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論文要約

提出者氏名 市JII 和也 i指導教員｜子 i 一一’意｜副｜開真

論文題目 H.v. ヘンティッヒのカリキュラム論に関する検討

【論文内容の要約】

本稿では、1974年に西ドイツでピーレフェルト実験学校 （以下、LS） を建設し、 需校

でカジキュラム開発を行ったへンティッヒ（H.v. Hentig）のカリキュラム論を検討する。

被はLSを 「 経験空間としての学校J と名付け、 社会では失われてしまった 「 経験

( Erfahrung) Jを回復することを目指した。 これ伴い、 彼はカリキュラム開発を行う。

当時、 西ドイツで各州の学校のカリキュラムとしてそれまで機能していたのは、 伝統的

な陶治概念を基礎とするレー ノレプランである。 このレー ノレブ。ランについて、 人関の変容を

もたらす陶冶財はどのようなものか、 またそれを媒介にして人間の深層や教科の全体性へ

とし、かに到達することが出来るかという研究が教授学によってなされていた。
一 方で60年代には主にアメリカから 「カジキュラム（Curriculum) J概念が導入される。

この導入に重要な役割を果たした ロ ビンゾー ン （S.B. Robinsohn）はレールプ
ρ

ラン論によ

る胸冶財の選択の非合理性を指摘し、 この非合理性を乗り越えるものとして 「カリキュラ

ムJ概念を提起した。 ロ ビンゾー ンは将来社会で生活するために必要な 「 資費Jを専門家

の調査によって分析して教育臣標を定める状況分析のアプ ロー チをとる。 ロ ビンゾー ンに

よってもたらされた転換の中でへンテイツヒはカリキュラム論を展開する。

当時の西ドイツのカジキュラム論を論じた先行研究では、 こうしたレールプランとカリ

キュラムの性格が整理されてきた。 一 方でへンティッヒのカリキュラム研究については、

ロ ビンゾー ンらと両様に合理的な手法を用いていたと整理されている。 しかしへンテイツ

ヒはfカリキュラムJ概念をむしろ批判し、 独自のカリキュラム開発を行うのである。

また、 へンティッヒの批判の論拠となった、〈教え－学び〉の活動によって偶発的に生起

する 「 経験Jや、 「 経験jを成り立たせるイリッチ （I.Illich） の脱学校論もまた検討され

てこなかった。 本稿では 「 経験Jを中心にしてへンティッヒのカリキュラム論を検討する

ことで、 ロ ゼンゾーンらの 「カリキュラムJ概念を超え出る性格をへンティッヒが持って

いたことを明らかにする。
へンティッヒは 「 経験Jを感覚的な知覚と理論的な表象の中需物として定義する。 さら

に「経験Jには、 「 経験Jを行う主体の能動性と、 「 経験Jによってなすが鑑にされる受動

性が混在する。 この 「 経験Jによって子どもの自我の変革がもたらされる。 「 経験空開Jは
「 経験」の生じる空調、 すなわち友だち、 危険、 課題に子どもが遭遇するというような空

開である。 しかし 「 経験jは一般化・制度化されるとその教育作用が喪失してしまう。 こ

うした危機感からへンティッヒはイリッチの脱学校論を受容する。 ヘンティッヒはイリッ

チと同様に学校で教えられるものが社会の中で価値化されることで学校教育が硬直化され
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てしまうという危機感を持つ。 この硬直化を逃れるためにへンティッヒはカリキュラムに

「あそびjを設け、 教訴が自らカリキュラムを計調・組織できる余地を残すのである。

こうした 「経験jに基づきながらへンティッヒはカりキュラム論を展開する。 彼はロピ

ンゾ ーンと同じくレ ーノレプランに対して陶冶鮮が絶対化されている点を批糾する。 さらに

彼はロビンゾ ーンの主張するカリキュラム構成の合理性を批判する。 すなわち、 へンティ

ツヒは、 ロビンゾ ーンらが主張する 「カリキュラムjでは社会でもとめられる 「 資鷺J を

明文化し教青目標とするというその合理性によって、 偶発的な「経験jが疎外されてしま

うという批判をイリッチの脱学校論に依拠しながら行う。

「経験jを中心としたへンティッヒのカリキュラム論は、 彼が学んだブルーナー （J. S. 

Bruner）の螺旋型カリキュラムとは異なる展開を見せる。 ヘンティッヒは、 ブノレーナー の

社会科が子どもの認識の変容を目指すものの、子どもの生活を自明視していると指摘する。

それによって産業化や消費社会によって引き起こされる 「経験jの餐函が見すごされ、 そ

の結果、 教育内議が生活と結びつかず表象の次元に留まってしまうと批判する。 これに対

してへンティッヒは知覚から表象、 具体から抽象へ費を転換させる 「経験jのダイナミズ

ムとして螺旋裂カリキュラムを提起する。 認識という表象の次元に注目するブルーナーに

対し、 ヘンティッヒは表象を生活と結ひ
、
つけるために 「経験Jの次元に着目する。

こうしたf経験jは、 受苦、 病を含むという点で、 教育で引き敢ることが菌難であった。

へンティッヒは物語や本に 「経験Jの伝達可能性を見 メディアを通じて子どもは他

者の 「経験jと出会い、 摂取するのである。 そのように摂取した f経験jを授業で他の子

どもと交流することで他の解釈と出会い、 「経験Jを問い践すことができる。 こうした学習

ではその偶然性から学普後の姿は予想、ができない。 そのために、 ヘンティッヒは教材との

出会いを重視する機能自標を受容することで、 授業において偶発的な 「経験jが生起し得

る 「あそびjを担保するのである。 この fあそびjによって学校の 「経験jはイリッチが

批判するように制度化されず、 生気を保つことができた。 こうしたカジキュラム論によっ

てへンテイツヒは学校で 「経験jを保障したということを本稿では明らかにした。

こうしたカリキュラム論であるからこそ、 へンティッヒは fカリキュラムJに本来内在

していた評価に対して諦観してしまう。 また、 カリキュラムの 「あそびjを活用するため

には教師の高い技量が必要となる。 本語では彼のカリキュラム論、 つまり 「あそびjを残

すための条件を主に検討したため、 「あそびJとは相いれないと評価や 「あそびjを活用す

る主体としての教師については論じられなかった。 この点についても今後の課題とする。
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論文要約

！指導教員 ｜主！石井葺真 l 副｜西一

論文題呂 高橋俊三の音声言語教育論に関する 一考察

【論文内容の要約】

本稿では国語科における音声言語教育の実践者 ・ 研究者である高矯俊三の膏声言語教育

論について考察する。 高橋は音声言語の根本を 「声を届ける。 その声を受け止めるJこと

であると述べ、 理論語と実践面の需方から音声言語教育を多角的な視点で捉え研究を行っ

た人物である。 その中心的な研究としては、 パ ネル ・ ディスカッションをはじめとする話

し合いの授業や、 「 学び合い、 響き合い、 開き合いJを重視した群読の授業などがある。 こ

れらの授業実践や理論の背景には、 音声言語活動における認識や思考の段階に焦点を当て

た内言の指導や、 非言語コミュニケ ーションを含む全人的行為として言語技術である身体

論、 そして商毘実が提唱した雷語生活論に基づく指導観・教材観などと大きな繋がりがあ

ると考えられ、 高檎の音声雷語教育論の独自性を見出すことができる。 このような高橋の

を支える理論や実践について検討し、その成果と課題について考察を行った。

第一章では、第一節にて戦後から平成期にかけての音声言語教育の歴史的変遷を概観し、

における高橋の位置づけを明らかにした。 高橋は昭和20 年代に盛りよがり

を見せた奇声言語教育が、 昭和30年代に弱体化した要国を 「外言重視（内言軽視） Jと 「文

心主義Jにあったことを見出し、 平成期において復興の兆しを見せ始めた音声言

語教育を支える論点として提示している。 第二節では平成期における音声言語教育を取り

巻く状況の整理から、 高構の問題意識を導出した。

第二章では、 第一節において音声言語教育において高橋が重視している 「声jの内実を

明らかにするために、 高橋の音声言語教育論と結びつきが強く見られる言語生活論と身体

論の二つの観点から考察を行った。 言語生活論では文字言語指導と奇声言語指導の対比を

中心に、 音声言語教育の指導態度及び内容生活に立牒したものであること、 また音声言語

教膏の教材を学習材として捉え、 文字言語に限らず音声言語を教材に積極的に活用すべき

という高橋の論の整理を行った。 身体論では全人的行為としての言語活動の身体性を含み

こんだ音声言語を、 非言語コミュニケ ーションの椀点からアプロ ー チを行い、 膏声言語を

多角的な視点で捉えていくことの重要性について明らかにした。 第二節では、 にて

高橋が作成した音声言語の指導計画を参照し、 そこから音声言語教育を国語科の枠を超え

たカリキュラム全体の中でどう位置づけていくのかという問題を扱った。 そこでは、 音声

言語の多様性という視点から検討を行い、 高橋の音声言語教育論は国語科での学習に限定

してカリキュラムが組まれているという課題点を明らかにした。 第二項では、 音声言語に

おける行為として可視化される外言に関わる部分と、 事物を認識したり関係について思考

したりする内言に関わる部分について、 具体的な指導法を交え検討を行った。 そこから従
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来の膏声言語教育において内雷が軽視されてきた歴史的背景の分析を行い、 内言への具体

的な指導のあり方について考察した。 第三項では、 音声言語のコミュニケ ーションの相互

性、 及びコミュニケ ーションにおけるf他者jをどのように捉えるかという問題について、

「対話jという言葉を手がかりに考察した。 そこで、 高嬬が対話の対象となる ff患者jを

同質の学習集留に限定していることの課題を明らかにし、 異震な他者とコミュニケ ーショ

ンを国ることの可能性に注目した。

第三章では、 第一 舗にて、 音声言語活動における「話し合いjに焦点を当て、 活動の自

的や目諜、 評錨、 事前 ・ 事後指導のあり方について高播の論を軸に考察を交え、 第二節、

及び第三節にて取り扱う実践に繋がる話し合い活動の諸概念についての整理を行った。

二節では、 パ ネノレ ・ ディスカッションの特性についてディベ ー トとの比較等を通し、 考察

を行った。 第二節にて扱った 「 孤独なのは誰かjの実践では、 言語生活論を指導の基盤と

し、 内言を重視した指導法や教材の活用法などに高橋実践の特徴が見られ、 また儲値ある

議論へと導いていくための手立てを、 モ司会の役裂にも触れながら授業の検討を行った。 実

践の課題点としては、 言語技術の個々人の学力保障の観点及び、 討論授業における他の学

習への汎用性のこつを見出した。 第三節の 「 震の的J の実践では、 「学び合いjf響き合いj

f開き合いJを重視した群読の授業が、どのような授業展開によって成立し得ているのか、

また身体論を考慮、した震の高い読みとしての群読が、 どのような指導によって目指された

のかについて検討を行った。 そして群読実践の課題点としては、 表現と理解の両立という

観点からの膏声言語教青の限界性、 及び、 異質な集団と f声jを麓層北 ・ 共有化を講じて

く方略の二点について見出した。

次期学習指導要領においても、 「対話的な学びjの実現にむけて、 「他者との協働や外界

との相互作用を通じて、 自らの考えを広げ深める、 対話的な学びの過程が実現できている

かどうかjが注障され、 音声言語教育への期待は高まっている現状にある。

が、 高構の述べる 「自覚的な教育活動jとなり得るためには、 教室において自由に交わさ

れるべき「声jが、 文字言語をただ音声化しただけの臨定的 ・ 形式的なものになってしま

うことを乗り越えていく必要があり、 そのためには音声言語に関わる言語技術を、 適切に

子どもに身に付けさせなくてはならない。 その意味において、 本稿は国語科における

言語教育の在り方を聞い直し、 新しい時代のコミュニケ ーションに向けたオノレタナティブ

を提起する可能性を、 高揚の音声言語教育論から見出そうとする試みである。
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論文要約

提出者氏名 森本和寿 ｜指導教員｜主｜石井英真 I i)J I 品

アメリカの大学における作文教育
論文題自

一一ピー タ 一環 エルボウの所論に焦点を合わせて一一

【論文内容の要約】

本稿では、 アメリカの大学における作文教青について検討する。 特に、 1960年代以降の

表現主義作文教育を牽引したピータ ー・エノレボウ（Elbow, P.）の所論に焦点を合わせて論

じる。

アメリカの大学ではアカデミック ・ ライティングのプログラムが広く課されており、 特

に大学入学初年次学生を対象としたものが盛んである。 作文教青では、 書くことについて

語法や文法に基づいて技能的に教えようとする志向が伝統的に強い。 このような文章指導

法は、 「 現代的伝統レトリック（current句traditional rhetoric) Jによるものと呼ばれている。

一方、 時代が下るにつれて、 語法や文法重視の指導よりも個人の思想、 ・ 感清の表現や創

造性に重きを罷く作文教育が支持を集めるようになる。 このような作文教育の立場は表現

主義（expressionism/ expressivism）と呼ばれる。 表現主義の作文教育は、 第 一次世界大戦

後（1910年代後半から1940年代）ならびに1960年代以降に隆盛する。1960年代以降の表

を祖った代表的な人物が、 ピータ ー・エノレボウ（Elbow, P.: 1935－）である。 エノレボ

ウは個人が自由に自己表現できる作文教育を臣指し、 関じく表現主義者であるケン ・ マク

ロリ ー（Macrorie, K.）に影響を受けながら、 「 フリ ーライティング（freewriting) Jと

き手の共同体（a community of writers) J 、 「ピア ・ レスポンス（peer response）の体系化j等

の作文理論 ・ 実践を提唱した。

1980年代になると、 ト ーマス ・クーン（Kuhn, T.）やミシェノレ ・ ブ ーコ ー（Foucault, M.) 

らの思想に影響を受けた社会的認識論（social epistemology）の作文教育が盛り上がった。

社会的認識論は、 人間の思考は言語によって規定されるものであり、 それゆえに、 人は自

らが用いる言語（discourse ：ディスコース） や所属する言語集団（discourse community · 

ディスコース ・ コミュニティ ）から大きな影響を受けて思想、や人格が形成されていると主

張した。社会的認識論者のなかでも、表現主義に対して厳しい批判を加えたとされるのが、

ジェ ームズ ・ ベノレジン （Berlin, J. A.）とデイピッド・ バルトロメ （Bartholomae, D.）であ

る。 彼らは個人の価値観を無批判に称揚する表現主義のナイ ーブさを指摘し、 表現主義は

錨人主義に傾倒することで社会に向かつて行動を起こすことを蔑ろにしていると批判した。

一方で、 このような社会的認識論からの批判に対しては、 エ ルボウ自身や表現主義を擁

護する論者から反論がなされている。 社会的認識論からは偉人主義的色彩が強い点やディ

スコースからの影響を無視している点を批判されているが、 エノレボ
、
ウからは自らの理論や

実践が他人に爵じたものではなく、 集団や共肉体に訴求するものであると主張されている

のである。
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以上のように、 アメリカの大学における作文教育には、 表現主義と社会的認識論が殺し

く対立しながら、 「作文において自弓を自由に表現するとはどういうことかjという論点に

ついてその意義が多面的に検討されてきたという麗史がある。 しかし、 先符研究ではアメ

リカの作文教育についての理論的、 実践的な検討が極めて断片的にしか仔われておらず、

特に表現主義の作文教育についてはほとんど論じられていないのが現状である。

そこで、 本稿では、 アメリカにおける作文教育理論の潮流を概観しつつ、 表現主義と社

会的認識論の論争における論点を整理することで、 表現主義を牽引したエ ノレボウの作文教

育を理論・ 実践の両面から明らかにすることを目指す。 これを鳴らかにすることは、 作文

教育における自己表現のあり方に対する新たな模座を獲得することに資するものである。

マクロリ ーの問題意識を受け継いだ
、
エ ノレボウは、 社会的認識論からの批判を受け止めな

がら、 表現主義に薪たな展開をもたらす。 エ ルボウは、 書き手と読み手の権力勾配を指摘

して書き手中心の作文教育の妥当性を説くことで理論的に応答し、 書き手の共同体とピ

ア ・ レスポンスの体系化によって実践的に応答した。

ヱ／レボウの作文教育論の意義は、 書き手と読み手の 「離隔jと 「 接続jにある。 まず、

書き手に読み手から一 旦距離を置いて文章を書かせることで、 書き手自身のディスコ ース

に没頭する機会を書き手に保障する。 こうすることで書き手にとって自弓表現しやすい状

況が生まれるのである。 議事くことの心理的な任迫感を軽減し、 傭人のディスコ ースに没頭

させることで自己表現を促すのが、 「フリ ー ライティングjの効用である。

その後に、 一 度距離を置いた読み手と対話する機会を与える。 このとき、 エ ノレボウは読

み手を教員に限定せず、 教室にいるすべての人を読み手とする。 すべての人が書き手であ

ると問時に、 読み手である状況がっくり出されることで、 効果的なフィー ドパックの方法

を学べる環境が整う。 このように教室において学生を書き手z読み手の状況へと誘うこと

で、 自立的に作文に臨む学生集団を構築したものが 「書き手の共同体jである。

ただし、 読み手が自由にフィー ド
、
パックをする状況を放置すると、 評｛匝者である読み手

は被評催者である書き手よりも優位になり、 読み手と書き手の間に権力勾配が生じる。 こ

れを調整するためにエ ルボウはr 1:::
0
ア・ レスポンスの体系化jによって、 読み手のフィー

ドバックの形態に一時的に制限を加える。 この制設を段階的に解放するエ ノレボウの作文教

育実践は、 書き手が自己表現することを奨励するだけでなく、 書き手に対してどのような

観点からフィー ドパックを行うべきかを読み手に認識させることをもその射程としており、

学生を書き手としても読み手としても育てることまでもが企図されている。
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論文要約

提出者氏名 足立洗稀 l指導教員｜主l�uul則一

論文題目
林野滋樹の英語教育論に関する 一考察
一英文法の指導に焦点を合わせてー

【論文内容の要約】

本稿は、 戦後英語教育界、 特に新英語教育研究会において、 英文法指導の理論的支柱の

一人として知られる林野滋樹の英語教育論を、 実践の比較検討も踏まえて、 考察するもの

である。 林野は、1921年兵庫県に生まれ、 兵庫県の公立中学校の英語科教師としておよそ

30年間勤務し、 その関多くの実践を残した。その途中、1965年に大西克彦に誘われ、 技能

習得に重きを置く時代の中で英語教育を通じた人間形成を重視する新英語教育研究会に入

会する。 入会後、 林野は、 機関誌『新英語教育Jへの投稿を通じて、 実践に基づいた理論

を展開していった。 林野の理論の最大の特徴として、 その根底に 「 労働j という概念が貫

かれているという点が挙げられる。

は、 林野の理論形成過程を概観した。 その際、 林野の生きた時代を、 三期に区

分し、 理論形成に影響を与えた当時の教育界の動向 や理論家 ・ 実践家を捉えた。 これによ

り、 1958年の学習指導要領改訂や1963年に制定された義務教育諸学校の教科用醤書の無

償措量に関する法律、 当時典型的な指導法であったCharlesC. Friesによるパ タ ー ン ・ プラ

クティス、 新英語教育研究会への入会、 小川太郎、 滝沢昭義 や小山内洗、 黒J 11泰男や寺島

隆吉の影響力が大きいことが明らかとなった。

第二章では、 林野の英語教育論について、 毘的論、 言語観、 自襟論、 言語教育論の四つ

の観点から整理した。 林野の理論では、 意味や状況を付与した 「言語Jと 「 昔話活動Jの

統一的指導を行うことで、 「語学力Jと人間形成の統一的発展が目指された。 これは、 「生

きたj言語を扱う、 林野の、 「 労働Jを基礎とした言語観に支えられていた。 この言語観に

おいては、 実世界に対する認識や思考、 すなわち 「内言j の生成が促され、 その結果それ

に基づく 「 自己表現j が可能となるのである。

第三章では、 林野の理論を英文法指導という仰j面から分析した。 分析にあたって、 パ タ

ー ン ・ プラクティスに基づく指導と林野を批判した寺島による 「 記号づけj 実践を比較対

象とした。比較する指導項目としては、第3文裂の指導の実践を取り上げた。これにより、

「 労犠jの観点を貫いた教材や例文をもとに、 「語学力」と人間形成の統一的発展を試みた

林野の特徴を浮き彫りにした。

最後に、 林野から得られる現代的示唆をまとめた。林野は 「 労働jを基礎に置くことで、

生徒の 「内言Jや身の臣りの現実世界に即した教材編成や指導を実現した。これにより 「語

学力Jと人間形成の統一的発展を試みた。 技能習得が過剰に重視され、 効率主義 ・ 網羅主

義に陥っているとされる今日の英語教育において、 患考力をはじめとする人間形成の視点、

への重きを増やし、語学力の向上と再立させる英語教育への転換が必要ではないだろうか。
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論文要約

提出者氏名 鎌田祥輝 ！指導教員 l 主 1：：恵 ！副 1::
論文題自

板倉聖宣の仮説実験授業に関する 一考察
一一科学観と科学教育観を手がかりに一一

【論文内容の要約】

本稿では、 伎説実験援業提唱者の板倉翌宣の科学観・科学教育観に着目する。 仮説実験

授業は、 「科学の概念をすべての子どもに身に付けさせるHllll語から多数の先行研究で検討

されているが、 これは仮説実験授業の臣擦の一つでしかない。 一方で末藤美津子は仮説実

験援業の考え方の根底にある、 板倉の科学観 ・ 科学教育観自体を検討し、 科学的な思考の

育成の側面に光を当てた。 しかしながら、 それらは授業理論と関連付けて考察されていな

い。 本稿では、 板倉の科学観 ・ 科学教育観と授業の理論を関連付けて検討することで、 板

倉が本来昌指していた教青自的と結びつけて仮説実験授業を再評価することを閥的とする。

1章では、 板倉の科学観と科学教育観の内実を検討した。 板倉はf科学的な考え方と

はどうし1うことかJとし1う から、 「 科学的認識の発農法員IJJを導き出すという姿勢

で科学史研究を行なった。 その結果、 主体的な問題意識に基づき、 常識とは異なる自然観

を発想、の源として、 大胆な予想、を立て、 実験による予想、の成否の検証を繰り返すことが、

科学的認識の発壌に必、要であることを、 板倉は見出した。

板倉は 「 デマ貰蓄とか他人にまどわされぬ主体的な人間を確立することjを科学教育の

目的に据えた。 そのために、 予想、 ・ 実験を繰り返す科学の方法が重要であると考えた。 板

倉は、 適用範閤の広い科学の基本的な概念や法則の良さを子どもたちに実感させることを

通して、 科学の方法を教えることを目指した。

2章では、 仮説実験授業の理論と、 板倉が作成に携わった授業審＜ばねとカ＞を検討

し、叙説実験設業の中に板倉の科学観 ・ 科学教育観が反映されていることを明らかにした。

予想・討論・実験を繰り返し、 子どもたちが仮説を形成・変更するという授業の過程は、

科学の方法を遺体験するものである。 さらに授業書の問題では、 常識的な考え方と力の概

念を患いた科学の論理を何度も対立させ、 力の原理の有効性を納得させる構成をとるとと

もに、 盲目的に理論を適用せず、 自身の藍感をもとに理論を疑う必要性がある問題も導入

され、 板倉の教育問的である 「主体的な人間の形成jが意識されている。

本稿での検討により、 板倉の科学教育の目的が仮説実験授業に反映されていることが明

らかになった。 一方で、 f デマに惑わされない主体的な人間jとは、 板倉が科学史研究で散

り上げた人物のように、関題を見出した持に常識にとらわれずに予想、を自身で考え、実験・

検証を繰り返す人間であると考えられる。 ただし選択肢で予想、を提示する仮説実験授業だ

けでは目的達成に鰻界がある。 仮説実験授業の成果を評価するために、 仮説実験授業の外

の文脈で、 未知の事象に対する子どもの姿勢を検討することが今後の課題である。
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論文要約

進藤梨紗子 l 指導教員 l 主 l 西岡加名恵先生同 l 石井英真先生

論文題目 神戸伊三郎による理科学習の理論と実践

【論文内容の要約】

本稿では、 大正自由教育期の理科教育の実践者・理論家である神戸伊三郎の理科学習理
論について考察する。 神戸伊三郎は、明治17年に生まれ、奈良女子高等師範学校F付属小学
校で理科の説導として勤める傍ら、 「 新学習課程Jを始めとする自身の教育理論について著
作を多く残した。 木下竹次主事の元、 f学習法j理論を実践に移す一方で、、 理科書の編纂に
かかわりを持つなど、 理論家としての側面と実践家としての側面を持つ点が特徴である。

は、 第一次世界大戦後の理科教育振興以降の、 神戸の理論と関連深い事項を中
心に、神戸以前の理科教育を概観した。発見的教授法に代表される神戸以前の児童実験は、
実験を単純作業の訓練と捉えた点が課題であった。 神戸は児童が実験を究理解明の手段と
して用いることができるよう指導した点で、 当時においても先進的であった。

第二章で、は神戸の学習理論について、神戸が影響を受けた教育理論と共に考察を行った。
神戸の理科教育理論において 「独創工夫の精神J の諦養は理科学習の目的とされ、 生活を
向上させるような知識・技術の晋得が自指された。 神戸の提唱した f 新学習課謹J は、 児
童の 「疑問j を起点とする授業構成を形作る手段であり、 主体的な学びが生活の向上に不
可欠な要素であったことが見て取れる。 ゼ

、ネラノレサイエンスに関しでも、 生活に根差した
科目横断的な教材選びという観点から採用された。

第三章では、 神戸の学習理論を実践と比較しながら検討した。 実践においては、 独自学
習の段階で研究題材を児童自身に選ばせた点や、 相互学習の段階においても予め教師が授
業の方向性を押し付けるのではなく、 児童の興味を学習へとつなげるように授業を構成し
ていた点で、 児童の主体性を重んじる実践であったと言えよう。 一方で、、 神戸の重視した
科学読物による学習については、 本実践では言及がなかった。

最後に、 神戸への批判と課題について考察した。 児童の自学自習の習慣づけが国難で
ある点、 教師の児童主体の意識が不足している点、 学習臣標が抽象的になる点などが神戸
の理論の課題である。 しかし神戸は、 実践記録を多く残し、 そこに自身の理論をよく反映
させており、 児童主体の理科学習を具体的実践まで落とし込んで、いる。 神戸の功績は、 児
童自身が抱いた疑問を基に行われる児童の主体的な学びを実現するために、 児童の認識に
着目した理論「新学習課程J を構築した点と、 この理論を実現する中で問題解決の方法と
して児童実験とぜネラルサイエンスを位置づけた点であると言えるだろう。
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論文要約

提出者氏名 自議有貴恵 l 指導教員｜主｜石井 ｜冒l l 西岡

論文題隠
真船和夫の理科教育論
一生物学教育に関する所論に着目してー

｛論文内容の要約】

本穣では戦後の生物学教育に携わった真船和夫に着目し、 真船の理論および東京生物サ

ークノレで行われた実践について検討する。 真船は生物学の革新期であった1960年代にお

いて、新しい生物学の体系を取り入れた系統的な生物学教育を行うことを目指した。また、

これを実現しようとする過程で、生物学の基本的な概念についても明らかにしようとした。

これに対して、 当時の真船と対照的な生物学教育を目指そうとした団体として、 京都理科

サ ークノレの存在があった。 本稿では、 真船の理論および東京生物サ ー クノレで行われた実践

を京都理科サ ー クノレと比較検討することで、 真船の生物学教脊の意義と課題を明らかにす

る。

第l章では、 真船と京都理科サ ークノレの理科教育論・生物学教育論を比較し、 真船の理

論の特徴を明らかにした。 其船は理科教育論においては、 ソピエトの影響を受け、 自然科

学によって明らかにされた客観的真理を子どもたちに体系的に学費させることを重視して

いた。 生物学教育論においては、 当時の最新の生物学の体系を子どもたちに学ばせ、 子ど

もたちに科学的な生命観を身につけさせようとした。 京都理科サ ークルからは、

論は生物を「生命jという点のみで追求し、 「生活Jと切り離して考えているとの批判がな

された。 両者の理論の比較および論争からは、 生物学教青の議論は「生物をどのようにと

らえるべきかjという の議論をも含むものであることが示された。

第2章では、 をもとにした東京生物サ ー クルの実践と生物の具体的な撞の生

活に焦点を当てた京都理科サ ークルの実践について比較した。 京都理科サ ー クノレのクモの

は、 子どもたちのクモの生態への興味を引き出すという点では効果があったが、 そこ

から生物の生活に対する包括的な理解を深めさせるという点では課題が残った。 東京生物

サ ー クノレの実践は、 野外実習を取り入れることで、 生態的な視点が弱し1という真船の理論

の欠点を克服するとともに、 其体的な生物の観察を通して、 子どもたちに議論させること

で生物の一 般的な姿をとらえさせようとするものであった。 間サ ークノレの実践からは、 生

物の観察から生まれた子供たちの気づきを生物の一 般性の曙解へと発展させることの大切

さが明らかになった。

以上のように、 本議では真船の生物学教育の意義と課題を明らかにした。 本稿の課題と

しては、 東京生物サ ークノレと京都理科サ ー クノレの実践を複数の単元にわたって比較検討す

ることができなかった点である。 両サ ー クノレの実践をより包括的に検討し、 生物学教育を

「生命jとf生活jの観点からどのように構築するべきかについての考察は今後の課題と

したい。
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論文要約

提出者氏名 三毛務花 指導教員 i 主 i 石井 部｜西間

論文題目 勝部真長の道徳教育論に関する検討

【論文内容の要約〕

修身科の廃止以来、その目的や内容 に関して議論されることは少なかった道誌だが、2015

年 3月に小・中学校の学習指導要領が一部改正され 「特別の教科 道徳、jとして教科牝さ

れた。 1957年の道徳の時間の特設に尽力した人物の一人である勝部真長は、 修身科批判の

鼠潮が強かった時代において、 基礎知識の教授の重要性を説いた点 に特異性があり、 それ

は現行の学習指導要領と相通じる考え方であるとも設える。 しかし、 先行研究では勝部の

道徳 に対する内容. §I的と方法論の関連には触れられておらず、 本稿ではこれらの点を明

らか にしたよで、 「特別の教科 道徳j における有用な点を考えることを告的とする。

第1章では 「道徳の時間Jの特設に至るまでの経緯をまとめた。 「学耕jの発布を起源と

する修身科は、 太平洋戦争に伴って改変されたのち、 G註Qによって廃止され、 社会科とな

ったが、 後にその限界が示唆されf道徳の時間Jが特設された。 特設道徳、は、 学校の教育

活動全体を通じて行う道徳、教育を補充・深化・統合するための時開であったが、 賛成論を

展開したのはごく一部の人々であった。

第2章では勝部の道徳教育論 について、 第l節で道錯思想、とその背景にある勝部の日本

社会 に対する見方を、第2節では道徳教育 における内容と目的を、第3節で 「道徳、の時間J

の特設における方法論を取り上げた。 勝部は、 道徳を大きく 「 技術規範Jと 「道徳規範J

に分けた上で、 「道徳規範Jにおいて過去の文化の中で大切にされてきた価値を元に彼なり

の徳目をまとめている。 そして、 世界協力が要請される時代に瀧った日本人の性格変革を

求めながらも、日本人としての自信の禄源として 「 古典的なものJの継承を主張していた。

また、 学校教育の目的を 「人格の完成」と 「 富民の育成jとした上で、 本来家患で教育す

べきものを止むを得ず学校が引き受けているという立場を取っており、 その学校で行うべ

き道徳教育としては、 「 直接的方法jと 「間接的方法jを組み合わせ、 「習慣化・内面化・

社会化Jという三段階のうち 「内苗化Jを図る場として特設道徳を定め、 教科指導やその

他の教科外指導など学校教育全体を通じて行うものと述べている。

第3章では勝部の在籍していたお茶の水女子大学の鮒属中学校 における道徳実践につい

て取り上げた。 勝部の理論は、 大きく（1）徳田（2）寵接的方法と開接的方法（3）内面化の3

点から皮映されていると言うことができょう。

最後に現在の道徳、の教科化 における勝部理論の意義と課題をまとめた。 「特別の教科 道

徳J において重視されるのは、 道徳の 「 内面化jとも蓄え、 この点で勝部の方法論は有用

なものたり得ると考えられるが、 勝部の理論はあくまで理論であり、 実現が難しい。 教科

北に伴って教師側の負担をどう減らすかが今後の道徳教育 における課題と言える。
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論文要約

提出者氏名 見鳥 大樹 ｜指導教員1主｜石井英真I ;,JI西田加名車

論文題目
長関文雄の社会科教育論

-rくこの子＞の拓く学習法jの追究一

【論文内容の要約】

本稿は長岡文雄の社会科教青論を「子ども理解j めた長関の指導性に関する理論を

まとめ、 実践でどのように生かされていたのかを検討するものである。 長陣文雄は奈良女

子高等師範学校F付属小学校に赴任してからは約40年間f奈良プランjのfしごとj実践家

として実践的研究を行った。 その指導における最大の特徴として一 人ひとりの「子ども理

解jを重視した点が挙げられる。

第1 の実践に影響を与えた木下竹次の学習法とそれを改革した重松驚泰、 そし

て長岡が指導に当たった時代の社会科教育の時代背景について概観した。 木下竹次の学習

法や合科学習は教え込みから脱却した自律型学習という点で大正時代の新教育を代表する

理論であったが、 分科学習を軽視した点にその限界があった。 戦後重松薦泰による改革で

合科学習は「奈良プランJとして生まれ変わり、 現をまで続く奈良女大学附震小学校の代

表的実践となった。 これは戦前から蓄えられてきた理論と実践があったからこそ戦後社会

科新教育が1950年代以韓消えていく中、 実践が統けられていったと考えられる。

2章では長岡の社会科教育論を「子ども理解jを含めた指導の観点で整理した。 長関

は教青の目標を未知の事態に対応する能力と考え、 子どもが自分自身の学習法を確立する

必要性を説き、 そのためには追究の姿勢をつけさせることを重視していた。 また、 指導の

ためには子どもを理解することの震要性を説き、 そのために子どもに自身を表現させる機

会を多数設けること、 教師が子どもと対等に学ぶことの重要性を説いた。 教材選びとして

は子どもたちを理解したうえで彼らの中に共通する ら出発することを心がけて

いた。 また、 長時に対する批判を検討し、 その多くは長岡が社会認識を獲得させるという

視点が欠けていることを示した。

3章では長関の実践の具体例を挙げ、 理論がどう指導に表れているかを検討した。 そ

の結果、 対等の発言者として学ぶ姿勢を示しつつも、 議論の方向付けや追究を促す発言を

することで長岡は一 葉して子どもたちに追究させていく指導を行っていたことを明らかに

した。 しかし社会認識の獲得を軽視する点や、 授業に対する準備不足という点では課題が

みられた。

以上より本稿で、行った長関の社会科教育論の検討の意義として、 長陪の指導は先行研究

が明らかにした「学級づくりJだけでなく、 それも含め一 貫して「子どもの追究をうなが

すJという点に通じていたということを明らかにした点である。 子ども理解や f学級づく

りJ、授業中の方向付け等その指導は子どもに追究を行わせ、 自身の意見を持たせ、 自分だ

けの「学習法Jを確立させるという点につながっていたのである。
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論文題自
中内敏夫の学力モデル論に関する 一考察

- r習熟jの位置づけに焦点を合わせて 一

【論文内容の要約】

本稿では1967年から1998年までの中内敏夫の学カモデ
、
ルに着屈し、 「習熟jの観点から

中内を検討する。 中内は学力がつかない原因を生徒の態度に求め、 教師の指導方法や教育

課程の検討の回路を断ってしまうという態度主義に陥ることを警戒していた。 そして態度

概念に対して 「習熟J 概念を提起した。 従来の先狩研究では中内の学力モデルの変化に沿

って 「習熟J論を十分に検討されていなかった。 そのため本稿では中内の学力モデルの変

化に沿いながら 「習熟J 概念を考察し、 中内の 「習熟J論の内容をより明確にすることを

罰的としている。

では中内の「菅熟j論の提唱の背景を考察した。 戦後の学力低下論争から生まれ

てきた態度概念を受け継ぎながら、 広間亮蔵は三層構造の学カモヂノレを提唱した。 この学

力モデルは学力と人格を分けて考える二元論的発想、であり、 それは広間の教材論にも見て

取れた。これに対して中内は広関の二元論を批判する形で学力モデノレと教材論を提起した。

この中内の 概念の提唱により、 態度概念を重損することでは成せなかった、 すべ

ての子どもに一 定の学力を保障するという道を切り拓いた。

は中内の 「習熟j論の変化を検討した。 中内の提唱した 「習熟j 概念は、1970

年代中頃から京都を中心に展開された到達度評価運動を発展の母体としていった。 京都到

達度評価研究会は、 中内の 「習熟j論を批判しながら独患の学力形成モデルを展開した。

これに対して中内は、 京都到達度評価研究会の学力形成モデルは教材 が位置づけられてい

ないと指摘した。 その上でこの開題を乗り越えようと新たに指導過程の三次元 モデ
、
ノレを中

内は提起した。 しかし、 これは逆に京都到達度評錨研究会の学力形成モデ
、
／レにはあった、

子どもの学力の認知的要素と靖意的要素の発達の系それぞれと、 教授・学習過程との関係

性を示すことが抜け落ちていた。 この課題を解決するために、 京都到達度評儲研究会の学

力形成モデルに影響を受けながら、 学力モデルと学力形成モデ
、
／レを統合させた、 円形モデ

ノレを中内は提起した。 円形モデノレの中で、中内は 「習熟jの位置づけを変化させていった。

最後に木幡寛の社会科の教育実践を取り上げて円形モデルが妥当であることを考

察した。

以上のように本稿では中内の 「 翌熟J論 し、 その意義を明らかにし、 中内の円形

モデルの妥当性を検討していった。 ただし、 中内は 「習熟J論を、 ヴィゴツキ ー学派の理

論で一 貫して説明しているため、 「習熟j概念の変化に伴ってヴィゴツキ ー学派の理論の受

容の仕方も変化したのではないかと考えられるが、 ここでは検討できなかった。 今後の課

題としたい。
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論文要約

提出者氏名 や山ま本もと ま庄さ哉や l指導教員｜主｜石井英真｜副｜西岡加名恵

論文題毘
塩野直道の数学教育論に関する 一 考察
_f数理思想jの形成に着自してー

｛論文内容の婆約］

本稿では、『等常小学算手i吋 った塩野直道の数学教育論に焦点を合わせ、 彼

の数学教育論の中心にあった f数理思想、j の特質及びその開発の方法について検討した。

は、 塩野の言うf数理思想、jの特質について敢り上げた。 まず『尋常小学算宇野J

されるに歪った当時の麓史的な背景を概観した。 塩野は、『尋常小学算術J編纂当時

の算術教育を、 実際生活に役立たせることを自的とした実用主義的なものが主流をなして

いると指摘し、 卑近な実用主義にならない普遍的な自諜として、 「数理思想、の開発jを掲げ

た。 塩野は、 真理を把握して喜びを感じる心の養成を教育の理想、としており、 数学教青に

おいて追究する真理の対象として数理を位置付けている。 f数理思想、Jとは、 真理を愛好し

るという人関の高い精神を養うために、 数理の方臨において異体化したものと考え

られる。 そこでは、 数理の獲得過程における精神の絢治を前提として、 算数教育を通して

知育のみならず、徳育の形成を意関していた。その過程で養われるものが数理患懇であり、

のものの知識や数学的な見方・考え方を内包した、 人間の精神的なはたらきに焦点

を合わせたものであることを明らかにした。

は、 f数理思想J開発の方法について、『尋常小学算討を』を自標論・教材の選択 ・

配列の観点から検討した。 塩野は、 数理の系統を根幹としながらも、 f 児童の心理に立脚す

ることjと、り号室の体験に訴えさせることjの2点を方法上の原剥としている。 その探知

に基づき、 数理iこ興味を抱き、 事物現象を数理的に理解し処理していくという態度

と、 その技術の獲得が意図されている。 そのために、 性震の異なる3つの問題群を有機的

に関連させながら、 児童の 「数理思想、jを開発しようとした。 その際、 塩野はり思議なり

の数理の把援の仕方J を大切にし、 児童の心理的段階に即しながら精神的態度を育むべき

である、という一 貫した考えのもと、開題の選択・配列を行っていたことを明らかにした。

時代の変化に依らない高い精神性を有した算数教育の自擦のもと、 算数・数学の学留を

過して、 知育のみならず徳育の形成を意図する、 人間教育としての数学教育を構想した点

に、 準野の数理思想及びその開発の意義があると考えられる。 しかし、 f 糖神絢治Jを表す

用語として掲げられた 「数理思想、jは、 「態度jが強調され、 ややもすると、 過度の 「精神

的鍛練j につながり、 思考の過程を重視した結果、 学問としての数学の体系とそぐわない

危うさを存しているものでもあると言える。

なお、 塩野の言う f数理思想、j が、 その後どのように展開し、 現代に引き継がれている

か、 時代の流れを考慮、しながら、『尋常小学算術J以後の教科書にも自を向けて、 明らかに

することを今後の課題とする。
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