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せて子どもの安全を確保するという考え方では

なく、学校・家庭・地域が連携して守っていくこ

とを目指している石川県野々市町の事例や、「制

携帯」を導入し、「危険なものであるから規制す

る」という流れに異議を唱える須磨学園の事例に

ついて確認した。  

 また、中学校では平成 24 年度から全面実施さ

れている学習指導要領における情報教育の取り

扱いについて確認した。特に「情報モラル教育」

について、その必要性の高まった背景について整

理し、学習指導要領における位置づけについて確

認した。  

 
第三章  中学校教員の持つメディアへの問

題意識と実態―北九州市を事例と

して―  

本章では、北九州市を事例として、同市の公立

中学校を対象にアンケート調査、また同市中学校

教員にインタビュー調査を行い現状とその対応

について整理し、その課題について考察した。ア

ンケート調査において、北九州市においては原則

的に学校への持ち込みを禁止するという方針を

とっていることが分かり、メディアの利用に関す

る家庭でのルールづくりへの取り組みの不十分

さ、教員の教科活動における情報モラル教育の関

心の薄さが浮き彫りになった。  

家庭におけるメディアの利用に関して、北九州

市 PTA 協議会で推進されている「スマホの電源１

０時オフ」等について、約半数の学校でしか生徒

や保護者に対する周知への取り組みが行われて

いないことが明らかになった。北九州市全体での

取り組みが生徒や保護者に十分伝わっていない

という課題があることを示唆することができた。 

また、諸問題に対する対応として、教科内での情

報教育を挙げている学校は約１割程度で、その内

容は道徳や技術での指導にしか言及しておらず、

新学習指導要領の意向が反映されていないとい

う結果となった。回答者が北九州の公立中学校の

生徒指導担当教諭という限定された範囲ではあ

るが、情報モラル教育への関心の低さという課題

があることを示唆できた。  

これだけのメディアが氾濫している状況にお

いて、「危険なものであるから規制する」という

ような手法は通用しなくなってきており、現状の

一律に規制する対応が必ずしも生徒がメディア

と適切に接することへつながるとは言えないこ

とが分かった。現状としては特に携帯電話・スマ

ホに関しては、規制への動きが強い傾向にある。

規制を強めるよりも、子どもたちが適切にメディ

アと付き合うことができるように学習させるこ

とに重点をおいていくべきだということを示唆

することができた。  

 

終章  本論文の成果と課題  

本論文の成果として、一点目は教員の教科活動

における情報モラル教育への関心の低さについ

て、指摘することができたことである。二点目は、

各地で行われている PTA や自治体の取り組みに

関して、北九州市では学校の協力が得られている

のは半数であったことから、その不十分性につい

ての課題を示唆することができた点である。  

また、本論文の課題について、一点目はメディ

アから受ける影響として、負の側面にばかり着目

したことで、良い影響については言及できていな

いことである。二点目は、インタビュー調査が一

人の生徒指導担当教諭にしか実施することがで

きず、子どもがメディアを利用することから受け

る「悪」の面に偏ったインタビュー調査となって

しまった点である。子どもたちがメディアから受

ける影響について、多角的な視点で考察できるよ

うな調査を行うことを今後の課題とする。  
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【概要】  

 
序章  本論文の目的と方法  

本論文では、 2013 年 11 月 29 日の学校教育法

施行規則の改正により、代休を伴わずに土曜日な

どに授業を行うことが出来るとして始まった「土

曜授業」に焦点を当て、その現状における課題を

明らかにし、今後の展望について考察することを

目的とした。  

 家庭と地域の中で、子どもが体験的な活動を行

い、豊かな心や生きる力を育むことを目的として、

学校週 5 日制は 1992 年から始まった。しかし民

間のスポーツクラブに通える子どもや１日中テ

レビゲームをして過ごす子ども、地域の行事に参

加できる子どもと出来ない子ども等、休日の過ご

し方について家庭や地域による格差が生まれて

いる現状がある。けれども、文部科学省が 2013

年行った「公立小・中・高における土曜授業等に

関する調査」によると、土曜授業を実施した小・

中学校は 1 割にも満たなかった。そこで土曜授業

の目的を整理し、アンケート調査とインタビュー

調査によって、土曜授業を行うことを困難にさせ

る理由を探ることで、今後の土曜授業の改善に寄

与できる点に研究の意義を有している。また、本

論文で用いる「土曜授業」とは、「児童・生徒の

代休を伴わないもの」を指す。  

 

第一章  新土曜授業導入に至る経緯と動向  

本章では、土曜授業が必要とされる理由を探る

ことを目的とし、学校週 5 日制の課題とされる

「家庭・地域の教育力の低下」、「体験活動の機会

の減少」の 2 点に言及した。また課題の一つとさ

れる学力低下について、その論拠の曖昧さを示し

た。  

 始めに文部科学省が行った二つの調査（ 2001

年「家庭の教育力再生に関する調査研究」、 2006

年「地域の教育力に関する実態調査」）から、家

庭と地域の教育力の低下を感じる保護者の割合

が多いことを取り上げた。家庭・地域の教育力低

下を実感する理由を整理し、学校週 5 日制では土

曜日ならではの活動が十分に行われていない地

域があること、あるいはその効果が感じられてい

ないことを確認した。土日に過ごす主な場所が屋

内であったり、身近な自然体験をしたことがなか

ったりする子どもたちが増加している背景をま

とめた。  

次に、授業時間削減が学力低下をもたらしたと

する指摘について取り上げた。学力の定義を整理

し、学力向上が土曜授業の第一目的ではないこと

を確認した上で、その目的を整理した。  

 最後に、序章で述べた文部科学省が 2013 年に

行った調査の結果から、土曜授業についての全国

的な動向をまとめた。土曜授業に対して慎重な姿

勢を見せる自治体が多いことに言及し、その中で

土曜授業の基本方針を策定した市区町村教育委

員会を取り上げ、動向についての考察を行った。 

 

第二章  アンケート調査から見られる特色  

本章では、福岡市の小・中学校の土曜授業にお

ける現場の現状と傾向を分析し、明らかにするこ

とを目的とした。そのための方法として、「学校

公開週間」に土曜授業を実施した福岡市の小・中

学校に対してのアンケート調査（回収率 52％）

と、小学校校長と福岡市教育委員会の土曜授業担

当者の方に対してインタビュー調査を行い、その

結果を示し分析を行った。  

アンケートの回答では、特に「土曜日に行う授

業の内容」「今後の土曜授業実施の賛否」「賛否の

理由」「土曜授業の成果」「コーディネーターの活
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用」の 5 点に着目し、各学校の意見を取り上げ、

整理した。アンケート調査とインタビュー調査か

ら得られた現場の意見と、インタビュー調査で得

られた行政の意見の両方を参考にしながら、土曜

授業の現状についての考察を行った。このアンケ

ートからは、土曜授業を今後も定期的行っていく

ことに反対である小・中学校が半数を超えるとい

う結果が出ている。その理由としては、教職員の

休み確保への懸念、定着した学校週五日制の流れ

を打ち破ることへの不安と抵抗等であることが

明らかになった。  

 

第三章  新土曜授業の課題と展望  

本章では、第二章で挙がった課題を整理し、今

後の土曜授業の展望について考察することを目

的とした。  

土曜授業の課題としては、「教職員の休みの確

保」、「地域行事との重なり」、「コーディネーター

の活用」、「目的意識の共有」の 4 点を挙げて考察

をした。  

「教職員の休みの確保」については、平日の勤

務時間が労働基準法で定められているものより

遥かに長い問題と、土曜授業の振替休日を取るの

が難しい現状について指摘した。  

「地域行事との重なり」については、学校週五

日制に伴って公民館行事等に力を入れた地域で

は、土曜授業を行うことがかえって妨げになる、

あるいは行う必要性を感じないことについて言

及した。  

「コーディネーターの活用」については、文部

科学省が土曜授業の充実のために土曜教育コー

ディネーターを取り入れることを推奨している

にも関わらず、アンケートでその認知率が非常に

低かったことを指摘した。負担増への懸念から土

曜授業を否定する前に、教職員の負担軽減に貢献

できる可能性を持つコーディネーターの利用の

必要性について述べた。  

「目的意識の共有」では、アンケートから土曜

授業の目的や必要性を理解してない学校が多い

ことが明らかになったことから、目的意識の共有

の必要性について述べている。  

土曜授業の展望として、学校・地域・家庭の三者

の役割について考察した。三者の連携の重要性が

指摘される中、「連携の機能的段階」（佐藤 2006）

について言及した。また三者に共通する重要な前

提を達成した後にそれぞれの役割を明らかにし、

役割を果たすことの重要性を述べた。  

 

終章  本論文の成果と課題  

本研究の成果として、以下の 2 点が挙げられる。

一つ目は、各学校のアンケート調査の結果の分析

を行ったことで、より具体性をもった土曜授業を

継続的に行っていく上での課題を明らかにした

ことである。また、教育委員会のインタビュー調

査により、二つ目は、家庭・地域・学校の三者連

携の重要性を述べた上で、連携をする以前に各々

の分担された役割の重要性を唱え、その役割内容

について分類を行った点である。  

 本研究の課題は、調査対象が狭かったことであ

る。調査対象を広げることで、より一般化された

結果が得られ、多角的な分析が可能であったと考

えられる。二つ目は土曜授業の成果について、学

校と地域の関係性にのみ対象を絞ったために、子

ども自身の変化や成果について具体的に明らか

に出来なかったことである。  
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