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｛研究論文｝

宮原武夫による授業づくりの発想、の変容

一一一「教育課程論的発想Jと「授業論的発想j をいかに統一する

若松大輔

1 .は乙めに

近年、教師の授業づくりを画一化することで、一定

の授業の震を姐保しようとする「授業のスタンダード

イむという動きが顕著になっている。この「授業のス

タンダード化j は、教育の現場の外部から、教師と子

どもを統制するものである。その結果として、スタン

ダードは、教師から、批判的なまなざしをもって主体

くる力を奪取するように機能している。

〕のスタンダードに基づく機械的な授業の設計とその

遂行では、予め設定された枠組みを越え出る豊かな学

びは生じないと指摘されているIo

この動向を許した要民の lつは、 1990年代に、「教

えJから「学びj へのパラダイム転換と結びついて、

という教師像を受容したことがある

だろう。それにより、教師の授業づくりに関しては、

事後の振り返りが強調され、事前の設計が軽視される

ことになった九この動きに呼応して、授業の講想や「教

えること（teaching)Jの理論的な研究も後最に退いて

しまったようである。この理論の空白状況が、「授業の

スタンダードfねとしづ政策を受け入れる素地をつく

ってしまったのではないだろうか。したがって、ここ

に、授業づくりの主体としての教師を立ち上げるため

に、単なる f授業j論でも「教職の専門性J論でもな

く、授業論と教師論が重なり合う f授業づくり」の理

論を研究する必要性がある。

授業づくりに関する理論的研究の 1つは、自本の民

間教官研究団体の教師たちの議論を手がかりにしてき

た3。その上で、民関教育研究団体の議論の中には、教

師の授業づくりに関する重要な論点を含みもつにもか

かわらず、その後十分に検討されてこなかった枠組み

も存在している。その lつが、 1985年に二杉孝司が歴

史教育者協議会（以下、「歴教協J）で提起した、「教育
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課程論（教科論）的発想、Jと「授業論的発想j とし1う

授業づくりの発想、に関する枠組みである＼ r教育課程

論的発想、」とは、例えば年間プランの作成の際の、何

を教えるべきかという観点を先行させた授業づくりの

発想、を意味し、「授業論的発想Jとは、 1時間ごとの授

業で何ならば教えられるのかという観点に基づく発想

を指している。この提超の背景には、 1960年代lこ「教

育課謹の自主編成運動j の中で、何をどのような順序

で教えるべきかを議論してプランを開発していた時期

から、 1970年代後半に入ると安井俊夫に代表される

「動く 実践に光が当てられるようになり、歴

教協内の実践や研究の重点が変化してきたということ

がある。つまり、長期的なカリキュラムの開発から、

毎時の授業へ、議論の焦点が移り変わっていく中で、

それらにおける授業づくりの発想の違いが自覚されて

きたのである。 1980年代に、相対的に独自な授業づく

りの発想である「教育課程論的発想j と「授業論的発

想、j をし1かに統一するかとしづ研究課題が提起された

ものの、十分に進展することはなかった。その背景に

は、 1980年代の授業づくりに関する熊点が、「教育技

術の法則化運動j のように教育内容とは切り離された

教授行為や、「授業づくりネットワーク運動jのように

l回の授業過桂に置かれがちで、あったことが考えられ

る。また、二杉の提起は、概念枠組みの直観的な提示

に過ぎず、その論文に立ち返ってみても、 2つの授業

づくりの発想の内実を明らかにすることはできない。

そこで、本稿では、摩教協の宮原武夫による授業づ

くりの変容過程に着目して、二杉の提起した枠組みを

検討する。宮原を研究対象とする理由は、歴教協にお

いて宮原が、 1960年代後半にカリキュラム開発を精力

的に行い、 1970年代には安井俊夫らと相互に影響を与

え合い、自らの授業づくりのモードを変震させていっ



た人物だからである。つまり、二杉による提起の背景

にあった変化を、一人の人物の中で経験した稀有な実

践家だからである。よって、その変容のロジックが、

授業づくりの発想、の枠組みを検討する手がかりになる

と考えられる。

宮涼に関する先行研究には、本多公栄5と前田徳、弘6

の論文がある。本多は、宮東が 1979年に行った

京遷都j実践を中心に取り上げて、授業の分析を行っ

ている。また前回は、この「平安京遷都J実践が加藤

公明の「考える日本史j実銭を生み出すI[接の契機と

なったことを指播している。しかしながち、いずれも、

を対象としていて、 f授業づくり jを対

象としたものではない。そこで本稿は、宮涼による授

業づくりの変容過程における論理に焦点を合わせ、

杉によって提起された競念枠組みの内実を明らかにし、

授業づくりの理論における示唆を得ることを自的とす

る。

2. 人民闘争史カリキュラムの繕或

( 1)教育英銭の課題としての f敗北史観j

1959年に習

制課程の教諭に採用されてから、

る1987年まで、ずっと習

志野高校の定時制課程で主に日

たちは、

寮か

経済的状況を理由

1た＼高

ていた定時制の子ども

てきて働きながら社員

く

1子

加するとし1う雰盟気が形成されていたという 80

宮療は、 1959年に教諭として正式採用されたものの、

1961年までは東京都立大学大学院人文科学研究科の

大学院生でもあり、その後も授業が始まる夕方まで自

身の専円である日本古代史の研究に没頭していた。事丘

機が訪れたのは、歴教協第 19関全国大会

に参加した 1967年である。まず、この東京大会を契機

に、千葉県歴史教育者協議会（以下、「千葉県歴教協J)

が再建され、

この東京大会の日本史分科会における

よる f農民史を中心とした昌本史の研究j
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報告を聞き、子どもの「敗北史観j の克服を、自身の

教育実践上の研究課題として意識するようになった＼

「敗北史観j を次のように説明する。それは

「例えば、江戸時代の百姓一撲の話をするばあい、教

師は、武士の搾取のひどさ、百姓のくらしのひどさを

強調したあと、一撲に立ちあがり年貢減免などの目標

をかちとった百姓たちのすばらしさを教えるのが普通

である。…・・・しかし、実際に授業をして、感想、をきい

てみると、教師の期待に茂して、何人かの子どもは、

－『し1くら関っても結局は敗けてしまう。関うだ、け

などと答えてくる。このように、教師の期待に

反して、民衆の歴史を控折と敗北の歴史とみる、子ど

もの歴史認識の一つの傾向d性j 10のことである。つま

り、「敗北史観jとは、歴史をつくってきた人民の欝い

に対して儲値を認めない子どもの躍史認識の傾向性を

指している。そ 教師が教えようと意図し

た認識内容と、子ども

ズレが生じていることを問題視し、

従来の「敗北史観j克服を目指した授業に

は、「人誌関争の継承と発展を重視する方法jとf生産

の発展という観点で人民鶴争の成果を確認する方法j

という 2つのアブコローチがあったと指摘する。剖えば、

士一撲を例に取ると、 lつ自のアプローチは、

三や中堅紀元らによるもので、鎌倉と

江戸の百姓一授や、さらには明治の自

正の労働運動と小作争議まで、発麗継承することを説

明することで、土台としての土ー授の意義を教えるも

のである。しかしながら、この方法では、継承される

ことに意義があるとしても、当の土一挟時代は敗北し

たことになると指摘する。 2つ自のアプローチは、愛

よるもので、一授としづ武装

させられたとしても、水利権や入会

権の確保には成功しているという f生産jの観点から、

ー撲を意味づける方法である1＼次項で、この 2つの

アブローチを用いて構想された宮原の「ことー授j実践

していこう。

c 2) r土一接j英語の検討

実践は、 1屈の授業ではなく、 f鎌倉時代

の農業から幕藩体制の確立jまでの単元である。その

単元構成の原理は、 fすでに世間に存権する日本史の概



説を教えるのではなく、人民の闘いを教えるのが目的

であるからj限られた時間の中では「元造、鎌倉幕府

滅亡の原悶、建武の新政、倭定、応仁の乱の原因と結

果など、私の論理で土ー撲に直接関係ないと患われる

項目は、思い切って省略したJと述べているように、

既存の「鎌倉時代Jや「江戸時代Jのような政体を根

拠にするのではなく、「土ー挟時代jとしづ人民闘争史

における時代区分を根拠としている120

授業は、事前に設問を掲載したプリントを配布し、

その設問に沿った講義で進められる。この設問は、

一撲とはなにかJや「鎌倉時代から室町時代にかけて、

農民が二毛作、三毛作を実現するためにはどんな技術

的条件が必要で、あったかJのような、人民爵争史とい

う観点から歴史を捉える上で重要な概念を説明するた

めのものである。 1回の授業（40分）で、 2間か 3間

扱って講義している。

ンケートの結果、「土ー撲j実践を通して、

子どもの「敗北史観Jは克服されたとしづ。例えば、

ある子どもは、「前に勉強した歴史では何か鐘い人が臆

史をかえていくように解釈したけれど、今では少

えも変わってきた。農民一人一人のノJ，さい力が集団し

て歴史をかえていくようになったのだ、と思し 1ますJと

述べている。この子どもの意見を見る眼り、宮原が「土

一撲J実践で金歯した、人民の闘いの意義を苔定する

f敗北史観Jの克服は、成功していると言える。

しかし、「土一撲j 実践の翌年 1971年に行った f百

姓ー撲の時代j実践を通して、新たな課題が浮上する

ことになった。「士一挟j実践同様に、 f敗北史観j克

服を目指した f百姓ー撲の時代」実践後に、次のよう

に書く農村出身の矢吹和男という子どもに出会ったの

である。それは「先生が非常に重要規して、授業でも

よく出てきた農民の立場からみた日本史というのは、

あまりおもしろくは感じることができませんでした。

僕もいなかのちっぽけな百姓の子供だから最初からい

やだという撮るがあったせいかも知れませんが、で、も、

事実農民の力は弱く、個々の権力はほとんどないと開

じです。……一撲や打ちこわしが、本当に農民の知恵

だけで、ゃったとは信じられません。指導者は荏姓のも

のじゃないようにも思えます。農民は歴史を変えたの

ではなく、道具として用いられたにすぎないのです。

これは、僕が農民は弱いとしづ観念しかないので、こ
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のようにしか考えられないので自信はありませんが、

なんとなく、自本史で学んだ農民の立場というものが

事実と思う気になれませんでしたJ13というものであ

る。この感想、は、一見すると宮原が問題視してきた「敗

北史観j であるとも捉えられる。しかし、売服を目指

していた「敗北史観jが観念的なニヒリズムであるの

に対して、矢吹は、自身の生活経験と官涼の提示した

歴史の見方を対決させ、その上で、宮原が描く歴史の

体系に対して異議申し立てをしたのである。この矢吹

の異議申し立てによって、宮原自身、教育内容を変革

するだけの授業づくりにおける課題を意識するように

なってきた。つまり、この時期の授業づくりは、人民

闘争史という子どもの外部にある科学の成果のみを構

想の観点とし、間有名読をもった現実の子どもの生活

を構想、の観点にしていなかったのである。このことの

問題を宮原は、矢吹の異議申し立てが行われた時点で

は「教師が与える知識によって、生徒の生活体験に裏

づけられた歴史の見方、考え方、麿史意識といってよ

いのであろうか、そういうものを変えることはむつか

しいj1'1としづ意味で、受け取っている。すなわち、個々

の子どもの生活を加味しなければ、科学の成果を十分

に認識させることはできないという意味で把握してい

る。しかしながら、 1970年代の教科書裁判の経験など

を経て、授業づくりにおける f子どもJや「生活Jの

問題は、より積極的な意味をもつようになる。この点

に関しては次節で検討するとして、まず次に 1960年代

後半から 1970年代初頭までの f敗北史観J克服を目指

した授業づくりの発想、に関して考察しておこう。

( 3）宮原武夫による「教書課程論的発想j

「土一挟J実践が、 1時間の授業ではなく、単元レ

ベルで構想、されていたことは既に指摘した。しかしな

がら、実践報告を行ったのは単元レベルであるものの、

授業づくりの発想としては、まず人民闘争史カジキュ

ラム全体を描き、その中に「士一挟Jや「百姓一撲J

とし1う単元を位置づけているヘ

宮原は、授業づくりの発想に関して、 f従来の私の授

業は『その日暮らし』の授業で、あった。今日の授業が、

一週間後、一ヶ月後の授業にどう活かされるのか皆医

見当がつかなかった。土一挟時代の授業をやってみて、

授業はどうしても一ヶ丹後、一年後を見通して計匿し



なければならないと痛感したj 16と述べている。この

自身の振り返りも参照して、この時期の設業づく

りの特徴を指摘すると、次のようになる。

授業づくりは、育てたい子どもの姿を描くことから

始まる。つまり、教育自標として f子どもの敗北史観

の克服J、具体的には f人民欝争の意義を理解させるこ

とJを設定することから始まる。「敗北史観jとは、

般的な設業では克服できない、子どもの根強し1歴史認

識である。そこで、宮原は、教育内容を刷新すること

で、「敗北史観Jの克服を試みた。さらに、根強し1認識

を組み替えるために、長期的に、一貫した内容を繰り

返し学ぶことができるように教育課種をデザインして

いる。したがって、宮捺による「必ず害調印払仏政相

の特徴は、育てたい子ども像を題点とした f長期的な

見通しJと f教育内饗の精選Jであると言える。

しかしながら、この時期の「教育課程論的発想、j の

中には、授業論は含まれていない。さらに、「敗北史観j

という子ども一般の傾向性は捜野に入っているものの、

田有名詞をもった生活の中に生きる子どもへのまなざ

しはない。そのことの限界が、矢吹による異議申し立

てという形で表部化することになった。したがって、

と f教育課程j を特徴とする宮原の設業づく

りの課題は、

課程j と

3.操業論への鷲詰

の統一ならびに

( 1 ）学審の主体としての子ども

し立てによって、「子どもJを再発見し

た宮原が、授業づくりの発想を転換した契機のlつは、

る。官療は、1978年11月13日に、

とし

て法廷に立った。その準-0請の過程で、遠山茂樹の「社

会科の学習内若手と学力j としづ論文と出会い、 1970年

での自

するようになる九遠山論文には、

ものは、藤史観を教えることではなく・…一、将来生徒

が各告に科学的な歴史観を形成できるよう、その土台

としての基礎的な知識の学習と基礎的な思考の訓練を

おこなうことにあります。・…・・生徒と教師の歴史観の

自由は保障されなければなりませんJ18とある。この

論文に照らすと、教科書裁判では、思想、の自患を理由
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に、国側を批判しようとしているにもかかわらず、自

身の実践には教師の思想、の自由はあっても子どもの思

想、の自由はなかったと気づいたのである。そして実際、

証言後の反対尋問で冨側の弁護人から、宮原は、教師

のイデオロギーを子どもに注入していると批判された。

傍聴していた本多公栄から可子どもの思想形成の自

由』が宮原註雷の課題であるjと指摘されたというへ

るもう 1つの契機は、

ークノレの経験である。宮原は、 1973年4月から、船橋市

の飯山瀬小学校に通う子どもの母親

会を始めた。このサークノレは、毎月 1回第l木曜日の午

前中の2時間、宮原の自宅で

始めたころ、宮原は「母親たちが今さら何で歴史を学

ぼうとするのか・…ーすでに学校教育を修了し、

しい母親が、子どもたちのいやがる控史の勉

強をなぜ好んでやろうとするのかj疑問に患っていた。

しかしながら、宮原は、次第に母親たちが「生活と離

れた単なる知識として学ぶのではなく、自分たちの生

活体験を点検し、見読す中で、それと結びつけた所で

学問の成果、科学的知識を身につけようとしている。

そこでその知識は、確告となり、思想、となり、生きる

力となっていく jように学んでいることに気がついた。

すなわち、母親たちは、自身の生活体験に照らして、

し、血肉化していたのであるc

学習サークノレにおける「学替の主体は、テ

キストでも教師でもない、自

習の主体がテキストや教師になってしまってし

の学びとは対照的であると考えた。さらに、「これまで

科学的・民主的な知識を教えていけ

ば子どもの誤った常識は訂正され、それが子どもの生

き方・考え方も変革していくであろうという

考え方が強かったjが、 fそのような知識［科学的・民

と子どもの常識や生活体験とをつきあわ

せ、矛矯に気づかせ、告分の知識の欠陥を自ら訂正す

る方向で、民主的・

ことも重要Jであると認識するようになったへ

は、母親の援史学習サーク

が、何のために、どのように躍史を学ぶのかj という

学校文化に患ii致された授業を相対化すること

ができたのである。 授業における

どもであると考えるようになった。さ



らに、その学習は、各自の生活体験に照らして史実を

吟味することで知識を獲得し、思想にまで高めていく

ものとして描かれた。

< 2) r生活j と f科学Jの統ーとしての F平安京選

都J実接

それぞれの「生活j を教室に持ち込む子どもたちの

患想形成の自由を保障しつつ、「科学Jを恋向すること

は、いかにして可能なのだろうか。教育実践における

「科学Jを、 1970年代初頭までのように、人民鶴争史

という「科学の成果Jに求めるならば、教科書裁判で

明らかになったように、「生活Jと f科学」を統一する

ことはできない。宮原は、この課題を「科学の立場か

らみて［安井の］『楽しくわかる社会科』でよいのかJ

という開いに置き換えて、答えている。

その応答は、1979年2月の千葉県歴教協の研究集会に

おける f子どもの思想、形成の自患と社会科の学力j と

そうとする科学の方法を駆使しようとしているj とい

う意味において、安井実践は科学的であると説いた。

続けて、学力論と関わって「事実にもとづいて（実証

的に）、筋道をたてて（合理的に）考える中で子どもの

患想形成の自由を保障することができますjと述べた。

つまり、 f科学jを「科学の成果」ではなく「科学の手

続きJに求めることで、子どもの思想、形成の自由を保

障して、「生活jと「科学Jを統一することができると

考えたのである。

この背景には、基調講演の冒頭で「森分孝治さんの

『社会科授業構成の理論と方法Jという研究にヒント

を求めながら少し考えて特きたいと患いますJと述べ

ていることからも、森分による批判的合理主義に基づ

く「関かれた科学的社会認識Jの影響が見られるへ

しかしながら、宮原による f科学J観の転換の要閣を、

森分の著書のみに帰すことは妥当ではないだろう。教

科書裁判の準備過程に出会った遠山歴史教育論という

素地があったからこそ、森分の理論を受容することが

できたと考える方が自然である。

以上のような理論的な整理の上に、 1979年6
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月に「平安京選都J実践を行った。この実践は、 2時間

使って、次のように展開した。まず第l時では、都の復

元写真などを見せた後、本持では「なぜ、 794年に政府

は都を奈良から京都に移したのか」という関いについ

て考えることを示す。次lこ、教科書の該当部分を子ど

もに読ませる。そして、自発的に子どもが発言しなか

ったので、座席に従って6人の子どもを指名し、子ども

たちそれぞれの意見を出させる。教科書には「寺院の

勢力が強かったからJという理由しか書いていないの

で、 1人目の子どもがそれを言ってしまった後、宮原は

fたった一つの理由をいわれてしまったからね。あと

は自分で考える。こんな大事業をやるのに、どんな理

由が考えられるかねjと促して、残りの5人にも意見を

提出させている。最後に、宮原が「交通の便利をよく

するためJという理由を付け加えて、 7つの説を提出し

て、第1時の授業は終了している。第2a寺では、 7つの説

のうち、「どの意見が正しいと思うか、またはどの意見

に賛成かJと問うて、支持投票を行っている。実践記

録では、第2時の具体的な授業の様子は割愛されている

ものの、子どもたちは、教師である宮原の説を批判し

て、自説を論理的に補強したとしづ 220 この授業に対

らも、生徒自身の力で問題

たj と臨己

評｛商している2¥

1979年の歴教協第31出全国大会の日本前近

代分科会で、「平安京遷都J実践を報告すると、大阪歴

史教育者協議会の岩田健らから批判を受けることにな

った。岩田らの批判の要点は、次の2点である。 l，長目

は、教材選択に関することで、 f平安京Jは、子どもの

知的格闘に足る教材としてふさわしくないという点で

ある。2点目は、指導性に関することで、宮原の授業は、

教えることが否定されて、子どもの意見は「みんな正

しいj とする不可知論や相対主義に陥る危険性を含ん

でいるという点である2＼したがって、 1980年代以降

に、宮原に課された課題は、どのような教材で、相対

主義に陥らない授業を構想できるかで、あったと言える。

(3）授業の構成原理の理論色

宮原は、 1980年代以降、「生活j と f科学jの統一を

目指した授業の理論化に注力した。 1987年に千葉大学

に赴任して高等学校の現場を離れるものの、「平安京



遷都j実践を発展的に継承した加藤公明の「考える日

本史j の諾実践を念頭に置いて、授業の理論先を行っ

たへそのため、 f平安京遷都J実践に対する批判の応

答は、授業の理論化を通して行われることになった。

f涯史研究と鷺史教育（盤史学習）は、基本

的には同じ構造である。一・…意欲的に歴史認識に立ち

舟かうこと、歴史像を描くことは、研究にも学習にも

ともに不可欠の条件J26であるという立場を一貫して、

授業づくりの理論的検討を行った。まず、教育爵標と

して、上原専識や遠山茂樹の議論を参考に、「歴史像の

自主的構成j につながる「鑓史的な思考力・判断力を

とj とは、質的に異なっている。

が、単なる客体ではなく、小さな歴史学者として位置

づけられているのである。

小さな藤史学者として位置づけられた子どもの学習

過程は、

られた。したがって、

自身の f研究手設j である

f研究材料jである史料から、

を構築するという過桂を手がかりに、

材料jは、 f子どもの発達課題をふまえた教材・教其・

発問などで、麓史認識・

は、

説明・

であるへこの学習の講成要素の概念化は、

之二学習過軽jからの解放を意味し、錦性的な子どもの

学びを対象化することを可能にした。

わっているのは、「学習材料jであろう。

材料j とりわけ教材の概念を次のように考えるように

なった。まず宮原は、教育内容と教材の区分を明確に

することを主張する。その上で「教材は、生徒の生活

経験につながる具象の世界であり、現象の世界である。
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具象から抽象の世界へ、現象から本質へ飛躍するのは

生徒自身であり、そこに知る喜びがある。教育内容だ

けでは、知る喜びと患考力は育たなしリと説く。さら

に、教材選択は、「教育内容の視点j と f子どもの学習

行為の視点Jの両面から吟味されなければならないと

主張する。つまり、教材は、儲笹ある教育内容の典型

性を有しつつ、子どもの学びを促す具体性や切実性を

存するものでなければならないのであるお。このよう

な教材の競念化は、教師に対して、 2つの教材研究を求

めることになる。 1つは、学問の研究成果を整理する教

育内容の研究である。もう 1つは、その教育内容を踏ま

した教材や間いの吟味である3¥

授業論として「学習材料jである教

材や間いとセットで論じるのは、「学習形態j である。

は、前述の学習の構成要素としては取り

と同様に歴史

な歴史｛象に修正されるj 31と説明している。したがっ

子どもの思想形成の自

立脚することで、

えていったと言える。

< 4) r教賓課韓論的発想j と F接業論的発想jの

統一

在していた鴎題を克服するために

の主体である子どもの思想、形成の自由を保韓しつつ、

るかとし、う課題に

取り組んだのである。この課題に取り組む中で、

は、 f教育課程論的発想、Jでは見過ごされてしまう、教

材や問いならびに学習活動に光を当てた。つまり、 l

回の授業で、子どもが、どのような教甘や問いで、さ



らに、どのような学習形態で、学ぶことが最適かとい

う視点で、授業を構想しているのである。この視点こ

そが、「授業論的発想」のlつのあり方である。

では、一見すると宮原の授業づくりの歩みは、「教育

課韓論的発想j の否定から「授業論的発想」へ展開し

たように見えるが、両者の統一の必要性や可能性はな

いのだろうか。まず必要性については、「教育課程論的

発想Jのみに基づいて授業をつくろうとすれば、宮原

の所論を通して示してきたように、子どもの学びをデ

ザインすることができない。それとは逆に、 f授業論的

発想、Jのみに基づいていては、長期的にしか育たない

高次な学力を育成することができなし＼320 そのため、

両者の発想を往還しながら授業をつくる必要性がある

と震える。再者の統一の可能性については、本稿の行

論で見てきた官涼の授業づくりに関する展開が手がか

りとなる。宮原は、「長期的な見通しJと「教育内容の

を特徴とする f教育課程論的発想j を否定した

して議論をしていたことは事実である。しかし、そこ

自擦と

ることができない f歴史的思考力の育成j と f臆

史像の自主的構成j で、あった。さらに、教材づくりに

おいて、「子どもの学習行為の視点Jだけではなく、

「教青内容の視点Jも重視している。つまり、教師が

教育内容を検討することは、 1960年代から一貫して重

んじられているのである。このことを蕗まえると、1970

年代後半以降の宮原の授業づくりは、「教育課程論的

発想、jに「授業論的発想Jを加えたということになる。

よって、長期的な子どもの成長の姿を描き教育内容を

吟味する「教育課課論的発想Jと、 1自の授業における

其体的な子どもの学びをデザインする「授業論的発想J

は、両立しうると言える3¥

4. おわりに

本稿では、宮涼武夫による授業づくりの発想、の変容

巨して、二杉によって提示された f教育課程論的

発想、」と「授業論的発想、jの内実を明らかにしてきた。

第2節では、 1960年代後半から1970年代初頭における、

人民間争史カリキュラムの編成による授業改革を検討
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した。この検討を通して、「教育課程論的発想jの特徴

が、育てたい子どもの姿を踏まえた「長期的な見通しj

と「教育内容の精選jにあることを明らかにした。た

だし、農村出身の矢吹和男による生活意識に基づく異

議申し立てによって、この時期の実践には「生活Jや

「子どもJの視点が欠けていることが課題として立ち

ょがったことを指摘した。

第3節では、教科書裁判や母親の歴史学習サークノレの

経験を通して、子どもを学習の主体に位置づけ、 1屈の

目し始めたことを述べた。 1980年代以降の所

論の検討を通して、 f授業論的発想、Jは、教材や問いな

らびに学習活動に着諒して、子どもの学びをデザイン

することであると指擁した。最後に、「教育課程論的発

想、Jと「授業論的発想、j の統ーを宮原の授業づくりの

発想、の中に見出したよで、両者の発想、を往還して授業

をつくることが求められることを主張した。
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