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【修士論文要旨】

和田性海の僧侶としての成長過程

玉置真依（T品仏KIMai) 

本稿では、真言宗僧侶・和田’陸海(1879-1962、俗名は

覚二、号は不可得）の僧侶としての成長過程について検

討した。世海は戦後の 1949年に真言宗系の一派、高野

山真言宗の管長職についた人物で、ある。性海は従来の

研究では主に、大正期の真言宗教団の布教をリードし

た人物として、或いは明治後期の仏教清徒同志会

(1899(M32）年結成、 1903(M3η年に新仏新走同志会と改

名、以下双方とも同志会と記す）での厭戦思想的な発言

などがそれぞれ別の角度から注目・評価されている。

同志会は 1899年(M32）年、超宗派的な仏教革新団体

として成立した。彼等は、伝統的な仏教教団のことを

習慣的・形式的・迷信的・厭世的・空想的であると批

判し、それと絶禄して理性の自由に基づいた新宗教（新

仏教）の建立を目指すことを宣言した。理性の自由に基

づき、例えば祈祷を重視する真言宗の姿勢は仏教本来

のものではないとして厳しく批判された。性海は東京

での哲学館遊学中に同志会に加盟し、卒業後もしばら

くは同志会の機関誌『新仏教』に寄稿していた。

d陸海は両親の死を契機に 10歳で寺の4イ曽となり、同

志会参加当時は、既に「真言宗の僧侶として一生を支

配する大切なものである」とも言われる修行、四度加

行を終えていた。それにもかかわらず性海は、自分の

所属する教団を否定する団体に同調していたことにな

る。実際に同志会の機関誌『新仏教』に寄せられた論

説の中には、祈祷の是非に関する文章は見当たらない

が、 1902年には同志会の理性主義に同調する論説が見

られる。ここから、少なくとも性海は理性を重んじる

ことによって信仰は求められると考えていることが窺

えた。

しかしながら、真言宗系の専門誌『六大新報』に 1908

年に寄稿した「宗教私見（一）Jの中で彼は、「祈祷礼拝

の無用論や、本尊及び儀式の無意義論は宗教を口舌の

聞に弄ぶことを好み、実験的修養を怠る者に依って主

張せらるりとして、同志会の掲げた「祈祷・儀礼の

排斥j の姿勢をはっきりと批判している。そして「宗

教私見（二）」においては儀式の重要性を解さない例とし

て同志会を暗に批判しており、ここを以て同志会の姿

勢とは決別したとみられる。

この同志会との決別に関係するとみられるのは、

1906年に行った四国遍路へ出た動機に関する次の回想

である。そこから読み取れることは、同志会において

「合理的新思想」とも形容しうる合理的な思想を抱い

ていたこと、四国遍路に行く 3年前の26歳の時に故郷

の清林寺の住職となったが「普通の寺院生活と、旧習

慣に囚われた行事には満足することが出来ず」、また

「信仰心の起らぬのに苦闘を抱いて居つ」て、それは

「一時精々もすれば帰俗せんと」するほどで、あったと

いうこと、そこで隣の寺の住職の箸蔵氏と出かけた四

国遍路において「信仰に就いての開眼Jを得たという

ことである。

本稿の目的は一度同志会に参加してから同志会と決

別するまでの過程において、性海における理性や宗教

観・信仰やそれに基づく僧侶の務めに関する解釈の変

遷を辿ること、並びにこれと関連させながら「帰俗」

という選択肢を思いとどまらせた、換言すれば真言僧

として生きることを決意させた四国遍路の体験を考察

することである。またそれにより、現代の宗教者の育

成を巡る一つの課題への示唆を得たい。その課題とは

宗教教団における世襲子弟のなかには、モチベーショ

ンの低いものが一定数いるというものである。

よって本稿では、同志会への加盟以後の性海の僧侶

人生における画期を、①清林寺住職の就任、②遍路巡

拝の二っと見て、その前後の性海の宗教観、望ましい

僧侶像やそれに関わる社会観を検討した。また、後の

回想記などから遍路巡拝における体験の記述等を検討

し、性海の信仰の原体験について考察した。そのため、

本稿では以下の章構成をとった。

第一章では、同志会加盟から清林寺の住職に就任す

るまで(1901年5月～1903年6月）の性海の宗教思想等に

ついて見た。第二章では、清林寺の住職に就任してか

ら遍路に出るまで（1903年 7月～1906年 10月）の性海の

宗教思想等について見た。第三章では本人が「信仰に

就いての開眼」と振り返る遍路（1906年 10月～同年末）

の道中で、の出来事と信仰について、後の回想などの資

料から考察した。その上で第四章では、遍路直後の性

海の宗教思想、等について見た上で、改めて性海の思想、

の変遷について考察した。

これらの検討から、次のことが明らかになった。東
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京哲学館在学中の性海は、同志会の主張に共鳴してお

り、望ましい信仰のあり方を模索していた。しかしな

がら、対外的には望ましい信仰が満たすべき条件しか

示すことは出来ていなかった。一方で、社会問題に関

心を寄せ、格差は無くすことは出来ないにしても、そ

こに無関心な富豪に憤り、またそのような富豪もふく

めて「世の上下jに「人道を重んずべきことを訓えj

ることが宗教者・僧侶の務めた、と考えていた。加えて、

社会問題の解決に向けて具体的な行動・支援をするこ

ともまた宗教者・僧侶の務めだと考えていた。

このような発想を持っていた性海は、 1902年7月に

は哲学館を卒業し、翌年の 7月には、かつて自分が小

僧として住んでいた、真言宗寺院・清林寺で住職とな

る。性海は住職の身でありながら葬式等の儀式の廃す

ることを主張するなど、合理的な説明にこだ、わってお

り、同様の態度で人生の意味や目的と宗教との関係に

ついても性海は「根本的安寧は、宇宙人世の終極理想

を、合理的に想定することによりて確立すj るのだと

していた。

そしてこの時期の性海は同志会で培った理性主義を

用い、真言宗の教義を合理的に解釈していた。しかし

ながら、その際に選択された用語は通宗教的なもので

あった。社会に対する問題意識は東京の頃と変わらな

いが、「霊と肉と同時に救はる〉ことを得る」すなわち

人が物質的にも精神的にも救われる社会の実現を夢見

ながら、労働者に労働を楽しみ、信仰をもつことを説

いていた。そのようななかで、前述の通り、性海は結

局自身の信仰に迷いを感じ、四国遍路へと出かけるこ

ととなった。

遍路では性海は二つの主な原体験を通して、真言宗

に帰依するた、けの信仰に至った。それは後の性海によ

れば、道徳思想、や合理性を越えた宗教的な体験を通し

て自他がともに仏であること、自分たちが「一体Jで

あること、自分がすでに救われていることがわかる経

験で、あったといえる。

遍路後の性海は、かつて同志会で求めていた智情意

円満な宗教を真言宗に見出している。また、そこにお

いて理性は信仰の判断基準ではなく、理性を「超越J

したところに信仰があるといえる。また性海はここに

至って、社会を改良しようとするよりも、慈善事業等

の物質的救済が行き届かない人たちの「家庭の和睦」

のために、仏陀の慈悲を説き、生活を指導していくこ

とが重要だ、と考えるに至った。

しかしながら、遍路に行く直前の望ましい信仰のあ

り方に関する説明と遍路に行った後の性海の真言宗の

教義の説明は、どちらも実質的に真言宗の教義の説明

であり、真言宗に特有の語句の使用があるかないかの

違いで、あった。ここで大きく異なっていたのは、理性

主義の否定である。つまり信仰と理性の関係への認識

が異なっており、教義に関する知的理解は変化してい

なかった。また、哲学館在籍時から遍路後に至るまで、

社会の格差はすぐにはなくならないという社会認識や

格差社会への問題意識自体は変わっていなかったし、

社会的に苦しかろうとも信仰を得た者は幸いであると

いう発想、も変わっていなかった。

つまり、自宗の教義に対する知的な理解及び、宗教

者としての自覚・責任感、ないし宗教の必要性に対す

る認識があったにも関わらず、性海は「帰俗せんと」

するほど悩んでいたということが重要である。そこを

踏まえることで、遍路における原体験の意味のもつ重

要さも増すだろう。

つまり性海においては、自宗の教義に精通していよ

うとも、社会における宗教及び宗教者の必要性を認識

していようとも、それだけでは自らが宗教者であるた

めの切実な理由とはならないのである。この提起を以

て、モチベーションの低い世襲子弟への対処という現

代の宗教者の育成を巡る課題への示唆が得られよう。

それは、宗教者であることに対して内面に関わる切実

な理由を手に入れるためには、例えl羽生海のように自

宗の宗教と深く関わるかたちで、宗教的な体験におい

て自らが救われている・救われたという実感が必要で

あると提起できる。ただし、そのような体験は本人の

内面に深く関わるものであり、意図的に組織し、教育

として提供するには不確定な要素が多いといえる。し

かしながら、性海の歩みを検討することで明らかにし

たように、例えば真言宗でいえば遍路にあたるような、

経験との接点・誘いを増やすことは可能であると考え

る。

本文では十分に指摘できなかったが、性海は遍路で

味わった感激を語る一方で、理智的研究の重要性も強

調している。それは何故に強調されるのか、それと宗

教的な感激はどのような関係にあるのか、これらを明

らかにすることを今後の課題としたい。
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【修士論文要旨】

メイラ・レヴィンソンによる市民性

教育の理論と実践

藤本奈美σUJIMOTON釦世）

本論は、メイラ・レヴィンソン（MerraLe吋nson:1970-) 

による市畏性教育の理論と方法を、学校教育の文脈に

おいて検討することを目的とするものである。とくに、
エンパワメント

レヴィンソンの市民性教育の理論を「力を増すこと

(empow回 nent）」の追究に焦点を当てて検討し、それ

がどのように教育方法に反映されるのかを検討する。

それにより、彼女が追究する市氏性教育の意義と課題

を明らかにする。

レヴィンソンは、政治哲学を研究したのち、人種的少

数派や経済的弱者（以下、社会的少数派）が集まるア

メリカ都市部の公立学校の教員となる道を選択する。

彼女は、博士号を取得する前年の 1996年から 1999年、

2002年から 2006年の合計8年間、アトランタとボスト

ンの公立のミドル・スクールにおいて教員を務めた。

現在は、ハーバード大学教育学研究科において准教授

を務めている。

レヴィンソンの教育理論と方法は、生徒間の市民とし
エンパワメント

ての「力を増すことJの格差の是正を目指す。レヴィ
エンパヲメント

ンソンは、市民として生活するために「力を増すことJ

を、とくに社会的少数派である生徒への市畏性教育の

実践において追究する。彼女にとって、市民性教育と

は、学校教育において、一人一人の生徒が、学校とそ

れを超えたより広いコミュニティにおいて、それぞれ

の自己の可能性を頻在化し、市民となることである。
エンパワメント

レヴィンソンは、市民として「力を増すことJを「自

分たちの生活にたいして力とコントロールを行使でき

るようにする」ことであると考える。彼女の教師とし

ての実践課題は、「公的、政治的、市民的行動を通じて、

直接的に権力関係（powぽ rela姐onship）を覆し、再形成

するための知識とスキルJを生徒たちが身につけてい
エンパワメント

くことである。また、真に「力を増すことJは個人が

力を身につけるだけで実現するものではなく、集合的

な権力関係の転覆であるとレヴィンソンは考える。

現在の社会においては、経済格差の拡大とそれに伴う

学力格差の拡大が確認される。このような社会の現状

を踏まえると、社会的少数派の子どもを対象にした児

童福祉制度や職業訓練を含む教育制度の見直しを社会

が図るとともに、学校が子どもに自らの生活を変革す

る力を与える市民性教育が必要となるだろう。また、

声を出せない人々あるいはささやくしかない人々、つ

まり政治的に抑圧されてきた人々、搾取されてきた

人々の声を公共の場に反映させるフ。ロセスを実現する

ための学校の役割の明確化と、経済的、社会的に抑圧・

搾取される立場にある人々の市畏性を保障するための

具体的な教育理論と方法を提示することが重要である。

しかしながら、先行研究においては、市氏性教育の

方法論を論じる際、公民科における知識の習得や議論

の進め方に焦点が当てられることが多い。公共の議論

の目的であるはずの、すべての市民に同意可能な形で

正当性を付与するというプロセスを学校教育において

どのように実現していくかという聞いが十分に深めら

れていない。その結果、議論が成り立たない現実があ

ることが看過されてしまう恐れがある。さらに、社会

的少数派の生徒を対象とした市民性教育に関する先行

研究は管見の限り見当たらない。

そこで、本論では、多元的な社会の公的領域におい

て抑圧・搾取されてきた人々に目を配った市氏性教育

を具体的に構想するにあたって、レヴィンソンの市民

性教育の理論と方法を検討したい。

第 1章では、レヴィンソンの市氏性教育の構想、背景と

思想形成過程を明らかにする。第 1節では、レヴィン

ソンの政治哲学研究者から学校教師への道のりと、そ

こで直面した人種隔離や貧困といった教育をめぐる状

況を検討する。第 2節では、レヴィンソンが教師とな

った当初に取り組んでいた多文化教育の試みと、後に

それにたいしていだいた彼女の問題意識を検討する。

さらに、レヴィンソンが従来の多文化教育がもっ問題
エンパワメント

を乗り越えるための対抗軸として「力を増すことJを

志向していった過程と、レヴィンソンの市畏性教育論
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にたいする批判を検討する。

第2章では、彼女が指摘した、市民としての
エンパワメント

「力を増すこと」の格差の問題と、その問題に取り組

むうえで基軸とした理論、および教育改革にたいする

彼女の解釈を明らかにする。第 1節では、まず、レヴ
エンパワメント

ィンソンが問題視する市民としての「力を増すことj

の格差について検討する。次に、レヴィンソンが
エンパワメント

「力を増すこと」をいかにとらえていたかを明らかに

するために、レヴィンソンが依拠するリベラリズムに

基づく教育論と彼女が重視した自律概念を検言すずる。

第 2節では、レヴィンソンが、なぜそしてどのように

討議制民主主義に基づく市畏性教育（以下、討議制市

民性教育）を批判し、「力の技術」を劃見するのかを検

討する。さらに、教育改革は「公民権闘争jであると

いう彼女の主張を検討する。

第 3章では、レヴィンソンによる市畏性教育の方法

論を検討する。第 1節では、レヴィンソンの歴史教育

における主張を検討する。第 2節では、学校教育その

ものを体験型市畏性教育と捉える、市民性教育として

の学校経験（experimentalci~c education）に関する議論

を検討する。第 3節では、市民科において取り組む体

験型市民性教育（伊idedexp出entialcivic education）の方

法を検討する。レヴィンソンは、これらの活動を通し

て、生徒が市民としての認識を深め、市民として必要

な知識とスキルを身につけるた、けで、はなく、市民とし

て行動することにより、生徒の市民としての
エンパワーする

「力を増すJことを促そうとしたと考えられる。

以上の作業から、次の3つの意義と 2つの課題を得た。

第 1の意義としては、レヴィンソンは、市民として
エンパワメント

の「力を増すことj の格差の問題を乗り越える際に、
エンパワメント

「力を増すこと」が文脈依存的であり、集合的状況で

あることを分析したことが挙げられる。レヴィンソン

は、学校教育による市民性の再生産構造を指摘するの

みならず、力を剥奪された生徒個人を公教育がいかに

支援できるのかという問題に踏み込みこんだ，長で独自

の位置を占めるものである。

第2の意義としては、教育改革を公民権闘争として
へゲモニ一

意味付けたことが挙げられる。市民性教育を覇権の

転覆と捉えレヴィンソンが示した手だては、政治的に

抑圧されてきた人々、搾取されてきた人々の声を公共

の場に反映させる具体的なプロセスの実現として評価

できる。

第 3の意義としては、市民性教育を市民性について

の教育だけではなく、市民として活動することそのも

のと捉えたことである。学校は、大人の社会とは異な

りながら、子どもにとっては社会そのものでもある。

このような学校のもつ重層的特性を捉えて、市民性教

育における真正性を捉えている点は高く評価できる。

他方で、第 1の課題は、ミロンとディロンが指摘する

ように、リベラリズムの思想、に基づいたレヴィンソン

による市畏性教育の理論と方法が、いかに非リベラリ

ストを包括できるのかという点である。第2の課題は、

第 1の課題と関連して、すべての生徒が市民として
エンパワメント

「力を増すことj を学校教育においていかに実現して

いくのかという点である。第 1章第2節において検討

するように、ある物事をスタンダード化することには、

個別の文化や個人の価値を侵害する可能性が伴う。そ

こで問題となるのは、生徒が身につけるべき力の保障

と個人的、文化的状況の尊重とのバランスである。

日本において、経済的・社会的に搾取された立場に

追いやられたことどもたちを含む、多様な子どもたち

に貢献する市氏性教育を構想するうえでも、これらの

レヴィンソンの市畏性教育に関する意義と課題からは、

具体的な理論と方法に関して示唆を得ることがでる。

以上を踏まえたうえで、レヴ、インソンの市氏性教育

が反映された教育実践を追究していくことを今後の課

題としたい。
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【修士論文要旨】

大西忠治の授業技術に関する一考察

林純次(HAYASHI J判。

本稿では、大西忠治の授業技術論における基礎技術

部分に注目した。

現状の教育界は授業技術の継承が滞っている状況に

ある。例えば、 70年代には現場で行われていた百ます

計算という方法下火になり 90年代入って再撚する事象

はその一証明であろうし、非正規教員数・精神疾患教

員数の増加は定性的に考えて技術継承の阻害要因と言

ってよかろう。この状況は、生徒の不利益に直結する

と考えたため、その打開の糸口を探すべく研究の対象

とした。

第二次大戦後の実践家による授業研究は、まず師範

学校出身者によって牽引されてきた。彼等が教育技術

に着眼し、自らの実践を執筆していたことを除けば、

以降の授業研究はそのほとんどを授業構成や発問方法、

授業内容や生徒の研究に費やしてきたと言っていい。

大西はこの状況に対して、まず技術の必要性自体を

説き、続いて、教師自身や授業技術を焦点化すること

に着手した。その短期的な目的は、子どもと教師聞の

人間関係構築に関する技術であり、中長期的目的は生

徒が自問でき、生徒同士で鍛え合いのできる集団づく

りを目指すものであった。

大西が技術の階層化を図ったことも、授業研究史上

異例の試みで、あった。氏が『授業っくり上達法』で授

業の「基礎技術」を発表する数年前から、向山洋ーに

よって「教育技術法則化運動j が開始され、技術への

着眼の必要性が再確認されつつあった時流で、はあった

が、向山は大西ほどの分析に裏付けられた技術階層を

提示してはいない。

大西が『授業っくり上達法』を発表した後、向山を

含めて多くの実践家が技術に関する考えを著している。

しかし、そのいずれもが著者の経験に大きく依存して

おり、階層化はもとより、網羅的に授業を捉えている

ものは多くない。

そこで本稿では、大西の授業技術論における基礎部

分に着目し、授業の基礎的技術とはいかなるものかを

明らかにしていくことを試みた。

第1章では、実践家による戦後の授業研究史を明ら

かにした上で、大西忠治の授業技術研究とその表し方

がどのような位置を占めるのかを示した。

まず第1節にて戦後から大西の『授業っくり上達法』

発表までの期間にいかなる研究がなされていたかを捉

えた。具体的には、戦後の授業研究は、教育界におけ

るエリートであった師範学校卒業生たちによって形づ、

くられていったとまとめられる。無着成恭や斎藤喜博

といった名物教師の行った実践が出版されたのである。

それら教師の多くが生活綴方の手法を学び、自己の実

践に採用していた。

その後、研究の対象は既述した通り、授業構成や発

問方法、授業内容や生徒自身に移行し、教育内容の高

度化が図られていく。その傍ら、高校や大学への進学

率が急上昇するだけでなく、中学生の荒れや小学生の

不登校問題が顕在化していく。 80年代に入ると大西、

向山という 2人の実践家が教師の授業技術向上の必要

性について声をあげる。

第2節では大西自身はどのように思想を形成し、授

業技術の提示に踏み切ったのか、という点について紐

解いた。大西もその時代の多くの教師同様、新人教師

時代には理想の教育が実現できず、生活綴方に救いを

求めた。

しかし、実践記録の読み込みゃ無着との会話などを

通じ、人間的魅力に乏しい自分には、無着らの手法を

用いても彼らの到達点に辿りつけない、との認識を深

める。また郷里である香川県に異動した後にも挫折を

経験し、技術の必要性を再認識する。これらの経験が、

大西の「技術屋Jに向かわせる契機となった。

大西はまず、生活指導を眼目において生活集団を作

り上げる技術に執着した。その過程で、「班」や「核」、

「討議Jという手法を連関して用いることが有効な手

段だと認識し、理論化していく。また、集団の作り方

にも「よりあい的J段階、「前期的J段階、「後期的J

段階が存在することを見出していった。

続いて国語教師として、学習集団の作り方を分析し

ていき、学習集団は学級集団を基礎として成立するも

のであるが、両者を差異化して捉えないと科学的な学

問が行えない、との結論に至っている。またどちらの

集団も生成当初は、教師による強制が必要だが、成長

と共にそこから移行し、生徒の自主的な学習集団にな

らなければならない、との見解を示している。

円

h
U

F
h
u
 



第3節では、大西が『授業っくり上達法』を上梓し

た以降、現在までの流れを概観した。大西が授業の基

礎を示し、同時期、向山が教育技術法則化運動を立ち

上げ、技術の共有化を図ったものの、教育行政権者は

そのどちらの効果をも高く評価はしなかった。数年後、

参加が義務付けられた管制新任者研修制度や「教職員

免許法等の一部を改正する法律Jが成立し、従来の教

員免許を取得していない者に教職を開いたことは、そ

の証左で、あったと分析できょう。

その後の授業研究においては、数多くの実践家が技

術論を著したが技術を階層化することはできておらず、

また授業を成立させるための技術を網羅的に捉えてい

るものも多くはない状態が続いている。

一方、研究者による授業研究手法は藤岡信勝によっ

て体系化された。氏の提唱したVfRを用いたストップρ

モーション方式によって、教師のわざが視認しやすく

なったので、ある。しかし、その動画に映った教師のわ

ざがどのような意味・意図を持っていて、どのような

利点と欠点があるのかは参加者に委ねられており、焦

点化が効率よく行われているとは言い難い。また、ど

この研究会でも採用されているわけではなく、普遍化

には程遠い状況であると言わざるを得ない。

第2章では、大西の示した基礎技術を精査した。

まず第1節において、 4分野29個に分類している基

礎技術を紹介し、その技術が次段階の技術とどのよう

な連関をもっているのかを示した。基礎では、子ども

とのコミュニケーションを成立させることに重きをお

いたもので、あった。特に、教師の動き方や発声・発話

を重要な技術として捉えているところが、それまでの

研究にはなかった観点であった。

続く第2節では、大西の提示した基礎技術に「基礎J

とは呼び難いものが存し、新人教師にとって着手や達

成がスムーズになされないと考え、基礎的技術の再構

造化を試みた。

筆者がその必要性を感じた根拠は、氏が基礎技術と

言いながら、理念を聞いただけですぐに実践ができる

ものから、「芸術的」という表現で表される技術まで幅

広く書き込んでいるためである。

筆者は大西の発言と教育界の実状を頼りに、教師と

して持つべき車念・姿勢、技術の思念、各技術を基礎・

発展・高度なもの、というように再構造化した。そう

配置することで教育技術の学習者が着手している対象

技術の位置や意味を理解できると考えたからである。

第3節において、ほぼ同時期に教育技術の必要性を

謡った小学校教自市・向山の技体調と比較をすることで、

大西の技術観をより明らかにすることに努めた。

比較を行う際の軸として、次の「基礎技術の定義」、

「教育技術に関する思想、J、「基礎技術の中心的要素j、

「基礎技術を習得する目的J、「基礎技術の習得方法」、

「現実の児童生徒実態についての見解J、「望ましい児

童生徒像」、「理想の児童生徒像に達するまでの時間J、

「授業の理想形j、「授業の目標・方法・評価権者」、「授

業における教師の役割J、「基礎段階における子どもと

教師の関係」、「基礎の次段階で重要視する技術j、「持

論発表前後の社会背景」から相違を理解することとし

た。

その結果、大西は人間関係構築を優先した技術観を

有しており、向山が結果主義的合理性に基づいた技術

観を有していることが分かった。この差異を生み出す

要因としては、目標設定のレベルと達成までの時間、

授業の目標・方法・評価権者、教師の属している組織

の教育システム、児童生徒の心理や技能・知識レベル

といった現状と理想像、教師と子どもとの関係性の5

点が考えられた。

授業の「基礎技術Jについて精査し、「基礎技術J自

体の定義付けについて、ICT時代を迎える教育現揚が授

業で用いる機材や授業形態との連関でその意味付けを

しなくてはならないということは、本稿で考えきれな

かった。

また、基礎的技術が授業との連関で体系化されたと

して、その具体的な習得方法をどのような順番で、ど

のような形で実践することが教師の熟達化に効果的な

のかを考えていくことが必要だと解するに至り、筆者

自身の今後の課題とさせていただきたいと考えている。
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【卒業論文要旨】

学級づくりにおける構成的エンカウ
ンターの意義と課題

今西由香梨ゆ仏NISHIYukari) 

大津市の中学校の生徒が 2011年 10月にいじめを苦

に自殺した事件に憤りを抱いたことから、いじめの発

生を防止するための中学校における学級づくりについ

て検討した。本論文では文部科学省の示すいじめの定

義に加え、森田洋司の定義をいじめの定義として考え

る。文部科学省の調査によると、平成24年度において

いじめの発生件数は小・中・高・特別支援学校におけ

るいじめの認知件数は約20万件であり、その数は大き

く看過できるものではない。また、滝、有倉らの研究

からいじめの発生要因を力関係のアンバランスさ、不

適応感、排他感情の3点にまとめ、その克服の可能性

を構成的グループエンカウンターに見出した。

構成的グループエンカウンターは、「ありたいよう

にあるJことを前提概念としておいており、 8つのカ

ウンセリング理論の「折表主義」が取り入れられてい

る。

特徴としてエクササイズを行う。エクササイズとは、

参加者の心理面の発達を促す課題であり、「枠Jである。

枠を与える構成的グループエンカウンターは短時間で

も一定の効果が得られること、授業時聞と学級人数が

定まっているため、枠を設定しやすいこと、学級の状

態に応じてエクササイズを選べること、専門的リーダ

ーでなくても展開できることから中学校などの学校現

場において実践のしやすさ、有用性があると言える。

進行の原則は4つある。 1つめはインストラクション

である。リーダーがエクササイズのねらいや内容、留

意点などを説明することである。 2つめはエクササイ

ズである。 3つめはシェアリングで、エクササイズに

取り組んだ後エクササイズをして感じたことや気づい

たことを語り合い、共有し合う。認知の拡大や修正が

起き、自己発見のきっかけとなる。 4つめは介入で、あ

る。介入とはリーダーの割り込み指導のことである。

構成的グループ。エンカウンターの意義としては、エク

ササイズで協同作業をすることで排他意識が弱まり、

同調行動が減少すること、それぞれの集団内での役割

について認識し、目的遂行のための思考過程について

も分かり合うことができるため、自己肯定感を形成で

きること、互いを理解することで生徒同士のアンバラ

ンスな力関係が生じにくくなること、規範意識が高ま

ることが考えられる。結果としていじめが起こりにく

くなり、あたたかな人間関係生み出され、生徒の居場

所となり得ると言える。

また、新任の教師や若手の教師でも理論を学び、数

回の練習さえすれば実施可能な点も意義として挙げら

れる。また同時に、構成的グループエンカウンターに

は教師自身を育て、援助する側面も持ち合わせている

と考えられる。

北九州市立引野中学校において相良賢治が学級開き

に行った実践を取りあげ、生徒の様子や感想からその

効果を考察した。実践は第1学年1組生徒36名、うち

男子 17名、女子 19名を対象として行われ、 10個のエ

クササイズで構成されている。相良はこの実践におい

て、学級編成直後、学級活動において構成的グループ

エンカウンターを活用して、 、仲間作り F の「演習J

を行えば、教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関

係を育てることができるであろうという仮説を立てて

おり、考察でも学級開きに構成的グループエンカウン

ターを用いることで教師と生徒及び生徒相互の間で好

ましい人間関係の構築が促されたとしている。しかし、

リレーションは深まったものの生徒の本音が出ていた

とは言えなかったが、継続的に行うことで本音を出せ

るようになるのではないかと筆者は考える。以上から、

相互理解を促す構成的グループエンカウンターは排他

感情を緩めることができ、孤立しがちな生徒や、何ら

かのストレスを抱いている生徒に対しても信頼できる

人間関係の構築に一定の効果が得られ、不適応を起こ

しにくくなるといえる。お互いをよく理解することで、

不適応感が軽減されれば、力関係のアンバランスは生

じにくくなるとは考える。 3点のいじめ要因を克服す

ることができると筆者は考える。一方で、課題として

は、具体的にどのようなプログラムがこの3点を克服

できるのか、また、この3点以外にもいじめの要因と

なりうるものがあるかどうかについては検討していく

余地がある。
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【卒業論文要旨】

加藤公明による『考える日本史授業J

の意義と課題

甲谷裕太郎侭OTANIyutaro) 

高校における歴史の授業は単なる暗記になってし

まっていないか。歴史の授業数が多くなる文系にお

いても、テスト勉強のための暗記によってモチベー

ションが下がってしまうことがあるし、ましてや理

系となると自分が歴史科目を受験で必要としないこ

とが判明すると、もはや授業を聞くことすらしなく

なってしまう生徒もいる。高校生にとって有意義な、

受験のためだけで終わらせないような歴史の授業を

行っていくにはどのようにして授業づくりをすべき

か。またその授業を現在のカリキュラムに取り込ん

でいくことはできるのか。

本稿では高等学校で日本史の授業を長年行ってい

る加藤公明に焦点をあてる。加藤の実践がテレビで

紹介された『わくわく授業ーわたしの教え方』で、

加藤の実践がどのようなものか見てみると、加藤の

実践の中で高3の公立の生徒たちが、熱心にグルー

プで、デ、イスカッションを行っていてとても驚かされ

ると同時に、加藤実践を追試していくことの困難も

同時に感じた。科高では加藤の実践に焦点をあて、

歴史の授業が高校のときだけ、受験のときだけにし

か生徒に意識されず、その後の生徒の人生のなかで

全く活きてこないということを防ぐために、加藤は

「考える日本史授業」の実践においてどのような実

践を行っていたのか、また加藤実践が抱えている課

題についても考察する。

第1章では、加藤が「考える日本史授業」を作り

だすまでに至った過程について考察する。教え子と

の再会、宮原武夫との出会いを通して、自分自身の

授業を見つめ直し、「生徒がいきいきと学べるよう

な授業づくり、また将来的に世界を生徒が民主的に

発展させていくための意思と能力を獲得させるため

の授業」を目標として授業改革を進めていった。

第2章では、加藤が授業改革の結果として生み出

した「考える日本史授業jの中で重視していたこと

は、生徒の歴史認識を成長させることであり、その

方法として討論形式の授業を展開し、生徒の成長を

促していることがわかった。加藤の「考える日本史

授業」の集大成にして最大のテーマで、ある「だれの

ための国体維持かjの実践を見ることによって生徒

の歴史認識の成長がうかがえる。しかし、生徒に討

論させるという授業形式をとったことで加藤実践は

歴史学を重んじる方々から批判を受けることになる。

第3章では加藤と大町との論争を取り上げ、歴史

学と歴史教育の関係の在り方に対する二人の考え方

の違いについて考察する。大町が最も懸念したのは、

歴史学での真実が、加藤実践の教室の中で単なる一

つの説のように扱われることだ、った。

加藤実践の意義として一番大きなものは「生徒の

主体性の回復Jだろう。講義形式の授業から討論形

式の授業を導入することによって、生徒が歴史に対

して考える場が格段に増えたことは間違いない。し

かし「生徒の主体性」を重視することによって生じ

る問題もある。その一つは3章で取り上げた大町と

の論争の内容、つまり歴史学と歴史教育との関係で

ある。生徒の現実を考えさせるために定説をただ一

つの説として使うことによって、歴史学の方面から

批判がでるのは当然であろう。やはり定説が定説で

あることの所以をある程度説明してから、議論にも

っていくことが望ましい。加藤は定説を提示するこ

とによって生徒の自由な討論が阻害されると言うが、

一般論として示しておくぶんには問題はないと思わ

れる。

もう一つ私が加藤実践の課題と考えているのは、

カリキュラムの問題である。加藤は日本史の授業の

ほとんどを討論授業にあてているが、仮に他の教師

が加藤の実践を自らの授業のなかに組みこみ、生徒

に討論をさせることを目的としている場合でもこの

カリキュラムを適応する必要は全くない。重要なの

はこの多くの討論テーマの中から、「生徒に探究学

習の在り方を学ばせるものとして有効なもの」、「歴

史教育の本質に触れるものjを自ら選び出すことだ

ろう。歴史の授業の単元はこのような討論形式のも

のの場合は特に、歴史教師の趣味領域に偏ってしま

うことも少なくないので、先に挙げた2点に注意し

教師が慎重に吟味し、掻い摘んで自らの授業の中に

取り組んでいくことが望ましいだろう。
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【卒業論文要旨】

文芸教育研究協議会における作文教

育の検討

高橋麻衣（＇L雌 AHAS団地i)

本稿は、西郷竹彦が会長を務める文芸教育研究会の

文芸教育理論における作文教育について検討したもの

である。文芸教育研究会（以下、文芸研と略す）は、

1964年に設立された全国の小・中・高校国語教師の研

究団体であり、この研究会では、西郷竹彦によって構

築された西郷文芸学と呼ばれる独自の文芸学および文

芸教育理論に基づく研究・実践がなされてきた。

西郷文芸学の歴史は、西郷自身によって三期に分け

られている。作文教育に注目すると、第一期において

は「虚構の作文J論が提唱された。これは、作文が書

き手の意図以上のもの、あるいは意図以外のものをも

表現しているという主張に基づいて作られた作文教育

理論およびその実践である。「教育的認識論」の研究と

実践が始められた第二期以降においては、認識と表現

の力を系統的に育てることを目指した国語科教育の全

体像の中に作文論も位置づけられていった。本稿では、

このような文芸研の作文教育に着目し、まず西郷文芸

学の歴史に沿って文芸研において作文教育がどのよう

に展開されていったのか、教育の理論や方法がどのよ

うに変遷したのか、また「虚構の作文jがどのように

位置づけられていったのかについて特に注目し、その

意義と課題を検討した。

第一章では「虚構の作文」についてその歴史的展開

と実践を検討した。文芸研における作文教育は、まず

「関係認識・変革」の教育から、虚構の方法を学び、

自分で虚構を創り出し、思想を変えていくことを目指

した。文芸学においては「虚構」を、現実を踏まえ、

現実を超えた世界と定義づけられている。文章表現は

書き手の意図に基づいてなされるが、書き手の意図以

上のもの、あるいは意図以外のものまで表現している

こと、すなわち「虚構性」に目をつけた指導が、文芸

研独自の理論と方法に裏付けられたものである。 1972

年の実験授業「樹曹の作文指導Jの授業では、生徒と

のやりとりを通して、文章を書いたときには、自分の

意図してないものまでがゆたかに表現されているとい

うことを生徒につかませた。

次に第二章で「教育的認識論Jにおける作文教育に

ついて、理論と実践を検討した。「『国語』科教育の全

体像をもとめてJ(1979年）において、文芸研の第二期

がはじまった。ここでは、国語科の目標は「言語によ

る認識と表現の力を系統的に育てること」と定められ

た。作文教育の目的は、表現した個別的・特殊的なこ

とがらやできごとから、一般的・普遍的な人間と人間

を取り巻く世界、ものごとの本質、人間の真実を認識・

表現していく力を育てていくことといえる。記述後の

指導に力が入れられた「虚構の作文指導」に対して、

第 15回文芸研大会における作文教育の系統案では「記

述前指導Jにも同じくらい力が注がれている。

「認識と表現の力を育てる系統指導」（1983年）にお

いて、「対比J「構造」といった西郷の認識の方法に基

づく指導案が発表された。 この系統指導案では同じ項

目でも、発達段階に応じてより高度な課題が与えられ

ている。また、子どもの発達段階に即して認識の方法

を系統化し、それらを説明文・文芸教材を通して身に

つけさせ、作文の指導の中であらわれるような指導が

主張された。この章では文芸教育研究協議会で西郷の

理論を学んだ加藤会員の小学2年生を対象とした実践

を検討した。この実践では、「対比Jという認識方法に

ついて日頃から学習を行うことで、それが作文の中で

生きてきて、結果として筆者自身の人間の内面を描き

出すことがあきらかになった。また、このことを授業

で読むこと、すなわち「とおしよみj を通して明らか

にしていき、最終的に表現は作者の意図を超えるとい

うことを明らかにしている。

「虚構の作文」の実践においては、作文を書いたと

きに、作者の意図していなかったことが表現されてい

る、つまり表現は意図を超えるということが実践によ

って明らかになった。また、加藤の実践では、「認識論」

における系統教育が行われ、説明文・文芸教材によっ

て子どもたちに「認識の方法Jを教え、それが作文に

生かされていた。更に、文芸研の独自理論である「虚

構の作文」が記述後の指導として位置づけられ、生き

ていることが明らかになった。文芸研の作文教育は、

「言語によって人間と人聞を取り巻く世界、ものごと

の本質、人間の真実を典型的に認識し、表現する力を

育てる」という文芸研の国語科の目的を、「教育的認識

論Jおよび「虚構の作文j によって達成している。
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【卒業論文要旨】

永井道雄による入試改革構想の意義と課題

一一共通一次試験をめぐって一一

次橋秀樹（TSUGIHASI召回deki)

共通第一次学力試験（以下、通称である「共通一次

試験」と表記する）は 1979年から 1989年の 11年間、

実施された試験である。それまで日本において行われ

た二度の共通テストの失敗（進学適正検査・能研テス

ト）を乗り越えて生まれ、国公立大学入試における全

国共通試験、一次試験としての機能は 1990年以降も大

学入試センター試験に引き継がれ、今日に至っている。

本論文では、高等教育の研究者でもあり、 1974年 12月

から 1976年 12月の問、文部大臣の立場にもあった永

井道雄に注目し、その入試改革構想の意義と課題を明

らかにすることを目的とする。これまで共通一次試験

については導入までの経緯や歴史的位置付け、またそ

の影響について、同時代では佐々木享や黒羽亮ーや大

田奏、近年では木村拓也らの先行研究が明らかにして

いる。しかし、共通一次試験という入試制度そのもの

ではなく、その実現にあたり尽力した永井道雄という

豊かな展望を持った人物に焦点をあてた研究は管見の

限り見られない。永井を通して見ることで、この改革

構想、の意義と課題をより鮮明にすることができるだろ

フ。

まず、第 1章において、この入試改革構想が、難問

奇聞が出題され高校で、の教育が受験によって歪められ

ることなどが問題視されるなか、木村拓也の定義する

日本型大学入学者選抜の三原則「公平性の確保J「適切

な能力の判定」「下級学校への悪影響の排除」の中でも

とくに「下級学校への悪影響の排除Jを満たすような

意義をもって構想されたことを確認した。これが入試

改革構想の一つ目の意義でもある。また、どのように

して日本型三原則を満たす共通テストを作るか、どの

ようにして共通テストの実施と定着をはかるか、とい

うこつの視点で工夫についても確認した。

次に、第 2章ではとくに永井を通して入試改革構想、

を見た。永井は f下級学校への悪影響の排除」によっ

て、入試を選抜から教育評価に戻すことを試みつつ、

「大学の自由j というもう一つの意義を重視していた

ことを先行研究の枠組みでは捉えきれない点として提

示した。永井の入試改革構想には、 f自由」そのものを

重んじるという意味と「自主性jを促すという意味で、

大学改革も内包する「大学の自由j という豊かな意義

があったので、ある。この永井の見通しの良さは、大衆

化が進む中で聞かれた理想の大学像との比較において

裏付けられるところがあり、例えば自身が留学してい

たオハイオ州立大学や、精力を傾けた国連大学に見る

ことができる。また具体的な理想の入試像では、自主

性をもって多様な二次試験を行うこと、継続して改善

すること、共通一次試験と二次試験は「総合」して評

価されるべきものであり、前者を重視しすぎないこと

があげられていた。

最後に、第 3章では、永井の入試改革構想、と現実の

聞に生じたズレについて検証することを通して、課題

を明らかにした。ズレは「自主性Jの期待と現実にお

いて起こり、共通一次試験と二次試験の「総合」をめ

ぐる扱いに問題となって顕在化した。永井は共通一次

試験の配点比を 50%までと考えていたが、多くの大学

がそれ以上に共通一次試験を重視し、また二次試験で

同一教科の試験を行った。永井の期待した自主性は、

期待した方向に向くことはなかったのである。このズ

レは、国大協ガイドラインが「あいまいさ」を持って

いたことにも、二次試験のルールを法制化しなかった

ことにもよると検証した。この他に、さまざまな課題

が浮かび上がってきたことを三つの大学の事例から具

体的に見たが、これらは永井の「自主性jへの期待と

衝突した「制度」と、「総合」への期待と衝突した「入

試方法」における問題とも考えられるというまとめと、

「制度」と「入試方法Jの両輪を意識した入試改革構

想の重要性も展望として述べた。

以上のように、永井道雄としづ人物を通して入試改

革構想、を見ることによって、「大学の自由」という意義

だけでなく、表裏一体となっていた「大学の自由」「自

主性Jという課題、さらには永井がこだ、わった「総合J

を通してさまざまな課題を浮き上がらせ、整理するこ

とができた。そして、この永井の入試改革構想とその

帰結を通して現代における達入試改革構想（達成度テ

スト・発展レベノレ）を捉えたとき、様々な点で不安な

部分も見えてくることを最後に提示した。

ただし、本論文においては、永井が勧めた小論文や

面接のような二次試験の大学入試としての妥当性や、

問うべき力とその評価のあり方については、具体的な

追求ができておらず、今後の課題に残している。
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【卒業論文要旨】

野瀬寛顕による｢学 び方｣教 育の意義 と課題

徳 島 祐 彌(TOKUSHIMAYuya)

本稿では､野 瀬寛顕による｢学 び方｣教 育論につい

て検討する｡現 在､生 涯学習が重視されている｡そ の

ために学校教育では､自 ら課題を持ち一人で学び取っ

ていく｢自 主学習｣の 確立が求められている｡こ の一

人で学ぶという学習文化は､江 戸時代からあったこと

が明らかにされている｡当 時は､師 の技を模倣して習

熟し､自 分の技とするような｢型｣へ の習熟という学

習文化があった｡

この学習文化は､明 治以降の近代学校になると､

｢型｣はめ教育として批判されるようになる｡しかし､

その中で野瀬は｢学び方｣という｢型｣を 習熟させ､｢自

主学習｣を させることを主張する｡野 瀬の教育論を検

討ずることは､現 代の学校教育の中で｢型｣へ の習熟

という伝統的な学習文化を取り入れ､生 涯学習に必要

な｢自 主学習｣を 確立させるための学校教育を研究す

ることにつながる｡

野瀬の｢学 び方｣教 育に関しては､ほ とんど研究され

ていない｡先 行研究では､野 瀬が｢学 び方｣教 育を提

唱するに至った経緯について1960年 代以降を考察する

のみで､そ れ以前に遡ってその起源を明らかにしてい

ない｡ま た｢学 び方｣教 育の授業展開を表す｢学 び方

学習｣が､｢発 見学習｣と 近い学習観であるという指摘

に関して､十 分な検討がなされず､そ れらの類似点や

相違点が明らかにされていない｡さ らに､野 瀬の｢学

び方｣教 育論の実践にっいても十分な考察がなされて

こなかった｡

そこで本稿では､野 瀬の｢学 び方｣教 育の理念､独

自性､及 び実践の成果を検討することによって､伝 統

的な学習文化に基づく｢自 主学習｣を 目指す学校教育

の意義と課題の解明を目標とした｡

まず第1章 では､野 瀬の生涯を振り返り､｢学 び方｣

教育提唱に至った必然性を明らかにした｡野 瀬は生涯

を通して､｢目 的一計画一実行一反省｣の 手順を踏む

｢学習の行為化｣と いう｢型｣に よる｢自 主学習｣の

確立を目指していたことを明らかにした｡ま た野瀬は

生涯を通して､明 治以降の一斉教授による画一的な授

業を問題視し､近 代学校の中で生徒の自発性を尊重す

る学校教育の在 り方を研究しており､そ の集大成とし

て｢学 び方｣の 教育を打 ち出 した ことを明 らか に した｡

第2章 で は､｢型｣は め批判への検討 と､広 岡亮蔵に

よる｢発 見学習｣と その学習観 との比較 を通 して､野

瀬 の｢学 び方｣教 育論 の独 自性 を明 らか に した｡野 瀬

は｢学 び方｣と い う｢型｣が あるこ とを認 めつつ も､

その｢型｣を 習熟 し､自 由に使 い こなせ るこ とができ

れ ば､｢型｣に とらわれ ない｢自 主学習｣が できる とい

う主張 を していた｡そ して､そ の｢型｣に 習熟す るた

め､学 校教育全般 で｢学 び方｣を 進 めるこ とを条件 と

した｡野 瀬 の｢学 び方｣教 育 は､日 本 の伝統的 な｢型｣

へ の習 熟 とい う学習 文化 を､近 代 学校 の中に取 り入れ

た とい う点で､独 自性 がある｡

広岡 との比較 では､広 岡 による｢学 び方 の能力｣の

分類 を用 いて検討 した｡野 瀬 は､教 育活動全般 で､広

岡の分類 でい う｢計 画過 程面｣を 重視 してい たのに対

し､広 岡は教科指導 では｢認 知過程 面｣を 重視 し､生

活指 導で は｢計 画過程面｣を 重視 していた｡広 岡は､

教科 指導 において｢計 画過程 面｣を 育 て よ うとす るな

ら｢低 次の未分化｣に な りかねない と批判 してい る｡

第2章 での検討 を受 けて､第3章 では｢学 び方｣教

育 の代表 的実践 とされ る｢さ しすせ そ学 習｣の 実践 を､

｢型｣批 判 と｢低 次の未分化｣批 判 に即 して考察 した｡

｢型｣批 判 に関 して､1年 生 と6年 生 国語科の授業実践

で検討 した結果､確 かに｢型｣に はめてい る場 面が見

られた｡し か し､6年 生の授 業ではその揚面が少な く､

生徒 は主体 的 に活動 していた｡ま た､生 徒 の作文 か ら

は｢型｣へ の習熟 と､｢型｣を 抜け出て｢自 主学習｣し

てい る様 子が伺 えた｡

また､｢低 次の未 分化｣批 判 に関 して､6年 生理科 の

授業 実践 を基 に検討 した｡そ の結果､計 画的な学習 の

中で探究 的な活動 を行 ってお り､｢低 次の未分化｣で は

なく｢統 合｣さ れ ているこ とが伺 えた｡

これ よ り本稿 では､野 瀬 の｢学 び方｣教 育 論に よっ

て､自 由に｢自 主学 習｣の でき る生徒 を育成 で きるこ

と､ま た計画的 に探 究的な学習 を行 える生徒 が育成で

き る とい う意義 を明 らかに した｡し か し､授 業 実践で

は｢型｣は めになってい る場面 も見 られ るこ とか ら､

野瀬 が具 体的に言及 していない教 師個 人の力量 に よっ

て｢型｣は めに なって しま うとい う課 題があ るこ とが

明 らか となった｡

本稿 に残 され た課題 としては､授 業 での教育技術や

｢学び方｣教 育の評価 ､父 母 を含 めた意識 改革 な ど､

｢学び方｣教 育 を実践 してい く際 の問題 が挙 げ られ る｡
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【卒業論文要旨】

梅根悟のカリキュラム論に関する一考察

中西修一朗（SHUICHIRO N北加ishi)

今日、いわゆるゆとり教育が終わりを迎え、系統的

知識の習得が再び重視され始めている。この状況は、

新教育カリキュラムの民間研究が興隆し、そして抑圧

されていった戦後期と相似をなしている。梅根悟

(1903・1980）は、この時期の新教育運動を牽引し、現在

も多くの実践を生んでいる日本生活連盟の母体である

コア・カリキュラム連盟創設の中心的役割を担った。

さらに 1970年代には教育課程改革試案の作成を主導し

て現在の総合的な学習の時間の基礎を作っている。本

稿では、梅根が戦後の新教育興隆期において何を目指

し、どのようなカリキュラムを編成したのかを再検討

した。

先行研究を術敵すると、第一に、その構造や名称に

至るまで固まぐるしく変化する当時の単元論の変遷を、

梅根個人に焦点をあてて包括的に捉えた研究は無い。

第二に、問題解決学習論についてその三層の構造論を、

実際の単元との対応を踏まえて論じたものは管見の限

り無い。

本稿では、戦後新教育運動期の梅根のカリキュラム

論の一つの到達点である三層四領域論と問題解決学習

論の成立とその性質について、特に彼の単元論と生活

観に注目して検討した。

第一章では、戦前から戦後への梅根の生活観と単

元論の深まりを概観した。戦前においては、戦後にも

一貫した子どもの生活を中心に据えた教育論がみられ

たが、それはあくまで全体主義的な教育論へと結び付

けられていた。ここから戦後にかけて、社会という側

面を爵見した単元構想論への深まりが見られる。

第二章では、まず勝田梅根論争から、社会科の位置

づけ、問題解決学習観、系統性についてという三つの

論点を導いた。そして、当時の梅根のカリキュラム論

を捉えるためにそれぞれを、単元構成論としての三層

四領域論の成立、それを理論付けた問題解決学習論、

問題の系統性を支えるべく整理された「日本社会の基

本問題Jに焦点化して検討した。

戦後の梅根は、生活教育が活動主義で終わらないた

めに、問題単元をコアへ入れることを提起し、議論の

姐上に乗せた。そして、それを三層四領域論として整

理した。本稿では、その過程で現れた困層四領域論に

も注目することで、その実態に追った。

そして、問題解決学習論の深まりを検討したのち、

その単元との関係性を確認した。梅根は、問題解決的

思考を「実践内思考」、「非実践的思考」、「実践的思考」

に大別し、それぞれが「実践単元」、「耕オ単元J、「問

題単元」に対応するとしていた。梅根は、問題単元を

カリキュラム全体を構成する鍵として捉えており、実

践単元の反省を踏まえて、それを一般化した問題を扱

う単元としている。

問題解決学習論によって、三層論が理論づけられた

一方で、四領域論も再検討され、「日本社会の基本問

題j として、問題単元における学習内容がまとめられ

た。これは、系統性の無さに対する批判を克服する意

図を持っていた。

第三章では、当時の代表的問題単元として、「西陣

織」の実践に着目した。そこには、梅根の問題解決論

をみることができる。しかし、実践単元や教材単元と

問題単元の関わりという視点が失われていた。

以上、本稿では梅根のカリキュラム論を単元構成

論の面から検討してきた。梅根のカリキュラム論は、

適応主義という批判を乗りこえ、実践性に根差しなが

らも社会の問題に迫る学習を子どもがなすものであり、

そのためにカリキュラム全体の単元構成を求めるもの

であった。しかし、必ずしも実践に結実しているとは

いえない。その原因として本稿では、実践との関わり

の中で三層論が問題単元の中に解消しており、梅根の

理論もそれを許容する甘さを含んでいたことを明らか

にした。

梅根の本意は、あくまで単元がカリキュラム全体

の中で位置付くことにあったといってよい。これが、

その後の実践や、 1970年代に梅根が中心となって編成

した教育課程改革試案で、知何に活かされたのかは本

稿において検討できていない。また、勝田梅根論争の

終わりにおいて、梅根は生活綴方がコアコースとなり

得ると注目していたが、生活緩方とコア・カリキュラ

ムがその後どのように関わっていったのかについても

言及していない。今後の課題としたい。
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【卒業論文要旨】

勝目守ーの教養概念に関する検討

本宮裕示郎但ONGUYi可註o)

本稿では、戦後を代表する教育学者の一人である

勝田守ーが唱えた教養概念に焦点をあてて検討を行っ

た。勝田は、戦後日本の教育の再建と国民教育の創造・

発展に寄与するという実践的な関心に裏打ちされなが

ら、そのような目的を果たしうる教育学を、人間の科

学として構想するよう努めた。なかでも、勝田は自ら

の教育学構想、において重要な概念として教養を提起し

た。

そこで本稿では、勝田の教育学構想における教養概

念の重要性を確認し独自性を明らかにするために、教

養思想、において勝目に影響を与えたとされるフランス

の物理学者ポール・ランジュヴァン（Pa叫Langevin）の

教養概念との比較を通して、勝目の教養概念を検討し

た。

教養概念の定義を行った 1964年の著作『能力と発

達と学習－教育学入門 I－』に至るまでの教養に関す

る勝田の歩みからは、戦後間もない時期からランジュ

ヴァンの影響を色濃く受けていたことが明らかとなっ

た。しかし、勝田とランジュヴァンの関連が勝田自身

の論考や先行研究において不明瞭で、あったため、材高

ではランジュヴァンの教養概念の形成過程を概観した

上で、両者の比較を行った。

まず、比較を通して、歴史的な見地を重要視した

点と教養により人間を結びつけようとした点が両者に

共通することが明らかとなった。しかし、人間が引き

離されている現状は同じでも、その現状を引き起こし

た社会的な背景には差異があり、両者の教養は異なる

概念となっていた。

具体的には、フランスにおいては、複線型の学校

体系が人々の孤立化を生じさせていたため、ランジュ

ヴァンはその対策として、「人間を結びつける」ことが

できる教養の内容として生きた科学を提言した。対し

て、日本においては、労働や学校に加えて、教養自身

が人々に孤立化を招いていたため、勝田は教養の内容

を探究するだけではなく、教養とは何かという教養観

の捉え直しも同時に行う必要が生じていた。

両者の教養概念については、ランジュヴァンが非

連続的な関係にある学校と生活の接点、として教養を定

義することでその関係を連続的なものにしようと試み

たのに対して、勝田は学校と生活の関係を非連続的に

したままで、そこで必要となる「同化し支配するJ能

力を教養と定義した。両者の教養概念の比較により、

勝目の教養概念の独自性が「同化し支配する」という

点と教養を能力と捉えた点にあることが明らかとなっ

た。

次に、比較によって明瞭となった勝田の教養概念

の独自性を勝目の能力観を踏まえた上で、「支配」、

「同化j、そして、「非連続性j に焦点を当てて、その

具体像を探った。この作業を通して、「支配Jが勝目の

問題意識にある「下からの」自主性を象徴しており、

「同化」が何かを取り入れるだけではなく、働き返す

意味が思想の背後に含まれることが明らかとなった。

また、勝田は「非連続性Jを発達の契機ととらえ、発

達のためには、科学的概念の歴史性・体系性により、

子どもが自らを社会化するとともに、社会の創造を要

求していたことが明らかとなった。

本稿での検討を踏まえると、勝田の教養概念は、勝

田の問題意識で、あった、影響を与える存在とその存在

に働き返す存在の構図を象徴していた。

勝田の思想、は絶えず働きを与えることと、働き返す

ことの関係の中で考察が行われており、勝田の教養の

定義における「同化から支配Jという動きもまたその

関係と同じ構図で表現されていた。また、「支配」とい

う言葉を使っている点には、そのような関係の中でも、

勝目が個人の形成を重視し、「下からの」自主性を要求

した勝田の意図を読み取ることができた。つまり、勝

目の教養概念には勝田の思想と意図が端的に反映され

ており、そのような観点から見て、勝田の教育学構想、

において教養概念が重要な位置にあったと言うことが

できるだろう。

なお、本稿では 1964年までにおける勝田の教養概念

を中心にその重要性を確認したが、勝田の思想、をより

明確にするためには、 1964年以降の勝田の思想の展開

を含めての検討が必要だろう。また、ランジュヴァン

との比較においては、原典との比較とともに、ランジ

ュヴァンの教養概念がそもそもどのように形成された

かを考察する必要がある。
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【卒業論文要旨】

大村はまの国語科単元学習に関する一考察

一一カリキュラム構想に着目して一一

三森彩乃(MITSUMORIAyano) 

国語教育史を明らかにすることを試みた田近淘ーに

よれば、国語教育史上の単元学習は、 1945年～51年の

第一期と、1975年以降の第二期に分けることができるlo

第一期の単元学習は、直接的には経験主義国語教育観

に立つ 1947年度学習指導要領試案の影響を受けて始ま

った。単元学習の急な展開に現場は混乱し挫折の方向

をたどっていった。単元学習への批判を代表するもの

は、学力をつけていないという問題であり、これは、

学力とは何か、国語科における教育内容とは何か、と

いう学力観・内容観の問題を提起した。学力問題と密

接にかかわる形で、教育内容をどのように定め、配列

するかという系統性の問題も、主要な論点のーっとな

った。端的にいえば、国語科単元学習には系統性への

意識がない、または薄いという批判で、あった。その後、

単元学習は、第二期として 1975年頃から再び国語科教

育に取り上げられるようになった。

大村はまは、単元学習を推進した実践家の一人であ

る。国語教育史上では衰退や復興を経た単元学習であ

るが、大村はその問、一貫して単元学習に取り組んで

いた。本稿では、単元学習の抱える問題のうち、特に

系統性の問題に着目し、大村単元学習の意義を明らか

にすることを試みた。

第一章では、大村はま単元学習成立の背景をとらえ

直し、大村はまの単元学習に対する基本的な考え方を

明らかにした。大村は、大学での幅広い学び、無から

の授業づくり、芦田恵之助や西尾実との出会いを経て、

蓄積した経験と問題意識をもとに、単元学習の目的と

方法を導き出した。戦後の民主社会で必要となる「ほ

んとうの国語の力J2を模索した大村は、国語科の教育

内容を言語生活と考えた。また、言語生活の指導にお

いては、生活の実態から取材した単元である経験単元

を用いることを強調した。大村単元学習の基本的立場

は、経験単元を組織して学習することによって、教室

1田町旬一『戦後国語教育問題史増補制大修館書店、 l朔年、再255-2570

2大村はま『大村はま国語教室1』筑摩書房、 1982年、 p.80

を言語生活の場にし、実際の生活で用いることのでき

る言語生活力をつける、というあり方で、あった。さら

に大村は、学力、すなわち言語生活力を保障するとい

うことに自覚的であり、そのために学習者が主体的に

言語活動に取り組むことのできる「実の場j を設ける

ことを大切にした。

第二章では、大村によって実践された 1972年度から

74年度の 3年間のカリキュラムに基づき、その系統性

を明らかにすることを試みた。 3年間の集大成とも言え

る大単元「外国の人は日本（日本人）をこのように見

ている」におけるこつの言語活動に着目し、それまで

のカリキュラムにどのような布石が敷かれていたかを

たどった。学習の実際を知るための資料として、『大村

はま国語教室』全15巻別冊1巻、及び鳴門教育大学所

蔵の学習記録複製物を用いた。

まず、読み、観点に即してまとめる活動については、

テキストと観点に焦点を当てて分析した。その結果、

テキストの内容面では、身近なものから遠くのものへ

といった場の広がりがあることが、テキストの文体面

では、情報の読み取りの難度が高くなっていくことが

分かった。観点には具体から抽象への系統性が見られ

た。次に、話し合いの活動では、形式面に着目し分析

した結果、話し合う内容に広がりが見られ、進行も複

雑になっていくことが分かった。さらに、話し合い活

動の系統的な指導の結果、学習者が複雑な思考を行っ

たりそれを流れに沿って発言したりする力をつけてい

たことが分かった。

単元「外国の人は日本（日本人）をこのように見て

いるJまでには、同じ活動が複数回組み込まれ、その

度に活動に、深化があったと言える。また、その深化に

は方向性があり、そこに系統性があったことも指摘で

きる。そうした方向性や系統性は、大村の考える「ほ

んとうの国語の力j f社会で実際に用いることのでき

る言語生活力」に向かっていた。また、活動の度に深

化があったのは、一つ一つの活動のなかで学習者たち

が着実に力をつけていたからこそである。

大村単元学習の意義は、学習者に力をつけていく方

法として、活動を「言語生活力」へと向かった系統性

にしたがって深化させていたことで、あったと言える。

今後の課題は、着目した活動以外の活動、たとえば、

「学習記録」等の通底的に取り組まれた活動について

考察し、大村単元学習全体の系統性をより明らかにす

ることである。
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【卒業論文要旨】

佐長健司による社会科ディベート
授業の理論と実践

六車有紀子(MUGURUMAYu恒ko)

ディベート授業は1990年代頃から日本で広く取り入

れられるようになり、現行の中学校社会科・高等学校

公民科の学習指導要領解説にも記述されているように、

現在でもその必要性が認識されている。しかしその一

方で、ディベート授業への批判も数多く寄せられてい

る。主な批判には、①教師が自身の価値観を教え込ん

でしまうことを恐れるあまり、価値判断指導が欠如し

ている、②ディベートの二者択一形式は非現実的であ

る、③生徒主体学習を目標にしながらも論題の決定は

教師が行うなど、生徒主体学習が不完全である、④一

年の3分の 1を一つのテーマで、費やすなど、膨大な授

業時間数がかかる、などがある。

佐賀大学教授の佐長健司は、ディベートが学校教育

に広がり始めた 1980年代後半から現在にかけてディベ

ート授業を推進し、上記のような批判を意識しながら

理論と実践を展開している。佐長は社会科の目標であ

る「公民的資質の育成」を、社会が自分たち成員の意

思によって形成されることを自覚し、社会形成を考え

る知識やその考えを他者と検討する能力を育成するこ

とだと捉えている。そして、このような資質を育成す

るためには、社会的問題を扱い、議論を通して自らの

主張を練り上げていくような学習が必要になり、それ

を実現する学習形態がディベートであると主張する。

佐長はディベート授業に必要な様々な指導を構想し

ているが、その根底にはいずれもトワーノレミンモデル

を利用してかみ合った議論を展開させようとする意図

があることがうかがえる。まず、リサーチ指導では、

エピデンス・カードを用いて発言内容をデータ・結論・

理由付けに分けることで、事実と意見を区別し根拠に

基づいた発言を促している。次に、尋問・反駁指導で

は、リサーチ指導と同様に発言を分け、データに対す

る尋問や理由付けに対する尋問を行う。そして、それ

をもとに反駁を行うことで、すれ違いの発言を極力少

なくし、相手の議論をよりよく捉えさせようとしてい

る。さらに、価値判断指導では、社会的な価値を幸福

と正義の二っと捉え、尋問・反駁指導と同様の方法で

肯定側・否定側双方の議論の強弱を比べる。そののち、

両者の価値実現の大きさを比較させることが必要であ

ると述べる。

佐長の理論を用いたディベート実践に、佐賀大学教

育学部附属中学校の石松正和が第3学年公民的分野

「現代社会と家族Jの単元で行った「夫婦が別の姓を

名乗ることは認められるべきである」という論題での

デ、イベートがある。この実践では、「現代社会と家族J

の単元を全7時間構成とし、前半3時間で概要をつか

ませ、後半4時間に2つのディベートを取り入れた。

論題は教科書に掲載された4つの中から生徒の希望を

聞いて決定された。リサーチではエピデンス・カード

とほぼ同じ形式の「情報カード」を用いて’情報を整理

させた。また、「作戦表lJに立論・反対尋問・最終弁

論の内容を記入させ、「作戦表2Jを利用して予想され

る反対尋問に対してどう答えるかを考えさせた。

ディベート本番での生徒の発言をみると、リサーチ

指導や尋問・反駁指導によって、客観的なデータに基

づくかみ合った議論が展開されていることがわかる。

その一方で、資料不足のためデータに基づかない発言

がみられるなど、リサーチの方法やデータ利用などの

面で改善すべき点がみられた。また、前述したディベ

ートへの批判①～④に対応させて考えると、①価値判

断指導はこの実践では行われていなし、。②二者択一形

式に関しては、この場合論題が二者択一形式でも十分

に現実性をもつものであり、適切な選択といえる。③

不完全な生徒主体学習に関しては、生徒の要望を論題

決定に取り入れている点は評価できるものの、生徒が

ーから論題の作成や妥当性の評価を行ったわけで、はな

いため不十分である。④授業時間数に関しては、一単

元7時間という構成は妥当であると考えられる。

佐長の理論と実践を総合して考えると、価値判断指

導は実践レベルでは明確に表れていないものの、理論

面では従来のディベート授業と違って積極的に取り組

もうとしている点でたいへん意義がある。二者択一形

式、授業時間数についても論題や授業者の工夫により

批判をある程度乗り越えられていると考えられる。そ

の一方で、不十分で、あったリサーチや反駁、価値判断

等を充実させると、授業時間数の課題が再度浮上して

くることが予想される。また、ディベートが生徒の社

会形成能力向上にどの程度役立つかについては、今後

アフター・ディベートの検討が必要である。
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