
 

 1 

第３巻 第２号 美術による学び   日本・美術による学び学会誌  

 

小学校における刃物の扱いの実態 

ケガの原因と安全指導に関する一考察 
 

冨田 晃＊  

弘前大学＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      〈キーワード〉 小学校図画工作、刃物教育、材料や用具、実態解明、ケガとの関係                 

小学校における刃物の扱いに関するアンケート調査をおこない 1,196 人

から回答を得た。集計、分析の結果、小学校における刃物の扱いの実態

に特段の地域差は認められないこと。戦後時代とともに変化してきたこ

と。その変化は、社会の変化と強く関係している一方で、学習指導要領

とはあまり関係していないこと。刃物によるケガの発生頻度は、児童の

日常から刃物を遠ざけたことに伴って高くなったこと。刃物によるケガ

が図画工作嫌いの児童を生じさせる一因になっていること。刃物による

ケガの一因に教科書が示す「おかしな教え」があることなどが明らかに

なった。今後の課題は、安全指導の適切化と、刃物への責任感を育む教

育をいかにおこなうかである。 
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1．はじめに 

1-1．目的 

本研究の目的は、これまで知られることのなかった、小学校における各種刃物の扱いに関す

る地域別、世代別、そして、ケガに関するデータを得て、それを集計、分析、考察することに

より、これまでの実態を整理し、今後の課題を明らかにすることである。 

人間は、とおく石器時代から手に刃物をもって食料を得たり、生活に必要なものをつくった

りしながら、その生を営んできた。哲学者ベルクソン(1859-1941)は人間を「ホモ・ファーベ

ル」(工作人)と定義した１。刃物は、ものを作るための基本的な道具であるとともに、自他を

殺傷しうる凶器にもなる。便利さと危険性を合わせ持つ刃物を、子どもに、いつどのように教

えるべきかは、人間の成長を考えるうえで、重要なテーマだ。こうした刃物教育は、小学校の

教科では、主に図画工作科での活動を通じておこなわれている。 

日本の教育課程は文部科学省が作成する学習指導要領によって定められている。現行

2017(平 29)年版小学校学習指導要領図画工作編(以下、指導要領)の「内容の取扱い」に、ど

の学年でどの「材料や用具」を扱うか示めされている。 

 

材料や用具については、次のとおり取り扱うこととし、必要に応じて、当該学年より前の

学年において初歩的な形で取り上げたり、その後の学年で繰り返し取り上げたりすること。 

ア 第 1 学年及び第 2 学年においては、土、粘土、木、紙、クレヨン、パス、はさみ、の

り、簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用いること。 

イ 第 3 学年及び第 4 学年においては、木切れ、板材、釘、水彩絵の具、小刀、使いやす

いのこぎり、金づちなどを用いること。 

ウ 第 5 学年及び第 6 学年においては、針金、糸のこぎりなどを用いること。 

 

指導要領には「最低限教えるべき教育内容」が記され、そこに示される「材料や用具」は、

当該学年で使うことが必須とされている。また、文部科学省は、現行の指導要領改訂に際して、

ウエブサイト「図画工作科で扱う材料や用具」２を立ち上げ、用具への理解を図っている。 

現行の指導要領があげる「材料や用具」のうち刃物は、低学年のはさみ、簡単な小刀類(カ

ッターナイフ等)、中学年の小刀、のこぎり、高学年の糸のこぎりである。 

筆者が居住する青森県の小学校教員(現役および OBOG)10 名ほどからお話を伺ったところ、

ここ数十年、小学校で小刀を使っていないようである。どの方も自身で小刀を教えたことはな

く、周囲の教員たちも小刀を教えていないという。また、「青森県は、版画が盛んで、彫刻刀

を使うから」というように小刀を扱わない理由を説明される方が何人かおられた。 

ここで、いくつかの疑問が沸き上がる。指導要領では指導すべきとされている小刀が、実際

には使われていない。そして、指導要領に記載のない彫刻刀が、多くの小学校で使われている。

つまり、指導要領と教育現場の間に乖離がある。それは、版画教育の盛んな青森県の特徴なの

か。小学校における、小刀や彫刻刀をはじめとした各刃物の扱いの実態は、全国的にどうなっ

ているのか。時代的にどう変わってきたのか。 

以下、本研究では、これまで明らかにされてこなかった小学校図画工作科における刃物の扱
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いの実態を、アンケート、聞き取り、実地視察などをとおして明らかにする。また、本研究は、

各種刃物のなかでも現行の指導要領に示されている、はさみ、カッターナイフ、小刀、のこぎ

り、糸のこぎりと指導要領にないが教育現場で広く使われている彫刻刀に注目する。刃物教育

の視点からすると家庭科教育との関係や、包丁、かみそり、鎌などについて知ることも重要で

あるが、美術(図画工作)教育学において検討をおこなう本研究ではそれらを考察対象から外す。 

 

1-2．先行調査、先行研究 

国立教育政策研究所は 2012(平 24)年に全国の小学校 911 校を対象に「小学校学習指導要領

実施状況調査」をおこなった。この調査(教員用)に「図画工作科の授業で必要な〇〇は、一ク

ラスの児童が使える適切な数が学校にそろっていますか」という項目があり、のこぎり、金づ

ち、糸のこぎり、ペンチの整備状況が調べられている３。この調査では、指導要領にあるはさ

みと小刀が外れている一方で、指導要領にないペンチが対象になっており、何を基準に対象を

選んだのかわからない。また、整備という観点からみると、電動糸のこ盤と手ひき糸のこぎり

は別物だが、どちらが調査されたのかわからない。 

調査結果は「そろっている」と「どちらかといえばそろっている」を足した割合が、のこぎ

り：79.8％、金づち：76.3％、糸のこぎり：63.3％、ペンチ：65.1％である。この結果は、

実際の授業での使用状況を示すものではないが、のこぎり、金づち、糸のこぎり、ペンチ、に

関しては、日本の大半の小学校の図画工作科の授業で使われていることが推察できる。 

美術(図画工作)教育学における小学校での刃物の扱いの実態を明らかにする先行研究に、福

井一真、2016、大西洋史、2020 がある４。 

福井は、2015 年に愛媛県松山市立の小学校全 55 校(回答教員 809 人)にアンケート調査をお

こなっている。17 種の用具をあげて、①使用経験のあるもの、②授業で用いたことのあるも

の、③勤務校で使用可能な用具、に〇をつける項目がある。 

福井による松山市での調査によると、6 割強の小学校教員が授業で小刀を用いたことがある

としている。それは、筆者が、青森県の小学校教員から聞き取った「ここ数十年、小学校で小

刀を使うことはほとんどない」と異なる。また、福井の調査では、小学校教員の 9 割ほどが授

業で彫刻刀を用いたことがあるとしている。つまり、「青森県で小刀を教えないのは彫刻刀を

使うから」という説明は、理に適っていないことになる。 

福井の調査では、17 種の用具の中から「授業での取り扱いに困難さを感じる順に道具を 3

つ選び、その理由を簡潔にお答えください」という項目を設けている。結果は、電動糸のこ盤

と電動ドリルが突出して多く、次いで小刀となっている(表 1-1)。そして「安全性の確保・ケ

ガの危険」が、それらの用具に困難さを感じる最大の理由となっている(表 1-2)。 

 

(表 1-1) 愛媛県松山市立の小学校教員を対象にした用具に関する調査(2015) 

  
はさみ 
人  ％ 

ｶｯﾀｰﾅｲﾌ 
人  ％ 

小刀 
人  ％ 

のこぎり 
人  ％ 

彫刻刀 
人  ％ 

電動糸のこ盤 

人  ％ 
ﾀﾞﾝﾎﾞー ﾙｶｯﾀｰ 
人  ％ 

きり 
人  ％ 

電動ドリル 
人  ％ 

使用経験 789 97.5 777 96.0 698 86.3 770 95.2 774 95.7 741 91.6 754 93.2 770 95.2 312 38.6 

授業で用いた 785 97.0 743 91.8 500 61.8 686 84.8 711 87.9 655 81.0 709 87.6 710 87.8 64 7.9 

勤務校で使用可能 750 92.7 704 87.0 527 65.1 527 65.1 625 77.3 676 83.6 655 81.0 681 84.2 161 19.9 

取り扱いが困難 17 2.1 319 39.4 478 59.1 293 36.2 251 31.0 809* 100* 23 2.8 54 6.7 794 98.1 
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(表 1-2) 愛媛県松山市立の小学校教員を対象にした「取り扱い困難な用具」に関する調査(2015) 
 小刀 電動糸のこ盤 電動ドリル 

取り扱い困難な用具と感じる人の数 478 809* 794 

取り扱い困難な用具と感じる人の割合 59.1％ 100％* 98.1％ 

困難さを感じる理由の記述数  198 293 284 

「安全性の確保・ケガの危険」に関する記述数  153 114 159 

＊福井、2016 を参考に筆者作成。対象は愛媛県松山市立の小学校全 55 校(回答教員 809 人) 
*福井が示すデータには回答者数 809 を上回る 817 と記されている。おそらく、取り扱い困難な理由を 8 種類に分け、その総数を示し

たからと思われる。ここでは、回答者全員の 809 人とし割合を 100％とした。 

 

福井の調査からわかるように、小学校教員が抱くケガへの危惧が、図画工作科の授業から刃

物を遠ざける主な要因になっている。では、実際には、小学校の図画工作科の授業で、どのよ

うなケガが、どのような状況や頻度で発生しているのか。 

毎年発行される日本スポーツ振興センター『学校の管理下の災害』５には、医療費給付のあ

った、児童生徒等の災害発生件数(負傷・疾病の件数)が記録されている。最新の 2020(令 2)

年度と、コロナ禍前の 2018(平 30)年度の関係部分を抽出したデータが(表 2-1)(表 2-2)(表

2-3)である。教科別では、図画工作科での負傷・疾病の件数は、体育に次いで多く、実験をお

こなう理科や料理や裁縫で刃物を扱う家庭科の 2 倍以上であること。図画工作科での負傷・疾

病の半分近くが、刃物によるケガと思われる切傷、刺傷であること。学年別では 4 学年での負

傷・疾病が突出して多いことなどがこれらの表から読み取れる。 

『学校の管理下の災害』に記録される負傷・疾病の件数に、療養費 5,000 円未満のものは含

まれない。実際に図画工作科の授業で発生しているほとんどのケガが記録化されていないので

ある。また、美術(図画工作)教育学の先行研究に、日本スポーツ振興センターが公表する学校

災害のデータを分析したり、別途、安全性やケガに関する実態調査をおこなったりしたものは

ない。小学校の教科等のなかで、図画工作科は、体育に次いで負傷・疾病が多いにも関わらず、

美術(図画工作)教育学は、安全やケガに関する調査と研究を怠ってきたといえよう。 

 

大西は、2019 年に兵庫県にある関西国際大学教育学部の教員養成課程の学生 90 人を対象に

「小学校図画工作科で使用する用具の認識に関する調査」をおこなっている。アンケートでは
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26 種の用具をあげて、「名称の知識」と「使用経験」の有無を問うている。結果は、彫刻刀に

ついては、兵庫県の学生のほぼ全てが、小刀については約 3 割が、使用経験有としている(表

3)。福井の調査は、愛媛県松山市の小学校教員の経験を、大西の調査は、兵庫県の大学生の経

験を問うたものである。福井と大西の調査の間に、共通する条件がなく、両調査の結果の違い

が、地域差によるものか、世代差によるものかわからない。つまり、日本の小学校における刃

物の扱いの実態のわかる資料が存在しないのである。そして、誰も、どの刃物によって、どの

ようなケガが、どういった頻度で発生しているのか知らないままに、小学校の教員たちは、刃

物によるケガへの不安をもち、その不安によっていくつかの刃物を遠ざけているのである。 
 

(表 3) 兵庫県の大学生における図画工作科の用具に関する知識と経験(2019) 

 はさみ 
ｶｯﾀｰ 
ﾅｲﾌ 小刀 のこぎり ペンチ 

ﾗｼﾞｵ 
･ﾍﾟﾝﾁ 

ﾀﾞﾝﾎﾞｰ
ﾙｶｯﾀｰ きり 

電動糸
のこ盤 

手ひき糸
のこぎり 彫刻刀 

名称を知
っている 

100.0％ 98.9％ 10.0％ 55.6％ 73.3％ 6.7％ 3.3％ 38.9％ 4.4％ 33.3％ 88.9％ 

使用経験
がある 

97.8％ 97.8％ 31.1％ 62.2％ 81.1％ 72.2％ 33.3％ 76.6％ 80.0％ 52.2％ 96.7％ 

＊対象は関西国際大学教育学部教員養成課程の学生 90 人。大西、2020 を参考に筆者作成。 

 

1-3．各学習指導要領における刃物の扱いの変遷 

小学校図画工作科の刃物の扱いを考察する前に、戦後の工作教育の流れと、各学習指導要領

における刃物の扱いの変遷を整理しておくことは有意義である。 

図画工作科の指導要領は、1947(昭 22)年版と 1951(昭 26)年版は「試案」であったが、

1958(昭 33)年版から「告示」となり法的拘束力を持つようになった。1958(昭 33)年版におい

て、それまで高学年の内容であった木工や金工が中学校技術科に移された。また、「造形遊び」

が、1977(昭 52)年版に低学年の内容として導入され、1989(平元)年版で低学年と中学年に、

1998(平 10)年版からは全学年の内容になった。小学校 6 年間における図画工作科の授業時間

数は、1947(昭 22)年版で 525-560 時間だったが、時代が下るとともに減少し、現行版は 358

時間である。 

 指導要領には各学年で扱うべき「材料や用具」が示されている。各指導要領の「材料や用具」

における刃物をみると、戦後一貫して、「1 学年(もしくは低学年)ではさみ」「3 学年(もしく

は中学年)で小刀」とされている。糸のこぎりは、1951(昭 26)年版で「手ひき糸のこぎり」が

4 学年に記され、1958(昭 33)年版で消え、1968(昭 43)年版以降は「糸のこぎり」が 5 学年

(もしくは高学年)の用具とされている。のこぎりは、1947(昭 22)年版で 3 学年、1951(昭 26)

年版で 1 学年に記され、1958(昭 33)年版からは 4 学年(もしくは 3 学年か中学年)に記されて

いる。彫刻刀は、1951(昭 26)年版から 1977(昭 52)年版までに 4 学年に記された後、1989(平

元)年版以降の指導要領に記載はないが、指導要領解説には 2007(平 19)年版以降のものに記

されている。そして「簡単な小刀類」(カッターナイフ等)が、1989(平元)年版から 2 学年(も

しくは低学年)に記されている。指導要領の「材料や用具」に記された刃物６は、1947(昭 22)

年版で 7 点だったものが、1951(昭 26)年版(試案)で 22 点に一気に増え７、1958(昭 33)年版

と 1968(昭 43)年版で激減して 6 点になり、1989(平元)年版以降は 5 点である。 

現行の指導要領解説に「材料や用具は、手の働きなどの発達との関わりから、内容の取扱い

に、学年に応じて示している」と記されている。「手の働きなどの発達との関わり」として
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「材料や用具」を説明することは 1989(平元)年版の指導要領解説にはじまり，現在につづい

ている。一方、1973 年に「手労研」(子どもの遊びと手の労働研究会)が設立され、子どもの

手仕事に関する組織的研究がおこなわれたが、その成果が、指導要領に生かされた形跡はない。

さらに、例えば、私立和光幼稚園、和光鶴川幼稚園(ともに東京都)では、1980 年頃から、5

歳児を対象にのこぎりと金づちを使った木工、彫刻刀を使った版画、包丁を使った料理といっ

た活動をおこなっているが、そうした教育実践の成果が、指導要領に生かされた形跡もない。 

 
(表 4) 戦後の各学習指導要領があげる「教材や用具」のなかの刃物 

年 刃物 

1947(昭 22)年版(試案) 1 学年：はさみ 3 学年：小刀、きり、喰い切り、ペンチ、のこぎり 5 学年：のみ 

1951(昭 26)年版 

(試案) 

1 学年：はさみ、きり、喰い切り、のこぎり、打ち抜き 2 学年：押し切り 3 学年：小刀、竹ひきのこぎり、なた 4 学

年：えぐり小刀、彫刻刀、手ひき糸のこぎり、ハンドドリル 5 学年：ペンチ、回しひきのこぎり、平がんな、金切りば

さみ、のみ、けびき、金ひきのこぎり、缶切り 6 学年：ガラス切り 

1958(昭 33)年版 1 学年：はさみ 3 学年：小刀 4 学年：彫刻刀、のこぎり、なた、きり 5 学年：簡易な木工用具や金工用具 

1968(昭 43)年版 1 学年：はさみ 3 学年：小刀 4 学年：彫刻刀、のこぎり 5 学年：糸のこぎり、ペンチ 

1977(昭 52)年版 1 学年：はさみ 3 学年：小刀 4 学年：彫刻刀、のこぎり 5 学年：糸のこぎり、ペンチ 

1989(平元)年版 1 学年：はさみ 2 学年：簡単な小刀類 3 学年：小刀、のこぎり 5 学年：糸のこぎり 

1998(平 10)年版 1 学年：はさみ 2 学年：簡単な小刀類 3 学年：小刀、のこぎり 5 学年：糸のこぎり 

2007(平 19)年版 1・2 学年：はさみ、簡単な小刀類 3・4 学年：小刀、のこぎり 5・6 学年：糸のこぎり 

2017(平 29)年版 1・2 学年：はさみ、簡単な小刀類 3・4 学年：小刀、のこぎり 5・6 学年：糸のこぎり 

＊各学習指導要領を参照して筆者作成(この他、刃物に近いものとしてヤスリ、コンパス、ケガキ針なども記されている) 

 

2．アンケート調査の概要 

地域的、世代的な比較ができる、小学校での刃物の扱いの実態がわかるデータを得るために

アンケート調査「小学校で使った刃物について」を 2022 年 4 月から 6 月にかけておこなった。

フォームズによるウエブサイトを開設し、SNS 等で各方面に呼びかけ、さらに、弘前大学にお

いて担当授業等の受講学生に回答を呼びかけた。また、同内容の紙のアンケート用紙をつくり

施設、会合、公園等で調査をおこなった。有効回答者数は 1,196 人８(一般 823 人、弘前大学

学生 373 人／青森県 347 人、青森県以外の国内 849 人)であった。集計・分析をすすめるなか

で、さらなる調査の必要性が出たときには、適宜あらたなアンケート・フォームをつくり追加

調査をおこなった。 

回収されたデータのうち数的なものについての集計を表やグラフにした。アンケートに「あ

なたは小学校で〇〇を使いましたか？ □はい □いいえ □忘れた」(〇〇は、はさみ/カッ

ターナイフ/小刀/のこぎり/彫刻刀/電動糸のこ盤/手ひき糸のこぎり、とした。また各用具の

写真を添えた)の項目を設けた。回答の選択肢を「はい」「いいえ」「忘れた」とし「はい」の

みをカウントした。地域については、回答者数の多い都道府県を抜き出して群を設けた。世代

については、使用された指導要領をもとに群を設けた。例えば、カッターナイフは 1956 年に

商品化されたが、それ以前に小学校教育を受けた人のなかに使用したとする人がいたり、学校

で糸のこ盤を使ったが小学校か中学校かは忘れたのという方がいたりした。今回の調査は、記

憶のあいまいさなどによる事実誤認がある程度含まれている。集計に際し、各群の回答者数を

数十以上にすることによって、ある程度の誤差が含まれながらも大体の割合や傾向については

事実が示されるようにした。 
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3．地域別にみた小学校での各刃物の扱い 

(表 5)は、戦前、戦中および戦後すぐに小学校教育を受けた 1944(昭 19)年以前生まれの人

(78 才以上)のデータを地域別に示したものである。この世代の回答者の大半は、北海道、青

森県、岩手県であり他のデータと混ぜると、地域によって年齢的な偏りが生じるため別表にし

た。(表 6)は、1945-95 年生まれの人(27-77 才)のデータを地域別、北海道/青森/東北(青森

を除く)/東京/関東(東京を除く)/中部・北陸/関西・中国/九州・四国・沖縄、に示したもの

である。(表 7)は 1996-2004 年生まれの人(18-26 才)のデータを地域別に示したものである。

この世代の回答者の大半が弘前大学学生であり、小学校時代を過ごした地域が一部に集中して

いることから別表にした。 

日本の小学校教育は、全国共通を原則とし、学習指導要領によって全国どこでも一定の水準

の教育が受けられるようにされている。 

(表 5)(表 6)(表 7)を通して、各刃物の使用率は各地域によって多少の差があるものの、各

刃物間の使用率の傾向は、各地域を通しておよそ共通していること。地域による違いは、時代

が下るとともに、小さくなくなってきていることなどがわかる。 

各刃物を個別にみる。はさみと彫刻刀は、国内全ての地域において、ほとんどの人が小学校

での使用経験有としている。ただし、戦前・戦中期に小学校教育を受けた方のなかには、小刀

は使ったがはさみは使わなかったとする人や、U 型の握りはさみは使ったが、今日一般的な X

型のはさみは使わなかったという方が少なからずいた。全国から人々が集まる観光地など(桜

の季節の弘前公園、東京巣鴨とげぬき地蔵尊付近ほか)でおこなった対面調査において、彫刻

刀を何の活動で使用したかを問うと、ほぼ全ての人が版画で使用したと応えた。彫刻刀を使っ

た版画(木版、ゴム版、リノリウム版など)は全国の小学校でおこなわれてきたようである。 

(表 6、1945-95 年生まれ)をみる。カッターナイフの使用率は青森と東北(青森の除く)が低

い。小刀は北海道と青森が低い。のこぎり、電動糸のこ盤、手ひき糸のこぎりは青森が低い。

ただし、直近の世代(表 7、1996-2004 年生まれ)をみると、そうした地域差はおよそ解消され

ている。 

小学校における各刃物の扱いの実態は、戦後しばらくは、地域による違いがそれなりにあっ

たようだが、時代が下るとともに解消され、ここ数十年においては地域による特段の地域差は

ないようである。 

 

4．世代別にみた小学校での各刃物の使用 

(表 8、グラフは冒頭に掲載)は、小学校での各刃物の使用経験に関するデータを、戦前・戦

中・戦後すぐの小学校で教育を受けた世代(1940 年以前生まれ)、および、戦後の各指導要領

が使用された 7 つの世代の 8 群に示したものである９。 

戦前、戦中および戦後すぐに小学校教育を受けた世代においては、すべての刃物の使用が低

迷しているが、そうしたなか、はさみ、小刀、彫刻刀は大概の人が使用したとしている。 

戦後一貫して、ほとんどの人が小学校ではさみを使用している。これは、戦後の各指導要領

に「1 学年(または低学年)でのはさみ」が記載され、そのことが徹底されてきたことを意味し

ている。 
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小刀は、戦前、戦中、および戦後しばらくは、大概の人が小学校で使用しているが、1955-

64 年生まれで使用者が一気に減少している。1960(昭 35)年に起きた「浅沼暗殺事件」１０をき

っかけにはじまった「刃物を持たせない運動」１１や、この運動にともない、鉛筆削り機が家

庭や学校に広く普及したこと、また高度経済成長にともない、必要なものは買って済ませ、自

らものを作る文化が衰退したことなどが影響しているものと考えられる。 

一方、1974-85 年生まれで小刀の使用者が一旦増加している。1970 年頃、箸が使えない、

りんごの皮がむけない、靴のひもが結べない、、、と、子どもの手が不器用になってきたことが

指摘されようになった。1973 年に、デザイナーの寺内定男、教育学の須藤敏明、私立和光中

学校(東京都)技術科教員の森下一期、和光幼稚園の宮津濃らを中心に「手労研(てろうけん)」

が設立され、子どもの手の問題に関する組織的な研究と対策がおこなわれるようになった。子

どもの手の問題は「手の虫歯」と称されマスコミに取り上げられて社会化した。１２1978 年に

は雑誌『暮らしの手帖』に編集長の花森安治が「人間の手について」という論考を著し、小刀

で鉛筆を削ることを「手の勉強」といって推奨した。1979(昭 54)年検定済の教科書『子ども

の美術(3 学年用)』現代美術社に「えんぴつは自分でけずる。だれでもれんしゅうすれば、え

んぴつはけずれる。こわがる人もいるが、正しいつかい方をすれば、小刀のけがはふせげる。

どうぐをつかっていろいろなことができる、自分の手をそだてよう」１３とあり、小刀を使っ

た鉛筆の削り方が写真を添えて示されている。こうして、1980 年頃、小刀を使って鉛筆を削

ったり、竹トンボや水鉄砲をつくったりする活動を復活させる小学校があらわれた。1974-85

年生まれが、前後の世代よりも、小刀の使用率が高いのは、「手の虫歯」をなんとかしようと

した、当時の教育界の動きが影響しているのだろう。 

 しかし、次の 1986-95 年生まれになると、再び小刀の使用者は減少に転じ現在に続いてい

る。小刀で鉛筆を削ることは、現代の生活には関わらないし、竹とんぼや水鉄砲の制作は現代

の子どもにとってさほど魅力的な題材ではない。そして、「神戸連続児童殺傷事件」(1997)、

「栃木女性教員刺殺事件」(1998)、「附属池田小事件」(2001)、「佐世保市女子殺害事件」

(2004)といった刃物による児童事件が起きる度に、児童から刃物が遠ざけられた。「手の虫歯」

が社会問題化してから半世紀が過ぎた現在、かつて「手の虫歯」とよばれた人たちが、親や教

員になり、さらには祖父母になり引退の時期を迎えている。 

小刀の減少と対称的に、使用者が増加したのがカッターナイフである。カッターナイフは、 

1956 年に商品化され、1970 年代に普及した。カッターナイフは社会への普及にともない小学

校でも広く使用されるようになり、1965-73 年生まれで、小学校で使用したとする人が 8 割近

くになっている。一方、指導要領に「簡単な小刀類」(カッターナイフ等)が記されたのは

1998(平 10)年版である。つまりカッターナイフは、指導要領への記載とは無関係に小学校で

使われるようになったのである。 

(表 8)からわかるように、小学校でのこぎりを使用した人の推移は、1940 年以前生まれで

32.3％であり、その後増加を続け 1974-85 年生まれで 57.1％になった後、1986-95 年生まれ

で一旦減少して、直近の 1996-2004 年生まれでは 61.9％である。のこぎりは、戦後の各指導

要領で扱われるべき用具とされているが、今回の調査結果によると、4 割ほどの人が小学校で

のこぎりを使う機会が与えられていないことになる。 
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 戦後の各時代の教科書でのこぎりを使った活動をみると、基本的に、中学年と高学年の二度

の機会が設定されてきたことがわかる。戦後しばらくの間、中学年では、のこぎり、金づち、

釘などを使って船の模型などといった玩具的なものを制作する活動が、高学年では、のこぎり

に加えて、のみやかんなも使って棚、本立て、椅子、机などといった実用品を制作する活動が

おこなわれていた。 

 1958(昭 33)年版の指導要領をもって、それまで高学年でおこなっていた木工が中学校の技

術科に移された。その後も、小学校高学年の題材に本立てなどを作る活動は残ったが、その内

容はのみやかんなを使わず、また、図面や仕口も用いない大雑把なものとなった。また、図画

工作科の授業時間数が削減されていくなかで、近年では、木を使った制作活動自体が図画工作

科の授業から消えつつある。こうした状況でも、小学校でのこぎりを使用したとする人の割合

が近年増加しているのは、二度設定されてきたのこぎりの使用機会のうち、せめて一度だけで

も残そうとする教員たちの努力によるのだろう。 

現在、日本のほとんど小学校で、はさみ、カッターナイフ、彫刻刀の 3 種の刃物が使われて

いる。はさみとカッターナイフは、日常生活に必要なものとして広く社会に普及している一方、

彫刻刀を日常生活で使う人はあまりいない。彫刻刀は、指導要領に 1951(昭 26)年版から 4 学

年の用具として記された後、1989(平元)年版以降に記載はない。彫刻刀は、図画工作科のな

かで、木版画(ゴム版、リノリウム版などを含む)、レリーフ、篆刻、レンガ像などの活動で使

われている。特に 4 学年頃におこなわれる木版画は、戦前からつづく定番の題材であり、学校

から彫刻刀の個人購入が求められ、それを使うことが慣習化されている。 

糸のこぎりは、動力および構造の違いによって、手ひき糸のこぎりと機械式糸のこ盤に大別

できる。機械式糸のこ盤は、現在では電動しかないが、かつては足踏み式のものもあった。指

導要領には、1951(昭 26)年版指導要領に、4 学年の用具として「手ひき糸のこぎり」が記載

され、次の 1958(昭 33)年版で消え、1968(昭 43)年版以降は、「糸のこぎり」が 5 学年(もし

くは高学年)の用具として記されている。 

(表 8)をみると、手ひき糸のこぎりは、1955-64 年生まれから 1974-85 年世代にかけて

40％以上の人が使用経験有としていたが、1986-95 年生まれから減少に転じ、直近の 1996-

2004 年生まれでは 24.6％になっている。また、各社の教科書をみると戦後昭和期のものは手

ひき糸のこぎりと機械式糸のこ盤が並置的に示されているものが多いが、平成期になると、手

ひき糸のこぎりはあまり載らなくなり、掲載される場合は 4 学年ののこぎりのなかで紹介され

るようになった。そして、現行の日本文教出版および開隆堂の教科書に手ひき糸のこぎりは掲

載されていない。 

機械式糸のこ盤は、1945-54 年生まれの人では 4.6％に過ぎなかったが、直近の 1996-2004

年生まれの人では 56.1％になっている。機械式糸のこ盤は、学校に配備されない限り授業に

使われることはない。足踏み式の糸のこ盤は、戦中の教科書に示されていたが、戦中のことで

あり、実際には、ほとんど配備されなかった。1967(昭 42)年の第一次教材整備計画によって

電動式の機械式糸のこ盤が各小学校に配備されるようになり、その後約 10 年毎の整備計画を

通じて、現在、全国の大概の小学校に複数台の電動糸のこ盤が配備されている。 

文部科学省のウエブサイト「図画工作科で扱う材料や用具」に、手ひき糸のこぎりについて
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「電動糸のこぎりと併せて使うことも考えられます。電動糸のこぎりの順番を待つ間に使うこ

とも考えられます」とある。このように、現在、小学校の教育現場では、手ひき糸のこぎりは

使わないか、使うとしても電動糸のこ盤の補助としてのことが多い。一方、図画工作科の主要

な目的の一つである「手や体全体の感覚などを働かせ」という観点からすると、電動糸のこ盤

ではなく、手ひきの糸のこぎりを使用して授業をすることが適切であるはずだ。では、なぜ小

学校で電動糸のこ盤が使われているのだろうか。この点については、稿を改めて歴史的検証を

おこないその理由を明らかにする。 

 

5．各刃物とケガについて 

5-1 小学校での刃物によるケガの概要 

現行の指導要領に「造形活動で使用する材料や用具、活動場所については、安全な扱い方に

ついて指導する、事前に点検するなどして、事故防止に留意するものとする」と記されている。

アンケートに「あなたは小学校で刃物によるケガをしましたか？したことがある場合は『何で』

ケガをしたのか教えてください。(複数回答可) □ケガしなかった □はさみ □カッターナ

イフ □小刀 □彫刻刀 □のこぎり □電動糸のこ盤 □手ひき糸のこぎり □その他＿」

という項目を設けた。この項目から得られたデータを世代別に示したのが(表 9、グラフは冒

頭に掲載)である。(表 9)からわかるように、小学校で刃物によるケガをした人の割合は、戦

前から 1945-54 年生まれまでは 20％程度であったものが、20 年ほどの間に急増し、1965-73

年生まれで 49.2％になっている。この急増の起点は 1960 年頃であり、終点は 1970 年代半ば

にあるとみることができる。その間、彫刻刀、カッターナイフ、はさみ、のこぎりによるケガ

が増加している。カッターナイフ、のこぎりによるケガの増加は、その使用率の増加と比例し

ているが、彫刻刀とはさみは、それ以前から大概の人が使っていた。急増の起点とみられる

1960 年とは「浅沼暗殺事件」や「刃物を持たせない運動」が起きた年であり、終点の 1970 年

代半ばは高度経済成長期の終焉と重なる。この間、児童たちの日常から刃物は遠ざけられ、必

要なものは買って済ませ、自らものを作る文化が衰退した。日常生活で刃物を使う機会を失っ

た子どもたちは、慣れない刃物を図画工作科の授業で使うことになり、授業で刃物を使う度に

高い確率でケガをするようになったのだろう。(表 9)から直近の 1996-2004 年生まれのケガの

発生状況をみると 51.1％(444 人中 227 人)が小学校で刃物によるケガをしたとし、その内訳

は、上位から、彫刻刀 32.9％(444 人中 146 人)、カッターナイフ 18.9％(同 84 人)、はさみ

11.7％(同 52 人)、のこぎり 5.4％(同 24 人)、小刀 2.0％(同 9 人)、電動糸のこ盤 0.9％(同

4 人)、手ひき糸のこぎり 0.2％(同 1 人)、となっている。以下、個々の刃物とケガとの関係

について論じる。 

 

5-2 おかしな「はさみの渡し方」 

(表 9)からわかるように、直近 1996-2004 年生まれ世代の小学校での刃物によるケガは、彫

刻刀、カッターナイフに次いではさみによるものが多い。はさみによるケガの発生を世代別に

みると、時代が下り現在に近づくほど多くなっている。 

はさみでケガをした人に状況を伺うと多いのが、自ら使うはさみで紙を持っている手の人差
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し指か中指を切ったというものであり、この種のケガは主に低学年で発生している。戦後、日

本の小学校では 1 学年の入学まもない時期にはさみの指導をおこなってきた。はさみの指導で

は「チョキチョキ」という擬音語を使ってはさみを持つ手に注目させる一方で、紙を持つ手の

危険についてはあまり触れられない。はさみに限らず、刃の先に自分の手を置かないことは全

ての刃物に共通する安全指導の基本である。小学校に入学した児童が最初に扱う刃物であるは

さみにおいて、まず、刃の先に自分の手を置かないことこそ、きちんと教えるべきだろう。 

現行の教科書『ずがこうさく(1 学年用)』日本文教出版に「はさみをひとにわたすときは、

は
・

のほうをもってわたそう」とあるように、現在、「刃のほうを持ってわたす」ことが、はさ

みの「安全指導」とされている。こうした「はさみの渡し方」は、1979(昭 54)年検定済『ず

がこうさく(1 学年用)』日本文教出版にあらわれ、以後、各社の 1 学年用の教科書に掲載され

るようになり現在に至っている。現在、各教科書会社は「はさみの渡し方」のポスターをつく

り小学校での掲示を促進している。弘前大学の学生に「小学校で、はさみを人にわたすときは、

刃のほうをもってわたすと教わりましたか？」という質問の追加アンケートをしたところ、

「はい」が 94％(355 人中 334 人)、「いいえ」が 4.5％(16 人)、「忘れた」が 1.4％(5 人)であ

った。ほとんどの大学生が、小学生のとき「はさみの渡し方」を教わり、そのことを忘れずに

覚えているのである。人は、入学まもない時期に小学校で教えられたことを「正しい」ものと

して信じ、強く記憶にとどめるのである。 

一方、刃を持つことは、まず刃をもつ本人にとって危険である。そして、刃に人の汗がつく

ことは、刃によくない。そして刃物を「渡す」ことは、渡す人、受けとる人の両者にとって危

険である。安全という観点からみたとき、刃物は、置かれたものを使う人自身が自分で取るべ

きである１４。では、なぜ、日本では、「はさみの渡し方」なるものを、1 学年の入学して間も

ない時期に教えるのか。 

指導要領に「適宜共同してつくりだす活動を取り上げるようにすること」とあり、同解説に

「用具を用いることは人と協働したり、文化の大切さに気付いたりすることになる」と記され

ている。日本の学校では、学校祭などの機会に、児童が用具を共有して、教室を飾ったり、何

かをつくったりする活動をすることがある。用具の「渡し方」を、1 学年の入学間もない時期

に教えるのは、共同作業を良しとする日本の学校文化へのイニシエーションといえよう。一方、

職人の世界では、道具は自らの手に合うように自分で作るものであり、道具の貸し借りを忌避

する。また、例えばインドのように世界には刃物の手渡しをタブーとする社会が少なくない。

そして、刃物は危険なものであり、刃物を使うときは、他の人を近づけさせないこと、自分が

扱う刃物は自分の責任のもとに管理し、みだりに貸し借りしないことが安全の基本である。 

スイスでは、5 歳になったら父親が子どもにナイフを与え、その使い方を教えるとともに安

全と責任についての約束をするという。ビクトリノックス社の田中麻美子は次のように語る。

「ナイフをプレゼントされる日は子どもにとっても重要な儀式の日。父親からナイフをもらう

ということは、自分がそれだけ信頼されており、成長を認められたからだと子どもは感じる。

つまり、そこでは、責任に対する意識もおのずと生まれる。刃物は優れた道具である分、功罪

の両面を持っていて、親はそのことをしっかりと子どもに理解させる責任がある。責任の自覚

が絶えず頭のなかにあれば、刃物はすばらしい道具になってくれるというのがスイスの考え方
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である。」１５ 

日本には、小学校入学を控えた子どものお道具箱を準備する文化がある。保護者は、はさみ、

のり、色鉛筆など、ひとつひとつの用具に子どもの名前を丁寧に書き入れ、子どもは、それを

自分のものとして大切に使っていこうとする。 

 しかし、1 学年の入学まもない時期に「渡し方」なるものを教わることによって、児童は、

道具とは共有されたり、手渡しされたりするものだと理解する。お道具箱を通じてせっかく芽

生えつつあった用具への愛着と責任感を「渡し方」なるものが削いでいるのだ。小学校でおこ

なうべきはさみの最初の指導は、各自のお道具箱のはさみを用い、それを自分のものとして大

切にするとともに責任をもつこと。危険なものだから、どこかに置き放したり、人にむやみに

貸したりしないこと。やむをえず人に渡す場合には一旦机の上などに置いて相手にとってもら

うこと、といったことを教えるべきなのだ。 

学生たちから聞き取ったはさみによるケガの発生状況の中に、「机の隅にあったはさみが落

ちて足に刺さった」「床にあったはさみの上に転んだ」というものがあった。こうしたケガは、

用具への責任感の希薄さに原因がある。 

われわれ美術(図画工作)教育関係者は、現在、広くおこなわれている「はさみの渡し方」の

おかしさに早く気づき、これからは、刃物は、素手ではできないことを可能にする便利なもの

であるとともに使い方を間違えばケガや死に通じる危険なものでもあるということをきちんと

教えて刃物への責任感を育む教育をおこなうべきである。 

 

5-3 カッターナイフの刃の折り方を教えないのはなぜか 

1970 年代に普及したカッターナイフは 1970 年代後半から各社の 3 学年用の教科書に記載さ

れ、図画工作の授業で広く使われるようになった。1997 年の「神戸連続児童殺傷事件」が起

き、翌 1998 年には「栃木女性教員刺殺事件」が起きた。後者は、児童が持参するナイフで教

員を刺殺したもので、この事件をきっかけに、多くの学校が、刃物の持ち込みを禁止し、カッ

ターナイフを図画工作科の準備室などで管理するようになった。 

1998(平 10)年版の指導要領に低学年の用具として「簡単な小刀類」(カッターナイフ等)が

記された。一方、カッターナイフの刃を折るためには、それなりの器用さと慎重さが必要であ

り低学年の児童には難しい。 

 カッターナイフに関する追加調査をおこなった。(表 10)は、「小学校でカッターナイフの刃

の折り方を教わったか」の回答を世代別(1965-73 年生/1974-85 生/1996-2004 生)に示したも

のである。(表 11)は 1996-2004 年生まれの人、(表 12)は小学校教員を対象におこなったカッ

ターナイフに関するいくつかの設問の集計である。 

 カッターナイフは、日常生活で使う日用品であり、小学校で使わなかった人でも、人生のな

かでは大概の人がそれを使う。一方、小学校でカッターナイフの折り方を教わったという人は 

1965-73 年生まれで 43.9％(107 人中 47 人)だったものが直近の 1996-2004 年生まれでは

27.4％(430 人中 118 人)に落ち込んでいる。また、小学校教員を対象に追加のアンケートをお

こなった。「ここ 5 年ほどの間にカッターナイフの刃の折り方を児童に教えたか」の設問の

「はい」は 35.6％(73 人中 26 人)であった。カッターナイフが普及し図画工作の授業におい

ても使われるようになった 1970-80 年代においては 4 割強の人がカッターナイフの刃の折り
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方を小学校で教わっていたが、現在では 3 割弱である。カッターナイフは、研がなくても刃を

折ることによって切れ味を保持できることを特徴とするナイフである。使いやすさという点で

カッターナイフを小刀と比べると、切れ味の保持の点を除けば、小刀のほうが持ちやすく刃が

しっかりしていて使いやすいナイフである。つまり、カッターナイフを教える際に、その特徴

である、刃の折り方を含めて教えなければ、カッターナイフを教えることに意味はない。教科

書にカッターナイフの刃の折り方が示されるのは日本文教出版では 1999(平 11)年検定済以降、

開隆堂では 2010(平 22)検定済以降である。つまり、かつては教科書になかったカッターナイ

フの刃の折り方が、イラストをもって示されるようになったにもかかわらず、実際には、それ

を教えないことが広がっているのだ。1996-2004 年生まれ人で「これまでの人生でカッターナ

イフの刃を折ったことがある」という人は 62.6％(211 人中 132 人)、「カッターナイフの刃は

折ることで切れ味を保つことができることを知っていた」という人は 68.2％(211 人中 144

人)であった。今回のアンケート調査によると 3-4 割の若者が、カッターナイフの刃を折った

ことがなければ、刃を折ることで切れ味を保つことができることを知らないということになる。 

(表 12)からわかるように、小学校教員の 86.3％(73 人中 63 人)が「ここ 5 年ほどの間にカ

ッターナイフを児童に使わせた」とする一方で、35.6％(73 人中 26 人)が、「ここ 5 年ほどの

間にカッターナイフの刃の折り方を児童に教えた」としている。つまり、指導要領に従い 2 学

年で一応はカッターナイフの指導をしているのだが、刃の折り方の指導はあまりされていない

のである。こうした状況が生じる原因に、指導要領に「手の働きなどの発達との関わり」と無

関係に、カッターナイフを低学年の用具としていることがある。 

現行の指導要領解説に「鋭い刃のある用具や電動式の用具などでは、特に事故がないように

配慮する必要がある」と記されている。現在、小学校の教育の現場では、刃を折ることを児童

にさせないで、刃を折ってメンテナンスをすることを教師の役割としているところが多いよう

である。一方、小学校の図工準備室などに保管されているカッターナイフをみると、一度も刃

が折られないまま、刃先が丸くなったり、いびつな形で刃が折れたりしているものが散見され

る。必要なメンテナンスがされていないのだ。こうしたことが起きる背景には、少なくない小

学校教員がカッターナイフの刃を折ることを知らないことがあるとともに、高度経済成長期以

降、メンテナンスをしながらものを大切に使いつづける文化が希薄になったことが影響してい

るのだろう。 

カッターナイフや鉛筆削り機が普及する以前の 1960 年頃まで、小刀が広く普及していた。

戦中の国定教科書『初等科工作』1942 に「小刀の研ぎ方」が 4 学年の内容として掲載され、

戦後 1951(昭 26)年版の指導要領(試案)の「材料や用具」には砥石が 3 学年の用具として記さ

れている。このように、かつての小学校における小刀の指導は、単に「使い方」だけではなく、

メンテナンスである「研ぎ」が含まれていた。用具は、使い方だけでなくメンテナンスを含め

て教わることによって、人生に有益なものになる。小学校におけるカッターナイフの指導は、

単に使い方を教えるのではなく、刃の折り方を含めておこなうべきなのだ。ただし、カッター

ナイフの刃を折ることは低学年の児童には困難である。ならば、カッターナイフの指導を、中

学年以上にするとか、低学年でおこなう「使い方」とは別に、中学年以上で「折り方」を教え

る機会を設けるべきであろう。 
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5-4 小刀のケガと教員の意識 

(表 8)(表 9)からわかるように、戦前、戦中、戦後すぐの小学校では、大概の人が小刀を使

うとともに、小刀によるケガも多かった。戦後の時代の推移とともに小刀は使用されなくなり

小刀でケガをする人も減った。各刃物がどのようにケガと結びついているかを知るためには、

「当該刃物でケガをした人の割合／当該刃物を使用した人の割合」の数値をみる必要がある。

この式のもと、(表 8)(表 9)で示された 1996-2004 年生まれの人の各刃物によるケガの発生率

を示したものが(表 13)である。 

(表 13)からわかるようにケガの発生率を高い順に各刃物を並べると、1.彫刻刀 34.0％、2.

カッターナイフ 22.7％、3.はさみ 11.7％、4.小刀 11.5％、5.のこぎり 8.7％、6.電動糸のこ

盤 1.6％、7.手ひき糸のこぎり 0.9％となる。つまり、彫刻刀、カッターナイフ、小刀のナイ

フ類のなかでは、小刀が最もケガの発生率が低く、その発生率は、はさみとほぼ同じである。

それは、小刀がケガをしにくい刃物というわけではない。小刀は、図画工作で扱う刃物のなか

では刃体が大きく重厚で危険度が高い。にもかかわらず、小刀が、彫刻刀やカッターナイフよ

りも、ケガの発生率が低いのは、ケガを恐れて児童に小刀を使わせる小学校教員が少ないなか

でも、あえてそれを児童にさせる教員の安全に対する意識の高さによるのものといえよう。一

方、彫刻刀やカッターナイフによるケガの発生率が高いのは、小学校の教員が刃物の安全な使

用のための適切な知識を持ち合わせていなかったり、児童への注意喚起がきちんとされていな

かったり、作業時の見取りが十分にできていなかったりといったことがおきているからなのだ

ろう。 

 

5-5 のこぎりと危険な「協働」 

 (表 9)をみると、1996-2004 年生まれの 5.4％(444 人中 24 人)の人が小学校のときのこぎ

りでケガをしたとしている。のこぎりによるケガで多いのは、自らが使うのこぎりで、材料を

抑える手の親指を切ってしまうことであろう。材料を手で抑えることをしないで、クランプや

万力などを使って材料を固定し、両手でのこぎりを持てば、こうしたケガは防げる。 

教科書『図画工作(4 学年用)』日本文教出版、1982 にのこぎりを使う人とは別な人が板を

手でおさえている写真が掲載されている。同様の内容が開隆堂の教科書では 1985(昭 60)検定

済(4 学年用)に掲載され、その後の教科書に継承されている。のこぎりを使うときに材料を別

な人が手でおさえことは、小学校の教科書には記されていても、職業訓練や安全工学などの文

献には記されていない１６。職業訓練や安全工学などにおいて推奨されないのこぎりの使用法

が、なぜ、小学校の教科書に記されているのか。それは「はさみの渡し方」と同様に、共同作

業を良しとする日本の学校文化によるのだろう。 

1977(昭 52)年版の小学校学習指導要領総則に「各教科、道徳及び特別活動について、相互

の関連を図り、発展的、系統的な指導ができるようにすること」と記された。これを受けて、

図画工作科の教科書作成者が、小学校教育で重視される道徳観「助け合い」をとり入れようと

「材料をもってあげる」ことにしたのだろう。しかし、このことは刃物の安全な使い方と対立

する。 

小学校のときのこぎりでケガをしたことのある人に、そのときの状況を聞くと、少なからず
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「お友達を手伝って、板を手でおさえてあげていたらお友達ののこぎりが当たった」という人

がいた。こうしたケガは、まさしく、教科書が示すのこぎりの使用法が引き起こした事故であ

る。自他との関係で生じたケガは、両者に大きな精神的ダメージを残す。『学校の管理下の災

害(令和 3 年版)』に障害が残った事例があげられている。「図画工作の授業中、木工作を行っ

ていたとき、折れ曲がった釘を他の児童の協力を得て木から抜こうとした。本児童が木を押さ

え、他の児童が折れ曲がった釘の頭を起こそうとマイナスドライバーを使い、力を入れたとこ

ろ手が滑り、その勢いでドライバーの先が本児童の左眼に当たった」１７このような「材料を

もってあげる」ことによって引き起こされるケガは、カッターナイフやダンボールカッターを

使ったダンボールの切断などでも発生している。 

 

5-6 彫刻刀によるケガと図画工作嫌い 

(表 9)で、各刃物でケガをした人の割合をみると、彫刻刀が特に多く、1996-2004 年生まれ

の人については 32.9％(444 人中 146 人)の人が、小学校のとき彫刻刀でケガをしたとしてい

る。30 人学級で彫刻刀を使った授業を 10 回おこなったとすると、毎回 1 人はケガをしている

ことになる。彫刻刀によるケガの発生率の高さは異常といえよう。弘前大学の学生を対象に、

彫刻刀とケガの関係に関する追加調査をおこなった結果が(表 14)である。 

(表 14)からわかるように、小学校で彫刻刀を使った人のほとんどが版画で用い、彫刻刀に

よるケガのほとんどが版画で発生している。日本では戦前から現在まで 4 学年での木版画が定

番の題材として根付いている。図画工作科の負傷・疾病の件数が、他の学年より 4 学年が格段

に多いのは、4 学年でおこなう版画制作での彫刻刀によるケガが主な要因なのだ。 

筆者のアンケート調査では自由記述欄を設け、また、弘前大学の授業内でおこなった調査で

は、5 分ほどの時間を使って、小学校の図画工作で使った刃物に関する思い出を記してもらっ

た。記された思い出の半分ほどが彫刻刀によるケガに関するものであった。以下、抜粋する。 
 

彫刻刀を使う授業のとき毎回１人はケガをしていた／コンクールへの先生の熱量がすごくて放課後やらされ

た。彫刻刀をみると地獄を思い出す。毎回何人かケガをしていた／彫刻刀でケガをした。刃物は扱いたくない

／お友達の手から血が出ていて驚いた／彫刻刀でケガをした経験がトラウマになっています／使い方の指導

はなく、さぁ彫ってみよう的な感じで授業が進められ、刃物を使った授業は嫌だなと思った／周りのお友達が

次々に怪我をして恐怖を感じた 
 

彫刻刀によるケガの原因のほとんどが、刃の先に手をおくことによる自傷であり、木版画制

作時に発生している。それは、すべり止めの台などを使い、両手を添えて刃物を持てば防げた

はずのケガである。一方、現実には「使い方の指導はなく、さぁ彫ってみよう的な感じで授業

が進められて」とあるように、彫刻刀の安全な使い方に関する適切な指導をしないまま、彫刻

刀を使った授業がしばしばおこなわれている。「彫刻刀でケガをした経験がトラウマになって

います」というようにケガは身体の損傷のみならず精神的なダメージをあたえる。そして「周

りのお友達が次々に怪我をして恐怖を感じた」というように、ケガは、ケガをした本人のみな

らず周囲の人にまで精神的なダメージを与え、図画工作嫌いの児童が生じる一因になっている。 

小学校の教育現場では戦前から現在に至るまで広く彫刻刀が使われている。戦後の各指導要

領の「材料や用具」への彫刻刀の記載は、1947(昭 22)年版(試案)になく、1951(昭 26)年版

(試案)、1958(昭 33)年版、1968(昭 43)年版、1977(昭 52)年版にあり、1989(平元)年版以降
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にない。そして、2007(平 19)年版以降の指導要領解説に彫刻刀が記されている。こうした彫

刻刀のあいまいな位置づけに、その危険度の割に、安全指導が軽んじられてきた一因があるの

だろう。なぜ、彫刻刀はあいまいに位置づけられているのか、この点については、稿を改めて

歴史的検証をおこない明らかにする。 

 

5-7 電動糸のこ盤と小学校教員の「危惧」 

(表 9)からわかるように他の刃物と比べて、電動糸のこ盤や手ひき糸のこぎりによるケガは

少ない。直近の 1996-2004 年生まれの人では、電動糸のこ盤でのケガは 0.9％(444 人中 4 人)

であり。手ひき糸のこぎりでは 0.2％(444 人中 1 人)である。電動糸のこ盤によるケガの大半

はよそ見が原因であろう。自らの力で刃を動かす手ひき糸のこぎりで、よそ見をすることはま

ずないが、電動の糸のこ盤では、作業中におしゃべりをしたりして刃から目を離すことがあり、

その時、手が刃にあたってケガをするのである。ただし、糸のこぎりの場合、刃に肌が当たっ

たとしても、すかさず離せば、深いケガにはならない。 

一方、先に挙げた福井の調査からもわかるように、大方の小学校教員がケガへの危惧から電

動糸のこ盤の扱いが困難だと感じている。 

筆者のアンケート調査の自由記述欄に「電動糸のこはみんな怖がっていた」「電動糸のこは

刃が折れるのが怖い」「電動糸のこが暴れた」というものがある。電動糸のこ盤が発する振動

や音、そして刃が折れることが、ケガを連想させているのだ。 

本研究がおこなわれるまで、図画工作科で実際にどのようなケガが発生しているのか明らか

にされたことはなかった。本研究が明らかにする刃物とケガに関する諸々の事実が、これから

は、どの刃物に、どのような危険が潜み、どのように気をつければケガを防ぐことができるの

かを考える貴重な資料になることであろう。 

 

5-8 ダンボールカッターと「おかしな教え」 

ダンボールカッターは、1990 年代半ば頃から図画工作科で使われ、教科書にあらわれたの

は 1995(平 7)検定済『ずがこうさく(2 学年用)』開隆堂である。1998(平 10)年版の指導要領

に低学年の用具として「簡単な小刀類」が記された。同解説には「『簡単な小刀類』は、厚紙

などを切るための扱いやすいカッターナイフや木の枝などを少しずつ削ったりできるような児

童の手に合った安全な小刀など」と記されているが、「小刀類」というあいまいな表現がされ

たのはダンボールカッターを含めるためだろうか１８。現行の教科書では、日本文教出版、開

隆堂ともに、2 学年用でダンボールカッターの紹介をし、3 学年用で、大判のダンボールをダ

ンボールカッターで切り裂いてダイナミックな活動をおこなう題材が掲載されている。これら

の題材は、かつて小刀や大型のカッターナイフでおこなっていたものを、危険度の小さなダン

ボールカッターに置き換えたものである。 

一方、筆者は本研究をすすめ、さまざまな方の体験談を伺ううちに、近年、図画工作の用具

「簡単な小刀類」の一つとして定着しつつあるダンボールカッターによるケガが、ことのほか

多いのではないかと感じるようになり、弘前大学学生を対象にダンボールカッターに関する追

加調査をおこなった。(表 15)が結果である。 
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小学校でダンボールカッターを使った人の割合は 32.9％(173 人中 57 人)であり、ダンボー

ルカッターでケガをした人は 4.6％(173 人中 8 人)であった。「当該刃物でケガをした人の割

合／当該刃物を使った人の割合」は 15.3％である。(表 13)で示した数値とともに、ケガの発

生率の高い順に挙げると、1.彫刻刀 34.0％、2.カッターナイフ 22.7％、3.タンボールカッタ

ー15.3％、4.はさみ 11.7％、5.小刀 11.5％、6.のこぎり 8.7％、7.電動糸のこ盤 1.6％、8.

手ひき糸のこぎり 0.9％となる。ダンボールカッターによるケガの発生率は、彫刻刀、カッタ

ーナイフに次いで 3 番目であり、はさみや小刀よりも高い。 

 ダンボールカッターでケガをしたことのある人に状況を伺うと「刃のほうをもって渡したら、

手の平が切れた」というものがあった。一般にダンボールカッターにはケースが付属されてお

り、ケースに入れて渡せば、刃のほうを持ってもケガをすることはない。しかし、そもそも、

刃物の手渡しを良しとせず、置かれたものを自分で取るように教えていれば、このような事故

は起きなかったはずである。また、「お友だちを手伝ってダンボールを持ってあげたら、友達

が使っていたダンボールカッターがあたってケガをした」という報告もあった。まさしく、

「刃のほうをもって渡す」「材料をおさえてあげる」といった教科書に示され、広く小学校で

指導されている「おかしな教え」を、児童がけな気に守ったばかり発生した事故なのである。 

 

6．おわりに 

以上、本研究では、アンケート調査の集計、分析を通じて小学校における各種刃物の扱いの

実態を明らかにし、それを考察してきた。本研究を通じて明らかになったことをまとめると次

のようになる。 

・ここ数十年において小学校での各刃物の扱いの実態に特段の地域差は認められない。 

・小学校における各刃物の扱いの実態は、戦後時代とともに変化した。その変化は、社会の

変化と強く関係している一方で、学習指導要領とあまり関係していない。例えば、小刀は、

戦後一貫して指導要領では扱うべきとしているが、日常生活において小刀が使われなくなる

とともに小学校で使われなくなった。また、カッターナイフは、指導要領に掲載されるかな

り以前から、社会への普及とともに図画工作科の授業で広く使われるようになった。 

・児童たちの日常から刃物が遠ざけられた 1960-75 年の間に、小学校での刃物によるケガの

発生頻度が高くなった。日常生活で刃物を使う機会を失った児童は、慣れない刃物を授業で

使うことになり、刃物を使う度に高い確率でケガが発生するようになったと考えられる。 

・約半数の人が小学校において刃物によるケガをしている。各刃物によるケガの発生頻度は、

彫刻刀＞カッターナイフ＞ダンボールカッター＞はさみ＞小刀＞のこぎり＞電動糸のこ盤＞

手ひき糸のこぎり、である。 

・小学校教員が抱く各刃物によるケガへの危惧と実際に発生している刃物によるケガはその

内容において乖離がある。例えば、大方の小学校教員が電動糸のこ盤にケガへの危惧を感じ

ているが、実際にはあまり起きていない。一方、はさみやダンボールカッターに危惧を抱く

教員は少ないが、実際にはかなりの割合でケガが発生している。 

・図画工作嫌いの児童が生じる一因に、図画工作科における刃物によるケガがある。 

・日本の小学校では、自らが使う刃物に対する責任感を育む教育が欠けており、そのことが
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刃物によるケガの一因になっている。 

・「刃のほうをもって渡す」や「材料をおさえてあげる」といった学校文化の「おかしな教

え」が刃物によるケガの一因になっている。 

・よりよい刃物教育実現のための今後の課題は、従来のおかしな安全指導を適切化すること

と、刃物への責任感を育む教育をいかにおこなうかである。 
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A questionnaire survey on the use of blades in elementary school was conducted and 
obtained from 1,196 samples. As results of aggregation and analysis, there are no 
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