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Ⅰ　はじめに

　近年，「小一プロブレム」と呼ばれている
問題がある。鳥井（1）は小一プロブレムにつ
いて「就学前に基本的な生活習慣が身に付か
ないまま入学すれば，授業中に立ち歩いたり
おしゃべりを始めたりして授業が成り立たな
くなる。自分が主役という意識を持つ子供が
多い。人の話を聞くより，自分の話をしたが
る。約束が守れず友人関係がうまくいかない
など，自己主張が強く協調性が欠けている」
と説明している。酒井（2）は「小学校入学時

の子どもたちの集中力が続かない，嫌なこと
があるとすぐに友達に暴力を振るうなどの小
一プロブレム問題がしばしば指摘されてい
る」と述べている。小一プロブレムとは，幼
稚園・保育園から小学校に入学してきた子ど
も達が小学校一年生の教室で落ち着きがな
かったり，自分勝手であったりして，学級集
団として落ち着いて様々な学校教育活動に取
り組むことができないという問題である。具
体的行動としては，椅子に座っていることが
できない，先生や友達の話を聞くことができ
ない，小さなトラブルがきっかけですぐに殴
る蹴るなどの暴力をしてしまう，自分の思い
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通りにならないと機嫌が悪くなる，教室から
出ていってしまうなどである。これは単に小
学校に慣れていない事などから少し落ち着き
がないというような小さな問題ではない。小
学校 6年間での教科学習の理解，心情面の
成長など学校教育活動全ての学びの質に関わ
る大きな問題と捉えるべきである。
　この小一プロブレムには，様々なことが関
連しており，一つの要因のみによって起こっ
ているものではないと考えられている。学級
の中に軽度発達障害の子どもが複数人数いる
ケース，いすに座る・話を聞くなどの基本的
な学習態度の習得状況の低いケース，幼稚園
と小学校との違いに戸惑いうまく適応できて
いないケース，環境ホルモンなどの影響で脳
に変化が見られるなど様々なことが関連して
いると考えられる。
　小学校における一年生の学級編成は子ども
の状況を十分に把握できた上で行われている
訳でない。就学時検診や幼稚園・保育園と小
学校の情報交換は行われているが，それらが
十分機能していない場合もある。杉山ら（3）は，
以前と比べ幼保一元化に向けて，幼稚園と保
育園の差は解消されつつあるが，幼稚園・保
育園と小学校の段差は拡大されている。解決
の方策としては，子どもの内面に目を向け，
子どもの視点から問題解決の方策を探ってい
く必要があると述べている。幼稚園・保育園
と小学校の段差とは，主に学習スタイルの違
いなどである。そういったことへの対応とし
て，小学校入学前の半年と小学校入学後の半
年を一体としたプログラムが考えられてい
る。しかし，社会状況の変化などもあり，段
差でとまどい，トラブルを起こす子どもが見
られるようになっているのが現状である。
　小一プロブレムは小学校一年生の学級にお
ける学級崩壊の状態と捉えることができる。
小学校における学級崩壊は，高学年でよく起
こる担任への反発から学級が乱れていくタイ
プと低学年でよく起こる自分勝手やわがまま

な子どもに振り回され学級がまとまらないタ
イプで分けることができる。小一プロブレム
は，低学年に起こるタイプに当てはまってお
り，小学校高学年から中学校で起こるような
荒れとは質が異なっている。小学校のシステ
ムなどに馴染めない子どもが勝手な行動をと
り，それをきっかけとして他の子どももそれ
に従っていってしまうという状況である。田
中（4）は，「指導方針，体制の違う幼稚園，保
育園から入学してきた子どもたちが，入学し
た途端に各自の席について一斉授業を受けな
ければならないというのは，子どもにとって
大きなストレスである。幼稚園・保育園と小
学校の段差をもう少しゆるやかにする必要が
ある」と述べている。幼稚園・保育園と小学
校の段差に限らず，違いや変化は子どもに
とって育ちのきっかけである。少し難しい課
題に対し，真剣に取り組み，それを解決して
いく中で，子どもの育ちがある。幼稚園・保
育園と小学校の段差に関して，現状では，「育
つ」よりも「対応できない」という子どもが
見られ，それが学級全体へ影響を与えるよう
になってきた。幼稚園・保育園と小学校との
違いがストレスとなり，それが外側に表れて
きた場合は，小一プロブレムにつながるよう
な行動の荒れにつながり，内側に表れてきた
場合は，不登校などにつながっている。中で
も，幼稚園・保育園と小学校との間に存在す
るさまざまな段差は，小学校に入学したばか
りの子どもに強い影響を与えている。
　鈴木（5）は，幼稚園・保育園から小学校に入
学する際の幼稚園・保育園と小学校の学校間
の違い，そしてそれに伴う子どもの感じる不
安は，クラスの状態をよく表しており，小一
プロブレムの原因の一つであるとしている。
その学校間の違いの中でも大きなものが，学
習スタイルの変化である。幼稚園・保育園で
は，椅子に座り，机を使い，黒板を用いた学
習を行うことはあまり多くない。逆に小学校
はそのほとんどの時間を椅子に座り，机を使
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い，黒板を使って学習を行っている。その違
いに戸惑う子どもも少なくない。
　今回，小学校が対応することのできる方策
として「授業方法の工夫」という点に着目し
て研究を行った。幼稚園・保育園から小学校
への過渡期の子ども達が，小学校の生活に慣
れること，落ち着いた学級集団を作ることな
どを目的として活動に取り組んだ。幼稚園・
保育園と小学校の段差において，学習スタイ
ルの違いに慣れ，不適応を起こすことなく，
よい学びの機会となることを目指した。具体
的な活動としては，小学校一年生が生活科に
おいて自分達が普段過ごしている公園にいる
生き物を題材にして，様々な活動に取り組ん
だ。生活科については，学習指導要領におい
て小学校学習指導要領解説「生活編」（6）の中
で，生活科の教科目標の趣旨を次の５つを挙
げている。
　①具体的な活動や体験を通すこと
　② 自分と身近な人々，社会及び自然とのか
かわりに関心をもつこと

　③ 自分自身や自分の生活について考えるこ
と

　④ 生活上必要な習慣や技能を身に付けるこ
と

　⑤自立への基礎を養うこと
　今回の活動は，特に①，②に関わっている。
　公園という場所は幼稚園・保育園の子ども
にとって馴染みの深い場所である。幼稚園，
保育園は，小学校と比べ大きな園庭を持たな
いことが多い園も多く，近隣の公園を様々な
活動で利用していることが多い。幼稚園・保
育園から小学校への接続の時期である一年生
の学習においては，そういった施設を使って
いくことで，子どもが違和感なく学習に取り
組めるようになると考えられる。子どもに
とって身近な存在である公園での活動の中
で，自然と関わり，様々な人と関わっていく。
学校外での活動を取り入れながらも，学習の
成果を教室内に掲示し，子どもが意識するこ

となしに教室内での学びに馴染むような活動
を計画した。
　そして，子どもが不安に思っていることの
変化や子どもの作文をもとに，小一プロブレ
ムを起こしにくくするための授業方法の工夫
などを明らかにしていった。

Ⅱ　授業の概要

　横浜市にある公立小学校の一年生の一学級
（28名　男子 15名　女子 13名）を対象に
実践を行った。生活科の学習での公園遊びの
中で公園にいる生き物（植物や動物）を観察
し，小さな画用紙に描いた。それらの絵は教
室の壁に作ったスペース「しぜんとあそぶ」
（1m× 3m）に掲示した（写真 1参照）。公
園に行くたびに絵を描き，壁の掲示が増える
ようにした。
　また，季節の変化に応じて，掲示を作り替
えた。掲示は四季に合わせ，春（平成 18年
5月から 6月），夏（平成 18年 6月から 9
月），秋（平成 18年 9月から 11月），そし
て冬（平成 18年 11月から平成 19年 2月）
と貼り替えた。前の季節の掲示はそのまま教
室の壁の上部に貼り，それまでの活動の様子
が見て分かるようにした。その活動を平成
18年 5月から平成 19年 2月まで断続的に
取り組んだ。その他，生活科の学習で，遠足
（平成 18年 11月），学習発表会（平成 18
年 12月）へも取り組んだ。
　活動後には，活動を振り返る作文を書いた。
　その後，アンケートや活動後の子どもの作
文をもとに，小一プロブレムを起こしにくく
するための授業方法などの検討を行った。
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Ⅲ　実践の経過

１．しぜんとあそぶ①「春から夏への活動」
（10 時間）

（1）公園での活動（9時間）
　桐畑公園　（6月 16日　雨　　1時間）
　高島山公園（ 6月 22日　晴れ　2時間）
　　　　　　（6月 26日　曇り/雨　1時間）
　反町公園　（6月 29日　晴れ　2時間）
　台町公園　（7月 5日　雨　1時間）
　　　　　　（7月 12日　晴れ　2時間）
　学校の近隣にある桐畑公園へ行き，そこで
気に入った葉を一人一枚取ってきた。その葉
を教室でクレヨンなどで丁寧に描いた後，「し
ぜんとあそぶ」スペースの木に貼った。
　また，高島山公園には，木登りに手頃な木
があり，多くの子どもが楽しそうに木登りに

取り組んでいた。木登りが初体験の子どもも
おり，苦労しながら取り組んでいた。木登り
の経験がある子どもがコツを教えるなど，互
いに助け合って木登りをしていた。初めて
登った木の上での「木の上って気持ちが
いー！」と声を出す子どもの姿も見られた。
　学区で一番大きな反町公園には，水辺（池
や噴水など）があり，そこに生息している生
き物の観察をすることができた。「しぜんと
あそぶ」スペースに新たに池を作り，観察す
ることのできたアメンボなどの水辺の生き物
を貼り付けた。
（2）公園以外の活動（1時間）
　7月 3日の授業中に「昆虫の体はどうなっ
ているの？」という発言があった。そこで，
皆で図書室へ行って，図鑑などで確認した。
図書室の使い方の勉強をしたすぐ後だった。
日ごろ，公園などで昆虫などを観察している
が，動いているものもあり，じっくりと観察
することができていなかったようである。そ
れぞれの子どもが自分の興味のある生き物に
ついて，形態や暮らし方などについて調べて
いた。

２．しぜんとあそぶ②「夏から秋への活動」
（9時間）

（1）公園での活動（8時間）
　高島山公園　（9月 21日　晴れ　1時間）
　　　　　　　（9月 28日　晴れ　1時間）
　台町公園　　（9月 28日　晴れ　1時間）
　沢渡中央公園（10月 3日　晴れ　2時間）
　　　　　　　（9月 7日　晴れ　1時間）
　幸ヶ谷公園　（10月 13日　晴れ　2時間）
　どんぐり拾いを主目的として高島山公園を
訪れた。どんぐりという共通の話題で，色々
な形で自然や周りの友達と関わりを持ってい
る姿が見られた。
　台町公園では，公園の内の隅々まで探した
が，どんぐりのなる木を見つけることができ
なかった。その結果，放課後にそれぞれの子写真２　木に一人一枚葉を付けた

写真１ 　教室の廊下側の壁にある「しぜんとあ
そぶ」スペース
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どもがどんぐりのなる木を探して，その後，
全員でどんぐりを取りに行くということに
なった。
　子どもからどんぐりがあるという情報が寄
せられた沢渡中央公園を全員で訪れた。どん
ぐりのなる木は 1本だけ見つかった。拾え
たどんぐりの数は少なかったが植えてある樹
木の種類が多く，それに注目している子ども
がいた。
　学区外にある徒歩 10分で行くことのでき
る幸ヶ谷公園へ行った。そばにある幼稚園に
通っていた子どもの案内で公園を散策した。
ある子どもが今までにない種類のどんぐりを
発見し，喜んでいる姿が見られた。
（2）公園以外での活動（1時間）
　10月 20日に今まで拾ってきたどんぐりの
整理をした。クラスの子どもが「種類調べ・
枝からどんぐり取り・どんぐり洗い・種類分
け」の 4グループに分かれ，活動した。種
類調べの子どもが図書室でどんぐりの見分け
方についての本を見つけてきたことで，今ま
で拾ってきたどんぐりの種類が分かったもの
があった。いくつかのどんぐりは，形からで
は種類を判別することができず困っていたと
ころ，「本に書いてある葉っぱの形から調べ
ると分かるよ」という発言で全員で葉の形を
調べに再度公園に行くこととなった。
　また，親や兄弟の協力で，家のパソコンを
使ってどんぐりの種類分けについて資料を
持ってきた子どももいた。それらの資料は，
印刷し，全員に配布し，教室の壁にも掲示し
た。

３．しぜんとあそぶ③「秋から冬への活動」
（10 時間）

（1）公園以外の活動（11月 1日～6日　3
時間）
　今まで 2,000個近くのどんぐりを拾ってき
たので，その活用法について全員で考えた。
活用法としては，人形作り，コマ作り，アク

セサリー作り，ボーリング，どんぐり笛作り，
どんぐりつかみなどが出てきた。
（2）野毛山公園遠足（11月 17日　5時間）
　学年全体で横浜市西区にある野毛山動物園
および野毛山公園へ行った。動物園では，ト
ラ，ワニ，キリン，クジャクなどの大きな動
物を見学し，テンジクネズミ（ハムスター），
ひよこなどを実際に手にとって触れ合った。
また，動物園の隣にある公園では，学区の公
園にあるどんぐりとは違った種類のどんぐり
を多数発見し，拾っていた。
（3）反町公園（11月 20日　2時間）
　横浜市環境創造局北部公園緑地事務所と共
同で，反町公園の花壇への球根植えを行った。
直径 10mほどの円形のスペースに各色の
チューリップの球根数百個を植えた。

４．文化祭「学校フェスティバル」（17 時間）
（1）文化祭「学校フェスティバル」につい
て
　文化祭は，模擬店やお化け屋敷のあるよう
な文化祭ではなく，学習発表会の要素を多分
に含んだもので，1年生は生活科の学習を生
かして「どんぐり」をテーマにして取り組ん
だ。
（2）準備の活動（11月 21日～12月 7日 7
時間）
　クラスを解体して，学年として取り組んだ。
「ものつくり，ゲーム，アクセサリー」の 3
つのコーナーに分かれて活動を進めた。
（3）文化祭当日（12月 8日～9日　10時間）
　2日間に渡って行われた。1日目は，金曜
日で，来場者は多くなかった。2日目は，土
曜日で，家の人や地域の人など多くの来場者
があった。
　子ども達は，教室内で，お店屋さんのよう
な形で，客に接した。今まで集めたどんぐり
を活用して「ものつくり，ゲーム，アクセサ
リー」の 3つのコーナーを作った。
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（4）子どもの作文から
　活動について子どもが書いた作文の例を以
下に示す。作文①では人との関わり，工夫，
活動への意欲，作文②では人との関わり，工
夫，活動への意欲など，活動を通じて子ども
が確かに育っている様子を見ることができる。

　 　ぼくたちは，どんぐりでつくったしょく
ぶつたんとうでした。学校フェスティバル
がちかいのに，かんがえたのがぜんぶしっ
ぱいさくで，大へんでした。いえにかえっ
て，おかあさんといっぱいかんがえて，か
んたんで，だれでもつくれるものをみつけ
ました。それは「キノコ」です。つくりか
たは，まるいかみにキノコのもようをかい
て，ボンドをつけて，キノコのぼうしをつ
くります。それからどんぐりにかおをかい
て，キノコのぼうしをどんぶりにくっつけ
てできあがりです。とうじつ，キノコをつ
くった人が「かわいい」といってくれて，
うれしかったです。みんながやってくれて
うれしかったです。２年生になったら，い
いものを見せたいです。…作文①

　 　きょうしつでどんぐりのボーリングのお
みせをやっていると，おきゃくさんがいっ
ぱいきました。たとえば，六年生だったり，
おかあさんとおとうさんだったり，いろい
ろな人がきて，大はんじょうでした。ほん
とうにうれしかったし，たのしかったし，
おもしろかったし，すごくよかったです。
らい年の学校フェスティバルは，今年の学
校フェスティバルをいかして，さらにうえ
をめざししたいです。たのしく，おもしろ
く，うれしい学校フェスティバルにしたい
です。…作文②

５．しぜんとあそぶ④「冬から春への活動」
（4時間）

（1）公園での活動
　桐畑公園　（1月 23日　1時間）
　高島山公園（1月 23日　1時間）
　反町公園　（1月 25日　2時間）
　1月 23日には，約 2ヶ月振りに皆で高島
山公園，桐畑公園を訪れた。ある子どもが以
前はあった草や葉が無くなっている事に気付
き，「なんだか，こうえんがずいぶんすっき
りしているなあ」と発言していた。また，桜
の木の枝に小さなつぼみを見つけた子どもも
おり，小さな春を全員で感じていた。
　1月 25日には反町公園を訪れた。11月
20日に植えたチューリップの球根の様子を
観察した。子ども達は，小さな芽が出ている
のを発見し，歓声をあげる子どもが見られた。

６．活動のまとめ（2時間）
（1）活動のまとめ（2時間）
　1月 26日に一年間の活動のまとめを行っ
た。それまで訪れた公園や取り組んできたこ
と，掲示物（植物や昆虫の絵が貼ってあるも
の，写真 1）についてなどを振り返り，作文
を書いた。
（2）子どもの作文から
　先の 4（4）と同様，子どもが書いた作文の
例を示す。作文③では自然の変化への気付き，
活動への意欲，作文④では人との関わり，活
動への意欲，作文⑤では人との関わりなど，
子どもの育ちの様子がうかがえる。

　 　こうえんではへんかを見ました。たとえ
ば，どんぐりがどうなっているかとかまえ
見た木がどうなっているかとか，いろいろ
なことをしらべたり，あそんだりしてとて
もたのしかったです。わたしはこうえんに
いくのが大すきなので，毎日いけるといい
なあとおもいます。…作文③
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　 　反町こうえんではチューリップのきゅう
こんをうえました。なんか月かしてから見
てみたら，めが出ていました。よかったで
す。はるがたのしみです。はるにきれいに
さいていたらうれしいです。いろいろな人
にみてもらえたらすごくありがたいです。
…作文④

　 　反町こうえんへいきました。そして小さ
い子にあいました。1才の子なのでとても
小さい子です。わたしがだっこしてあげた
らとてもよろこんでいました。だっこして
あげようとするとすぐに手をだします。か
わいいです。そして，学校へかえるじかん
になってしまったので，手をふるとないて
しまいました。…作文⑤

Ⅳ　アンケート結果

　一年生 28名に対して質問紙法でアンケー
ト調査を行った。4月（入学前）と 9月の 2
回にわたって行った。内容は，小学校で不安
に感じることについて質問した。項目は「勉
強，遊び，食事，先生，友達，教室，校庭，
掃除，運動，通学」とし，「たくさんちがう・
すこしちがう・おなじ」からあてはまる項目
について，○をつけるよう求めた。
　入学前，9月に不安に思っていることにつ
いて，表 1に示した。入学時点では，通学（18
名：66％），給食（17名：63％），友達（16名：
59％），国語の勉強（13名：48％），休み時
間（13名：48％）などに不安が多く見られ，
運動（9名：33％）や掃除（6名：22％）に
ついての不安は少ない。9月の時点では，通

学（14名：52％），友達（14名：52％），給
食（10名：37％）などに不安が多く見られ，
先生（4名：15％），国語の勉強（5名：
19％），運動（5名：19％）については不安
が少ない。
　入学前と 9月を比較すると，12.7から 8.0
へと全体としての数が減っている。また，個
別に見ると，学習に関する項目（国語の勉強，
算数の勉強など）で，不安だと感じている子
どもの数が大きく減っている。

Ⅴ　考察

１．「公園あそび」導入の意義
　生活科は，今回の実践のように，動きのあ
る活動を中心とした学習である。子ども達は
比較的，戸惑いが少なく，取り組むことがで
きる教科である。
　作文①②④⑤にあるように，教室にいるだ
けではなかなか関わることが難しい様々な人
との関わりからの学びがある。教室内での限
られた人との関わりでなく，地域の大人や公
園で遊んでいる乳幼児など様々な人と関わる
ことができていた。そういった中で，年上の
人に対して，また年下の人に対しての接し方
の違いなどを実体験の中で学ぶことができて
いた。また，作文①②③④にあるように，さ
らに活動に取り組んでいく意欲を持つことに
つながっていた。活動への意欲は全ての学校
教育活動のもととなるものである。教師側が
どれだけよいプログラムを組んだとしても，
子どものやる気がなければ，いい学びを得る
ことは難しい。これら以外にも，作文③にあ
る自然の変化への気付きや作文①②にある工

表１　一年生が不安に感じていること（回答者 28 名）

単位（人） 平均 通学 給食 友達 国語の
勉　強

休み
時間 先生 その他

の勉強
算数の
勉　強 運動 掃除

入学前 12.7 18 17 16 13 13 12 12 11 9 6

9月  8.0 14 10 14  5  8  4  7  6 5 7
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夫など，様々な育ちが見られる。子どもたち
はそういった活動を繰り返す中で，人と上手
に関わる方法を学ぶことができると考えられ
る。
　表 1にあるように，入学前と 9月におけ
る子どもが感じている不安とを比べると，掃
除を除く全ての項目で不安だと感じている子
どもの数が減っている。学習に関する項目で
の不安に思っている子どもが大きく減ってい
る。学習スタイルの違いから小学校生活に馴
染めないケースが見られる。今回の実践の様
な生活科の授業が幼稚園・保育園から小学校
への学習の橋渡しの役割となるであろう。
　今回の取り組みは，子どもが慣れ親しんで
いる自然（都会における公園）の中での遊び
を通じて，子どもが自由な探求や調べ学習を
行った。子ども達は，活動の中で，親しみ，
好奇心を持ち，そういったことの繰り返しの
中から，気づきが生まれてきた。生活科のね
らいにある具体的な活動や体験の中から，自
分と自然とのかかわりに関心をもつことにつ
ながっていた。
　また，生活科の学習に，学校外の活動を取
り入れながら，学習の成果を教室の中にある
「しぜんとあそぶ」スペースに掲示すること
で，一年生の子どもが教室内での学びに馴染
む工夫がされていた。先にも書いたように，
幼稚園・保育園から小学校へ変わった際に教
室での学びになかなか馴染めず，それがきっ
かけとなって学級のまとまりがなくなってな
くなってしまうケースが見られる。今回の活
動は，子どもが虫や植物に夢中になり，また
それらを紙で作ることに夢中になることで，
自然に小学校の教室，そして小学校の学習ス
タイルに慣れていっている。このように一年
生の子ども達が，夢中に活動に取り組む中で，
幼稚園・保育園と小学校の段差を自然に越え
ていくことが望まれる。

２．「授業の楽しさ」について
　子どもの作文にもあるように，多くの子ど
もが今回の活動を楽しいと捉えている。作文
の内容から子どもの楽しさの意味について調
べると，「喜び」，「期待」，「驚き」，「工夫」
などが挙げられる。それらはどれも子どもの
学ぶモチベーションの高さに関わってくるも
のである。授業が魅力的であることは，学級
を経営していく上でとても大事なことであ
る。子どもの状態（学校間のギャップを感じ
ている，落ち着きがないなど）がどの様であ
れ，担任がその子ども達を引きつける魅力の
ある授業を行っていけば，良い学級集団を
作っていくことができる。作文①にあるよう
に子どもが学校の授業を「大すき」で「たの
しかった」と思えるような授業を教師は行っ
ていくことが切に求められる。そうした活動
の積み重ねが，学級へ良い影響を与えていく。
先に挙げたような様々な問題がある小学校一
年生の学級集団であったとしても，繰り返し，
子ども達が意欲的に取り組める活動を繰り返
していくことで，問題の解決につながってい
くと考えられる。

３．小一プロブレムの起こりくい授業につい
て
　上で述べた通り，授業に「教室内での学び
に馴染む工夫があること」，「活動（動き）が
あること」，「活動に楽しさがあること」など
があることが，小一プロブレムを起こりにく
くすると考えられる。これらの要素が授業に
含まれていることで，集団（学級）と個人の
両方の育ちが期待できる。まずは個が育つこ
とが大事である。小学校一年生という集団で
は　個が育つことで集団が育ち，集団が育つ
ことでさらに個が育つことができる。このよ
うに集団と個が互いに影響を与えながら成長
していくことが小一プロブレムを起こりにく
くする大事な要素である。
　小一プロブレムは，様々な要因から起こる
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とされている。しかし，今回の実践の様に教
師が小一プロブレムを強く意識した学習を繰
り返し行っていくことで，問題を起こさせな
い，または，問題を小さくさせる可能性があ
る。小一プロブレムの対応として，学校での
工夫，家庭での工夫などが考えられる。今回
の実践のような授業方法の工夫を行っていく
ことは，学校がとることのできる有効な手段
である。
　課題としては，学級における教師と子ども
の関係は複雑に関わっており，一つの実践の
みで子どもが変わっていくものではない。子
どもの感じている不安の減少などが，今回の
実践の影響のみで変化していったものではな
いと思われる。条件の整理など更なる研究を
続けていく必要がある
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