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1.問題 
発話は、言語的な情報と、表情や声の抑揚などの非

言語的な視-聴覚情報の両方を含んでいる。我々は、言

語的な情報のみならず、そうした非言語的な視-聴覚情

報も手がかりとして、他者の内的な情動状態を読みと

り、他者との円滑な社会的インタラクションを成立さ

せている。本研究は、知的な遅れを伴う自閉症スペク

トラム障害（Autism Spectrum Disorders；以下、ASD と

する。）児が、発話に含まれる情動的な非言語的視-聴覚

情報をどのように処理しているのかを、①発話に含ま

れる情動情報への気づきおよび②注視パターン（目と

口をどれだけの割合で見るか）の２つの観点から検証

した。 
ASD は、社会性の障害、コミュニケーションの障害、

限局した興味および常同行動の３つの障害特性によっ

て特徴づけられる発達障害である（APA, 2000）。ASD
にみられる社会的インタラクションの障害の根底には、

情動性の障害があることが指摘されている（e.g. Hobson, 
1993）。実際、他者が表情や声によって表現する情動の

知覚において、ASD 者が定型発達者とは異なる特徴を

有することが、多くの先行研究により指摘されている。 
視-聴覚情報に含まれる情動的な情報を読みとり適切

に反応する能力は、ヒトの生後間もないころからその

萌芽が認められる。たとえば、乳児は生後 4 ヶ月ごろ

にはすでに表情を弁別でき、「喜び」の表情を「怒り」

や「中立」の表情に比べて長く注視する。また、生後

10 ヶ月ごろの乳児は、大人のネガティブな情動表出を

参照して自己の行動を調整する。他方、ASD 児はその

発達初期から、視-聴覚情報に含まれる情動的な内容に

あまり注意をむけないことや、表情や声の抑揚が表す

情動状態の読みとりに困難があることが指摘されてき

た。こうしたASD 児の特徴は、他者と円滑にコミュニ

ケーションし社会的関係を構築する上で、重大な妨げ

となる可能性がある。ASD 児が情動的な視-聴覚情報処

理過程のどの段階で問題を有しているかを明らかにす

ることは、ASD 児が日常生活のどのような場面におい

て困難を抱えうるかについて理解を深め、適切な支援

のあり方を考える上で重要である。 
以上の問題意識から、1 つ目に、ASD 児が発話に含

まれる情動情報にどれだけ気づいているかという点を

検討した。ASD 児における情動的な情報処理の特徴を

調べたこれまでの研究は、表情の処理に焦点化したも

のが多く、声の抑揚や、声と表情との複合的な情報処

理の特徴についてはまだ明らかになっていない。 
 2 つ目に、ASD 児による発話知覚時の注視パターン

について検討した。アイトラッキングを用いた先行研

究からは、ASD 者が目や口への注視パターンに非定型

性を有することや、特に目の領域に対し、定型発達者

よりも注意を向けないことが指摘されてきた。目に注

意を向けることは、特にネガティブな情動の知覚にお

いて重要であることが指摘されている。そのため、こ

うした特徴が、ASD の中核症状に位置付けられる情動

知覚の困難を反映していることが議論されてきた。 
しかしながら、近年の研究では、目を見ないという

特徴が必ずしもASDにおいて一般化されるものではな

いことが指摘されている。たとえば、Falck-Ytter et al.
（2010）は知的な遅れのあるASD 児を対象に、各児の

症状特性と注視パターンとの関係を検討した。その結

果、社会―情動性の能力がコミュニケーション能力に

比べて良好な ASD 児は、口に比べて目を長く注視し、

逆にコミュニケーション能力が社会―情動性の能力に

比べて良好なASD 児は、目に比べて口を長く注視する

ことを明らかにした。この結果は、ASD 児が定型発達

児と比較して絶対的な情動性の障害を有していても、

ASD 児のもつ個々の特徴によっては、目を長く注視す

る児も存在する可能性を示唆する。したがって、本研

究では注視パターンの個人差についても検討した。 
２．方法 
調査対象者は、4歳から 6歳の知的な遅れのあるASD

児および、定型発達児で構成される統制群 2 群であっ

た。統制群 2 群は、ASD 児と生活年齢を統制した定型

発達児で構成される群（以下、CA 群とする）、および

ASD 児と社会生活年齢（社会生活上の適応能力の水準

を表す）を統制した定型発達児で構成される群（以下、

SA 群とする）であった。実験パラダイムとしては、ASD
群と統制 2群に対し、異なる表情（「喜び」、「中立」、「悲

しみ」のいずれか）を並べた視覚刺激に、そのどちら

か一方と情動的に一致する声の抑揚を含んだ聴覚刺激

【修士論文要旨】 

自閉症スペクトラム障害児における 
発話知覚時の視聴覚統合処理 
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を付随させて提示する、選好注視法を用いた。刺激の

提示には自動視線追跡装置（Tobii T60, Tobii Technology）
を用い、刺激観察時の児の注視パターンを記録した。

実験の際、実験参加児に対し、画面を見ること以外教

示は行わなかった。分析では、同一の表情への注視時

間が、聴覚情報と一致しないときに比べ一致するとき

に長い場合に、視-聴覚情報の一致性に気づいていると

解釈した。 
３．結果 
まず、情動情報への気づきに関して分析したところ、

２つの知見が得られた。1 つ目に、ASD 群は統制 2 群

と同様に、表情が音声と一致する場合に、一致しない

場合よりも長く注視したことが示された。2 つ目に、

ASD 群においては社会生活年齢が高い児ほど、「悲し

み」の視-聴覚情報が一致している表情を長く見たが、

SA 群においては社会生活年齢が高い児ほど、「喜び」

の視-聴覚情報が一致している表情を長く見たことが示

された。次に、注視パターンに関しても、２つの知見

が得られた。1 つ目に、顔への注視時間に占める目への

注視時間の割合、および口への注視時間の割合につい

て、ASD 群と統制 2 群との間で差異は認められなかっ

た。ただし、顔への注視時間に占める目および口への

注視時間の割合は、ASD 群が有意に低かったことが示

された。2 つ目に、ASD 児において、「悲しみ」表情の

目への注視時間が長いほど、「悲しみ」の視-聴覚情報が

一致した表情を長く見たことが示された。 
４．考察 
情動情報への気づきに関して 
本研究に参加したASD 児が、視-聴覚情報に含まれる

情動的内容の一致性に気づいていたことが示唆された。

知的な遅れのあるASD 児の、表情および声の抑揚の知

覚については、これまで十分に検討されてこなかった。

本研究は、知的な遅れのあるASD 児が、表情と声の抑

揚のマッチングに関して問題がないことを支持する１

つの証拠となった。 
さらに注目すべきは、ASD 児においては社会生活年

齢が高い児ほど、「悲しみ」の視-聴覚情報が一致する表

情を長く見たのに対し、SA 児では対照的に社会生活年

齢が高い児ほど、「喜び」の視-聴覚情報が一致する表情

を長く見たことである。本研究ではあくまで注視時間

を指標としたため踏み込んだ議論はできない。しかし

ながら、適応行動を獲得しているASD 児ほど、他者の

表出する「悲しみ」の情動に敏感に反応し、適応行動

を獲得している定型発達児ほど、他者の表出する「喜

び」の情動に敏感に反応した可能性がある。こうした

可能性を考慮すると、「喜び」と「悲しみ」の情動情報

に気づくか否かという点だけでASD児と定型発達児を

比較するのは不十分であるといえる。すなわち、「喜

び」「悲しみ」の情動情報への注意の向け方、感じ方が、

そもそもASD児と定型発達児とで異なる可能性がある。 
注視パターンに関して 
まず、顔への注視時間に占める目への注視時間の割

合、および口への注視時間の割合について、ASD 児群

と統制 2 群との間で差はなかった。このことから、本

研究に関していえば、ASD 児の注視パターンは非定型

的とはいえない。他方で、目と口を合わせた領域への

注視時間の割合は、ASD 児で有意に低かった。このこ

とから、発話している他者を見る際、ASD 児が定型発

達児ほど目と口へと注意を向けていないことが可能性

として挙げられる。 
また、ASD 児群において、「悲しみ」表情観察時に目

を長く見た児ほど、「悲しみ」の視-聴覚情報が一致して

いる表情を長く見たことが示された。目は、特にネガ

ティブな表情において情動情報を伝達する重要部位で

ある。つまり、「悲しみ」の情動により敏感であった児

ほど、より多くの情報を得ようとして目を長く注視し

たことが考えられる。 
今後の課題 
 今後の課題として、2 つ挙げる。1 つ目は、ASD 児と

定型発達児とで、他者の表出する情動への感じ方がそ

もそも違う可能性について検討することである。従来

のASD 研究では、情動判別課題等を用いて「特定の情

動の意味を理解しているかどうか」を検討することが

主流であった。しかしながら、現実の社会的インタラ

クションに目を向けると、相手の笑顔を見てこちらも

思わず笑ってしまうというような、一方の情動表出が

他方の情動に影響を及ぼすことがしばしばある。この

ことから、他者による特定の情動表出への感じ方が、

ASD 児と定型発達児とでどのように異なるかを検討す

ることが重要である。 
 2 つ目は、注視パターンが個人のどのような特徴と関

連しているのかを詳細に検討することである。本研究

では、個人の知的水準や言語獲得水準などの特徴が注

視パターンにどのような影響を及ぼすか、検討するこ

とができなかった。今後、多様な尺度を用いてこの点

を検討する必要がある。 
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 【要旨】 
本 稿 で は 、「 教 育 の 自 由 (vrijheid van 

Onderwijs)」を掲げるオランダにおいて、教育の質

保証に重要な役割を果たす学校評価を考察した。 
 オランダにおける学校教育の特徴は「教育の自由」

が憲法で保障されている点にある。その自由とは主

に、①誰でも学校を自由に設立することができる「学

校設立の自由」、②学校が宗教的、哲学的理念を保持

できる「教育理念の自由」、③教育内容(leerstof)や教

育方法の自由を意味する「教育を組織する自由」の

3 点である。 
「教育の自由」のもと、オランダでは公立学校だ

けでなく私立学校も国から同様に予算を受け取って

いる。そこには、ダルトン・プラン(Dalton plan)な
どのオルタナティブ・スクールも含まれる。このよ

うにオランダの学校教育においては比較的多様な教

育実践が認められており、学校選択も保障されてい

る。こうした「教育の自由」のもとで一定レベルの

教育の質を保つためのメカニズムの 1 つとして、オ

ラ ン ダ で は 教 育 監 査 局 (Inspectie van het 
Onderwijs)によって教育監査と呼ばれる学校評価

が行われている。オランダの教育監査は、2002 年に

教育監督法(Wet op het Onderwijstoezicht)が施行され

たことによって、新たな局面を迎えた。そこでは、

学校の自己評価(zelfevaluatie)が重視されている。 
先行研究においては、オランダ国内においても、

日本においても、「教育の自由」のもとでの各学校に

おける教育実践をふまえた研究や、そうした教育実

践を守り改善するために各学校が行う自己評価の取

り組みにふみこんだ研究は行われていない。しかし

ながら、オランダの学校教育が「教育の自由」を特

徴とすること、教育監督法が学校の自己評価を重視

していることをふまえれば、各学校で行われている

教育実践や自己評価の実態をふまえて学校評価の在

り方を検討することは重要であるといえる。 

これについて考える時、オルタナティブ・スクー

ルの教育実践やオルタナティブ・スクール協会が実

施する訪問視察(visitatie)という学校評価の存在を見

過ごすことはできない。訪問視察とは、特定のオル

タナティブ・スクール協会がその独自の教育の維

持・改善を目的として行う学校評価である。これは

独自の教育を自ら評価するという点で自己評価と同

様の役割を果たす。「教育の自由」のもと独自の教育

理念にもとづいた教育を実施するオルタナティブ・

スクールにおいて自律的に行われている学校評価を

検討することは、「教育の自由」を特徴とするオラン

ダの学校評価について考察する際に、深い示唆を与

えてくれると考えられる。 
その際、本稿ではダルトン・スクールに焦点をあ

てた。ダルトン・プランに焦点をあてる理由は次の

2 つである。①ダルトン・スクールは、「伝統的なオ

ルタナティブ・スクール(vernieuwingsschool)」の

なかで現在最も学校数が多く、人気が高いため、②

オランダ・ダルトン協会((Nederlandse Dalton 
Vereniging; 以下 NDV) はダルトン・スクールの増

加を背景に、1997 年から訪問視察を実施してダルト

ン・プランとしての教育の質を維持・改善しようと

しているためである。 
特に①については、先行研究者である吉田重和に

よる「教育理念及び教育内容のみならず、全国共通

学力テストの高いスコアなどの優秀な教育成果がそ

の人気につながっているとの推察が可能であろう」

との指摘があった。吉田はダルトン・プランを「成

果主義への傾倒」と否定的に捉える。ただし、吉田

はダルトン・プランの教育実践と教育成果の関連性

などについては、質的・量的双方のアプローチから

十分な検証が必要であろうとのべていた。本稿でダ

ルトン・プランに焦点をあてることにより、ダルト

ン・プランの教育実践と教育成果との関連性を合わ

せて考察することができ、教育監査と「教育の自由」

の関係について、その一端を明らかにできると考え

られた。 
したがって、本稿ではオランダにおけるダルト

ン・プランの教育実践をふまえ、その教育を維持・

改善するために NDV が行う訪問視察について検討

した。それによって、NDV の訪問視察と教育監査

との関連性、さらにはダルトン・プランの教育実践

と社会的に求められる教育成果との関連性を明らか

【修士論文要旨】 

オランダにおける学校評価に関する

一考察 
――ダルトン・プランに焦点をあてて―― 
 

奥 村 好 美(OKUMURA Yoshimi) 
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にし、「教育の自由」を特徴とするオランダの学校評

価について考察を深めることを目的としていた。 
この課題にアプローチするために、まず第 1 章で

オランダにおいて「教育の自由」のもとで整えられ

ている学校評価制度や、その制度のもとで NDV が

行う訪問視察の背景と概要について検討した。オラ

ンダでは、学校の自律的な質保証が尊重されていた。

NDV の訪問視察は、学校がダルトン・スクールと

して発達するのを促すことを目指して自律的に行わ

れる学校評価であった。訪問視察は、教育監査の「比

例重点制」の方針と合っていること、教育監査との

評価指標の共通性が大きいことから、教育監査局か

ら肯定的に捉えられていると考えられた。 
次に第 2 章で、ダルトン・プランはそもそもオラ

ンダにどのように受容され、国の教育政策とはどの

ような関係にあったのか、さらに現在どのような教

育実践を特徴としているのかについて検討した。オ

ランダのダルトン・プランはイギリスから受容され

ていた。それは、1960 年代後半以降オランダの教育

政策が転換した結果、国が推し進める教育実践と適

合することとなった。現在 NDV が掲げるダルト

ン・プランの原理には、自由・共働に自立が加えら

れていた。原理についてはパーカーストの見解と大

きな差異はないと考えられた。一方で、教育実践に

はパーカーストのダルトン・プランとは異なる点が

みられた。最も大きな違いは、教科教室である実験

室や専科教師が導入されていない点であろう。オラ

ンダのダルトン・プランは、クラスを保つことによ

って一人ひとりの子どもの状態を見取り、個人差に

配慮した教授を行うことで学力を保障しようとする

ものであると考えられた。 
続いて、第 3 章で訪問視察のマニュアルやダルト

ン・スクールを目指す学校の事例から、具体的な訪

問視察の在り方や、訪問視察が学校へどのような影

響を与えているのかといった NDV が行う訪問視察

の実態を検討した。訪問視察は、児童・保護者・学

校管理者など多様な立場の意見が取り入れられ、ク

ラスでの教育実践が中心にすえられた学校評価であ

った。評価指標においては、教育成果ではなくダル

トン・プランの教育実践のプロセスが重視されてい

た。訪問視察が、教育実践を改善する契機として機

能しうるかどうかについて、ダルトン関係者自らが

批判的な考察を行っていた。しかし、事例として取

り上げた学校の教師には、訪問視察は教育実践の改

善に有効であると捉えられていた。 
これらの検討から、次のことが明らかになった。

第 1 に、訪問視察と教育監査との関係性である。訪

問視察は、自律的な学校評価を重視する「比例重点

制」という教育監査の方針と合っていること、教育

監査との評価指標の共通性が大きいことから、教育

監査局から肯定的に捉えられていると考えられた。 
第 2 に、ダルトン・プランの教育実践と社会的に

求められる教育成果との関連性である。オランダの

ダルトン・プランは、クラスを保つことによって、

一人ひとりの子どもの状態を見取り、個人差に配慮

した教授を行うことで学力を保障しようとするもの

であると考えられた。こうした教育実践は、多様な

立場の意見を取り入れた教室での教育実践を中心に

すえた訪問視察によって、確実に維持・改善される

ことが目指されていた。実際、事例として取り上げ

た学校の教師には、訪問視察は教育実践の改善に有

効であると考えられていた。ダルトン・スクールの

優秀な教育成果は、学力を保障しようとする教育実

践が訪問視察という学校評価により維持・改善され

ているために生み出されていると考えられた。 
これをふまえて、最後にオランダの学校評価につ

いての考察を行った。オランダでは「教育の自由」

のもとでダルトン・プランの原理に則った教育を行

う自由が認められており、さらには自律的な学校評

価が尊重されているがゆえにこそ、ダルトン・スク

ールにおいてダルトン・プランの原理に則った教育

実践が徹底され、優秀な教育成果が生み出されてい

ると捉えることができた。したがって、ダルトン・

プランに関していえば、オランダの学校評価は、「教

育の自由」のもとでオルタナティブ・スクールの教

育実践を認めながら、教育実践の維持・改善や、そ

の結果として社会的に求められる教育成果を生み出

すことができており、「教育の自由」と矛盾しない形

で質保証を実現できているといえるだろう。 
 最後に、本研究に残された課題として次の 2 つが

あげられた。1 つ目は、国が推し進める教育実践と

は異なる教育実践を行う学校についての検討であっ

た。2 つ目は、オランダにおける教育政策の転換に

オルタナティブ・スクールが与えた影響についての

考察である。以上 2 つが今後の課題であった。 
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 現在，教室のなかには，多くの「途方にくれた子ど

もたち」がいる。彼らは支援を必要としているにもか

かわらず，国の教育施策は，必ずしも有効なものとは

なっていない。筆者は，彼らを救うヒントが，戦後の

教育実践の蓄積に見出せると考えた。 
 西暦 2000 年を前後して，子どもたちの「学力低下」

が話題となった。その後の PISA ショックも重なり，子

どもの「学力」が，社会的な関心となっている。その

結果，学校は「学校評価」と「説明責任」を求められ

るようになり，「学力テスト」に晒されるようになった。

教師も「教員評価」に晒されるようになり，子どもに

過度のテスト対策を課すようになった。ここでは，子

どもの分かり方が軽視され，ドリルによる訓練と，競

争による「得点」の引き上げが意図されている。その

ことが，「不登校」や「いじめ」など，子どもたちを取

り巻く諸問題を助長しているのではないだろうか。 
 現在の問題状況は，70 年代の状況に似ているように

思う。当時も，子どもたちの学力が社会的な関心を集

め，「落ちこぼれ」や「無気力」が問題とされていた。

この課題に向き合ったのが中学校社会科の教師である

加藤文三と安井俊夫だった。加藤は，歴教協の弱点で

あった「知識」に重点をおいて，子どもたちの自信を

回復しようとした。一方，安井は，歴教協が重視した

「認識」を，子どもたちの側に引き寄せることで，彼

らを学びの主体にしようとした。本稿では，これらの

実践に学び，これを現代の教室でどう活かすかを検討

する。 
 加藤は，歴教協の主流として，「認識」を重視する実

践を展開していた。それは，子どもに社会のしくみを

とらえさせようとするものである。しかし，70 年代に

なると，「落ちこぼれ」が顕在化し，進学できない子ど

もたちも現れた。それは，学校が彼らを見捨ててきた

ことを意味していた。加藤は，まず彼らに「知識」を

身につけさせなければならないと考える。それは，進

学を保障すると同時に，社会について考える基礎とな

るからだという。こうして始まったのが，「100 点運動」

である。それは，精選された知識をテストにして，確

実な定着を図ろうとする試みであった。本実践が他の

確認テストと異なる点は，100 点に到達できるまで，何

度も繰り返して取り組ませる点である。加藤は，「一度

しかテストをしないから，できない子がつくられる」

として，すべての子どもができるようになるまで待つ

ことにした。子どもたちは，早い遅いの差はあったも

のの，皆が 100 点に到達できた。この過程で，加藤は

重要な事実を教えられたという。それは，子どもたち

が知識と同時に，自信をも獲得していたことである。

生徒Ｍは，特殊学級出身の子どもであり，授業に全く

参加しようとしなかった。しかし，学級の子どもたち

の支えにより，彼も 100 点に到達する。これが，Ｍに

とって大きな喜びとなり，彼の意欲を呼びおこした。

彼は，笑顔を取り戻し，学習にも積極的に参加するよ

うになった。加藤は，「遅れた子どもが 100 点をとると

いうことは，生き方にかかわる問題である」として，

実践の重点を意欲へと向けるようになっていった。 
 その頃，安井も，子どもたちの無気力に悩んでいた。

学校は荒れ，子どもたちは教科書すらもってこなくな

っていた。安井も，プリントを使って，知識の習得に

とりくむようになった。しかし，安井は，プリント学

習の後に重点を置いていた。子どもたちは，学んでお

いた知識を足場として，授業に入り込んでいった。そ

して，学習内容を切実に考え，互いに意見をぶつけあ

って，認識を深めていった。その結果，一人ひとりの

なかに，自分なりの知識が残されていった。そして，

学んだことは，彼らが卒業した後にも生きることにな

った。 
 両実践は，共に 70 年代の子どもの「落ちこぼれ」と

向きあい，これをのり越えようとしていた。表面的に

は，かなり異なって見えるものの，問題意識は同根で

ある。ここに，両実践を統合するカギがあるだろう。 
 また，２人は，「意欲」を重視していた点でも共通し

ている。加藤は，表面的には，「知識」の習得を重視し

ていた。しかし，その真意は，「知識」を入り口にしな

がらも，子どもの内面にある「意欲」にアプローチす

ることにあった。一方で，安井は，子どもの共感を重

視し，「意欲」を高めることで，認識の深まりへと導こ

うとした。２人の実践は，アプローチの方法が異なる

ものの，「意欲」を「学習内容」とのつながりで捉えて

いる点で，共通している。 

【修士論文要旨】 

  中学校社会科における学力保障に関する一考察 

 ――加藤文三実践と安井俊夫実践の検討を通して―― 
  

河 口 信 二(KAWAGUCHI Shinji) 
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 学力における「意欲」の位置づけは，これまでにも

議論がなされてきた。2010 年版指導要録においても，

「意欲」は観点別評価の最上位に位置づけられている。

しかし，学校現場では，挙手を数えたり，自己評価シ

ートで意欲をチェックさせたりするなどの実践が散見

される。それは，「意欲」が学力の外にあると誤解され

ているからだろう。２人が，「意欲」を学力の一部とし

て捉えていたことには，学ぶべき点がある。そして，

この視点を生かしながら，現代における学力保障のあ

り方を考える。具体的には，加藤の「100 点テスト」と，

安井の「子どもが動く社会科」をつなぎ，「知識」と「認

識」が連関する学力保障のサイクルを生みだす。この

ように「知識」と「認識」に連続性をもたせることで，

「知識」が細切れになることを防ぎ，また，「認識」が

一層深まっていくことをねらう。ここで重要なのは，

これを教師による押し付けとしたのでは，子どもの外

側を上滑りしてしまうことである。この場合は，「よく

わかるけど，つまらない授業」になってしまい，かえ

って子どもの学習権を妨げる恐れすらある。重要なの

は，このサイクルをまわすエネルギーが，子どもの「意

欲」にあることである。子どもが知識を習得するプロ

セスで，副産物として生まれる，「自信」の高まりが，

その後の学習を促進していく。また，学習内容に対す

る「共感」の高まりが，認識の深まりも促進していく。

その結果，学習内容が深く理解され，一人ひとりのな

かに，自分なりの知識が残されていく。次の学習では，

この知識を起点として，新たな学びが展開していく。

このようにサイクルが一周するたびに，知識が再構成

され，高度化していく。すると，学力全体も，スパイ

ラルに持ち上がっていくだろう。このような「学びの

サイクル」によって，子どもを中心としながら，知識

と認識を保障するシステムが実現できると考える。

「できない子」の内面にも，このような好循環を生み

だすことができれば，すべての子どもに学力を保障す

ることができるだろう。 
 ただし，留意すべきは，70 年代当時とは，学校をと

りまく環境が変化していることである。そのため，加

藤と安井の手法をそのまま導入しても，望むような結

果が得られない可能性がある。そこで，両実践の核と

なっていた思想を取りだし，それを現在の学校に，ど

のように適合させるかを考える必要がある。 
 まず加藤実践を支えていた核として，「自信」の重視

があげられるだろう。しかし，この点は看過されてい

る場合が多いのではないだろうか。「100 点運動」の発

表以降，同様の実践が各地で行われた。しかし，加藤

の真意が理解されず，「とにかく 100 点をとらせる」と

いう文脈で，子どもを逆に追いつめていたケースが少

なくなかったように思う。加藤は，子どもの努力を社

会科通信によってフィードバックし，彼らを励まし続

けていたことを忘れてはいけないだろう。ただし，現

代の子どもの状況，傷つきやすさを考えると，「全員を

100 点に」と，声高に語ることは難しいように思う。そ

こで，「すべての子が少しでも多くの知識を，一人でも

多くの子が 100 点に」というスタンスが適切であるよ

うに思う。そして，教師が一人ひとりの足跡を丁寧に

見取り，温かな言葉かけで，フィードバックしていく

必要があるだろう。 
 一方，安井実践では，子どもの認識の質を深めるた

めに，彼らを学習に引きこむための工夫がなされてい

た。その入り口とされていたのが「共感」である。安

井は，文献を使って，子どもたちを歴史が創造する現

場に立たせることで，歴史を自分自身の問題として考

えさせようとしていた。しかし，現在では，子どもの

活字離れが進み，文字資料を拒否する子も少なくない。

たとえ，資料そのものに力があったとしても，そこに

入ってこなければ，これを活かすことができないだろ

う。だが，現在では教室環境の整備により，映像教材

が常用できるようになっている。これを利用すること

で，子どもの五感に直接訴えて，彼らを歴史の現場へ

とひきこむことができるだろう。すなわち，子どもの

構えが変化したことにより，入り口となる「共感」の

引きだし方に工夫が必要になっているのではないだろ

うか。 
 以上の点を留意すれば，加藤と安井が実践を込め

ていた想いを再現することは可能であり，かつ，そ

れは現代の学校においても有効であると考える。そ

のことは，すべての子どもに学力を保障することに

つながり，また，学習する権利を保障することにも

なりうるだろう。2010 年版指導要録は，「知識」「思

考」「意欲」の３層からなる学力モデルを提示した。

教師たちが，それぞれの要素の連関を考える上で，

加藤と安井の試行錯誤には，学ぶべきものが多いだ

ろう。そして，両実践の成果を継承・発展させてい

く責任は，後に続いている教師や研究者たちに担わ

されているように思う。 
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 本論は、近代国民政府成立期における葉聖陶の国語

教育改革論の特質を明らかにするために、先行研究を

踏まえながら、葉はどのような教育理論や理念の元に、

小・中学校における国語カリキュラムをどのように開

発してきたかを検討したものである。葉の国語教育改

革を検討する理由は２点あった。1 つめに、古典教育の

伝統を基盤にしながら新文化運動・白話文運動の影響

を受け、文学者および教育者の視座から小・中学校の

国語教育における生活と科学の構図を問い直してきた

点である。2 つめに、葉が自らの教育論及び教職経験を

活かして作成した課程標準、教科書及び教育小説等の

実践の様相から、その教育改革論の実際を考察するこ

とができた点である。 

日本と中国の先行研究をみると、葉による実践記録

の類が存在しないため、その理論については実践と切

り離して検討せざるをえない現状にあったことがわか

った。そこで、葉の教育改革論の特質を明らかにする

ためには、その教育理論と葉が自らの実践に基づいて

開発したカリキュラム及び教育小説に照らし合わせな

がら検討していく必要があると考えた。本論では、葉

聖陶の教育理論を検討した上で、葉が自らの教育論及

び教職経験を活かして作成した課程標準、教科書及び

教育小説から様々な実践の様相を検討することによっ

て、葉の国語教育改革論の実際を考察した。とりわけ、

その生活・経験を重視した教育改革論が、どのように

小・中学校の国語カリキュラム開発、すなわち教育目

標、スタンダード、教材、教授・学習過程、評価に反

映されたのかを次のように明らかにした。 
第一章では、時代背景を踏まえながら、葉の基本的

な教育観と、それに基づいた国語教育目標論および作

文教育方法論を明らかにした。教育改革運動を推進す

る一員としての葉は、近代学校教育の硬直化を問題視

し、知識の詰め込みではなく、知識を求めるという行

為における児童の生活性と心理性を捉え直したことを

検討した。そこで、①必然性をもった実験的探究にお

ける自主的な行動と一致した「真の知識」観、②実生

活・実社会と離れた教科教育の欠陥とそれを補うため

の総合的な作業と活動の必要性、③児童の「本能」「欲

求」「興味・関心」のような内面的な動機の重視、とい

った３つの観点が葉の「児童本位」の教育観の根底に

あると指摘した。また、葉の考えた小学校の国語の教

育目標論において、児童の素直な感情と素朴な理論を

尊重し、そのまま育てることを白話文教育の目標とし

たことがわかった。さらに葉の国語教育論を考察する

にあたっては、教師の育成からのアプローチと方法論

的なアプローチを混同すべきではなく、それぞれの観

点を分けて検討していくべきであることを提案した。

特に方法論的なアプローチからは、作文論を検討する

ことで、児童の欲求や興味、人間形成に関する認識論、

および胡適によって紹介されたデューイの問題解決学

習を作文技術として取り入れたことが特徴的である。 
第二章では、カリキュラム開発という実践の面にお

けるスタンダード作りの視点から、葉が起草した『初

級中学校国語課程綱要』における目標と内容の特徴を

まとめ、その意義と課題について論じた。葉は中学校

段階において、小学校段階の一般化した目標ではなく、

生徒の社会生活に応じた古書を読む力、思考を発展す

る力、作文法にそった書く力および文学趣味の育成を

重視していた。しかし、白話文運動による言文一致の

要求がさらに強くなるにつれて、古書を中心にした目

標と知育・徳育と関係しないところが批判の標的にな

った。それに対して、葉は中学校の国語教育目標を道

徳的な訓育ではなく、技能的な陶冶として限定した。

また、知識を生徒に必然性のある主観的・実験的探究

から生まれたものと捉えていたために、それを強く規

定する必要性を主張しなかったと考察した。教育内容

の具体的な規定では、葉は国語に軽視されていた読み

の教育を精読と略読に細分化し、両方に民主主義的な

討論活動を導入したこと、作文領域において、生徒の

自主的・探究的な文法研究、演説・弁論を作文教育の

カテゴリーに引き入れたことが特色であった。さらに

これまで曖昧であった中学校を卒業するための最低国

語水準を明記したことが進歩的であることを論じた。 
このように、中学校国語教育目的と内容においても、

知識の詰め込み教育から生徒の主体性を重視した能力

教育への重大な転換を示した。しかしながら、『綱要』

における基礎・基本に関する規定の曖昧さ、および後

ほど南京国民政府による思想を規制するような改訂で、

【修士論文要旨】 

葉聖陶の国語教育改革論に関する一 

考察 

――国民政府成立期に焦点をあてて―― 
 

鄭 谷 心(TEI Kokusin) 
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中学校国語教育の営みが後退してしまう懸念があった

といえる。 
第三章では、カリキュラム開発における教材づくり

の側面から、葉の教材論と実際に編纂した教科書を取

り上げて、小学校と中学校それぞれの教材における特

徴を論じた。葉の国語教材論としては、教科書はただ

参考のために備えるだけのものと捉えられ、真の教材

は教師が選択しなければならないとされていた。小学

校教材選択の規準は、文学的面白みに富んでいるかど

うかという点にあった。また、教材と教授過程・学習

過程、および学校環境・施設が未分化であることがわ

かった。一方、中学校の教材について、葉は改訂され

た教育課程の基準を批判し、生徒の社会・文化生活の

要求に応じた自主編成を提唱した。 

 具体例としてはまず、葉が編纂した『開明国語課本』

を取り上げて、教材論をいかに小学校の教科書編成に

反映されたかを検討した。つまり、当時の葉は、同心

円的拡大の原理に基づいて、教材を児童の生活・経験

と関連させるために文芸性と方言を活かしながら、人

間コミュニティの構成員である小学生のために統合カ

リキュラムの開発を目指した。その取材は広範囲に亘

るものの、科学的な知識の系列は軽視されたことが限

界であった。次に、葉の中学校国語教材づくりの 2 点

の特徴を検討した。１つめの特徴は言語事項・文章学

の知識体系を作ったという科学性であり、２つめの特

徴は文芸的な面白さと分かりやすさを保ちつつ、その

内容をできるだけ中学生の生活又は心理に寄り添うよ

うに工夫した点である。 

このように、学問的な知識の系列を軽視し、生活・

経験における断片的な知識しか得られなかったことが

当時の教育改革の普遍的な問題であると指摘できる。

それは、中学生国語力低下問題につながっていた。葉

はこの問題を乗り越えるために、文章技術の系統づく

りに力を注ぐようになった。つまり、葉は小学校にお

ける児童中心の経験主義から中学校における科学中心

の系統主義への妥協が見られた。 
第四章では、カリキュラム開発における教授・学習

過程と評価の側面から、『文心』という教育小説を通し

て、葉の目指した理想の授業像・学習像を考察した。

実践記録が存在しない葉の中学校実践を考察するため

に、『文心』が唯一の手がかりとなるからである。葉は、

生徒が作文に対して不慣れや戸惑いが多いという問題

意識から出発し、身近な話題からの発問や自由検討を

通して、生徒に作文に対する親近感を持たせようとし

た。生徒に自分が書きたいテーマを選ばせ、自己批正

を要求していた。学習場面においては、自己評価以外

に、仲間や熟達した経験者（例えば、保護者）による

評価の必要性、協働する精神、表現する力、伝え合う

力を育むような学習の意義があることを明らかにした。 

また、『綱要』に示した内容でもある「読書筆記」の

実践例にも着目した。「読書筆記」においては、生徒の

思考力・判断力を鍛える役割を狙っていること、その

特徴が内容と方法の一体化にあること、評価基準が明

瞭であることがわかった。つまり、葉は伝統的な教育

内容や啓発式の方法を軽視しておらず、それらの内容

と方法がプラグマディズムの方法論との融合を目指し

たのである。 

最後に、「触発」という葉が編み出した教育方法の実

践を考察し、「知識を生活に活かす」という重要な目的

を提示した。「触発」の授業例では、算数と国語のよう

な異なる教科においても、知識、性質または技能とし

ての類似点があれば、「触発」は正の転移と同じような

意味になる。つまり「触発」の方法を活用すると、分

化された教科の枠を越えて、各教科ないし全生活をま

たがる新しい経験や発見が導かれることが実現可能で

ある。一方、教育の統合と分化の課題においては、分

化された教科としての独自の教授法と、これらの教科

を総合的・統合的に捉える、実生活・実社会に役立つ

ような知識・技能が育成できる教育方法との相違や関

連が示されていないことが限界であることを指摘した。 

本稿を通して明らかになったことは、第一に、葉の

教育思想の根底には、能動的な知識観・統合的な教育

観・民主的な子ども観が存在することである。第二に、

そのように統合した教育思想が、国語における教育方

法として具体化されたということである。第三に、葉

の行った小学校と中学校のカリキュラム開発実践の間

には齟齬が存在したということである。つまり、葉の

教育実践においては、小学校の児童中心的な経験主義

から中学校の科学中心的な系統主義への妥協が見られ

たのである。 
 本研究の今後の課題として、葉が小・中学校のそれ

ぞれの段階において指す「生活」という概念の中身、

およびそこにおける知識観を明らかにすることをあげ

る。さらに、そのような生活の概念と知識観が教授法

レベルにおいてどのような影響や意義をもたらすかを

検討することができると考える。 
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本稿は、キャサリン・スノーのリーディング教育

論の意義と課題を明らかにすることを目的とした。

スノーのリーディング教育論とは、スノーが議長を

務めた２つの委員会の取り組みにおいて合意された、

効果的なリーディング教育実践を実現するための理

論であった。２つの委員会とは、「リーディングの困

難性の予防に関する委員会（Committee on the 
Prevention of Reading Difficulties in Young Children、以

下 CPRD）」と「RAND リーディング研究グループ

（RAND Reading Study Group、以下RRSG）」であっ

た。スノーは、この２つの委員会の取り組みを通し

て、子どもたちにリーディングの学力を保障するた

めに、教師が実践において押さえておくべきポイン

トを整理した。その際、教師から効果があると報告

された実践に注目し、その実践の共通性を見出して

きた。つまりスノーのリーディング教育論とは、教

師らによってその効果が支持された、リーディング

教育実践の要素を整えたものであった。 
本稿でスノーのリーディング教育論に注目する理

由は、米国の補償教育が抱える課題を克服する方途

を見出す可能性がある点であった。そこで本稿では、

米国における補償教育不振の原因の解明と、それを

乗り越えるための具体的な方策を提示することを課

題とした。そしてスノーのリーディング教育論の検

討と、その理論にもとづく教材の検討を行うことで、

この課題に迫った。その際、米国の最新の補償教育

政策であるリーディング・ファースト（Reading First、
以下RF）と、米国における言語教育の１つの立場で

あるホール・ランゲージ（whole language、以下 WL）
を比較対象として選択した。なぜなら、スノーのリ

ーディング教育論にはWLの成果が継承されている

ためであった。 
 第１章では、米国における補償教育の目的と内容、

それへの批判、さらにその批判を乗り越えることを

めざしたスノーによる調査の実態を整理することで、

スノーのリーディング教育論の背景を明らかにした。

50 年代以降の米国では、公民権運動のもと、長年続

いていた人種隔離政策を廃止し、その政策を通じて

生み出された弊害を乗り越えるための方策が求めら

れていた。その方策を具体化したのが、ヘッドスタ

ート・プログラム（Head Start Program、以下 HSP）
であった。HSP では、認知的な発達を中心に据え、

「中産階級の文化」と結びついた「態度や適性」を

発達させることがめざされていた。しかしながら、

過度に「子ども中心」の姿勢が強調されることによ

り、認知的な発達よりも社会的・情緒的な発達に焦

点が当てられ、十分に子どもたちの認知的発達が促

されなかった。またこの時期、コールマン報告にお

いて「成績は、学校の質というよりもむしろ生徒の

家庭背景に関係している」ことが指摘されていた。 
一連の補償教育に関する議論を踏まえ、スノーは、

ホーム・スクール・スタディ（Home School Study）
を実施した。調査の結果、小学校段階においては家

庭と学校が相補関係にあること、家庭の質の低さを

学校が補えることが明らかにされた。これはコール

マン報告以来続いていた、学校の無力性の指摘を乗

り越える可能性を示していた。しかしながら中学校

段階以降においては家庭の質によって生徒たちの学

力が規定されていた。この結果を踏まえ、スノーは、

子どもたちのリーディングの学力を高めるための具

体的な方策を打ち出すことの必要性を感じていた。  
 つづく第２章では、スノーのリーディング教育論

の具体像を明らかにした。スノーはまずCPRD にお

いて、リーディング教育を効果的に行うための要素

として「文字と音声の関係性」「流暢さ」「理解」を

抽出し、それらを踏まえた実践を展開する必要性を

指摘していた。しかしながら具体的な指導方法が示

されていないことが問題視され、CPRD の成果は全

米読解委員会（National Reading Panel、以下NRP）
に継承された。一方スノーは、「理解」に関してはさ

らなる検討が必要であるとの問題意識から、RRSG
において「理解」に関する研究を深めた。「理解」と

は、社会文化的文脈のなかで、読み手・テキスト・

活動の相互作用によって生み出されるものであるこ

とが合意された。そして「理解」をポートフォリオ

やプロジェクトを通して評価することが推奨された。 
つぎに、以上のスノーが議長を務めた２つの委員

会の取り組みを、RF および WL を比較対象として

【修士論文要旨】 
キャサリン・スノーのリーディング教
育論に関する検討 
 

山本 はるか（YAMAMOTO Haruka） 
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設定し、検討した。この検討を踏まえると、スノー

のリーディング教育論の意義を２点指摘できた。１

点目は、「実証性」を追究することによりも米国で行

われてきた豊かな実践を生かすことを志向していた

点であった。ここでは、子どもたちのリーディング

の学力を保障するために「基礎的なスキル」を重視

しつつも、子どもたちの意欲を高めるための配慮を

行うことが不可欠とされていた。一方NRP では実証

性が追究され、その結果NRP において指摘された５

つの構成要素を網羅することが重視される実践とな

っていた。そしてこのことが、RF 不振の１つの要因

であると指摘できた。２点目は、「理解」概念の再定

義と、その定義に応じた指導方法、評価方法を志向

していた点であった。スノーは、「理解」を読み手が

社会的文脈のなかで、テキストと相互作用すること

で生み出されるものと捉えていた。そしてこのよう

なプロセスは、標準化されたテストや一元的な指標

で見取る評価では十分に捉えきれないことを指摘し、

子どもに獲得させたいリーディングの内容に合わせ

て評価方法を使い分けることを主張していた。ここ

から、リーディングのすべての内容と質を標準テス

トで評価しようとするRF の問題点を指摘できた。 
 第３章では、スノーが監修した『ヴォイシズ・リ

ーディング（Voices Reading、以下『ヴォイシズ』』

において、スノーのリーディング教育論がどのよう

に教材として具現化されているのかを明らかにする

とともに、米国の補償教育が抱える課題を克服でき

ているのかを検討した。その結果、スノーが重視し

た「文字と音声の関係性」「流暢さ」「理解」の学習

を行うことができるよう構成されており、プロジェ

クト型の評価が提案されていることが明らかとなっ

た。また以上の学習は文学作品を用いた授業のなか

で具体化され、RF に対する批判として挙げられてい

た、文学作品を読む時間の減少という課題を乗り越

えることができていた。そして RF において議論さ

れていた「基礎的なスキル」と「理解」の指導を行

う手立てが、『ヴォイシズ』において体現されており、

米国における補償教育の課題を克服するための一方

途が示されていると言えた。ただし「基礎的なスキ

ル」と「理解」の関連性についてはさらなる工夫が

必要であり、これがスノーのリーディング教育論の

課題として指摘できた。 
最後に、今後の課題として２点挙げた。１点目は

学力保障についての検討であった。ハーバード大学

研究員のサンドラ・ストーツキー（Sandra Stotsky）
は、多文化教育の教材として使用されている文学作

品は、子どもたちの読み書き能力や理解力の低下を

招く原因であると指摘していた。なぜなら、多文化

教材で使用されている文章には単純な単語しか使用

されておらず、またその単語も文化特有のものであ

るため、子どもたちの知的なエネルギーが無駄に使

用されてしまうためであった。この課題を検討する

ために、『ヴォイシズ』で獲得される学力の質を明示

する必要があった。そのためにも各州のスタンダー

ドとの関連を明らかにするとともに、ストーツキー

の重視する学力の内実と比較することを通じて、

『ヴォイシズ』の学力水準を提示することが求めら

れた。 
２点目として、文脈の切実性についての検討も必

要であった。『ヴォイシズ』では、子どもたちが社会

に参加する力を獲得できるよう、子どもたちにとっ

て身近な文脈が設定されていた。特に第５学年の「自

由と民主主義」単元では、キング牧師が非暴力とい

う手法によって民主主義を獲得していく過程の学習

が行われてきた。これは、『ヴォイシズ』が作成され

たきっかけが、子どもたちを取り巻く暴力への対応

であったことを鑑みると、単に米国における民主主

義の獲得過程を「内容」として学習するためだけで

なく、子どもたちを取り巻く状況を客観視する可能

性を持つ学習とも言えた。しかしながら、果たして

非暴力という立場を提示し、その立場の主張を検討

することだけで、子どもたちが切実に課題を考える

ことができるのか疑問が残った。なぜなら暴力とい

う行為に親しんできた子どもたちにとって、対立す

る意見に切実性を見出すことは容易ではないと考え

られるためであった。そのためにも、例えば、キン

グ牧師と対立する立場として語られるマルコムXの

生涯を学習し、キング牧師の生涯との対比を行う学

習活動を考えられた。これは、決して暴力行為を容

認することを意味しているのではなく、子どもたち

が、自分たちで物事を判断し、真に公正に生きてい

くための学習を行う必要があるのではないかという

提起であった。この点を検討するために、『ヴォイシ

ズ』の指導書にもとづき、どのような授業が展開さ

れているのか、具体的な授業場面の分析を行うこと

が必要であると言えた。 
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ヒトはさまざまな場面で、他者にとって有益な行

動をおこなう。他者が落とした物を拾ったり、荷物

を持った他者のために戸を開けたりする。ヒトは他

の霊長類と比べても、並外れて利他的な種であると

いわれる。利他的行動のうち、特に他者の目標達成

を手助けするような行為は、他者の意図を理解する

能力と、他者への利他的動機づけを必要とする。で

は、一部の社会的な行動に困難がみられる自閉症ス

ペクトラム障害児において、援助行動は、どのよう

な形であらわれるだろうか。 
 Liebal, Colombi, Rogers, Warneken, and Tomasello 
(2008)では、知的障害を伴う ASD 児を対象とした研

究がおこなわれた。Liebal らは、他者が、落とした

ものに手を伸ばすが、手が届かないという特定の文

脈で ASD 児がその他の発達障害児と同様に援助行

動をみせることを示した。 
本実験は、ASD 児と、社会生活年齢の一致する定

型発達児において、両群の援助行動にはどのような

差異がみられるか、その差異は両群の社会的認知機

能におけるどのような特徴によってあらわれるか、

を検討することを目的とした。 
 

 実験に参加したのは、ASD児群８名(平均月齢64.4
ヶ月)、定型発達児群９名(平均月齢 34.0 ヶ月)、の

計 17 名であった。 
本実験では、実験１と実験２で、求められる援助

行動の難しさの異なる課題を用いた。設定された課

題は、実験１は「落とした玩具に手が届かなくて困

っている」文脈の out-of-reach 課題、実験２は「キャ

ビネットが開けられない」文脈の physical-obstacle 課
題であった。実験１では、他者が操作する対象物と、

求められる援助行動において援助者が操作する対象

物が一致し、実験２では、他者が操作する対象物と、

求められる援助行動で援助者が操作する対象物が異

なった。実験１と実験２の課題は、それぞれ①clear

条件：他者の行為の目標が明確に示される条件と、

②unclear 条件：他者の行為の目標が不明確な条件が

設定された。 
 
定型発達児（平均月齢 34 ヶ月）及び ASD 児（平

均月齢 64.38 ヶ月）は、他者が行為の目標を達成で

きない状況で、適切な援助をおこなった。援助行動

は両課題、両条件でみられた。援助は自発的に、か

つ無報酬でおこなわれた。 
実験１と実験２の両方で、ASD 児と定型発達児の

援助行動の生起率には、違いがみられなかった。定

型発達児群では、援助行動のあとに実験者(被援助

者)の顔を見た割合が、ASD 児群よりも高かった。 
 
本研究では、ASD 児と定型発達児との間で、援助

行動の生起率には違いがみられなかった。しかし、

定型発達児と ASD 児の援助行動に、質的な違いを

確認することができた。つまり、定型発達児は、ASD
児に比べ、他者を援助したあとに、その他者の顔を

より参照することが確認された。 
 

【卒業論文要旨】 

自閉症スペクトラム障害児における 
他者への援助行動の特徴 
 

池田優希(IKEDA  Yuki) 
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「テスト」の歴史を俯瞰してみると、古くから存在

した「テスト」に客観性、科学性が初めて追求された

のは、日本においては大正期からである。当時は中等

教育への国民的要求が急速な高まりを見せ、1910 年頃

から中学校、高等女学校など中等学校教育機関への入

学志願者が年々顕著な増加を示す一方で、定員の増加

率は低くとどまり、入学試験における競争は激化した。

小学校での準備教育が常態となり、高等小学校も予備

校化して、その弊害は無視できない状態となった。準

備教育の払拭と試験競争の激化への対応策のひとつと

して入学者選抜方法の改革が模索され、アメリカで生

まれた教育測定運動の影響を受けた客観的、科学的な

教育測定とそれに基づくメンタル・テストの導入が検

討された。メンタル・テストは学科試験に偏った選抜

法の弊害が指摘される中で次第に高まりを見せ、実際

に採用する学校も増えた。しかし一般にその採用には

消極的な風潮が強く、教育測定運動はやがて衰退に向

かうこととなる。 
本論文では、大正期に提案された新しいテスト法が、

どのような経緯で導入・展開し、なぜ衰退に向かった

のかという問題に迫るために、教育測定運動の中心人

物のひとりである楢崎浅太郎の所論に注目した。 
 第１章では教育測定運動の広がりとその背景を追っ

た。第１節では教育測定運動の発祥であるアメリカの

動きを、主に田中耕治の先行研究を参考に概括した。

アメリカでは、ソーンダイクに代表される「アチーブ

メント・テスト」の系譜とターマンに代表される「精

神検査法」の系譜が合流し、集団式の客観テストや相

対テスト法を生んだが、バクリーやデューイによる批

判を受け、タイラーの「エバリュエーション」概念の

創出を準備することとなった。 
 続く第２節では、大正期の日本が直面していた入学

難や準備教育の背景や実情、およびそれに対して講じ

られた解決策について天野正輝の先行研究を参考に概

括した。また、教育測定に関して出版された著書や主

な教育測定の理論家を紹介した。大正期に入り中等教

育への国民的要求が高まりを見せる一方、中等諸学校

の増設や生徒定員制限の緩和はそれに追いつくことが

できず、進学競争の激化とそれに伴う準備教育の常態

化が問題となった。多くの解決策が考案される中で、

久保良英、田中寛一、楢崎浅太郎などは外国の教育測

定に着目し、多くの検査を紹介した。 
 第２章では楢崎浅太郎による素質検査の試みを扱っ

た。第１節では楢崎の教育観や入学難・準備教育に対

する分析をまとめ、楢崎の提唱する選抜法改良案を紹

介した。楢崎は個性に応じた適材適所の教育を理想と

し、それを科学的に遂行するための素質の正確な鑑別

を主張する。とりわけ、準備教育の除去にも効果的な

素質検査の有効性を強調している。 
 続く第２節では、楢崎の選定した一般知的素質にお

ける基本的精神力と、実際に発表した素質検査を検討

した。楢崎は「素質」を「心身の発達の先天的可能性」

と定義し、これを遺伝にもとづく宿命的なものと考え

た。そして、文化的活動に必要な精神力を選定したう

えで、適切な材料を使って素質検査を作成した。また、

素質検査が学科試験よりも入学後の成績をより正確に

予知しうることをデータを用いて説明している。 
 第３節では、素質検査に寄せられた批判と、それら

に対する楢崎の反論を追った。素質検査は教育関係者

の間でしばしば誤解の対象となり、学科試験と比較し

た利点もあまり理解されなかったことがうかがえる。 
 楢崎らの提案した素質検査の試みは、中等学校入学

者の成績予知の正確さや準備教育の除去という側面に

おいて、当時の教育関係者から一定の評価を受けた。

にもかかわらず素質検査が市民権を得ることができな

かった理由として、本論文の結論では、①楢崎と当時

の教育関係者との間に横たわっていた教育観の違い、

②素質検査法が抱える手続きの煩雑さ、③素質検査導

入の根拠とされた「予知的効果」への態度、④遺伝的、

素質的な能力よりも努力、忍耐、訓練によって獲得さ

れる能力を重視する日本的能力観、の４点を挙げてい

る。 
 なお、本論文の今後の課題として、①楢崎と同時代

に活躍した人物とその所論を精査する、②教育測定以

外の分野における楢崎の所論を検討する、③アメリカ

の教育測定運動をより深く探究し、日本の教育測定運

動との本質的違いを明らかにする、の３点を挙げた。 

【卒業論文要旨】 

大正期における教育測定運動の導入

と展開 
――楢崎浅太郎の所論に注目して―― 
 

伊藤賢(ITO Ken) 
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 本稿は批判的リテラシーの提唱者である、ブラジル

の識字教育学者パウロ・フレイレ (Paulo Freire, 
1921-1997)が行った識字教育の意義と課題を明らかに

することを目的とする。 
 フレイレの識字教育の実践は、「人間化」(humanization)

と「意識化」(conscientization)がキーワードとして挙げられ

る。「人間化」とは端的に言えば、周囲の現実に働きかける

ことで世界を変えるものである。つまり、既存の社会に適

応するのではなく、自分が「生きやすい」社会を創り出す

担い手を育成することによって、貧困や格差の再生産を乗

り越えようとした。フレイレは、そうした「人間化」を行

うために、周囲の現実を変革しうる有限の状況として認識

し、批判的に自覚することが必要だと述べた。この批判的

に自覚する意識を獲得するプロセスが「意識化」である。 

 フレイレの識字教育に関しては、モアシル・ガドッチ

(Moacir Gadotti)や谷川とみ子のものがある。ガドッチは、

フレイレにおいて独自なものは、学習を解放の行為、人間

化の行為と捉えていることだと論じている。また、谷川は

フレイレの「リテラシー(識字)」論には、これまで現実世

界に埋没していた学習者が、「リテラシー」を獲得すること

で、「認識主体」としてそれに向き合うようになるという、

存在論的な展開の契機が含まれていると述べ、その理論の

重要な概念として「意識化」とそれを可能にする対話

(dialogue; communication)とを取り上げている。 
しかし、フレイレの理論を「生きやすさ」という視点か

ら分析したものはなく、フレイレの理論は「生きやすさ」

に注目することによってこそ、その意義を見出すことがで

きると考える。そのため、本稿では第一の課題として「生

きやすさ」というキーワードからフレイレの識字教育論を

分析し、意義と課題を検討する。 
 第二の課題として、実践の段階における明確な区別があ

げられる。先行研究では実践面に関して、段階が混同され

ている。フレイレの成人識字教育の最終目標は、獲得した

文字を用いて他者と討論を行い、社会を変革していくこと

であった。そのため、実践の段階は明確に区別し、分析す

る必要がある。 
以上二つの課題に迫るため、第一章では、フレイレの目

指す「人間化」の理念について検討した。まず第一節にお

いて、「人間化」の中身を検討したのち、その過程を検討し

た。その結果、「人間化」とは、「世界のなかで生きる」存

在であるだけでなく、「世界とともに生きる」存在になって

いくこと、抑圧状況のなかで「人間化」するためには、被

抑圧者が働きかけていくしかないことが分かった。 
続く第二節では、「人間化」の過程である「意識化」の内

実に迫った。「人間化」のためには、民衆の意識の水準をあ

げる必要があり、そのために①自らが主体になること、②

主体同士の水平的関係としての対話、が必要であった。ま

た、識字能力の獲得が、民衆を文化の民主化に参加させ、

世界を読むことを可能にした。 
 第二章では、フレイレの実際の識字教育を、段階に分け

て明らかにした。まず、第一節では、フレイレの識字教育

の教材準備について分析した。その結果、民衆は自らの現

実を客観視しなければならない、というフレイレの理論に

基づいて、教材は民衆の生活現実に密着した形で集められ、

用意されることが分かった。 
第二節では、「10 の場面の討論」と「生成語の討論」の

二つを分析した。一つ目では、フレイレが意識化・人間化

で目指したものと、続く識字教育のために４つの目標が掲

げられ、実行されていた。二つ目では、生活現実に密着し

た語について討論することで、現実や社会と距離を置いて

客観的に見ることができるようになり、批判的意識をより

発展させる実践であることが明らかになった。 

第三節では、識字教育の段階として、実際に「文字を読

む」段階を分析した。この段階でも、課題を先行させた後

に情報を与えることで、民衆自身が考え、気付くというフ

レイレの指導論が明らかになった。 

第四節では、識字教育後、さらに意識化を獲得し、人間

化していく実践として、生成テーマの実践を取り上げた。 

今後の課題においては、以下の二点が挙げられる。一つ

目は、フレイレの識字教育実践の国別の比較、対象年齢別

の比較である。それぞれでどのようにフレイレの実践が受

け継がれているのかを分析することで、より深い考察がえ

られるだろう。二つ目は、フレイレの教育実践で社会その

ものが変革できたのか、その後の社会構造を辿ることであ

る。被抑圧者という、社会の底辺層に働きかけることで、

社会を変えることができるのかを分析することで、フレイ

レの実践の課題がより明確になると考えられる。以上を今

後の課題とする。 

【卒業論文要旨】 

パウロ・フレイレの識字教育に関す

る一考察 
 
 

大谷友樹(OHTANI Yuki) 
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 人生は自己決定の連続であるが、なかでも職業選択

はその後の生活を規定する大変重要な自己決定場面で

ある。転職をする場合もあるが、ここでの職業選択は

最初の職業選択、特に大学生の職業選択とする。高校

選択や大学選択といった職業選択以前に経験する進路

選択場面では、学力に基づいて教師がある程度進路を

決めることもあるほどだが、こと職業選択となると、

合格判定などの明確なデータも選択の方針を示してく

れる指南者もいないのである。 
書店には就職活動のハウツー本が数多く並んでいる

ことからも、大学生は職業選択について大きな不安を

抱えていることが推察できる。しかし、「自己」決定し

なければならない初めての重大な選択場面に困りなが

らも、多くの大学生は、フリーターや就職浪人なども

含めて、4 年生の 3 月には進路を決めて卒業していく。

ここで、「大学生は何を考え、行動し、職業を選択して

いくのか」という疑問がわく。 
しかし、このような職業選択のプロセス自体に着目

した研究は今まであまりなされていない。職業選択に

関わる先行研究は、その多くが選択に影響を及ぼす要

因に着目したものである。例えば、太田（2007）は出

身階層、家庭教育、習い事、将来意識のうち、どの要

因が職業選択に対して影響力を行使しているのかを検

証している。また、松本（1995）は、選択過程という

視点を導入し、その各段階に影響を及ぼす要因に着目

している。「１段階：希望職業」、「２段階：価値の吟味」、

「３段階：現実的な成果の吟味」、「４段階：具体的目

標設定」、「５段階：具体的方法の決定」、「６段階：方

法の実行」という職業選択の過程モデルを作成し、各

段階に「職業選択に対する基本的知識」、「家族の助言

や家族の職業」など 15 の要因のうちどの要因の影響が

強いのかを調査している。これらはアンケート調査を

通して、どの要因に影響を受ける人が多いのかを明ら

かにしたものである。一口に「影響」と言っても、そ

の程度にはばらつきがあると推察できるが、各要因に

よる影響の具体的な内容や質の違いについては触れら

れてこなかった。 
職業選択において暗中模索を余儀なくされている大

学生にとって、選択プロセスの見通しを立てるための

一助となるような研究ができれば、と本研究を試みた

次第である。そのため、「職業選択のプロセスをどのよ

うに踏んでいけば良いのか」という職業選択を考える

ときに誰もがぶつかる至って現実的な問いを明らかに

することを本研究の目的とする。また、選択プロセス

を職業に対する姿勢の変化の視点から再考することで、

職業選択にただ影響するのではなく、職業に対する姿

勢に変化をもたらすほどの要因とは何であり、どうし

てその要因が重要なのかということも検討する。 
 

 インタビューは教員志望者であり、文系学部または

教育学系の教育学部に在籍している大学４年生（22 歳）

の女性 3 名を対象として行った。 １人 40 分程度の半

構造化インタビューに協力してもらい、一人ずつKJ 法
による分析を行った。その結果、以下のような知見が

得られた。 
 職業選択に当たって、享受者ではなく提供者の立場

から職業を知るという目的のために、職業を体験して

みることがまず大切である。その時、自分にはできな

いと思っている職業や苦手だと思っていることにも果

敢に挑戦する姿勢で臨むことが大切である。また、現

在働いている人の努力を正確に評価しつつ、「自分な

らこうする」という視点を持つことで、自分が働く際

のイメージを明確化することができる。 
 以上のような「職業体験」とともに重要なことは、

「自己分析」をして自分の性格や考え方を自覚するこ

とである。自己分析をする際には、過去の様々な場面

で自分がどのように考え行動したかということに基づ

いて自分の性格や考え方を見直すのだが、その場面は

できるだけ志望する職業に類似した活動場面であるほ

うが良い。それから、職業体験で見えた「職業像」と

自己分析によって見えた「自己像」を照らし合わせて、

自分がその職業で活躍できるか否かを判断することが

大切である。 
このように、全体を通して、自分で行動を起こし、

自分で判断することが大切であることが分かる。職業

体験や自己分析を通して、自分の考えを持つこと、す

なわち自分なりの勤労観や職業観、さらには人生観を

形成することが重要である。 

【卒業論文要旨】 

職業選択のプロセス 
――教職志望者へのインタビュー―― 
 

小田 仁美(ODA Hitomi) 
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 乳児の泣き声は中枢神経系の統合性や発達を反映し

ていると言われており、これまで新生児期の臨床診断

や、痛みを評価するための指標として用いられてきた。

中でも早産児の泣き声は、報告は少数だが、満期産児

の泣き声に比べて、泣き声の基本周波数が高く、持続

時間が短いこと、また養育者から異常と判断されるよ

うな泣き声が多いことなどが指摘されてきた。なぜ、

早産児の泣きには特徴がみられるのだろうか。 
 早産児は一般に、身体的に未成熟な状態で誕生する

が、呼吸器や発声器も未成熟であり、例えば声帯サイ

ズの小ささが、泣き声の基本周波数の高さに影響して

いることは十分考えられる。また、早産には合併症（頭

蓋内出血や脳水腫、気管支肺異形成症など）を伴う場

合が多く、合併症による中枢神経系の異常が、泣き声

にも反映されている可能性がある。 
 しかし、身体の未熟さや合併症だけで、早産児の泣

き声を説明できるのだろうか。満期産児の空腹時の泣

き声を、新生児期から 12 ヶ月時まで縦断的に調べた研

究では、身体の成長にもかかわらず、基本周波数はゆ

るやかに上昇していたことが報告されている（Gilbert & 
Robb, 1996）。Gilbert らはこの上昇について、乳児が養

育者の注意をひくため、泣き声をより効果的にコント

ロールできるようになったことが原因だと考察してい

る。早産児はNICU（新生児集中治療室）において成長

し、比較的早い時期から養育者とのインタラクション

の中で泣きを経験し、満期産児よりも早期に泣きを発

達させている可能性が考えられる。 
 また、早産児は本来胎内ですごす期間を、NICU 環境

において、痛みを伴う医療処置のストレスや、光・ノ

イズなどに晒されながら成長する。近年、そのことが、

LD（学習障害）やADHD（注意欠陥・多動性障害）な

どの発達障害の高リスク要因として指摘され始めてい

る。胎外環境や、胎内で過ごす期間の短さが、早産児

の泣き声に影響を与えている可能性も十分に考えられ

る。 

 そこで本研究では、「泣きの経験」や「在胎経験の短

さ」、「特殊な環境での成長」といった要因が、早産児

の泣き声の音響特徴に影響を与えている可能性を検証

するため、目立った合併症がなく、満期週数まで成長

した早産児 15 名と、生後間もない満期産新生児 15 名

を調査対象とした。身体の未熟性や合併症といった要

因を排除した上で、両者の泣き声の音響比較から両者

の泣きの違いを明らかにし、さらに、その違いがどの

ような背景要因と関連があるのか調査した。 
 計測した泣きは、痛み以外の理由による自発的な泣

きであり、参加児毎に、約３分間の録音したデータか

ら連続した「60 秒間の泣き」を抽出し、さらにその中

に含まれる 0.3 秒以上の「ひと泣き」を分析対象とした。

分析した音響要素は、持続時間、基本周波数の平均値

と変動値、1〜4 番目のフォルマント周波数、泣きの頻

度、特殊な発声の有無で、分析には音響解析ソフトウ

ェア（Praat）を用いた。 
 早産児群と満期産児群で、泣きの各音響要素につい

て比較したところ、早産児群において「ひと泣き」の

基本周波数の平均値と変動値が有意に高かった。この

結果から、早産児と満期産児の泣き声の違いが、合併

症や身体の未熟性とは関係なく、修正満期の時点にお

いてもみられることを示した。 
 さらに、両群で違いがみられた基本周波数の平均値

と変動値がどのような背景要因と関係があるのかを調

べるため、参加児の背景要因との相関分析をおこなっ

た。全参加児の分析では、基本周波数の平均値と変動

値はそれぞれ、在胎週数・修正週数・出生体重・日齢

と有意な相関があったが、各群の分析では、満期産児

群において基本周波数の平均と日齢との間に有意な相

関がみられただけであった。 
 この点について、一つはサンプルサイズの小ささの

影響が考えられるが、基本周波数と在胎週数・修正週

数・出生体重の間に完全な線形性がみられるわけでは

なく、別の要因も関係している可能性も考えられる。

例えば、妊娠後期（34〜36 週）に何らかの重要な脳神

経系の発達が存在し、その時期を胎外環境で過ごすこ

とが、後の発達にも影響を与える可能性である。本研

究からは明らかにならなかったが、今後この時期に出

生した早産児に注目し、音声知覚や音声表出を調査し

ていくことで、より詳細に検討していきたい。 

【卒業論文要旨】 

早産児の泣きの音響解析； 
満期産新生児との比較から 
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運動イメージ能力及び模倣学習に関する先行研究

は多く存在するが、その関係について調べたものは

ない。先行研究において運動イメージ能力が高いほ

ど運動を早く学習出来る研究は存在するため、筆者

は模倣学習でも同様の関係が見られるのではないか

と考えた。また、運動学習において動作をイメージ

通りに行えるかどうか、ということは重要な要素に

思えるのだが、それについて調べた研究も見当たら

ない。そこで、本研究では次の２つの関係性につい

て主に調べた：１）運動イメージ能力が模倣学習に

与える影響、２）運動をイメージ通りに行える能力

が模倣学習に与える影響。本研究では、運動イメー

ジ能力・運動をイメージ通りに行える能力を測定し、

音楽の指揮を課題とする模倣学習の成果との関係を

調べた。指揮の課題として、ソフト条件とハード条

件の２条件を用意した。結果として、運動イメージ

能力の高さと、ソフト条件の模倣学習の成果に正の

相関が見られた。運動をイメージ通りに行える能力

と模倣学習の成果には相関が見られなかった。 
 

 

【卒業論文要旨】 

運動イメージ能力と、模倣能力の関

係性 
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 日本人の日常的な会話の中で擬音語・擬態語は特

に意識されることがないまま、意味が通じて当然で

あるかのように使われている。そして今までの学校

教育、国語の授業などでも具体的に擬音語・擬態語

1 つ 1 つの意味を学ぶことなくとも、私たち日本語

を母国語とする人たちは、それらの意味を大まかに

かつ的確に推測することができる。私たちは一体、

一語一語の擬音語・擬態語をどのように理解して自

分たちの言葉として使用しているのだろうか。それ

を探るべくここでは具体的に擬態語「スイスイ」「ズ

イズイ」から連想されるイメージ画像を分析してい

く。そうすることで、この 2つの擬態語にはどのよ

うなイメージが広がっているのか、またそのイメー

ジがどのように他の言葉につながり、それら擬態語

の意味として私たちの中に成立しているのか、とい

うことを探りたい。 
調査協力者に「スイスイ」「ズイズイ」から連想す

るものの画像を 4枚ずつ提供してもらい、それをも

とに分析を行っていった。調査協力者は大学生であ

る。男女ともに 15人分ずつのデータを回収した。分

析は、KJ法(川喜田、1967)を用いて行った。しかし

本調査では、一般的に使用される KJ法とは少し異な

り、ビジュアル(画像)を用いた KJ法を使用した。こ

の KJ法の結果をもとに考察では「スイスイ」「ズイ

ズイ」の各語から人が連想するイメージのつながり

を図式化していった。この KJ法の結果から導き出さ

れたイメージの関連図を、ここではイメージネット

ワークと定義する。またやまだ(1995)が作成した意

味ネットワークを、本調査の KJ法の結果とイメージ

ネットワークをもとに通常語彙へのつながり(関連

語)を意識しながら再度「スイスイ」「ズイズイ」各

語に関して作成していく。このようにして、「スイス

イ」「ズイズイ」の意味を構成する要素を明確にし、

まとめていった。以上の分析により人がもつ「スイ

スイ」「ズイズイ」のイメージ、そして通常語彙への

結びつきというものを明確にしていった。 

 「スイスイ」の方では KJ法の結果、大きく 4つの

島(1)水面に浮く、もしくは水中を泳ぐ、(2)空間が

広く奥行きのある場、(3)バランスをとって体勢をキ

ープする、(4)地上では道具や乗り物でスピードを速

める、に分けることができた。詳しく結果を見てい

くと「スイスイ」という言葉が水に関係するイメー

ジが多かったものの、意味を構成する要素としても

う 1つ存在していたものは「面(surface)」であった。

単に水面のみならず、雪の上や地面の上でも「スイ

スイ」のイメージはつながっているようだ。また水

関係から抽出された意味は、私たちの日常生活に関

するものにまで広がりを見せている。 

 また「ズイズイ」の方でも同様に大きく 4つの島

(1)自信と力強さ、(2)より良く、また上向きに進ん

でいく、(3)にぎやかに遊んでいる様子、(4)顔。体

がこちらに迫ってくる様子、に分けることができた。

「ズイズイ」という言葉から出てきた画像には共通

して何か力強いような感じが特徴として現れていた。

しかしこれだけではなく、たくさんものがある様子

や攻撃的な様子、苦労して前へ進んでいく様子も「ズ

イズイ」のイメージを構成する要素として存在して

いることが分かる。 

本調査の結果として、辞書的にもまた私たちが一

般的にもあまり考えていなかったイメージ画像が

「スイスイ」「ズイズイ」の意味を構成する要素とし

てでてきた。「スイスイ」で言えば、面に接する、バ

ランスをとる、という意味を構成する要素が新たに

出てきた。また「ズイズイ」では、大勢・たくさん

や、顔や体が迫ってくるような攻撃的な負のイメー

ジが要素として現れてきた。 

最後に、本調査では「スイスイ」「ズイズイ」とい

う 2つの擬態語に絞ったものとなった。この 2つの

擬態語の結果から普遍的なものを導き出すのは困難

ではある。しかし「スイスイ」「ズイズイ」各擬態語

から連想したものとして集められたイメージ画像は、

辞書的な意味にとどまらず普段とり立てて意識して

いない範囲に広がっていることが、今回の調査で見

ることができた。 

 

【卒業論文要旨】 

擬態語「スイスイ」「ズイズイ」のイ

メージ 
――ビジュアル KJ 法より―― 
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ここから書き始め 
恋愛を歌った歌は数多くあり、そこに歌われてい

る恋愛物語の内容は様々だ。けれど聴き手は、自分

が体験した恋愛や失恋の場合とは違ったストーリー

である歌でも、その歌を好んで聴くことがある。聴

き手に共感を与え好まれる歌が、誰にでも当てはま

りそうな抽象的な表現で書かれているとは限らない。

自分が全然体験したことのないような内容であって

も、なぜか共感したり、「いい歌詞だ」と感動したり

する。それはなぜだろうか。歌詞に書かれている言

葉に何か特徴があるのだろうか。 
失恋とは一種の喪失体験である。失恋を題材とし

た「失恋ソング」の歌詞を分析することで、我々が

日常の中で味わう喪失感・喪失体験を表現する際の

語りの法則を導き出すことはできないだろうか。ま

た、そこから、人が喪失を体験した時の思考の型が

得られるのではないだろうか。 
本稿は、日本の歌謡曲のうち、失恋を題材とした

もの（すなわち失恋ソング）に見られる歌詞を、ナ

ラティヴ・アプローチを用いて分析することを通し

て、我々の日常会話の分析にも応用できるような知

見を得ようと試みるものである。失恋ソングの歌詞

テクストをナラティヴ・アプローチにより分析する

ことで、語り手（歌詞の作者）の失恋の物語が語り

手の中でどのようなプロセスで編まれたのか、また、

その喪失体験をどのように意味づけて乗り越えるの

か、或いは乗り越えられないのかということに迫り、

失恋体験の語りのモデルを抽出することが、本稿の

目的である。そのための方法として、まず多様かつ

多数の歌詞を収集し、それをナラティヴ（語り、物

語）として捉え、失恋という経験がどのように語ら

れているかを分析した。分析に際しては、やまだ

（2008）の研究を参考にし、着目する文章表現のヒ

ントを得て、その表現がテクスト中にどのように現

れているかによってグルーピングを行い、グループ

ごとに一枚のシートにまとめ分析した。そして、そ

の分析結果から失恋の語り（失恋ナラティヴ）の典

型的なモデルを導き出し、それぞれのモデルについ

て、どのような特徴があるのかを詳しくみていった。

最後に、それらの語りのモデルが我々の日常会話と

どのようにつながりがあるかについて考察を試み、

失恋ナラティヴから得た語りモデルが広く日常的な

会話における人の「語り方」について考える手掛か

りとなる可能性を探った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【卒業論文要旨】 

ナラティヴアプローチによる 
失恋歌の歌詞のテクスト分析 
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