられる．

２．本研究における方法論の位置づけ

本研究は「学習者の無関心」という問題の理

解・解決を目指して行われたもので，思考や認

識に関する一般的な理論構築を目指した訳では

ない．しかし，結果として学生の認識にまで踏

み込んだ本研究が，思考や認識に関わる既存の

研究の流れに無関心である訳にはいかない．以

下では，著者が研究の過程で遭遇した課題を中

心に，考察を進める．

(1)"教育心理学･教育工学における教材

知識のダイアグラム化研究”との関連

本研究で行った風邪罹患行動のマップ化は，

表現型から見ると教育心理学・教育工学研究に

おける“概念の地図化，，と類似している．実際，

著者が本研究を開始した当初は，保健・健康に

関する認識のダイアグラム化に際して，教育情

報工学の流れを汲むISM教材構造化法５１を出発点

とした．学習に関する心理学が，刺激一反応，

強化など学習の外的側面から，学習の意味，認

識など内的側面に関心を転じて以来，学習者の

知識構造は主要な研究主題の一つとなりi)特に知

識構造を具体的に把握する試みは，例えばオー

スベル，ノバックらや佐藤隆博らの仕事|こよっ
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て広<知られている．既存の学習内容,或いは今

後学習すべき内容のいづれを考える際にも，「学

習の意味」と「認知的枠組み」が重要であるとす

るオースベルの指摘８１はノバックに受け継がれ，

学習者が持つ考えや概念の間の認知的な関連性

を表現する方法として，コンセプトマッピング

法（概念地図法）が開発・体系化された！わが

国では，佐藤隆博らによる独自の開発と応用が

進んでいるi'こうした方法は知識の階層性を前

提とするため，教師や教材の情報がトップダウ

ン的に学習のゴールを規定する学校教育の場面

では，教師のマップは学習の目標・規範の具体

化と考えられる一方，学習者のマップは規範的

マップと比較の上で正誤や達成度が評価される'''１

しかしダイアグラム化される情報が日常生活に

おける個人の行動や思考内容であり，マップが

個人の優劣や達成度ではなく，ユニークさを表

すという状況の下では，マップはまったく異な

った意味を担う．本研究のマップは，いわゆる

概念地図との表面的な類似性にも関わらず，そ

れとは別のものと考えられ，概念地図とは異な

る方向付けが必要となろう．

(2)“ParticipatoryRuralAppraisalに関

する研究の流れ”との関連

マップに表される情報が階層化された知識で

はなく，マップ自体も規範や評価尺度としての

意味を持たないとすれば，マップの意味は何だ

ろうか？本研究で最初から問題となったのは，

健康・保健・環境等に関連した日常的な知識を

いかに「当たり前なこと.ありふれたこと」と

せず，その意味を個性的に捉えるか，であった．

このために用いたのがイメージマップであり，

研究Ｂで学生たちが思考を発展させるきっかけ

になったのが，３６枚のマップで構成された事例

集であった．著者の観察によれば，学生たちは

強い興味を持ってこれらのマップを眺め，その

結果として表４，５に示した気付きに到達した．

専門家的視点からのトップダウン的なマップの

使用に比較して，本項のように学習者が自らと

周囲の状況に関連して，ボトムアップ的に認識・

イメージを形成してゆく視点はこの数年間に急

速に発展しつつあるParticipatoIymmlappIaisal（Ｐ

ＲＡ）研究に認められる．

ＰＲＡは「地域の人々が自らの生活と状況に

関する知識に洞察を持ち，知識の共有･深化･分

析を自ら行い，更に計画・行動を行うこと」の支

援を目指した接近方法の総称であるlmRapidrural

appraisal（ＲＲＡ)，Rapidassessmentprocedures

(ＲＡＰ）'2'など複数の研究・思想の流れから生

まれたＰＲＡは，1980年代における誕生から現

在に至るまで急激な展開・発展を続けているＪ１’

現在ＰＲＡが最も脚光を浴びているのは，ＮＧ

Ｏが活躍する発展途上国の農業開発に関連した

分野であるが，保健や健康の分野でも注目を集

め始めている｣ＩｌＰＲＡの最大の特徴は，その徹

底したポトムアップの発想である．通常の科学

的知見の伝搬が，分野を問わずに北の先進国か

ら南の発展途上国へと，また専門家から非専門

家へと生じるのに対し，ＰＲＡでは南から南，

南から北，非専門家から専門家というこれまで

にない方向の流れが生じているｊＩ１このＰＲＡの

動きで注目すべきは，様々な情報の洞察の深化

を目指してマップやイラスト等を用いた知識や

認識の視覚化が重視されている点である｣'１本研

究におけるマップの使用は，それが発展途上の

農村地帯における住民ではなく，医学部学生を

対象としている点でＰＲＡの主要な流れとは異

なるが，対象者からのポトムアップ的な発想の

支援を目指している点では，共通部分が大きい．

図という共通の表現様式を用いながら,健康・

教育･心理等に関連する伝統的な学問分野では，

専門家的な見地からトップダウン的に知識の構

造を解明し理論構築を目指す傾向が強いのに対

して，ＰＲＡではボトムアップ的に住民の発想

を支援し，それを何にも増して重要なものと考

える．この差は何に起因するのだろうか？

保健・健康の分野で，概念をトップダウン的

に図示する例として，すぐ思いつくのはHealth

BeliefModel131等の概念モデルである．概念モデ

ルは情報を集大成して作り上げたものであり，

一般的な傾向に関する説明力は大きい１１しかし

講義をしていて，学生が概念モデルに個人的な
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SchoolHealthEducationStudyWritingGroupの主

催によってカルフォルニア大学で開かれ')その

影響が全世界に波及したことを考えるなら，現

行の保健・健康教育の根底に，学習者の自発性

に期待する発想があることは疑いないしかし，

教育の技術的な側面に関連した理論やモデルの

急速な発展に比較して，学習者の内発性に関す

る研究は不十分である．特にわが国においては

｢自立した人格として学習者が，保健・健康に関

して展開する認識と思考の具体的な過程」に関

する研究は，例えば小倉学の仕事'8)を別にすれ

ば，あまり見当たらない．そこで本研究では学

習者の内発性に注目した．

本研究の対象は大学生であり，結果を児童や

生徒の場合に外挿して考えることは，慎重にな

されなければならない．しかし，本研究で明ら

かになった医学生の「率直だが子供っぽい」側

面も，「論理的に考え自発的に学ぶ」側面も，ル

ーツが児童・生徒の時代にあることは，ほぼ間

違いない．この時期の子供たちを一人の自立し

た人格として位置づけた上での，対話的な実証

研究が必､要とされている．

親しみや共感を覚えることは考えにくい．では

学生自身にマップを描かせれば，それが即ボト

ムアップになるかというと，それほど事は単純

でない．“描く過程を専門家が監督し，得られた

マップも専門家の判断・研究材料としてのみ意

義がある',という状況下では，トップダウン的

な視点はそのまま維持されている．

一方，この対極にあるのが，“対象者自身が自

由に描いたイメージマップ”だと考えられる．

手書きのマップは，描いた人の思考を具体的な

形として表すことが知られている』仙本研究の結

果は，マップが当事者の思考を反映するだけで

なく，それを見る人の思考にも影響を与えるこ

とを示唆するものである．マップに描かれた他

者の思考に触れる人は，そこに自分が風邪をひ

いた時の体験を重ね合わせて，発展的に物を考

えられるのであろうか？ＰＲＡの動きの中で

はこうした点に関しても，様々な試行錯誤が積

み重ねられていると考えられるが，ＰＲＡ自体

は認識の科学を目指しているわけではなく，重

点は実践に置かれているため，“図的表現による

情報の視覚化がポトムアップのコミュニケーシ

ョンを支援する過程，，については解明が進んで

いない．特に保健・健康教育分野における手書

きイメージマップの役割について早急な研究が

必要とされている．

３．今後に向けて

学習者を知識の受動的な吸収者と見なすので

はなく，学習者の自発`性に期待し，それに働き

かける方法自体は，決して新しいものではない

古くは2000年以上前のギリシャにおいて，ソク

ラテスはアテナイ市民に対し，相手を教え導く

のではなく，ただ対話の初めに問いを投げかけ

るだけの方法によって，相手に正しい理解を納

得させる試みを実践していった｣511960年代から

始まった世界的な教育改革の流れの原点となっ

たウッズホール会議（1959年）のまとめである

｢教育の過程」において，ブルーナー'６１は子ども

自身の思考の方法を尊重することの意義を改め

て強調している．その後1964年には，アメリカ

に於ける同会議の学校保健版とも言える会議が
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＜意識及び性行動に関する研究

て意識・性交欲求及びアダルトビデオー

皆川興栄*２園山和夫*３

＊2新潟大学教育学部＊3北海道教育大学（函館枝）

jousnessandSexualBehaviorofUniversityStudents

1ationofSexuallntercourseExperience

Ciousness／Desire／PomographicVideo-

Koh-eiMinagawa*２KazuoSonoyama*３
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urseexperienceismuchtalkedabout・Tbisstudywasundertaken

,cexperienccrelateswithsexualityconsciousncss（virginitypre‐

naintainigvirginityformarrige).Astheresult,thefOllowingwas
,'thoutsexualintercourseexperience・

lsexualintercourseexpcrienceｓａｉｄｔｈａｔｔｈｅｙｗｏｕｌｄｇｏａｓｆａｒａｓ

ｌｓasignificantdifference(P＜0.001）betweenthetwogroups（iｎ

tbsexualintercourseexperiencesaidthattheywouldnotbe

Fpartner,andmanyofthemsaidthattheyagreewitbpre-marital

wouldnotbeparticularaboutrequiringvirginityoftheirmarTige

ualintercourseexperiencesaidtheyhavesexualdesire，which

hosewithandwithoutsexua］intercourseexperience・Ｔｈｅｒｅｗａｓａ
ｉｎｅｉｔｈｅｒｃａｓｅｏｆｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａ１ｅｓ・

llintercourseexperiencehavepreviouslywatchedpomograpbic

ltdiference(P＜0.001)formalesandfemales．

rcourseexperience,sexualityconciousness・pomograbic

ノersitystudents

火，性交意識，アダルトビデオ，大学生

向にあるといわれている．さらに，それらの性

行動の特徴として低年齢化と日常化９１女子の積

極化７１が指摘されている．

これらの性意識や性行動の開放化・自由化の

背景は，第一に，「性革命」ともいわれる性に

めに

性行動調査'-51による

（となり，また，性的

姥〃゛積極的で自由化傾ｏリ

グ」


