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【修士論文要旨】

稲荷信仰における

「感謝」の意味づけ

_一 信仰に関わる語りの分析一

岩 井 泰 穂(IWAIYasuho)

1.問 題 と目的

日本人の信仰は諸外国 の宗教 と比較する と、とてつ もな

く複雑 なものに思える。神社 、寺、教会な ど、日本人 は時

と場 合に より様 々な宗教施設へ足を運ぶ。そ の中で も 「神

道」は、我々 日本人に とって、生活 と切 り離す事ので きな

い存在である。とはい え、神社へ足を運 んでい る人 々が皆、

「信仰心」とい うもの を持 ってお参 りを してはいない と思

われ る。

しか し、科学技術が発達 し、ス ピー ド化時代、合理化時

代 と言われ るよ うになった現代 において も、人々の圧倒的

な信仰 を集めてい るものがある。それが稲荷信仰 である。

全国の総神社数約8万 社 の うち、3分 の1に あたる約3万

社 が 「稲荷社」であ り、個 人のお社な どを含 める と稲荷社

の数 は無数に近い。稲荷信仰 は、日本 の民間信仰 とい うも

のの中にあって、最も 日本人 の中に浸透 してい る信仰であ

る と言 って も過 言ではないだ ろ う。

筆者 は卒業 論文において 、日本人の信仰 を代表す るもの

として 「稲荷信仰」を取 り上げ、普段 か らお稲荷 さん を信

仰 している信者 さんio人 にイ ンタ ビュー調査を行った。

その結果、信者 さんが信 仰生活の中で最 も大切に している

もの は 「感謝の気持ち」であることが明 らかになった。日

本人の信仰 にお いて 「感謝 」とい う念 が大 きな位 置を 占め

てい ることは先行研究において も明 らか であ る。 しか し、

「現世利益的行動 に焦点 を当てた宗教態度の分析調査 は

行 われているものの、信仰 の根底に あると考え られ る 「感

謝」に注 目した研究はあま り行われていない。

では、稲荷信仰の信者 さんの語 る 「感謝」とは、生活 の

中で どのよ うな意味づ けを もって捉 え られてい るのだ ろ

うか。 そして、何を中心 とした 「感 謝」なのだろ うか。

本研 究では、 「日本人 の信仰」の典型事例 として稲荷信

仰 を取 り上げ、信者 さん をは じめ とす る 「信仰 に関わ る

人 々」の語 りを聞 くことによって、稲荷信仰 におけるr感

謝 」の構造 ・意味づけを探 る ことを目的 とす る。具体的に

は、「感謝Jと い うものが人生に どのよ うに関わっている

のか、そ して どのよ うに語 られ るのかを、エ ピソー ドを中

心に聞 くことで明 らか にしていきたい。

① 人々は信仰の 中で、何に、どんな時 に、どの よ うに、感

謝するのか。

② どのよ うな過程 を経て 「感謝 」が導 き出 され るのか。

③感謝す ることに よって、人生そ のものや心の持 ちよ うな

ど、具体的に何が どう変化す るのか。

→感謝 とは何か。

2.方 法

様々な形 で稲荷信仰 に関わ る人々に、5件7人 のイ ンタ

ビュー調査 を行 った。対象者の内訳 は以 下の通 りであ る。

信者 さん …3人

伏見稲荷大社 の神職 さん …1人

お山参道の茶店 ご主人 …3人

全件、許可を得てICレ コー ダー を使用 し、逐語起こ し

を して分析 した。

3.結 果 と考察

(1)何 に、 どんな時に、どの ように、感謝す るのか

調査結果によ り、信者 さん、神職 さん共に、信仰 の中で

最 も重要な ものは 「感謝」であると自覚 してお り、更に こ

の 「感謝」は人間 として生活す る上で必要 不可欠 なもので

あ るとも言える とい うこ とが明 らかになった。4人 とも、

感謝の内容 として挙 げてい ることは、 「大 きな黒字が出な

いまでも会社 が存続 してい るこ と」や 「無事お稲荷 さんに

勤め られ てあ りがたい とか、この景色 を楽 しめ る、あるい

は虫の音を楽 しめるとか、雨を楽 しめる とか、全 てが、や

っぱ りあ りがたい」な ど、普段 の生活の中では 「当た り前」

だ と思 われ るよ うな ことがほ とん どであ る。

これ らの事例 よ り、 「感謝」 は何 よ りも重要な ものであ

る反面 、決 して特別な ものではなく、生活の中に 自然 に溶

け込 んでい るとい うことが言 えるだ ろ う。彼 らは具体的な

結果 を求 めて感謝す るのではな く、日々の営みを無事に過

ごせ ることに対 して感謝 を捧げ てお り、日々、神様 に手 を

合わせ ること、そ してそれ を続 けてい くことが重要 なので

ある。

また、最初は具体的で身近な部分か ら始まった感謝が 、

次第 にご く日常的な部分 にまで拡大 され てい くとい うこ

とも、信仰 への傾倒 と共 に起 こる現象ではないか と考えら
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れ る。

(2)「 感謝」が導き出され る過程

今回のイ ンタ ビュー協力者7人 は、信仰 に入った経緯 も

経歴 も様々であるため、「感謝」に関する語 りも多方面か

ら聞 くことができた。

まず信者Aさ ん とBさ んは、生まれ た時 か ら信仰 には関

わっていた ものの関心は薄 く、一旦途切れ た後 、やがて 自

ら信仰 の道 に入 ってい る。そ して、自分 の信仰に両親が与

えた影響 は肯定 しなが らも、 「感謝」 とい う心の持 ちよ う

につ いては教 えられた覚えがない とい う。 「感謝」 とい う

信仰形 態を もっ よ うにな った時期や経緯 な どについて具

体的 には語 られなか ったが、 「あ りがたい」 とい う感 覚は

自然発生的に、いっの間にか生まれていた ものであると考

えられ る。

信者Bさ んは、自分 自身 の苦 しみの中、先達 さん と出会

って信仰 に入 った。伏 見稲荷大社への参拝 を始めた頃は

「苦 しくて ど一に もならん」と繰 り返 し語っているよ うに、

ゆと りもな く、ただ参拝 を行っているのみ であった。しか

し、参拝 に余裕 ができる、つま り会社 が軌道 に乗 って回 り

出せ ば、神様 に対 して 「あ りが とうございま した」とい う

気持 ちが表れて くる。また、先達 さんか らは 「とにか くお

参 りす るこ とJ以 外 、教 えられた経験 はない との ことであ

り、気持 ちの面 に関 しては、自らの中で起 こった変化であ

る と言 えるだ ろ う。

そ して神職Dさ んの 「感謝」につ いては、現在プ ロ野球

ソフ トバ ンクの監督である王貞治氏の存在が大きい。これ

は、Bさ んが繰 り返 し語 った 「出会 い」に関わ るものであ

る。 「たまたま出会った人 に話 を聞いた、な どの出会 いが

信仰に大き く関わってくる」とい うように、Dさ ん にとっ

て も王氏 との出会 いは信 仰に関す る大 きな 目覚 めを促 し

た。また、Aさ ん ・Bさ ん とお稲荷 さんの出会い 、Dさ ん

と上司の出会 い、Cさ んと 「先生」の出会いな ど、様々な

出会いが信仰 を、そ して人生を動 か して いる。

また、茶店 ご主人であるEさ ん、お よびFさ ん ・Gさ ん

の語 りの違い は、信者 さん とそ うでない人 を比較す るとい

う意味で も非 常に興味深い。代々店 の守 をつ とめ、自身 も

関わって20年 になるEさ んが、 自分 自身 も信仰 と感謝を

する ようにな ったと答 えているのに対 して、Fさ んは 「ま

だ感謝 とい うものが出て こない、毎 日必死でや っているだ

け」だ と答 えてい る。 しか し、その 中で もGさ んは、 「こ

ういった神様 に関わ る仕事 をす る ようにな った ご縁 に感

謝 は感 じる」と語 ってい る。これ は信者 さんが語る 「出会

い」と共通す るものであ り、この よ うな身近な ところか ら

感謝の心 、そ して信仰 心が芽生 えてい くのではないか と考

えられ る。

(3)「 感謝」による変化

信仰、そ して感謝 をす ることに よる変化 と しては、ほ と

ん どの人が、語 り方に違いは見 られ るものの 「安心感 」を

挙 げた。 「なんぼかの心 の支 え」、 「守って いただいて い

る」、 「悪 しき流れ が神様 とい うフ ィル ター を通す ことに

よって良 くな り、不安がなくなる」、な ど、多かれ少な か

れ 「神様 に守 っていただいてい る」ことを心の中で無意識

に支え としてい ることが窺 える。また逆に、神様 に見られ

ているこ とによって 「悪 いことはで きない」 「人に迷惑 を

か けられない」な どとい う、道徳的な面での意識 を語 る人

も多かった。

そ して、 「現状 を受 け入れ る」 とい うこ とも重要な点で

ある。 「た とえ事故が起 こって も、それが最低 の状態に抑

えて もらった上 での ことである」とい う信者Aさ んの語 り

は、葉室(2000)の 「今 どんな状態 であ って も、認めた ら

いいのです」 とい う言葉 に表 され てい ることと共通す る。

(4)ま とめ … 「感謝」とは何か

今回の研 究では、卒業論文にお ける研究結果 を踏 まえ、

「感謝」とい う部分を重視 したイ ンタビュー調査を行った。

そ の結果、予測 していた以上に 「感謝」が重要な ものと し

て生活の 中に溶け込 んでいることが明 らかになった。感謝

の心はチ ンパ ンジーや オ ランウー タンな どの動物 もプ レ

ゼ ン トな どで表現す る とい うことが知 られ ている。それ ら

の感謝 と、信仰を もつ人 々の感謝、そ して信仰 を持たない

人間の感謝は、一体 どのよ うな違 いがあるのか。今回の研

究を通 して、それは 「意識す るか しないか」 とい う部分の

違いではないか とい う結論に達 した。

人間は誰でも、多かれ少なかれ感謝 の気持 ちは持ってい

る。その感謝 が、何か をして もらった時な ど 目に見えるも

のに対 してだけでな く、会社が存続 してい ること、健康 で

い られ るこ と、人生を楽 しめること、そ して 「今 ここに在

ること」にまで広がってい くのが 「信仰 にお ける感謝」な

のである。
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【修士論文要旨】

化粧による心理変容の

ナラテ ィヴ分析

一一装う自己と見られる自己

木 戸 彩 恵(K皿X)Ayae)

問題

化粧 とは,現 在の 自己を創 る行為ではな く,「5分 先の

コン ビニでの私」や 「2時間先のデー トの待 ち合 わせ に向

か う私」,「日中,職 場に居 る私」な ど,未 来 の自己を創 り

出す行為である。 化粧を施す際,現 在のく私 〉は,未 来

の くあるべ き私 〉にな るために,い ったん,未 来に くある

だ ろ う私〉を外在化 させ,そ の〈私 〉を,過 去経験におい

て過 去のく私 〉が対峙 した他者H時 間的 ・文化的外 在性 と

独 自性 を持っ他者一 と対話 させ なが ら,他者 に向か う自分

をつ くりあげ るといえる。つ ま り、化粧 は,そ こで出会 う

であろ う他者 が 「私」に期待す る役割 を作 りだ してい ると

も言 え,行 為者 は,実 際の過 去経験 に基づきつつ,他 者に

見 られ る未来の 自己を作 り上 げる。こうした意味で,化 粧

は時空 を超 えて過 去一現在0未 来 を結ぶ行為 である とい

える。

方法

本 研究では,1)向 か う宛先 の'〈場所 〉は,個 人 の中

に どの ように構造化 されているのか,2)宛 先 となるく他

者 〉の構造にいかな るパターンがあ り,具体的に どの よう

な対 話がお こなわれてい るかを明 らかにする ことを 目的

とした。そ こで 、一般女性 よりもよ り正確に化粧 を対象化

して詳細に語 ることがで きる と想定 され る美容職 従事者

4名 を対象に,個 別に二度ずっイ ンタ ビュー調査 をお こな

った。イ ンタ ビューによ り得 られたナ ラティヴ ・デー タを

も とに宛先 と変容 に伴 う行為の変容 と心理変容 につ いて

モデル化 し,考 察を深 めた。

分析

分析1で は,ナ ラテ ィヴ・データを,協力者の語 りか ら,

化 粧プ ロセス を時系列に沿って並べ替 え,宛先 の場所 によ

る化粧 の使い分 け方を振 り分けた。その上で、宛 先の場所

による化粧のプ ロセスの相違 をモデル化 した。

分析2で は,や まだ(2001)の モデル構成理論に従い,宛

先 とな る他者 の構造 を明 らかにするために,語 りか ら,他

者 との関係 につ いて語 ってい る部分 を抜 き出 し,理論的に

想定 され たモデル を基本枠組み として,語 りデー タをモデ

ル化 した。

結果 ・考察

分析1宛 先の場所(トポス)による化粧 のプ ロセ スの相違

を検討 し,宛 先 となる場所 を大 きく3つ に分類 した。3っ

の場所 とは,そ れ ぞれ,一 人 も しくは,家 族 ・恋人な どの

近親者 と共にい る場面 の「親密(in血late)」 な場所,自 己

内において最低 限他者 と対峙す ることが可能 になる レヴ

ェルの化粧 を施す場 合の 「近所(neighbor)」 の場所,あ る

程 度長い時間外 にいる もしくは親密 でない他者 とのかか

わ りの中にい る場 合の 「他所(strange)」 の場所で ある、

場所(トポ ス)の認識や,そ れ に伴 う化粧の使い分 けは,

個人 の体験 か ら組織 化 され実践 され てお り,な おかっ社

会 ・文化的文脈の影響 を受 ける。また,行 為者 は,先 に提

示 した3種 の場所(トポス)を往還 しなが ら実生活 をお こな

って いる と考え られるため,こ れ ら3つ の場所 を,や ま

だ ・山田(2006)の 「ライ フス トー リーの樹」モデルに倣

い,パ ー ソナル ・トポス(PersonalTopos)・ ミク ロ ・ト

ポス(MicrQTopos)・ メソ ・トポス(MesoTopos)と し,

階層化 した場所モデルを作成 した。

分析2他 者性の立ち現れ方 は,5っ の基本構 図 としてモ

デル化す ることができた。

基本構図1は,「 他者 の不在の構図」であ り,主 として,

化粧 をす るときの意識 は,自 分 自身に向け られ てお り,同

時 に自己に回収 され ている。基本構 図2は,「 他者 との相

互関係の構 図」で あ り,客 体 としての他者 は,は っき りと

行為主体に意識 され ている。基本構 図3は,場 所 を共有 し

た他者 との 「特 定の トポスにおける他者 との相互関係 の構

図」である。基本構 図4は,場 所を共有 しない他者 と対峙

する 「トポス外の他 者 との相互関係 の構 図」であ る。基本

構図5は,揚 所 を共有 した他者 との関係性に場所を共有 し

ない(外 部の)他 者が立 ち現れる 「他者 との複 合的相互関

係 の構図」であ る。

分析1か ら,場 所一 場所 間を媒介 し,場所 と個人 とい う

文脈上 におけ る対話 の媒介 をす る役割を担 っていること,

分析2を 通 して他 者の あ り方 は定常的 なあ り方 として存

在す るのではな く,関 係性 において不在 になる場合や,場
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所 と他者 が相互 に連関 しつつ他者 性が立 ち現 れる場 合,さ

らには,向か う他者が関係性 の文脈において入れ替わる複

雑 な構造 を持った宛先 となる場合な ど,状況的文脈 におい

て変容す ることが明 らかになった。つま り,他者 は他者 自

体 と して機 能するのでなく、場所 と他者 が複 合的 に連関 し

っっ個人の行 為を規 定 していた。また、本研 究を通 した省

察か ら,化 粧 は 「人一 人」間 のコ ミュニケーシ ョンを媒介

す るツール とい うよりも,む しろ,化 粧 に よる心理変容が

「場所一場所」間の心理 ・身体的移 行を円滑に媒介 し,ス

ィ ッチ ングす る手段 なのではないか とい う知 見がえ られ

た。そのため,研 究 を進めてい く上 で 「個人モデル」か ら

場所 と場所 を繋 ぎ,な おかつ往還す るモデル としての 「場

所モデル」へ と分析 と考察の主軸 を移行 した。

場所 か ら場所へ移行す る際に,人 は化粧 を施す,必 要に

応 じて化粧直 しをす るといった行為を行 い,自 己を修正 し,

その場所に相応 しい 自己を装 う。場所 と他者に関す る考察

か ら,個人 はあ る場所において期待 され る役割に向けて装

うとい う一連 の流 れを把握す ることができた。他者が 目に

す るのは,あ る役 割に見 られ ることを前 提に して装 った行

為者である。

個人は,化 粧 を開始 したその時点にお いて,す で に未来

のある宛先へ と向か う自分を作 り出すの である。つま り,

化粧 をす るこ とは,行為者に とって次 に移行す る先での役

割の先取 りなので あ り,化粧に よってある役割 を装 うこと

が化粧 の目的 とな るのである。したが って、宛先 と他者 と

い う側面か ら見れば,化 粧行為 自体は,私 的な行為 である

が,化粧 を した結果は公的な もの として行為者に認識 され

てい る、加えて 「あるべき自分」は,行 為者 の体験 によっ

て創出 された過去の行為 の総和なのである。

しか しなが ら,複数の文脈 が複雑に絡み合 った生活実践

においては,し ば しば役割 を向 けた宛先 が予期せず に変容

させ られる場合 がある。ある化粧 とはある時点 において適

切であ ると判 断 され た化粧であ る。しか し,対 峙す る対象

も しくは場所 の宛先 に変化が生 じた場 合には,その化粧が

不適切 である と行為者 に認識 され ることが ある。化粧の持

つ意味は,他 者や場所 とい う生活実践 の文脈 に応 じて,流

動的に変容す る と考 えられ る。他者 の文脈や場所 自体が行

為者 には意味 をもっ ようになるので ある。つま り,化 粧 と

い うナ ラテ ィヴは,あ る特定の文脈 にお ける意味を もって

生成 され てい るが,解 釈す る相手(宛 先)が 変容 した場合

には,そ の意味(相 手か らの見 られ方)に 多少 な りともズ

レが生 じるのである。

行為者個 々人の場の定義 が異なれば、当然 そ こに軋礫 が

生 じる。そ の端的の例 として,電 車内での化粧 が挙げられ

る。電車 内での化粧は特 に 日本において問題 とされ,心 理

学的な知見 も様 々な角度 から積 み上げ られ ているが、本研

究の観点に立てば,行 為者 は宛先 とな る場所 に何 らかの定

義 をもってお り,そ れ によって化粧 を使 い分 けてい るが,

場 の定義 が曖昧であ りなおかっ中間地点 となる ような場

にっいては,あ る行為 自体が問題 なのではな く,化 粧をす

る行為者 とそ の他のそ の場 に居合 わせた他者 との場所の

定義が異 なるこ と自体 が問題 であ るとい う新 しい見解 を

得るこ とが できた。

また,本 研究では,社 会 ・文化的影響についてモデル化

をおこなった。社会文化 的影響 をモデル化 し提示すること

は,自 覚的 に自文化 を相対化 してみ ることや,異 文化下に

おける他者 との対話的交流 を促進 させ る とい う点にお い

て有用で あると考え られ る。また,本 研究は装 う一 見られ

る関係性 に焦点をおい て研究を進 めたが,分析結果 として

出て きた宛先の他者 との相互関係 モデル につい ては,化粧

以外 の他者 との対話 とい う文脈 の研究に も転用 可能で あ

る。

課題 と展望

本研究 では,大 きな括 りでの化 粧 を通 した対話構造 に

ついて明 らかにす るこ とはできた ものの,行 為者 の化粧行

為のダイナ ミズムが見えなかった。また,化 粧の使 い分け

の生成 プ ロセスがいか に発達的 に経 験 され てい るか とい

う点 について も,明 らかにす ることができなかった。特に,

化粧 のよ うに,意 識化 されず に習得 されてい く行為 の生成

は,社 会 ・文化的影響 や他者 との関係性の持 ちかた とい う

観 点か ら考える と,非常に対話的要素の強い行為 の生成過

程であ る。こ うした行為の生成プロセスについて は,逆 行

的なイ ンタビュー ではな く,行為に参入 しよ うとす る渦中

にあ る人々を対象 として,順 行的なイ ンタ ビュー を化粧の

習得まで,一 定期 間にわたってお こな うことが必要である

と考え られ るため,こ れを今後 の研究課題 としたい。
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【修士論文要旨】

モデル物語 「松田聖子」と同時代を生

きる女性のライフス トー リー

塚 本 朱 里(TSUKAMOTOJuri)

問 題

人 は自らのライ フス トー リーを語 るこ とで、経験 を整理

し、人生に意味 を与 える。自分 自身 についての問いを明確

な もの とし、時 として語 りに よって人生 を変革す ることが

で きる。

語 られる個 人的な ライ フス トー リー は決 してオ リジナ

ルの ものではな く、語 り手 の生 きる文脈 や普 遍的 な物語に

依拠 したものである。しか し、伝統的価値観 が揺 らぎ、個

人の人生にお いて 自由な選択肢が増 えるこ とに よって、

「人 として こう生 きるべ き」とい う社会的な枠組 みは弱体

化 し、ライ フス トー リーの基盤 とすべ き普遍的な物語が見

えにくくなる。

特に女性 の場合、第二次世界大戦後、その生 き方は大き

く変化 し、従来 の物語は女性のライフス トー リー と一致 し

な くなった。かつて女性 の物語の ゴールであった 「結婚」

は もはや ゴールではな く、その後 も続いてい く生涯 を通 じ

たスパ ンでの物語が求 め られ る。

本研究では、対象者 を30代 後半か ら40代 の女性 に設定

した。男女雇 用均等法が施行 され た1986年 前後に社会に

出た女性であ り、どのよ うな人生を歩 むかが選択可能にな

った ことで、より自覚的 にライ フス トー リーが語 られ るこ

とが期待できる。

ここで、典型的 な物語の一つ として、歌手の松 田聖子に

着 目 した。結婚 ・出産 ・離婚 ・再婚 とい った私生活をメデ

ィア を通 じて絶 えず報道 され続 けなが ら、現在 で も第℃線

での芸能活動 を続けている彼女の物語は、キャ リアを持 っ

て働 く女性 と しての物語 ・結婚 の物語 ・母 としての物語 と

いった、多面的な女性 の物語 を全て含んでいる と言 える。

彼 女は同年代の女性 たちに とって身近な物語 であ り、虚像

も実像 も含んだ生きたテ クス トとして、ライフス トー リー

を語る際のモ デルにな りえると考えた。

目 的

「松 田聖子」とい う女 性の人生の物語 を、同時代 を生 き

てい る女性 たちに とって ライ フス トー リー のモデル とし

て用いた際に、

(1)「松 田聖子」物語は どの ような形のモデル として とら

え られ ているのか(2)彼 女達 自身 のライ フス トー リーは、

それ とどのよ うに重ね合わせ て語 られ るのか(3)20年 以

上 のスパ ンの中で、随伴 してきた二つの物語は どのよ うに

関わ り、時に変化 していったのか を考察す る。

この研 究を通 して、現代 の一つの時代を生きている女性

た ちに とっての大きな物語の形 と、個人 のライ フス トー リ

ー との関係 を描 き出す ことを 目指す
。

方 法

松 田聖子 に関心 を持 ってい る35歳 か ら40歳 の女性 に対

象 を定 め、6人 の女性 にインタビュー調 査を行 った。

イ ンタビューガイ ドを元に、それぞれ1時 間程度 の半構

造化面接 を行い、許 可を得 て録音 した内容 を文字 に起 こ し、

カー ド化 した後 にKJ法(川 喜田、1967)に よる分析を行

った。図解 と語 りの二次データを照 らし合 わせ 、語 り手の

〈私〉の物語 と 〈松 田聖子〉の物語 との重ね合わせを、語

り口も含 めて分析 した。

結果 と考察

1モデル物語としての〈松田聖子〉の形

聖子 と同様に、学校を卒業 してか らキャ リアに生きるこ

とを選択 した、聖子 ファンの語 り手(;グ ループ1)は 、 〈聖

子〉物語をキ ャ リアでの成功 ス トー リー として語 った。松

田聖子は、常に新 しいこ とに挑戦 し続 け、そのこ とに対 し

て批判や反発 を受 けて もそれに負 けず に進 んでい く女性

と して語 られる。 〈聖子〉は、語 り手の女 性に とって 「共

感す る」 「憧れ る」 と肯定的に受け止 め られ 、語 り手 自身

の 〈私〉物語 にも力 を及ぼ している。他方、この グノレープ

の語 りでは、聖子が 「母」であるこ と、複数回の結婚を経

験 していることにも触れ られ るが、それ らは、キ ャ リアで

の成功物語 を彩 るもの としてのみ 、語 られてい る。こうし

た 〈聖子〉物語は、 〈私〉物語 を導 くモデル として機能 し

てお り、〈私〉物語は 〈聖子〉物語 と同様の形を 目指す も

の となっていた。

一方
、聖子は好 きだが特に熱L・な ファンではない と自称

し、また、結婚や出産を機 に一度仕事を辞 めて 「家庭」を
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選択 した語 り手(;グループ2)は 、 〈聖子〉物語 を、仕事に

進む キャ リアの物語 と、 「母」 としての物語 の2つ の形か

ら語 った。キ ャリアの部分で は、聖子は明確 な 目標 に向か

って適進す る人物 として とらえられてい る。一方、 「母」

の物語では、娘を 日本 に残 して渡米す る といったエ ピソー

ドが、む しろ好意的 に語 られた。 自らの持つ 「母J物 語 と

照 らし合わせ るこ とで、決 して特殊 な選択 ではな く、自分

の物語 とは一致 しないが理解 で きる もの と して語 られ て

いた。

2〈私〉物語と〈聖子〉物語 の重ね 合わ せ

グループ1の 語 りでは、① 〈聖子〉物語が 〈私〉物語 に

変化す る語 りと、② 〈私〉物語に く聖子〉物語が登場す る

語 りが見 られた。① では、 〈聖子〉物語を 「私」が 「憧れ

る」 「共感す る」と語る中で、「私 も」聖子のよ うに生きる、

とい う 〈私〉物語へ の展開 が行われた。 〈聖 子〉は 「お手

本J「 バイブル 」としての役割 を認識 され 、 〈私〉物語 を〈聖

子〉物語を 目指す形 で進 めてい くとい う意志 が語 られた。

②では、 〈私〉物語 にお ける重要な出来事や意味づ けが語

られ、それ ゆえに 〈聖子〉に共感 し、 〈聖子〉か ら力づけ

られ る といった、 〈聖子〉物語 の影響が 自覚的 に語 られて

いた。2つ の物語 の重な りは、語 り手 にとって重大なライ

フイベ ン トが起 こった際に特 に強 く認識 され、 〈私〉物語

の進む方向に 〈聖子〉物語は大きな力 を及ぼす もの として

語 られた。

グループ2で は、 〈私〉物語 と 〈聖子〉物 語は基 本的に

距離 を置いた もの として語 られた。 〈私〉 と 〈聖子〉 は異

なる世界の物語 としてそれぞれ独立 して語 られ る。しか し、

ここでは 「母Jと い う、共通す る要素 によって、2つ の世

界 を同 じ次元 で比較す る語 りが行 われ た。比較す ることに

よ り、具体的な相違点や、 「聖子の気持 ちもわかるか もし

れない」と 〈聖 子〉物語に 〈私〉物語 を寄 り添わせ る語 り

が生まれていた。

3.時代の 中で変化する〈私〉物語と〈聖子〉物語

語 り手たちが 〈聖子〉 と出会ってか ら現在まで、20年

以上の年 月が流れてい る。 この歳月 の中で 、〈私〉物語 と

〈聖子〉物語 の関係に変化 が生まれていた。

止 め、理解 できると語っている。全 く違 う世界を生きて き

た2っ の物語 を同 じ次元のもの と して重ね る際に、「母」

とい う物語は両者を繋 ぐもの として働いていた。

〈聖子〉に 自らの物語 を重ね る語 り手は、自分 自身の人

生 を考 えるきっかけになった出来事 を経て、 〈聖子〉物 語

を 〈私〉物語 に関わるもの として考 えるよ うになった と語

った。自身の人生、特 にキャ リアを中心 とした今後の人 生

を選択す る機 会に立った とき、自分の前 を歩いている者 と

して、 〈聖子〉物語 を く私〉物語 のモデル と して意味づ け

なお していた。

また、長 い歳月 を経た ことで 、聖子が 「同 じ時代」の者

である とい うことが強 く意識 され るよ うになっていた。結

婚 し、子 どもを産んで も働 き続 ける、離婚 や再婚を経験す

る といった聖子の生き方 は、自分た ちよりも上の世代には

理 解され ない、自分たちの時代が先駆け となって認 められ

た生 き方だ ととらえ られ てい る。対 して、ファンへの感 謝

の気持 ちを率先 して示 した り、 「礼儀正 しく」 「かわい く」

接す ることな ど、自分 たちの下の世代には受 け入れ られ な

くなった 旧来 の価値観 を守 って い る存在 と して も、 〈聖

子〉は とらえ られていた。

本研 究を通 して、 「私たちの時代」 の物語 と して とらえ

られ る 「松 田聖子」と、同 じ時代を生 きて きた女性 たちの

ライフス トー リー との20年 以上 にわたる関わ りを見て き

た。

〈聖子〉は、揺 らぐことな く、常に 〈私〉の前を進む物

語 であ り、先駆者 として新 しい生 き方 を提示 する。 〈「成

功」の物語で ある 〈聖 子〉は、同 じ道 を進 もうとす る女性

たちにとっては明確 な道標 とな る。聖子 と違 う道 を選択す

る女性た ちに とっても、 〈聖子〉の物語を参照す ることで、

〈私〉の物語 を自覚的に とらえて語 るための手がか りとな

りえる。私〉が 自分の人生 を選択する場 面に立った とき、

共にあった 〈聖子〉物 語は新 たに意味づけなお され 、モデ

ル として語 り手の前 に現れ る。

一つ には
、語 り手 自身が経験 したライ フイベ ン トの影響

が挙 げ られ る。自らが 「母」としての 〈私〉物語を持っ語

り手 は、自身の 「母」物語を足がか りに して 〈聖子〉物語

を語 り、現在 のほ うが 「母」としての聖子を肯定的 に受 け
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【修士論文要旨】

児童養護施設児における愛着障害

一一事例研究を通した観察 一一

平 井 千 晶(u・)

本稿では、児 童養護施設 児の愛着 障害 を、児童養護施設

入所時段階 の愛着 障害 の要因 と児童養護施設入所後 の愛

着障害の要因 を分離 して明 らかに し、児童養護施設入所後

の子 どもと児童養護施設職員が、子 どもと親 との関係 を補

うよ うな相補的関係 を築 くのは どの ような環境や関係性

の変化 によるのかについて、1ケース を時間軸に沿 って観

察 し、記述的に記載 して研究す ることが 目的で ある。

2007年4月 に児童養護施設に入所 した4歳 児mを 対象

に、週1回 、3時 間に渡 って観察 し、児童養護施設 のB

職員 に対する子 どもの愛着安定性得 点を4回 測定 し、A職

員 とB職 員を対象に、アタ ッチメン ト障害尺度に基づ く

ア ンケー ト調査 を4回 実施 した。観察記録は 自由記述の方

法を とった。愛着安定性 得点 とアタ ッチメン ト障害尺度 の

ア ンケー ト結果 に関連す るエ ピソー ドを本稿に記載 した。

愛着安定性得点 はWatersのAttachmentQ-set(AQS)を 尺

度化 した 日本語版 を使 用 した。AQSは 一1.0か らLoの 問

を動 き、それが高いほ どアタ ッチメン トが安定 しているこ

とを意味 し、通常は、.30以 上 で安定型のアタ ッチ メン ト

を形成 してい ると判断 され る。 さらにAQSの 項 目を複数

組み合 わせ ることで、子 どもの相互作用上の行動特徴 を表

す4下 位尺度 を測定 した。AQS下 位 尺度は、① 「母親 と

の 円滑 な相互 作用」、② 「母親への近接 性」、③ 「母親 との

身体接触度」、④C養 育者以外の大人 との相互作用」であ

る。

ア ンケー ト調 査は、数井他(2005)が アタッチ メン ト障害

を測定する尺度 の項 目を因子分析 し、5つの因子を決定 し

たア タッチメン ト障害尺度 に もとつ いて実施 した。5っ の

因子 とは、第1因 子 「情緒的撤退 ・内閉」、第2因 子 「親

に対す る警戒 ・過剰応諾 」、第3因 子 「無差別的友好態度」、

第4因 子 「危険行動」、第5因 子 「行動抑制的粘着性愛着」

であ る。

その結果、初 回(6月27日)のYの 愛着安定性得点 は

D型 の子 どもに近かった。AQS下 位得 点から、Yは 職 員

との身体接触が少なか らず あ り、職員 よ りも職員 以外の大

人 と相互作用す る傾向がやや 高いことが明 らか となった。

YとB職 員 との相互作用 は一 日の うちで一回のみ であっ

た。

Yの アタ ッチメン ト障害尺度 の 「情緒的撤 退 ・内閉」の

平均点がや や高 く、Yは一人遊びを して引きこもる様子が

見 られた。Yは 家庭 において身体的虐待 が疑われていたた

め、 「親に対す る警戒 ・過 剰応諾 」の平均点がやや高かっ

た。施設入所後はYが 職 員に対 して過剰 に迎合する様子

が見 られず 、「行動抑制的粘着1生愛着」の平均点はや や低

かった。Yの 「無差別的友好態度」の平均点はや や高 く、

特 定の愛着対象 となる職 員が存在 しない。Yの 「危険行動」

の平均点 もやや 高 く、積極的、好奇心 とい う程度 を超 えて

向 こ う見ずな行動 を とることがあった。

第1期(7月 ～8月)のYの 愛着安定性得点はD型 の

子 どもに近 かった。YのAQS下 位得点 の結果か ら、Yは

職員 と少 しずつ相互作用できる ようにな り、職員 との身体

接触 も少 なからず あることが明 らかとな った。 しか し、Y

が適 宜職員 の所に戻った り、近接 関係 を維持す ることは希

少 である。Yは 初回に比べ て、職員以外の大人 と相互作用

す ることは少な くなった。

YはB職 員 に関わ りたい気持 ちを言語で表現 できず、

他児への攻撃性 とい う形 で表現す る様子 が観察 された。Y

は自 ら進んで職員 と相互作用す ることはない。B職 員がY

に働 きかけるこ とによ り、YとB職 員 が相互作用す る場

面が見 られ た。Yは 筆者 よ りも職 員に関わ り、認めて もら

いたい とい う気持 ちを持 ってい る様 子が観察 された。

Yの ア タッチ メン ト障害尺度の平均点は初回か らあま

り変化 しなかった。Yは 自分の気持 ちを言語で表現できず 、

他児への遊び に突然介入 して トラブルにな る。Yは職 員に

甘 えたい気 もちを言語で表現す る ことができず、Yの 「情

緒的撤 退 ・内閉」の平均点 はやや高 くなった。Yは 誕 生 日

に初めて義母 と面会 し、義母の前 で硬直す ることはなかっ

たが 、義母 か らも らったお もちゃで遊ぶ ことに熱 中 し、

「親 に対す る警戒 ・過剰応諾」の平均点はやや高かった。

Yは 職員 に対 して過剰 に迎合的 な態度 を とるこ とが なか

ったため、 「行動抑制的粘着 性愛着」の平均 点はやや低か

った。Yは 危険だ と職 員に注意 された場所に立っな どの行

動が見 られ、 「危 険行動」の平均点がや や高かった。

第II期(8月 ～9月)のYの 愛着安 定牲 得点 はD型 の

子 どもに近かった。YのAQS下 位得点か ら、第1期 に比
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べ て職員 との円滑な相互作用が少な くな り、耳韻 への近接

が増加 した ことが明 らか とな った。Yは職 員以外 の大人 と

相互作用をす る ことも増加 した。Yと職員 との身体接触は

少なか らずあった。

Yが 職 員に物 を手渡 した りして相 互作用 する様 子は観

察 されなかったが 、B職 員 に時折抱 きついた り、一緒に歌

を歌 う場面 は見 られた。Yは 嬉 しい時にB職 員に近接す

るよ うになった。 しか しなが ら、YがB職 員に近接する

頻度 はまだ少ない。

Yの アタ ッチ メン ト障害尺度の平均点 はあま り大き く

変化 しなかった。Yの 「情緒的撤退 ・内閉」の平均 点はや

や高 く、遊 びの場面 でYが 孤立 し、引き こもる様子が観

察 された。9月 に義母 が来所 し、Yは お もちゃをも らって

遊んでいた。義母 とYと の面会に立ち会 ったA職 員のほ

うがB職 員よ りも 「親 に対す る警戒 ・過剰応諾 」の平均

点がや や高 く、Yの義母に対す る警戒 はまだ高い と推測で

きる。Yは 職 員に対 して過剰 に迎合す る様 子が見 られなか

ったため、 「行動抑制的粘着性愛着」の平均点はや や低 か

った。Yは 特定の愛着対象 となる職員がまだ存在せず 、筆

者 にも身体接触 し、 「無差別的友好態度」の平均点がやや

高か った。Yの 脆 険行動 の平均点 もやや高か った。A

職員 よりもB職 員の方 が 「危険行動 」の平均点がやや低

く、YはB職 員 に注意 された時に、言語 で表現 して危険

行動を制止 できるよ うになった。

第皿期 のYの 愛着安定性得点はC型 の子 どもに近かっ

た。YのAQS下 位得点の結果か ら、第II期 に比べて、職

員 と円滑な相互作用 をす ることが少 なくな り、職員に近接

するこ とも減少 した ことが明らか となった。Yは職 員以外

の大人 と相互作用をするこ とは減少 した。Yと 職 員 との身

体接触 は少なか らずあった。

しか し、YがB職 員 を安全基地 として遊 ぶ場 面は観察

された。Yは 砂場 でカ レーやデザ ー トをつ く りB職 員の

所に持っていった。B職 員は幼少児 の安全 を守 るため、幼

少児 と一緒に遊 ぶ ことを優先す る。 それ故 、YのB職 員

への相互作用や近接性 は希少な ものにな った と推測 でき

る。

Yの アタ ッチ メン ト障害尺度 はあま り大き く変化 しな

かった。Yは 自分 の意に沿わないことが あるとすねた表情

を し、頑 なに黙 り込み、その場 か ら動かな くな るため、 「情

緒的撤退 ・内閉」の平均点がや や高かった。Yは10月 に

は義母 と面会 していないが故 に、 「親に対す る警戒 ・過剰

応諾」 の平均点 はやや高かった。YはB職 員 を安全基地

として遊ぶ様子が観 察 されたが、A職 員を も安 全基地 とし

て遊ぶ様 子が見 られ、 「無差別的友好態度」の平均点はや

や 高か った。Yは 危険行動で あることを理解できず、すね

て動かな くな ることがあ り、 「危険行動」 の平均 点がや や

高かった。

エ ピソー ドか ら、YとB職 員 の相互作用が変化す る様

子が観 察 され た。初回のYはB職 員 に非言語的な形 で甘

えを表 出 し、B職 員は敏感 に察 して応答 した。第1期 のY

はB職 員 に甘えたい気持ちを言語 で表現で きず、他児へ

の攻撃 性 とい う形で表現 して しまい 、Yが職員 か ら叱 られ

る結果 となることがあった、Yは 自ら進 んでB職 員 と相

互作用 をす ることはないが、B職員がYに 働 きかけた り、

声か けをす ることで、YとB職 員が相互作用す る場面が

見 られた。

第H期 のYは 、砂場 で他児 とお墓を作って遊んだが、B

職員が 「南無阿弥陀仏の歌を歌お うJと 言い、皆で歌を歌

ったこ とで、喪失の悲 しみを埋 め合 わせ ることができた。

そ して、Yは 嬉 しい ときにB職 員 に近接す るようにな っ

た。第皿期 のYは 、B職 員を安全基地 として遊ぶよ うに

なった。Yは 砂場でカ レーやデ ザー トをっ く り、B職 員 の

所 に持 っていった。

YとB職 員 との相互作用が変化 し、YがB職 員 を安全

基地 として遊ぶ ようになった背景には、B職 員のYの 要

求や シグナル に対す る感 受性 の高 さが関連 していると考

えられる。B職 員のYに 対する相 互作用 は、感受性 と情

緒的応答性 が比較的高 く、それが一貫 していて予測 しや す

いため、YはB職 員 の働 きか けに信頼を寄せ、B職 員 を

安全 基地 として遊ぶ よ うになったのだ と推測できる。

YとB職 員 との相互作用や近接性 は、Yと 他児 との ト

ラブル を職員が解決 した後に頻繁に観 察 され た。今後、B

職員がYと 他児 との トラブルに適切 に対処す ることで、Y

とB職 員の相互作用や 近接 性を深め ることができるであ

ろ う。その ことがB職 員の感受性 と情緒 的応答性の高い

養育態度 と相侯 って、Yの愛着安定性得点 を変化 させてい

くと考え られる。

今後の課 題は、観察期間 を長期 間の もの とし、愛着安定

性得点 とアタ ッチメン ト障害 尺度の相関 を分析す ること

である。
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【修士論文要旨】

英国 に お ける シ テ ィズ ン シ ッ プ教 育

に関す る一考察

一 アン ドリュー ・ドブソンの

所論に焦点をあてて

松 井 保 樹(MATSIJIYasuki)

シテ ィズ ンシップ教育 に貫 かれ るべきシテ ィズ ンシ ッ

プ とは何か。 この問いに答 えるのが本論の主旨である。

本論では、近年注 目を浴び ている英国シテ ィズンシップ

教育を取 り上げた。 これ は2002年9月 か ら、先進国で初

めて中等教 育課程 で法的拘束力 を持 って必修化 され た も

のであ る。各国でシテ ィズンシップ教 育は立 ち上げ られっ

っ あるものの、義務教育段階に独 立 した教科で必修化 され

た例は他 にない。したがって、世界的 なシテ ィズ ンシ ップ

教育の先行例 として取 り上げる価値があ ると考 え られ る。

研 究対象は次の二つである0つ は英国シテ ィズンシッ

プ教育の理 論的支柱 となった、英 国の政治学者バーナー

ド・ク リックの政治 慰想である。も う一っは、ク リックの

政治思想を原 理的な視点 か ら批判的に捉 え、次 なるシテ ィ

ズ ンシップ理論 を提唱す る英国 の環境政 治学者 ア ン ドリ

ュー ・ドブ ソンの政治思想お よび所論である。シテ ィズ ン

シ ソプと政治思想 は表裏一体である。なぜな ら、あ るべき

シテ ィズンシ ップはあ るべ き国家や共 同体 の姿の下に作

り上 げられる ものであるか らである。

方法 としては、両者の政治思想がそれ ぞれ最 も反映 され

てい るものを取 り上げ、そ の検討 か ら垣間見 られ る政治教

育 に関する思想 の違い を対立軸 として浮 き彫 りに した。ク

リックの政治思想は 『ク リック ・レポー ト』や 『ナシ ョナ

ル ・カ リキュラム』におけ るシティズ ンシップに関す る記

述 を辿って明 らかに し、対 して、ドブ ソンの政治思想 は彼

の代表的な著書 『緑の政治思想』と 『シテ ィズ ンシ ップと

環 境』か ら明 らかに した。なお、本論ではシテ ィズンシッ

プに市民権 とい う一般的 な訳を充てる ことには慎重な立

場 を取った。なぜな ら、市民権 に含意 される権利獲得 の文

脈 に留 まらず 、義務 や責任 とい う文脈までを含意 したもの

としてシテ ィズ ンシ ップを捉 えたいか らである。

第1章 では、英国シティズンシップ教育の興隆 を見た。

両者 の政治思想 を対立 させ る前に、まずク リックと ドブ ソ

ン とい う二人 の政治学 者が英国 シテ ィズンシ ップ教育の

歴史的背 景に どう現れ るのかを明 らかに した。第1節 では、

保守党政権 か ら労働党政権へ とい う政治的背景 を辿 り、こ

の間に挙 げ られ た、若者 の政治離れ、規範 意識 の低下、伝

統的な英国価値観 の軽視 とい う三つの政治課題 の解決 手

段 として立ち上 げられ た英 国シテ ィズ ンシップ教育の導

入 契機 か ら、政治学者 クリックの位置 を見た。第2節 では、

その興隆期 にあ った 「エ コロジズム」とい う環境保 全を 目

的 として社会変革 を見据 えるラデ ィカル な環境政治思想

の発端 を辿 って、これを ドブ ソンによるシテ ィズ ンシ ップ

の源流 とみな した。

第2章 では、両者 の所論 を対照的に取 り上げ、それぞ

れ の政治思想 に裏付け られた シテ ィズンシ ソプ理 論の相

違 を明 らかに した。

第1節 で扱 ったク リックの政治 思想 は、共同体の福祉

と存在 に関わ る重 要性 の度合いに応 じて諸価値 と諸利害

の調 停お よび妥協点 の一致に全力を尽 くす こ とを民主的

な政治の本質 と し、デモクラシー的 なものが政治なのでは

な く、本来の政治のあ り方がデモ クラシー と一致 している

だけだとい う主張に基づ く。そ うして民主的な政治を実現

すべ く、そ こに必要 とされ るスキルを 「ポ リテ ィカル ・リ

テ ラシー」と位 置づけた上 で、英国シテ ィズ ンシ ソプ教育

の立 ち上 げに尽 力 したのであ る。 「ポ リテ ィカル ・リテ ラ

シー」とは、具体的な政治的知識や理解、活動方 法に基づ

い て政 治的課題 に取 り組 む能力 の ことで ある。『ク リッ

ク・レポー ト』 の検討 から、 「ポ リティカル ・リテ ラシー」

が十分に内包 され た形で、学校内や 学校外 で諸問題 に取 り

組み、議 論に積極的 に参加 す るスキル を、最終的 に獲得 さ

せたい力 として位置づ けてい ることが明 らか になった。

したがって、ク リックの シテ ィズ ンシ ップ とは、選択

上の妥協 と調整 によって追求す るもの と して の政治 を実

現できるよ うな、政治的知識 や問題理解 、活動方法な どの

rポリティカル ・リテ ラシー」を備 えた シテ ィズンシップ

であると言 える。これ を英国シティズンシ ップ教育に汲み

入れ 、英国 の政治的課題の解決 に役立て よ うとしたのであ

る。この ことか ら、ク リックのシティズンシップ は、国内

の課題解決手段で もあるため、ナシ ョナル(national)なシテ

ィズ ンシソプ とい う側面 も持っ。

対 して、第2節 で扱った ドブソンの政治 思想 は、 「エコ

ロジズ ム」 とい う 「政治的イデオ ロギー」である。 「エコ

ロジズム」とは、人間 と自然環境の共存に向けて、人間の

行動 を構造 的な面 か ら根本的に変革す る立場で ある。これ
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がイデオ ロギーた り得 るのは、ドブ ソンがイデオロギーに、

政治的な論争の末に社会変革 を導 く処 方箋(prescription)

とい う文脈 を込めるからで ある。しか し、エ コロジズムは

三つの批判 を受 けた。第一 に、人間が人 間に被害 を及ぼす

とい う社会分析 の不十分 さである。第二 に、自然 との共存

を追い求めるユー トピア的思想 の非現実性であ る。第三に、

ラデ ィカル な社会変革の実現 可能 性の低 さであ る。これ ら

の批判 を乗 り越 えることが、ドブ ソンに求 められた課題で

あった。そこで 、ドブ ソンが現実的な立場に移って政治思

想 を組み直 した時に辿 り着 いたのが、 「エ コロジカル ・シ

ティズンシップ」である。

「エ コロジカル ・シテ ィズンシ ップ」は従来のシティズ

ンシップ と次の点で異 なる。まず、近代シテ ィズンシップ

の提唱者で あるT.H.マ ー シャル による権利の変遷 を辿っ

た一元的なシテ ィズンシップではない。また、現代 のグロ

ーバル化 の中で理想 とされ る世界国家 とい う「コスモポ リ

タニズム」的な多重的で重層的なシテ ィズンシップで もな

い。なぜ なら、一元的であれ多元的であれ 、どちらも共同

体内の成員 に与 え られ る義務 と権利 を等 しく扱お うとす

るか らである。しか し、ドブ ソンはシテ ィズ ンシップの及

ぶ範 囲の問題ではない とす る。ドブソンにとって重要なの

は、義務 の及ぶ者 を明確 に規 定す ることであ る。そのため

の尺度 として 「エコロジカル ・フッ トプ リン ト(e◎ologicaI

footprint)」を提示す る。これ は、人間の諸活動による消費

または汚染で 自然環 境が受 けた影 響を、その土地面積 で数

的 に算出す るものである。この面積の分だけ加害者 は責任

を全 うする義務 を果 たす必要がある。逆に言 えば、加害者

にな らなけれ ば、責任は負わない。したがって、 ドブ ソン

は現代の地球 温暖 化のよ うな、一方的に加害者 にな る者 と

一方的に被 害者 になる者 とが現れ る構造 において は
、 「コ

スモポ リタニズム」的に一律に全人類 が責任 を負 う仕組み

は間違 っている とす る。そ して、加害者 がそ の責任の下に

被害者を救済す る構図はけ っして 「慈善(Chancy)」 では

な く、それ 自体 が当然 の義務 であって、すな わち 「正義

(justice)」による ものだ と言 う。 こ うした視点 か ら提 唱

されたシティズンシップが、 「エ コロジカル ・シテ ィズン

シ ップ」なのである。また これは、ク リックとは対照的 に

グローバル(global)な シテ ィズンシ ップ とい う側 面を持

つD

両者 の分析 を経て、第3章 では、第1節 で ドブ ソンの視

点 を借 りて、英国 シテ ィズンシ ップ教育を捉 え直 した。 ド

ブ ソンは、自身の 「エ コロジカル ・シテ ィズ ンシ ップ」を

教 え られ る 素 地 が 、 新 教 科 「シ テ ィ ズ ン シ ッ プ

(Citizenship)」に確保 されている と評価す る。それは、こ

の新教科が、子 どもたちに社会人 としての権利や義務 と責

任 を考 える機 会を与 え、学校内や 学校外 での議論 に積極 的

に参加 させ ようとす るからであ る。 つま り、 「エコロジヵ

ル ・シテ ィズンシップ」で重視す るよ うな、持続可能な社

会に向 けて誰 に対 して どんな義務 が発生す るかに気付 く

チャンスが設 け られてい ると評価 できる。さらには、議論

の場 で教師 が中立的な立場に拘 らず 、その主義主張をさ ら

け出す とすれ ば、 「エ コロジカル ・シテ ィズ ンシップ」 に

関す る効 果的で論争的 な議論 を生 み出せ る点 も評価で き

る。ここに、シテ ィズ ンシ ップ教育の可能性 が感 じられ よ

う。

そ して第2節 では、『スキーム ・オブ ・ワーク』 にお け

る 「環境」に関す る四単元を取 り上 げ、批判 的な検討を行

った。そこでの批判は、次の三点 に集約 で きる。第一の批

判は、諸問題 の解決 を子 どもの手に全面的 に委ね るが故 に、

「慈善」に陥る可能 性があ るとい うこ とで ある。第二の批

判は、デ ィベ ー トにどの レベルで参加す るかが規定 され て

いない点 にある。議論 を一般論 で終始 させない工夫が求 め

られ よ う。第 三の批判は、諸 問題 に関 して地球規模 の視点

で考察す る機会の少な さに対す るものであ る。環境保全 に

地域的な取 り組みは重要 であるが、多角的な視sを 介 しな

い と 「正義」の義務が 見えに くくなることには、注意が要

る。

で は、英国 シテ ィズンシ ップ教育における二人 の政治学

者 の所論 にあたってシテ ィズ ンシ ップ理論 を対照的に考

察す ることで、どのよ うなシテ ィズ ンシ ップを模索でき る

のか。一つの成果は、英国がそ うであ るよ うにナ シ ョナル

(national)か ら簡 単にグローバ ル(globa1)へ と転換する

ことは困難 だ とい うことである。だが、地球的課題を扱 う

な ら、グ ローバル(global)な シテ ィズンシップは必須 と

な る。その時に必要 な観sは 「慈善」でな く 「正義」の観

点である。

したがって、シテ ィズンシ ソプ教 育を貫 くシテ ィズンシ

ップ とは、誰 が ・何 を ・どこまで ・どのよ うな影響を及 ぼ

すかを見据 え、「正義」を実現 しよ うとす る市民の持つべ

き義務 と権利 であ ると言えよ う。っ ま り、グローバル化 に

よって拡大 され るのはシティズ ンシップ 自体ではなく、む

しろ 「正義」 による国家 を越 えた人間関係 なのである。
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【修士論文要旨】

西 尾実 国語教 育 にお ける

読 方教 育の特 質

「通 じ合い」による

生涯修養をめざして

向 真 平(MUKAIShinpei)

本論文は西尾実の国語 教育学 において、特に読方教 育に

注 目し、西尾が想定 したであろ う国語教育における 目標 と、

その 目標を実現す るた めの指導 につ いて考察す る もので

ある。

西尾 は明治期を第一期 「語学教育的教 授法期」、大正期

か ら昭和初期を第二期 「文学教育的教材研究期」、戦前か

ら戦後 を第三期 「言語教育的学習指導期」と位置づ け、第

三期 は語釈 、注釈 に偏 った第mと 文学鑑賞、あ るいは文

学研究に偏 った第二期を止揚するもので あるとともに、改

めて言語生活教育 を推進 すべき とした国語教育 を 目指 し

ていた。

先行研究 は多 く存在 す るが、本論文は、西尾 の言語観 、

文学観、読方教育の方法体系な どを概観 し、本 来は言語生

活 を語る上で登場する 「通 じ合 いJの 考 え方 を西尾 実の国

語教 育全体 を貫 くものである とい う仮定の もと、 「通 じ合

い」に よる生涯修養をめ ざす西尾実の国語教 育を読方教育

の方 向から考察する。

第1章 では、西尾の言語観 についての考察 を行 った。こ

れ までの国語教 育の弊害 を改 めようとす る西尾は、言語学、

国語 学が対象 としてきた よ うな抽象 と しての言語 を遠 ざ

け、 「実存 として とらえ られた ことば」 とい う、音声、音

韻 のみ ならず 、身振 り、手振 りといった身体的表現を も加

えた 、その場 の、一回限 りの具体的 な 「ことば」を国語教

育の出発点 とす る,そ の 「こ とば」は言語生活 と名 づけ ら

れ、国語教育の地盤 とな る。さらに西尾 は国語教育におけ

る対象 として の言語 を、話 し ・聞く地盤段階、書 ・読む発

展段階、そ してそ こに文化性の加 わった完成段階の三段階

に区分する。完成段階には文学 ・科学 ・哲学 といった もの

が想定 され、本論文では主 として文学 についての考察 を行

った。また地盤段階、発展段階を言語 生活 とし、完成段階

を言語文化 とす る。その後 、時枝誠記 とのや り取 りから、

西 尾が言語生活 と言語文化 の間にはっき りとした差異 を

認 め、そ してその差異を生 じる文化性を教える必要が ある

と考 えているこ とがわか った。西尾はこれ までの国語教育

で あま り扱 われ なかった言語生活に 目を向 けるために も、

文学教育でない言語生活教育を行 う必要 を説 くとともに、

文学ではない言語生活 を地盤 とした上 に、はっき りと文学

を文学た らしめる文化 性を教 える必要 を説 く。

地盤段階 ・発展段階であ る言語生活に 目を向ける と、西

尾 は話 に参加す る人数や話題 の設定に よって、言語生活 を

二種 三類 に区分す る。中で もマ ス ・コ ミュニケーシ ョンで

ある公話 に注 目す ると、日ごろ、いかに話 し手が聞き手か

らのフ ィー ドバ ックを受 けなが ら話 を しているかがわか

る とい う。この ことか ら西尾は コミュニケーシ ョンを 「通

じ合い」 と訳 し、社会的 な相互作用である点 を強調す る。

そのために も、書 く立場の確立 とい うよ うな、相手の設定、

自分がいて、相手がい ることで初 めて 「通 じ合 い」がな さ

れ るとい う主張 となる。

第2章 では、その 「通 じ合い」が文学 にお いては どのよ

うな形を とるのか を考察 し、その文学が 「通 じ合お う」と

する主体的真実に注 目す るとともに、西尾が文学作品を ど

の ように捉 えたかを考察 した。文学における 「通 じ合い」

は独語 とい う形を とり、一見 して 「通 じ合い」には見えに

くいが実際には、作者の主 体的真 実を 「通 じ合 う」もので

あることがわかった。この主体的真実は文学作品において

は主題 とい うことになる。西尾は主題 ・構 想 ・叙述 とい う

概念 を用いて文学作 品を説明す る。主題 とは作品 の種であ

り、これか ら作品が 自律的展開 を見せ てい く上での源 とな

る作者の主体 的感動 である。構想はその主題 が自律的展開

を してい く様 であ り、それはただの言葉 の並びではな く、

主題 を種 とした 自律的 展開 としての時間的展 開 とい う側

面、そ してその 自律的展開は知的に捉 えられ るものではな

く、体験的 、 「全体的直観」 ともい うべ き捉 え方がな され

るとい う側面 が指摘 され る。そ うした主体的真実 と、それ

を種 とした自律的展開 とい う主題 ・構想 を言葉に し、叙述

として定位す るのであ る。完成段階 としての文学は形象的

思考に特化 してい ると西尾 は言 うが、その形象 とはイメー

ジであ り、先 に全体的直観 として把握 された主題の 自律的

展開、つま り構想 とほ とん ど同義 にな る。文学はその主体

的真 実を独語 とい う形を とり「通 じ合お う」とす るもので 、

主体的真実が主題 とな り、そこから自律的展 開 としての構

想 が生 まれ、それが叙述によって定位 される とい うもので

ある。

第3章 では、実際に文 章を読方教育で扱 うための方法体

..



系 として素読 ・解釈 ・批評 とい う三段階にっいて考察を加

え、もう一つ 、西尾実の国語教 育にお ける大 きな特徴 の一

っである行的認識の教育論 について考察 した。そ して実践

の場面 を見 ることで、その方法体系、教育論が どの ような

ものか を具体的に見た。西尾は素読 ・解釈 ・批評 とい う三

段階の方法体系を提 唱 し、中で も素読を強調す る。これ は

知的理解であ る解 釈の前 に、上述の よ うな直観 的把握 を行

わせ る必要性 、繰 り返 し読む ことで正確 な、そ して深い理

解へ と導 くとい う目的が あった。これ は文学 にも適用 され

る。西尾は初めて作品を鑑賞 した時の第一次鑑賞 を大事に

す るが、その鑑 賞は繰 り返 し読む ことによってよ り普遍的

な ものにな り、そ うす ることに よって間違 った読み、鑑賞

をしな くなるための 「鑑賞力」を養 うのである。さらに行

的認識 の教育論か ら言えば、繰 り返 し読む こ とはそのまま

行的な鍛錬 とな り、西尾は知的理解で ある解釈 を主 とする

国語科教育 において、ここに全人 的陶冶 の可能 性を見出 し

たのである。

実践 では 、生徒に繰 り返 し読 ませ ることに よって、表面

的な話題か ら、単純な作者 の思 いといった表層的な もので

はない 、作品の主題、つま り作者が何を 「通 じ合お う」と

してこの作 品を書いたのか とい う作者 の主体的真実に到

達す る様子を見た。またその主題、主体的真 実は決 して言

葉 と して答え られるかではな く、まずは直観す るものであ

るとい うこともわかった。

結び ではそ ういった素読 による読書百遍 が読方 として

の方法であ り、また全人的陶冶の方法 である とともに、作

者 と「通 じ合 う」ためのものであ るとい う点 に着 目 し、 「通

じ合い」の姿勢 について考察 した。材 料だけを手に、最初

わか らな くても繰 り返 し読む ことによって直観的、全体的 、

そ してよ り正確 でよ り深い理 解、つま り作者の主体的真 実、

作者 との 「通 じ合い」をめざす とい うこの方法 は、読者に

とっての作者、聞 き手に とっては話 し手 とい う相手 と 「通

じ合 う」姿勢 を育む ものである。西尾は行的認識の教育論

においては生涯稽古 とい う言葉 を使 う。明治期の 「教育雑

感 」においては、西尾は学校を卒業 してか らも生涯修養 を

続 けてい く生徒 を育てなけれ ばな らない としている。当初、

その生淵 修養 とは学問の道 であったか もしれない。しか し、

西尾の国語教育全体を概観 してみ ると、生涯修養 とは、こ

の相手 と 「通 じ合お う」 とす る姿勢、態度であ り、そ うし

て卒業後 も多 くの作品、多 くの人物に接 し、 「通 じ合 うJ

生徒 を育てる ことが、西尾 実の国語教育における読方教育

の一つの 目標 である と言 えるのではないか。
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【修士論文要旨】

米づ く り作業 に おけ る

経 験の意 味づ け と成 員間 の結 びつ き

交流を目的とした実験的なグループの

活動実態とインタビューから

米 田 量(YONEDARyo)

第一章 問題 と目的

現代 日本において、戦後 の経済の高度成長期 を終 え、物

質的豊 かさが享受 され た一方 で、経済効率重視の体制 から

生まれた歪みが様 々な場面 で顕在化 している。 「つ なが り

が築 く豊かな国民生活」 と題 した2007年 版 の国民生活 白

書 では、家族、地域 、職場 とい う3つ の 「場」での人の 「つ

なが り」に焦点 を当て られ、個人や社会 に与 える影響を分

析 している。白書による と、長時間労働やIT(情 報技術)

化な どで、いずれ の場で も人間関係 が希薄化 してお り、そ

れに伴 う個人 の精神 的不安定、家庭で の しつけ不足、地域

の防犯機能や企業 の人材 育成能 力の低下な どへ の影響 が

懸念 され てい る。一方、近年 このよ うな社会状況のなかで、

豊か さのあ り様が再考 され 、京都市西京 区のユー コー トの

よ うに、多世帯が共同で住宅 を設計 ・建設 し、自律 的 ・共

生的で良質な コ ミュニテ ィのも とで集住 する コーポ ラテ

ィブ住宅な ど、新 しいライフスタイノレや人 と人のつなが り

や 集団のあ り方が提案 され ている。

君塚(1994)は 、それ までは 「組織 」と一律 的に呼 ばれ

ていたものが、最近ではその実態的な変化を伴 って 「ネ ッ

トワー ク」、 「ネ ッ トワー キング」、 「フォーラム」な どと呼

ばれ るようになった と指摘す る。君塚(1994)は 、運動集

団 においてはかつてか ら一枚岩の リジ ッ ドな 「組織」は例

外 的で、多 くの団体が強制力 はない規則のも とに運営 され

ていたが、最近ではさ らに、誰が成員なのかもはっき りせ

ず 、公式的な規則 もほとん どないネ ッ トワーキングの形に

著 しく変わって きてい る と述べてい る。

栗原(1996)は 、『ネ ッ トワーキングは、いわ ば 「切れ

た 関係」をつ なぎ直 しに行 く活動』であ り、けっ して一体

化 できなし他 者 とともに、肩 を並べ て、その共同性の もと、

それぞれの自己を越境 して、より広や かな広場=ア イデ ン

テ ィテ ィへ と抜 けてい く行為であ り、自己決定性 ・自立性 、

お よび共働性 、他者 に触発 される相乗性 とい う原 理を大切

にす る、人 と人 との、そ して 自分 自身 との新 しい結び合い

であるとす る。鵜飼(1994)は 、ネ ッ トワーキングは、コ

ー ド化 を参加 の契機 としなが らも
、異質な もの との出会い

によって一義的 な情報 を新たな了解へ と転換す る 「コンテ

クス ト」創 造の運動 であるとし、ネ ッ トワーキングの意義

は、そ こにおいていかに豊かな意味世界 を提 供す るか、出

会いの場 をつ くり、意味創造の コンテクス トをどこまで構

築で きるかにか かってい ると述 べてい る。

結いの田 うじ実行委員会は、京都府宇治市 において、田

植 えか ら収穫ま での無農 薬米づ くりの実体験 を市 民に提

供す る活動 「結いの 田 うじ」を行 うために、2007年1月

に組 織された グループである。結いの 田 うじは、米づ くり

自体 を 目的 とす るのではなく、米づ くり作業 を媒体 として

出会 いと交流の場づ くりをつ くることを 目指 している。活

動へ の参加者は、年 代、性別 、目的な どが異なるが、米づ

く りとい う大きな文脈 を共有 しているため、参加者 はその

グル ープの緩 やかな結合 のなかで、それぞれ の趣 向や価値

観 によって他 の成員 と出会い、交流 し、結 びつ きが生 まれ、

上記の鵜飼 が述べ るよ うな意味創造の コンテクス トを提

供す る場 となるこ とが考 えられ る。

以上の ことを踏 まえ、本研 究では共同で の無農薬米づ く

りとい う文脈 を共有 した グルー プの交流 に焦点 をあて、集

まった参加者 が作業 を通 して どのよ うにや りと りを行い、

そ してその関係性や経験 を意 味づけていった のか をグル

ープの活動実態 と照 らし合わせ なが ら明 らかに した。

第二章 調査方法

活動 にお ける参加者のや りとりや関係性 お よび、結 いの

田活動 の実態 を把握するために、活動 日全8回 をカメラお

よび ビデオカ メラ記録を分析 した。また参加 者の語 りか ら

もグル ープの実態 を明 らかにす るために活 動の初期 に活

動 に参加 した印象について、後期 にス タッフお よび参加回

数 の多か った参加者 、少なかった参加 者に対 してインタビ

ュー を行 った。最後に、個々の参加者が この活動にお ける

経験 をいかに意味づ け してい たのかをイン タビューか ら

明 らか に し、この活動の場 が どのよ うな場 となっていたの

かについて分析を行 った。

第三章 活動結果 の総括

結いの 田 うじ活動 は、2007年6月3日 よ り10月13日

まで全8回 にわたって実施 された。結いの田 うじ活動 にお

ける総参加者数 は37名 であ り、初回の田植 え と最終回に

は25人 以上の参加 があったが、初回 と最終 回の間 では、

.:



平均参加人数 は12人 程度 であった。参加が2回 以下の参

加者 は子 どもを含め、16名 であ り全体 の4割 強にのぼっ

た。参加者 の平均参加回数 は、約3.6回 であった。総活動

時間 は、27時 間であった。 田植 え以後の参加者の減少 の

要因 として、時間帯が早朝 であること、単純作業のみ でイ

ベ ン ト性がなかった ことが挙げ られた。

全8回 の作業 の うち、3回 以上活動に参加 した活動 メン

バーは、地域SNSで つなが りを もつCグ ループll名(子

ども含む)と 、その他の単身参加者8名 で あった。Cグ ル

ープは
、活動 中期 に参加者が減少 したが、終期 にな るにつ

れ、また参加者数 を回復 した。オンライン上 でお互いの存

在 を もともと知 っていて、かっまた 日常的 にもや りとりが

出来 るCグ ルー プ内においては、それ まではあま り交流

がなかった者同士 もや りとりが活発化す る例 も見 られ た。

第四章 活動 の意味づ け

結いの 田 うじ活動の場 が参加者に とって共通 の作業の

場で あった とともに、個 々の参加者がそ こでの経験 をそれ

ぞれ に意味づけや編成 を行い 、自らの信 条の確認や強化 を

図 り、自分や人生に対す る見方 を更新す る場 として利用す

る余地 をもっていたのかを、参加者ぽて(女 性 ・30代)

とれの(男 性 ・50代)に 行 ったインタ ビューか ら分析 し

た。

参加 者ぽての語 りからは、結いの田 とい う場 を、自らが

求めている 自然や農 のあるライ フスタイルへ 自分が接近

してい ることを確認 し、そ の方向性を 自己の信念 と選択を

固めてい くための媒体 として機能 させてい ることが うか

がわれた。参加者れのの語 りか らは、彼 に とって結いの田

は、彼 自身のなかにあった 自然や 自由に対す る認識や考え

をそ こに対 して投 げか け、彼の問題意識や違和感な どを整

理 、調整す る場 と して機 能 していたことが うかがわれ た。

者 の役割 が固定化 した ことや 、スタ ッフ側の時間や催 しの

管理 などによ り、参加 者が主体的 に場 を創 造 していく余地

があま り存在せず、ネ ッ トワー キング的な性 質はあま り持

ち得 なか った と考え られ る。

参加者のその場の経験 の意味づ けに関 しては、2名の事

例 において 、農 や自然 と自分 自身 との関わ りに問題意識や

関心 をもっていた参加者 が、 この場での経験 を媒介 させ 、

自身の問題 意識や 信条、またそれに対する現在 の自分の位

置づけを調整 しているこ とが語 りか らうかが われた。

以上に より、結 いの田 うじ活動 においては、農 や自然 が

関わ ることに関 して、成員が 自身の問題意識 を確認 し、そ

れ に対す る 自身のあ り方や認識 を再調整 し、意味創造す る

機能 をもつ こ とが うかがわれ たが、成員問の結びっきがお

こり、その関係 性の豊か さが もた らされ るネ ッ トワーキン

グ的な性質 をもつためには、グル ープの構造や管理体制 の

変化 が必要 であると考 えられ た。

第五章 結果 と考察

結 いの田 うじ活動は、活動終期 に参加者同士の交流や や

りとりが僅か に生まれた ものの、総 じて成員間の結びつ き

が起 こる場 と しては、あま り十分 に機能 しなかった といえ

る。作業 に対す る参加 人数お よび参加 回数の少な さ、交流

す る時間 の少な さが、この結果 の要因で あると考え られ る。

また結い の田グルー プをネ ッ トワーキ ング的な組 織と比

較す る と、活動終期 に参加者 の要望に よるイベ ン トの時間

延長の よ うな例 も一度起 こったが、元々のスタ ッフ と参加

.'



【卒業論文要旨】

高大連携に関す る一考察

一 一接続の観点から一

池 田 航(IKEDAWataru)

現在、高等学校 進学率 は97%に の ぼ り、高等学校 は

多様 な能力や 適性、意欲 、関心 を持つ 中学 生を受 け入

れ てい る。 これに対応す るため高等学校 では選 択の拡

大や 教育内容 の多様化な どが進 め られ 、さ らに多様な

履修 歴 、能力や適性 、意欲や 関心を持っ高校 生が生ま

れ る こととなった。 一方、大学進学率 も50%を 超 え、

大学 に入学す る学 生の適性や能力 も多様化 した。

この よ うに進学 率が上昇 し、教 育が多様化 した こと

な どを踏 まえ、1999年 の中教審答申 「初等中等教育 と

高等 教育 との接続 の改善 につ いて」 では、高等学校 と

大学 を円滑に接続す るた めの両者の連携 の在 り方 につ

い て指針が示 され た。 この答 申を契機 に さま ざまな形

の高 大連携 が行 われ る よ うにな った が、各教育機 関 と

も試行錯誤 を繰 り返 しなが ら、効果的 な連携 を模 索 し

てい る とい うのが現状 の よ うで ある。今後 、 さらに効

果的 な連携 を実施 してい くには、そ の 目標 を見据 えな

が ら、課題や 改善策 につ いての研究が今以 上に行 われ

てい かねばな らない。本稿 では、高大連携 が拡大 して

きた背景 と現 状 を分析 し、高大連携が持つ課題 を明 ら

かにす ることを 目的 とした。

第一章第一節 では、高 大連携 が拡大 して きた背 景 に

は、多様化 の進 行、大学 の意識 の変化 とい う状 況が あ

った こ とを明 らかに した。 臨教審以降 、大学 での専門

教 育の早期化 、学問領域 の学 際化 、入試方法の多様化 、

高校 の選択幅 の拡大が進 んだ。 その結果生 まれ た、入

学 後 に ミスマ ッチ を感 じる生徒 の増加 、履修歴 の多様

化 、進路指導 の困難 とい う問題 に対応すべ く、教育の

連 続 性や教育課 程上の接続 、進 路指導 の充実 が要 請 さ

れ た。 また、 少子化に よ り、大学は定員確保 の努 力 を

余儀 な くされ 、入試の易化や科 目削減 を行 うと同時に、

高校 と大学間 での相互理解 を求めた。

第二節 では、1999年 の 中教審答 申の内容 を、現状の

課題 、連携の具 体的方策 とい う観 点か ら検討 した。 答

申では 、生徒 の 自己実現 とい う長期 的視点に立 った進

路指 導 ・学習指 導が求め られ 、科 目履 修生制度 、単位

認 定、体験入学等 、情報提供 な どの連携 を活用す る こ

とな どが提言 され た。 こ うした連携 を充実 させ てい く

た めには、高大間 の相 互理解 をい っそ う深めて い くこ

とが必要 であ る とも された。答 申は、連携 の基本的 な

在 り方や方 向性 を示す ものであ ったが 、具体的 な在 り

方や取 り組 みについ ては各教育機 関の 自十・r生に任せ る

とい う立場や 、各教育機 関の役割につい て具体的に示

されていないな どの側 面 も持 っていた。

第二章第 一節 では 、高大連携 の現状につ いて文科省

の調査 をも とに、主 に量的 な側 面か ら検討 を行 った。

連携 は依然拡 大傾 向に ある ことが分かった が、実際に

行 われてい る内容 は単発的 な ものが多 く、科 目等履修

生や 聴講生制度 、単位 認定 な どの制度 も十分 に活 用 さ

れ てお らず 、いかに継 続的 な連携 を拡 大 してい くか と

い う課題 が明 らかになった。

第 二節 で は、広 島県立教育セ ンター研 修企画部 の調

査研 究を取 り上 げ、連携のね らいや効果 、今後 の課題

な どの視 点か ら、具体的に現状 を分析 した。高 大双方

とも連携 の主なね らいは進路指導 にあ り、一定 の成果

も得 られていたが、実施上の条件整 備や 、連携 の充実、

拡大 、継続 的な連携 な どが今後の課題 として挙 げられ

た。 高校 と大学 ともに今後の連携の拡大 に前向 きでは

あ るが、高校 には学習指 導 との両立 とい う特有の課題

があ ることも明 らかになった。

第三節 では、高大連携 の抱 え る課題 を、連携 実施上

の条件の整 備、連携 の質 の向上 とい う二点か ら検討 し、

今後の連携 の在 り方 につ いて考察を試みた。 日程、費

用、立地 といった条件整備 の課題 に対す る手 立て とし

ては、高大連携 ネ ッ トワー クの拡大、行政 を巻 き込ん

だ予算措置 、イ ンターネ ソ トの利用な どが考 えられ る。

連携 の質の 向上 とい う課題 に対 しては、連携 の継 続 性

を高めてい くこ と、両者 が相互理 解を深め 、共通の 目

的や 理念 を構築 してい くこ と、また各 自がそ の責任 と

役割 を果 た してい くこ とが必要 である。

答 申以来 、各教 育機 関 の試行錯誤 のなか で、高大連

携 は拡大 を続 けてきた。更 なる拡 大が望まれ るのは も

ちろんのこ とであるが、特に今後はその質や 理念な ど、

連携 をいかに深化 させ ていくか が重要な課題 となる。
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【卒業論文要旨】

英 国 物 理 教 育 に お け る

NuffieldAdvancedPhysicsか ら

AdvancingPhysicsへ の 展 開

一一一TonOgbornの 所 論に注 目 して

大 崎 裕 生(OSAKIHiroo)

英国で は、2000年 に物理 学会の主導に よる新 しい物

理教育課程AdvancingPhysics(以 下AP)が 登場 した。

APは16歳 以降 のAレ ベル と呼ばれ る課程 を対象 とし

た ものであ る。APの 内容 ・構成 は斬 新で、世界的 に も

注 目されている。日本 において もAPの 教材や教育方法

を実践 に導 入する研 究が行 われ ている。

APの 責任者JonOgbomは 、1970年 前後に も同 じA

レベ ルの物理 教育課 程であるNuffieldAdvancedPhysi〔s

(以下NAP)の 責任者 を務 めていた。 これ までの所、

NAPか らAPへ の展開 をOgbom自 身の考え方に注 目し

て読み解 く研究は行われて いない。そ こで本研 究では、

NAPとAPの 比較 を中心 として、Ogbomが 意図 した こ

とを明 らかにす ることを試みた。

NAPは 、スプー トニクシ ョックによって加速 され た

米国の理数教 育改革に刺激 されて始ま った英 国の教育

改革の中で誕 生 した。OgbomはNAP開 発後 の回想 の中

で、 この よ うな機 会は二度 とないだ ろ うか ら徹底的 に

新 しい ものを作ろ うと考えた と述べ ている。

NAPの 冒頭 には 「君た ちのほとん どは物理学者 には

な らないだ ろ うが、 しか し様 々な科学 的な仕事や 先の

教育 において 、物理 を使 った りもっ と学んだ りす るだ

ろ う」 と述べ られ ている。 この こ とか ら、NAPの 意図

は物理 学の専 門家 の養 成では なかった よ うに感 じられ

る。 しか し、NAPの 実際の記述 内容 か らは異なった印

象 を受 ける。 た とえば、 コースの全体 は内容相互 の関

連 を重視 して体系的 に組 み上げ られて いる。 また 、学

問的な内容を解説 した 「教科 書」がな く、生徒 はStudent

Bookと 呼 ばれ る本 に記載 され た問題 を順番 に解 きなが

ら、法則等 を発見的 に学ぶ ことが期待 され てい る。 更

に、シ ミュ レー シ ョン等で も結果を得 るだ けではな く、

結果 がそ うなる理 由 を考察 させ てい る。 この よ うな課

程 は、物理学 を専門的に学び たい生徒 に好 まれ る もの

である と考 え られ る。

NAPが 開発 され て以降、英国Aレ ベ ルの物理履修者

は、1983年 を ピーク として減少 の一途 を辿 った。 この

ことに危機感 を抱いた英国物理学会 は、1992年 に新 し

い物理教 育課程の検討 を開始 した。また、英 国では2000

年にAレ ベ ル全体 の課程 改革が行 われ る ことになった。

この二っの流れ を受けて、1997年 にOgbomが 責任者 と

なってAPの 開発 が始 まった。 開発 にはNAP関 係者 と

の関係 が生か された。 また、APの 登場に伴 ってNAP

は幕 を閉 じることにな った。 この よ うなこ とか ら、AP

はNAPの 反省に立ち、NAPを 乗 り越 えよ うと した もの

だ と考 え られ る。

NAPの 時代には、物理履 修生徒は通常数学 と化学 も

選択 し、3科 目を2年 間かけて履修 していた。 しか し、

APの 時代には芸術や 入文な どを含 んだ多様な科 目選択

が行われ るよ うになった。また、Aレ ベル も1年 目の

ASと2年 目のA2の2つ に分け られ 、ASの み で履修 を

終 える生徒が出てきた。APの 前 書きに も 「この科 目を

学び続 けるか ど うか に関わ りな く有益 な視 点 を与 え」

と書かれ るな ど、mと 比べて幅広 い生徒 に受 け入れ

られ るよ うな配慮 がされ てい ると考 え られ る。

例 えば、APに は 「教科書」が用意 され、説明的な記

述 が行 われ るよ うになった。 また、掲載 され る問題 も

学んだ知識 を応用す るよ うな もの にな り、NAPと は問

題の性格が異 なってい る。更に、コースの全体構成も、

日常生活や 文化な ど との結 びつき 、つ ま り物理が使わ

れ る文脈 を意識 した ものになってい る。Ogbomは 文脈

を重視 した ことについて、英国 で1990年 代 に開発 され

たSaltersと い う科学教育課程の影響 を示唆 して いる。

NAPとAPを 比較す ると、NAPは 専 門家 にはならな

い生徒を重視 しつっ も、数学的 に難 しい課題 に も取 り

組 ませ るな ど、現実的 には専 門家 を志向す る生徒に好

まれ るものであった と考 え られ る。 これに比べ、APは

物理学 の敷居 を低 くす る努力 を してい るよ うに思われ

る。 そ こに は物理 学会 が履修者 の減 少に非常 に危機 感

を感 じていた ことが現れてい る。

APが 敷居 を下げるために採用 した方法を検討 すると、

それ らが新 しい測定技術 の導入や 、近似 的な法則 によ

って大づ かみに現象 を捉 え ることな ど、物 理学 を使 う

専門家が 実務で必要 とす る よ うな技術 であ るこ とがわ

かった。 この よ うな手法 を教 育課程 に取 り入 れ ること

は、物理学 の敷 居を引 き下げる ことに役立 つだけでは

な く、将来物理 を活用す る生徒 に も有効 な手段 になる

ものである と考え られ る。mか らAPへ の移行は、

現状 に妥協 した簡略化 で はな く、将 来物理学 を使 う専

門家 にも役立 つものとい う意図が ある と考 え られ る。
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【卒業論文要旨】

小倉金之助の数学教育論

一一数学教育の根本問題と

それ以降の展開一一

大 下 卓 司(OSH-TATakuji)

本稿では戦前の数学教 育者 、小倉金 之助(1885-1962

年)に 焦点 を当て、彼 の数 学教育論 の展 開を戦前 の数

学教育の文脈 か ら明 らかにする ことを 目的 とした。

小倉は数 学史や数学教 育史の研 究者 として、そ して数

学教 育者 として知 られ 、 「数 学教育 史 と科学 運動 に さ

さげた ヒューマ ニス ト」 と評 され てい る。主著 は 『数

学教育の根本 問題』(1924年)(以 下 、『根本間圃 と記

す)と され、 ここで数 学教育改造運動 を紹介 し、その

普及 に努め、1931年 の中学校教授要 目の改訂等 に影響

を与えたと言われてい る。

小 倉の数 学教 育思想 を研 究 した先行研 究 として は岡

部進 の ものがあ げられ る。岡部は 『根本 問題 』 を 『小

倉金之助 その思想』(1972年)で 分析 した。 岡部 は、

小倉 が 『根本 問題』にお いて公理主義的 な数 学 を 「論

理的作品」 と見 ていた こ とに対 して、 「公理主義の数学

を 『作 品』 と呼称 した と ころに認識 の レベルや数 学観

の限界 をよみ とりたい」 と批判 した。つま り岡部は、

小倉 は公理主義 的の意味 を十分 に理解 せず、数学 にお

け る 「論理 」 の重要性 を認識 していない と評価 した。

そ して小倉の この数学観 、数学教育観 は一貫 した もの

として描かれていた。

岡部の研 究 に対 して、佐藤英二 は戦 前の数 学教 育史

研 究の立場か ら 『近代 日本の数学教育』(2006年)に お

いて、 「特定の著作に基づ く一面的な理解であった」 と

批判 した。 岡部 は小倉 の 「成熟」の途 上であ る 「数学

教育 史」(1932年)ま で しか扱 ってお らず 、「成熟 」期

以後 が十分 に検討 され ていなか ったか らであ る。佐藤

は小倉の 「成熟」期以後の著作 も検 討 し、『根 本問題1

期 か ら 「成熟 」期にか けて小倉が 「直観」 と 「論理」

を捉 えなお した点 を指摘 して、小倉像 を描 き直 してい

る。佐藤 によ ると 「小倉 の教育理論は直観 と論 理の対

立的把握か ら両者の連関 的把握 へ と転回 していた」 と

され る。つ ま り、『根 本 問題』 期は、 「論理」 を強調す

れば 「直観」が衰 える とい う捉 え方 だった。それが 「成

熟」期以後で は小倉の言 う 「直観 」は 「生徒 の 『心理

過程』 とい う形で経験科 学の対象 とな る と同時 に、数

学の理論 と連続 す るものに変容 した」 と佐藤 は分析 し

た。 しか し、佐 藤の研究 は小倉 が一貫 して こだわ り続

けた 「科学的精 神」関す る考察が不十分 であ り、小倉

の主張 の核心 に至っている とは言 い難 い。

そこで本稿 では、小倉 を 『根本 問題』 か ら 「成熟」

期 の著 作 を時代 を追 って検討す る ことで、小倉 の数 学

教育論の 中で 「科学的精神」が どのよ うな意味を持ち、

どの よ うな役割 を果た したのかを明 らかに した。

第一 章 で は、藤 澤利 喜太 郎 らに よ り生み 出 され た

1900年 か ら1920年 の数学教育を制度 、教科書 か ら分析

し、 これ に対 す る小倉 によ る批判を紹介 した。藤澤 に

代 表 され る学 問的な数学教 育は確 かに数学教 育の水準

の向上に貢献 したが、他方 で、論理 偏重 ・孤 立主義 ・

非 実用 ・難問題 とい った問題 点が小倉に よ り批 判 され

たこ とが 明 らかになった

第 二章 では、小倉 はこの批判 に即 して 「科学的精神」

の 開発 を 目標 とした数学教育論 を明 らかに した。 その

背景であ る数学教育改造運動か ら、そ して1931年 の教

授要 目の改正 とこれ に より生 まれた教科書 を紹介 した。

小倉 は数 学教育改造運動 の影響 を受 けなが ら、第一章

の批判に即 して数学教育論を展開 した。1931年 の改正

は こ うした主張が取 り入れ られた ものの 、上級校の制

度 改訂 と連 動せ ず、限界を抱 えていた ことを論 じた。

第三章では、小倉 の数学教育論の展開に焦点 を当て、

ペ リーの再評価 とい う内的 な要 因に よる変化 と反知性

主義 との戦 い とい う外的 な要 因に よる変化 か ら小倉の

「成熟」の過程 を示 した。 「成熟」期以後の小倉 を 「直

観」 と 「論理」 の論点か ら分析す る と、 この二語 の対

象や 関係性 が変化す るの と同様 に、 「科学的精神」 も解

釈 を深め 、意味が拡大 された こ とが明 らか になった。

したがって小倉 が数 学教育で 目標 として想定 し続 け

たの は、 「科学的精神」であ り、 これは 「直観 」 と 「論

理」 の螺旋 的過程 を経 て形成 され るものであ る。 しか

し本稿 では、小倉 の 「科学的精神」 を軸 に した数学教

育論 の展 開 しか見 る ことがで きなか った。 そ こで、小

倉が 当時 の数学教育界 で どの よ うな位置 にあった のか 、

また他の数 学教育者 とどの よ うな論争 を したのか を明

らか にす る ことを今後 の課題 とす る。同時 に、戦後小

倉が どの よ うに総括 され、また 「科 学」 と 「生活 」、 「系

統」 と 「経験 」 とい った数 学教育や科学教 育の論争の

中で小倉が どの よ うに解釈 されたのか とい う、戦後の

数学教育論 と関わ る課題 に取 り組 む必要が あるだ ろ う。
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【卒業論文要旨】

自閉 症 児 との コ ミュニ ケ ー シ ョンに

つ いて

田 中 佑 幸(..Yuko)

本稿 の 目的は、発達障 碍 とされ る子 どもた ちに対す

る支援 の問題 を再考す る ことであ る。従来 の療育理論

(個体論的 アプ ローチ)が 障碍 を抱 える子 どもを適応

させ るた めのアプ ローチ であった ことを指 摘 し、それ

が療 育現場 での関わ りの 中心 とされ るこ との多い現状

に疑 問 を提示 した。それ に対 し、それ では不十分で、

子 どもと 「共 にあ ること」 の中で、感 性的 な コミュニ

ケーシ ョンを通 じ、子 どもを主体 として尊重 しつつ関

わる とい う関係論 的アプローチ の重要性 を考察 した。

第1章 では、 自閉症の子 どもへの支援 を再考す るた

めに、まず 「特別 支援教育」 を取 り上げ、そ の 「子 ど

もの立場 に立 った支援 」 を して いく とい う理念 を確 認

した。そ して、 さらに特別支援教育の前提 にあ るWHO

の障碍 モデ ル の変化 を概観 し、支援 とは障碍 を持 つ人

の 「障碍」に注 目す るだけではな く、 「生き方」、 「生活

世界」へ と目を向け る必要があ るとい う 「障碍者 主体」

の問題 を確認 した。 そ こで、その障碍理解 に則 っ とり

支援の現場で有力 とされてい る理論、 「TEACCH」 及 び

「ABA」 を取 り上げた。 これ らの理論 を批判的 に検討

す る中で、両理論が 「子 どもを適応 させ るた めの 関わ

り」 を導 く理 論で あるこ とを指摘 した。 そ して、理論

が個体論的 に子 どもを捉 えてい ること及 び理論で 関わ

り方 を決定す ることで見過 ごされて しま う間主観的把

握 の問題 を示 唆 した。それ らの問題 を踏 まえ、 「子 ども

の立場 に立 った支援」 とい う原則 に立つ な ら、その子

が生 きてい る周囲の人 との関係 に こそ 目を向け る必要

があ るこ とを指 摘 した。 さらにその関係性 のなかで 、

感 性的な コ ミュニケー シ ョンを大切に して、子 どもを

主体 として受 け止 めつつ 関わ るこ とが必要 だ として 、

「共にあ る」 ことの必要性 を検討 す るこ とを 目的 と し

た。

第2章 で は、方法、研 究の概要について説明 した。

観 察 ・記録の方法 として は、関与観 察、及び エ ピソー

ド記述 の方法 を取った。なぜ な らrな ぜ共 にある こと

が必要 か」 とい う問いに答 えるには、実際 に障碍 を も

っ 子 どもが生活 する場 に関与 して、観 察す る ことが必

要 になっ て くるか らで ある。論文 で扱った事例 は、 自

閉症 スペ ク トラム、ADHDと 診 断 されてい る小学校2

年生 の女 の子Aち ゃんの家庭教 師の場面を描 いたエ ピ

ソー ドで ある。私 は機 会を得て 、家 庭教師 と して生活

の場 を構成す る立場か ら支援 を考 えることになった。

第3章 では、関与観察に よって得 られ た家庭教師 の

場面 でのAち ゃん との関わ りにっいてのエ ピソー ドを

検討 した。 関与観 察の方法を取 り、Aち ゃん と 「共 に

あ る」 こ とで 、初 めて見えて くる気づ きがあ った。そ

れ は、感性 的な コ ミュニケー シ ョンこそ が関わ りの核

心で あ り、それ に着 目す る ことでそれぞれ の場面での

関わ りの意味がみ えて くることであ る。それ は1つ に、

「相手 と一緒に この場 を過 ごしたい」 とい う素朴な思

いが 「あなた」 と 「わ た し」 のか けが えのない関係の

根 本に ある ことだった。 また、感 性的 コ ミュニケーシ

ョンを大切 にす るた めには、前 向 きな姿勢 で余裕を も

って子 どもの思いを受 け止 める ことが必要 だ とわかっ

た。 そ して、その よ うに子 どもの思いを受 け止 めて関

わる ことが 主体 として尊重す る とい うことであ り、そ

れ が子 どもに とって大 きな意味が あ ること、それ は主

体 として の育ちにつ なが るだ ろ うこ とを示唆 した。

これ らを踏 まえ、第4章 では、感性 的な コ ミュニケ

ー シ ョンに着 目す る態 度が、発達障 害を抱 える子 ども

との関わ りを考 える上で特に重要 である とい う気づ き

にっ ながった こ とを述 べた。 そ して、私 が本稿 で重要

性 を訴 えた 「共 にある こと」の 中身 は、子 ども との関

わ りにお いて 「間主観 的に把握 され るもの」 に 目を向

けて 関わ ることで はないか とい う示唆 が得 られた。発

達障碍 を もつ子 ども との関わ る場合 、そ の障碍が ゆえ

に うま く関係が もてない ことがあ る。そ こで療育理論

に よって関わ り方 を決 定 して しま うこ とは、普段私た

ちが コ ミュニケー シ ョンする上での核心 とな る間主観

的把握(感 性 的 コ ミュニケー シ ョン)を ないが しろに

して しま う危険が ある。 その よ うな ときに こそ子 ども

を一個 の主体 と して考 え、受 け止め 、間主観 的に思い

を丁寧 に把 握 して対応す る ことが必要 になって くるの

ではない だろ うか。私 たちが当た り前に してい るコ ミ

ュニケー シ ョンが成 り立 ちに くいか らこそ 、その 「当

た り前」 に重点を置 き保障す るこ とが、支援 を考 える

うえで大事 なのではない か とい う気 づきが得 られたの

である。
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【卒業論文要旨】

大田発の本郷地域教育計画

一学校教育の位置づけに焦点をあてて一

藤 村 彩 夏(FUJIMURAAyaka)

戦後 、天 皇 を中心 とす る軍国主義体制 が崩壊 し、中

央統制 ・画一 主義的な戦 前の教育が批判 され る よ うに

なった。そ ういった中で起 こったのがカ リキュラム運

動 であった。敗戦直後か ら1950、51年 にかけて、 とり

わけ1947年 後 半か ら49年 の時期にカ リキ ュラム改造

の さま ざま な試 みがな され たのであ る。 この運動 には

全体 的にみて 二つの大 きな潮流 がある。一つは コア ・

カ リキュラ ム運動 の潮 流で あ り、も う一つはカ リキュ

ラム計画を含む 、地域社 会の生活改善 のための地域教

育計 画の作成 と実践 の潮 流で ある。 このカ リキ ュラム

運動 は、地域の生活現 実に立脚 し、子 どもの要求 ・興

味 を もとに、教師 と学校 の創 意 と主体 性において教育

内容 ・教材 を編成す る とい う原則を実現す るのに大 き

な役割 を果 た した。

本稿 で取 り上げたの は、後者 の地域教育計 画の代表

的実践である本郷地域教 育計画(以 下 「本郷 プラン」)

であ る。本郷 プランは、教育研究者大 田尭の指導の下、

1947年 か ら広島県豊 田郡本郷町(現 、三原 市本郷町)

を中心に展開 され た。1947年3月 の 「学習指 導要領 一

般編 」試案 の発行や 、同年9月 の社 会科授 業の開始を

前 に、新たな教 育を模 索す る現場 の教 師た ちと大 田の

出会 いによって生 まれた実践で ある。

この実践 に 関 して、カ リキ ュラム編成 の原 理 に焦 点

をあてて分析 したもの、教育計画の一 主体 として の教

師 に焦点をあ てて分析 した もの など、 さま ざま な研 究

が行 われてい るが、教 育主体 を教師 も含 めた地域 の民

衆 に置き、地域社会 にお いて学校教育 が どの よ うな役

割 を果 た したのか を明 らかに した もの は見 当た らない。

われ た教育 実践 であ る本 郷プ ランは、 「学校週 五 日

制」 の完全 実施や 「総合 的な学習の時間」、 「開かれ た

学校 づ くり」、 「コ ミュニテ ィ ・ス クール」 の実践 な ど

にお いて学校 と地域 の連携 を強調す る今 日の教育 に大

きな示唆 を与 えるだ ろ う。 そのため には地域社 会にお

え ける学校教 育の位置づ けを考察す る必要が あ る。 よ

って本稿で は学校教育 の位 置づけに焦点 をあてて本郷

プランを検証 し、学校 教育が地域社会 におい て どの よ

うな役割 を果た したのか を明 らかにす ることを 目的 と

した。

まず 、大田の教育観 を検 討 し、前進性 、民衆性 、科

学牲 とい うキー ワー ドを導 き出 した。 さらに、大 田が

本郷プ ランの模 範 と したアメ リカの コ ミュニテ ィ ・ス

クール を検討 し、本郷 プラ ンが どの よ うな教 育観に支

え られて いたのか を明 らかに した。つづ いて、そ こで

明 らかに なった理論的基盤 の上で、本郷 プラ ンが どの

よ うに して実施 され てい ったのかを検証 した。 本郷 プ

ランの特 徴 とも言え る民衆組織 の設 立過 程や課題表 の

作成過程 を検討 し、 さらに実際 には どの よ うな実践 が

展開 されて いったのか具体例 を交 えて検討 した。また、

そ こで生 じた課題 にも言及 した。

以上 の検 討 よ り、学校教 育は地域社会 の生活改善 の

一環 と して位 置づ け られ てい ることが明 らかになった
。

本郷プ ランでは地域全体 に よる、子 どもを含 めた民衆

全体 による地域社会 の生活 改善がめ ざされ 、そ こに地

域 全体 による教育体制 が しかれ、教師だ けでな く民衆

もまた教 育の主体 とな る可能性 を持 っていた。

今 日の教育 で も学校 と地域 の連携 が強調 され 、 コ ミ

ュニテ ィ ・スクールの実践 に取 り組 んでい る ところは

多い。その よ うな 中で、学校 と地域が相互に働 きかけ、

地域 全体の教育力 を高 める とい う本郷 プ ランの方向性

は、学校 と地域 の新 たな関わ り方 を提示 して くれ てい

るのではないだ ろ うか。
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【卒業論文要旨】

加藤幸次 による 「個に応 じた指導」

の理論 と実践

牧 瀬 佑 樹(MAKISEYuuki)

日本 において 、個別 指導 は大 正時代 の新教育 運動の

中で個別 教育 、個性 教育 と して重視 されて いた。 その

後、軍 国主義教育 が進 んでい くにつれ て、個別指 導が

軽視 され る時代 が続 いたが、戦後 、過 酷な受験体 制下

の 中、授業 につ いていけない子 ども、いわ ゆる 「落ち

こぼれ」 が急増 した1950年 ごろか ら再び個別指導

が重視 され るよ うになってい く。そ して、その傾 向は

21世 紀 に入った現在 で も変わ らず 、む しろ少子化時

代を迎 えて、 これ まで以 上に個別指導 が重視 され てい

くだ ろ うと思 われ る。そ のため、個別指導 の論 を整理

す る ことは 、今後の学校教 育を考え る一助 とな る と考

え られ る。

現在 の学校教 育におい ても、個別 指導 に対 す るさま

ざまな取 り組 みや 実践が行 われ てい るが、 その よ うな

取 り組 みを支 える理 論の1つ に加藤 幸次の 「個 に応 じ

た指導 」の理論 があ る。加藤 は愛知 県東浦町 立緒 川小

学校 のオープ ン ・スクール実践 に初期 か ら取 り組 んで

い るため、 この理論 の考 え方 は愛知 県東浦町 立緒川 小

学校 の教 育実践 と相 互に影響 を及 ぼ しあって いる と考

えられ る。

よって、加 藤 の 「個 に応 じた指導」 の理 論 の独 自性

を明 らかに し、実践 においてそ の特徴 が現れ てい るの

かを明 らかにす ることを目的 と した。

そ こで、加 藤の学校教 育観 を探 り、従 来の学校 の ど

の よ うな問題 点 を克服 しよ うと してい るのか を明 らか

に した うえで、 「個に応 じた指導」の理論 の独 自性 を考

察 し、実践 との比較 を行った。

まず は加藤 の学校 に対す る考 え方 を学力構 造論 とオ

ープ ン ・ス クール論 か ら明 らかに しよ うと試 みた。第

1章 では、加藤 の学力構造 論に対す る考察 を行い 、加

藤 が学力 を4層2領 域構造 と考 えてお り、基底 とな る

層 の 「価 値 ・態度 」は集団 の中におけ る個 のあ り方 に

通ず るものだ としているこ とがわか った。第2章 では、

オー プン ・ス クール 論か ら加藤 が旧来 の学校 の問題 点

をどの ような ものだ と考 えてい るのかを明 らかに しよ

うとした。そ して、r相 対評価」 と 「学級を単位 とした

授業」 が、学校 を閉鎖 的に して いる問題 点 だ と考えて

い ることを示 した。 この2っ の うち、 「学級 を単位 とし

た授業」への批判が、 「個に応 じた指導」の理論へも引

き継がれてい ることがわか った。

続 く第3章 で は、加藤 の 「個 に応 じた指導」 の理論

の独 自性 が どの よ うな ものであ るかを考 察 し、その独

自性が2点 に集約 され る と考えた。1点 目は 、10の

学習プ ログラムの よ うな 「個 に応 じた指導 」 のマ クロ

的側 面 を明確 に 「指導 の個別化 」 と 「学習 の個性化」

に整理 した点である。 そ して、も う1点 は 「学級 集団」

と 「学習集団 」の明確 な区別 であ る。子 どもの学習活

動 において は、個人 差への対応 を 目的 と して 「学習集

団 」を形成す る ことが必要だ と してい る。 しか し、そ

れ は 「学級集 団」の解 体 を意味す るもので はな く、ま

た 、個 人指導 が最 良だ と して いるわけで もない。 どの

よ うな個 人差 に対応 しよ うとす るのかに よって、形成

され る 「学習集団Jは 異 なるもの となる。

最後 の第4章 にお いて、緒川小学校 にお ける実践 と

加 藤 の理論 との対応 を考察 した。先 に述 べた加藤 の理

論の独 自性 、すなわ ち、学習 プ ログラムにみ られ るよ

うなマク ロ的側 面 と、 「学級 集団」 と 「学習集 団」の区

別 に着 目す ると、緒川小学校 の学習形 態(「はげみ学習」、

「集 団学習」、 「週間プ ログラムに よる学習 」、 「総合学

習 」、 「オープン ・タイ ム」、「集団活動(独 立 国活動)」)

には、明確 に 「個に応 じた指導 」の理論 のマ クロ的側

面 が現れてお り、同時 に 「学級集 団」 と 「学習集団」

の区別が行 われ ている こともわかった。

この よ うに して、加 藤の 「個 に応 じた指 導」の理論

にお ける特徴 は、 「個人差」 を踏ま えた学習プ ログラム

の活用 と、学級集 団 と学習集団 を明確に 区別す ること

にあ り、実践現場 にお いて もそ の特 徴が現れ ているこ

とを明 らか にで きた。
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【卒業論文要旨】

学習動機の変化 プロセス とその要因

京大生を対象として

柳 原 千 絵(YANAGIHARAChie)

近年、我 が国では、 「勉強嫌 い」や 「勉 強意欲 の低 下」

な ど、いわゆ る 「勉強離 れ」が問題視 され てい る。 こ

の問題 を解決 す るため に、勉 強意欲の低 い子 どもや勉

強嫌 いな子 どもに対 して どの ような援助や支援 が考 え

られ るであろ うか。本研究 では、第一部で、 「学歴社会」

においては勉強 で成功 を収 め、一般 的に学習意欲 が高

い と考え られ る京都 大学生 あるいは京 都大学大学 院生

が、 どの よ うな動機づ けの変化 の歴 史を持 って い るの

かについて質問紙調査 を実施 した。第 二部では 、イン

タ ビューを行 うこ とに よって、動機づ けが変化す る際

の要 因につ いて検討 した。最後 に、第一部 ・第二部 を

ふ ま えて、 「勉強嫌 い」 の子 どもた ちに どの よ うな支

援 ・援助が可能であるかを検討 した。

第一部の質 問紙調査で は、従 来言われて きた 「内発

的動機づ け」 と 「外発的動機 づけ」 とい う二 分法では

な く、市川(1995)の 提 唱 してい る 「学習動機の二要因モ

デル 」に従 って 、京都大学生及び京都 大学大学院生が、

小 学校高学年時代 、中学校時代 、高校 時代、大学 時代

と、学習動機 が どのよ うに変化 してきたのか を調査 し

た。 また、各時代 にお け る主観的な勉 強量や成績 、あ

るいは好きな教科 と嫌 いな教科や、好 きあ るい は嫌 い

になった要因な ども尋ねてい る。

結果 、全 体 と して小学 校高学年時代→ 中学 校時代→

高等学校時代 →現在 とい う流れ を見てみ る と、充実志

向が34名 →32名 →38名 →42名 、訓練志向が0名 →5

名 →17名 →8名 、実用志向が5名 →16名 →26名 →24名 、

関係志向が30名 →30名 →18名 →2名 、 自尊志 向が16

名 一→17名 →21名 →2名 、報酬志向が2名 →7名 →4名 →

2名 であ り、関係志向が減少 し、充実志向 と実用志向が

増 加す る傾向 が見 られた。 また、高校時代ま では 自尊

志 向 は増加の傾 向にあ るが、大学 時代にな る と一 気に

減 少す るとい う結果 であ った。 この ことか ら、小 学生

の頃には、関係志 向に よる動機 を高め るとい う支援 が

重 要である こ とが示唆 され た。 しか し、個人内 におけ

る学習動機 の変化 を見てみ ると、小学校 の ころに 「内

容関与的学習」と呼ばれ る 「充実志 向」 「訓練志 向」 「実

用志向」 とい う動機 を一番 高 く持 って いた人 は、大学

生の時に 「内容 分離的動機」である 「関係志 向」 「自尊

志 向」 「報酬 志向」 とい う動機が最 も高 くなるこ とはな

く、小学校 に も 「総合的な学習の時間」を導入 して 、「充

実志 向」 による動機づ けを促進す る意義が示唆 された。

また、勉強 に対す る意識 を尋 ね る項 目か ら、中学時

代 にお け る教師や 支援者の 、介入や支援 が大切 だ とい

うことが示唆 された。

第二部 のイ ンタ ビュー調 査で は、5名 の方 にご協力

いただ き、質問紙調査 では捉え きれな かった よ り詳細

な家庭環境や 勉強 に対す る意識変化 を検討 した。そ の

結 果、勉強 した分だ けテ ス トの点数な どに よってそ の

効 果を実感 できた とい う共通 点が見 られ 、また、小学

校 時代に勉強す るか否か には、親 の勉強 に対す る関心

や価値観 の影響 が大 きい こ とが うかがえた。 しか し、

親 の影響 を受 けて勉 強 して きた と考 え られ る人 たち も、

親 に勉強 を強要 され た とい う認識 は な く、 「自分 の意

思 によって勉強 してい る」 と認識 してきた と思われ た。

以上、第一部の質問紙調査、第 二部 の面接調 査か ら、

小学校時代には、親 な ど周 りの影響が 大き く、 「勉強 は

楽 しい」 「得意であ る」 と思 うこ とによって勉強 を好 き

にな る可能性 が示唆 され た。 中学校時代 は、教師や支

援者 が介入す るのに最 も大切 な時期であ り、勉強は複

数 の動機 に よって支え られ ていた。高校時代 には、 「訓

練志 向」や 「実用志向」な ど、勉 強を 自分 の人生に直

接活 か して いける もの と して意識 してお り、学 習す る

内容 が実際の生活 には どの よ うに結 びつ くのか、 どの

よ うな場 面で役 に立つのか とい うこ とを、具体 的に提

示す るこ とが必要 であ ると考 えられ た。 そ して、大学

時代 には周 りの環境 に よる影響は少 な く、小学校 時代

には 「関係 志向」によって勉強 してい た人 たち も、 「充

実志向」 に よって勉強す る よ うにな って い るた め、小

学校 時代には、 「関係 志向」を強 めるよ うな動機づ けの

可能 性も示唆 された。

しか し、本研 究 は対象 を京都 大学生に限 定 した研究

であ り、一般性 を追求す るのは難 しく、 また、本研究

は回顧研究 とい うことで、 どこまで実態 を反 映で きて

いるか ど うかには疑問が残 る。 さらに、今 回の研 究で

は、具体的 な指 導 ・支援 を検討 する ところまで至 らな

かった。以上 の ような点が 、本研 究の問題点 として挙

げ られ るであろ う。
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【卒業論文要旨】

戦後社会科教科書 における戦争記述

の変遷

加害 ・被害の記述に着目して

吉 川 弘 通(YOSHIKAWAHiromichi)

本 論文で は、社会科教科書 におけ る戦争記述 の変遷

を分析 す るこ とで、社会科教科 書 と社会的要 因 とが関

係 しているのかを検討 した。

第 二次世 界大戦か ら約60年 が経 過 してい る。 しか し

なが ら、ア ジア諸 国、特 に中国や韓 国か らの侵 略戦争

とい う主張 と日本 の解放 戦争で あった とい う主 張の間

で摩擦 が起 こっている。 日本 は第二次 世界大戦 で加 害

と被害の二っ を経験 してい る。

そ こで、 日本の 中学校社 会科教科書 では、第二次世

界大戦の記 述を どの よ うに書いてい るのか。す なわち、

日本 の戦争 が、加 害 と被 害 どち らの側面 か ら記述 され

てい るのか を分析す るこ とに した。本論 文では、東京

書籍 と教育 出版 の二社の 中学校 社会科教科 書を分析対

象 として、戦後の教科書か ら2007年 現在使用 されてい

る教科書 を範 囲 とした。

教科 書の変遷 を分析す ると、1955年 、1975年1987

年 、2002年 が教科書 の記述 の転換点で ある とわかる。

第i章 で は、1955年 前後での教科書記述の比較 を行

った。 また、そ の当時の社会的要因 と教科 書 との関係

を調べた。教科書記述 は、1955年 以 前の教科書では特

徴 と して三 つ挙 げ られ る。一つ 目は、戦 争が一般化 さ

れた もの として記述 されてい る。二つ 目に、戦争 と平

和の二つ が比較 され てお り、平和 を際 立つ よ うになっ

てい る。三つ 目に戦争経験 世代への問 いかけが され て

い る記述が あ るよ うに、生徒 自身に考 え させ るよ うに

してい る。 この教科書 では加 害や被害 といった視点 で

記述 されていない。

1955年 以後の教科書 では、二つの特徴が 見 られ る。

一 っ 目は第二次世 界大戦 の個別 の記述がな されてい る。

二っ 目に生徒 へ一方 的に学 習 させ ようとしてい る。

これ らの教科 書記述の要 因 として、社会 的要因 を見

て いく と、学習指導要領の変化が1955年 に改訂 されて

い る。この改訂 によって 、「学習内容」が変化 してい る。

また、1950年 か ら戦後の民主主義 教育の方針が変化

した ことも挙 げられ る。1950年 の朝鮮戦争、1951年 の

サンフ ランシス コ講 和会議 によ る日本の独 立が学習指

導要領 に影響 して、教科書記述に反映 され た といえる。

第2章 では、1975年 前後での教科書記述 の比較を行

った。 その 当時 の社会 的要因 と教 科書 との 関係を調 べ

た。1975年 以前の教科書では、 日本の被害についての

記述が されてい る。 しか しなが ら、被 害だ けの記述 で

ある。1975年 以後 では中国や朝鮮 に対 しての加害につ

いての記述 が新 しく加 わってい る。 この ことによ り、

加 害 と被 害の二っの側 面か ら記 述がな され てい る。

教科書記述 の変化の要因 と して 、1972年 の 日中共同

声明が挙 げ られ る。 この共 同声明で は、 日本 の加害行

為を認 め る内容 が記述 され てい る。 これ が、教科書の

加害記述 に反映 され た といえる。

第3章 では1987年 前後での教科書記述の比較 を行っ

た。その 当時の社会的要因 と教科書 との関係 を調べた。

1987年 以前の教科書記述では、 日本の行為 が 「大陸

進出 」 と書いて あ り加 害の性格 が付 帯 され てい なかっ

た。1987年 以後では 「大陸侵出」 と書かれ るよ うにな

って 、加 害の性格が付 帯 され るよ うになった。 このよ

うに 、戦 争での加害 の性格 が強 く出てきた ものへ と教

科書記述 が変化 した。

この よ うな記述の変化 の要因 と して、1982年 の教科

書検 定問題 が挙げ られ る。 この教科書問題 は 、高校の

社会 科教科書 で、 日本軍 の 「侵略 」行為 を 「進 出」行

為 と検定 によって、書 き換 え られ た と国 内で報道 され

た。 この ことに対 して、 中国や韓 国か ら抗議 された。

この問題が国際問題へ と発展 した。 「侵略一進 出」問題

の解決策 と して 「近隣諸国条項」 が検定基 準に取 り入

れ られ た。 教科書検 定問題か ら起 こった 中国や 韓国の

教科書 への抗議 が、加 害の性格 を強 めた記述 に反映 さ

れた とい える。

第4章 で は2002年 前後での教科 書記述の比較 を行っ

た。 また、その 当時 の社 会的要因 と教科書 との関係 を

調べた。

2002年 以前 の教科書 では、加害 と被 害の二っの性格

が記述 されてい る。2002年 以後 では加害 と被 害の二つ

の性 格が記 述 されてい るが減少 してい る。

この記述 の変化 の要 因 として、学 習指 導要領 の改訂

に よる授業 時数 の減少。 また藤 岡信勝 らの グルー プで

ある 自由主義 史観研 究会 の教科 書批 判が 、加 害 と被害

の減少 に影響 している といえる。

本論文で は、教科書 と社会的 要因は関係 してい るこ

とを明 らか に した。
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