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論文要約

提出者氏名 栗崎模太郎 指導教員 i主 i石井英莫 I;1J I E五時加名葱

論文題自

仲本正夫の数学教育実践に関する検討

-r書くことjの意義に着自してー

｛論文内容の要約】

本稿では、｛中本正夫の数学教育実践について検討する。｛中本は埼王県の私立高校に

し、微分積分の本質を重視した授業を行うとともに、青年期を生きる生徒たちが数学を

ぶことを通して人間としての自立を果たせるように実践を創造した数学教師である。

｛中本は教師 1年間から教職員組合の設立活動に関わり、その中心的な人物として活動し

た。教師の要求を守るために戦うなかで生徒の権利と要求に自を向ける大切さに気づき、

それらを意識した実践を希求するようになった。また、遠山

微分積分の本質を教えることに自覚めた。

一方で＼組合活動の中心にいた仲本は学級担在から外され、

なっていた。仲本はその状況を打開するため

田町子という生徒と出会った。この出会いをきっかけに仲本は

に議々な形で取り入れていくようになった。さらに、

との出会いを通して、

との人間関係は希薄に

1きらしリを発計し、上

くこと j を自らの実践

ら書いて表現する実

践の素晴らしさや生徒を捉える視点 くこと j を取り入れていくう

えでの新たな示唆を得たc

こうして仲本は と f書くこと j の 2つの柱で支えられた実践を展開した。

実践記録である

関わらず、

への挑戦Jが世に出ると、学官意欲が｛底下していた時代にも

に惹きつけ、微分積分の内容をほぼ全員に理解させたうえで学

ぶことの意義を生徒たちにつかませた実践として高く評備された。

仲本の実践に関する先行研究としては、本田伊克、金子主主予、田中耕治のものが挙げら

れる。本田、金子はいずれも、｛中本が当時の社会情勢を乗り越え、数学iこ対する負のイメ

ージを払拭した点に

の工夫や本質を

を見出しているが、そこで論じられているの

した各実践への評価が中心で、実践全体を繋いて取り入れられていた

くこと j のもつ意義への言及がなされていない。一方で田中は生活毅方との関連を指

摘し、 f書くこと jで引き出した生徒の本音が仲本の授業改善に用いられていたことには雷

及しているものの、生徒たちにとって f書くこと Jがどのよう

かは十分に検討されていない。

本稿では、仲本の実践が f本質重視j と くこと j の 2

をもつものであった

えられていたとい

う立場に立ったうえで f書くこと j 回し、 に f書くこと j を取り入れる

について暁らかにすることを話的とした。

｛中本は微分積分の本質を教えるために自作のプリント教材で授業を行っていた。生徒の

既成概念を揺さぶりながら授業を進め、公式が生み出された過程を霊視してそれらを生み
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出した人類の進歩を生徒たちに追体験させていた。数学発展の歴史は人類が発展してきた

歴史でもあるため、それを追体験した生徒たちが数学を学ぶなかで人類の素晴らしさにも

ふれることを畏指していたのである。

こうした仲本の実践において、「書くことJはまず、生徒たちをより確かな理解へ導く役

割を果たしていた。生徒たちは、 f小説づ、くり Jを通して数学で学んだ内容を現実世界の其

体物と結びつけて考えることができ、「北海道への手紙Jや「微積分ノートjで学んだ内容

して個々の要素同士のつながりをつかむことができた。

次に、「書くこと jは生徒が自己を認識し、他者との関わりのなかで成長することを促す

も果たしていたの生徒たちは授業での経験を言葉で表現して意識化し、そのうえで「数

学だいきらいj を通して他者の感想、と交流することで自らの感想、を客観視できていた。そ

こで生じる矛属や葛藤を乗り越えることが生詑たちを成長させる契機となっていたのであ

る。そして生徒たちは、 1年間の学習を「私の数学 12年Jで 12年間の学習史のなかに位

置づけて披り返った。過去の自分との関わりのなかで今の自分を捉えることで自己の変革

を認識することができていたのである。

さらに、「書くこと Jは教師が生徒をより深く認識し、生徒の視点から自らの実践を間い

なおすことを支える役割も果たしていた。生後が書いた感想文は生徒自身が自らの認識を

深めるだけでなく、仲本の授業に対する生徒からの評価としての側面ももっていた。また、

継続して行っていた「数学だいきらしリの発行は教師である仲本自身が「書くことJを実

践する場となっていた。仲本もまた「書くことJを通して生徒に対する理解を深めていた

のである。

以上のように、イ中本は数学の授業でありながら論理的な証明文などを書かせるのではな

く、小説や手紙などのある意味で数学らしくない形式で f書くことJを取り入れ、生徒た

ちが学んだ内容をより深く理解できるように工夫していた。また、生徒たちが「書くこと J

を通して他者との関わりのなかで自己を変革し、人間として自立していくように促してい

た。さらに、教師に対する生徒からの評価をアンケートなどで集めるのではなく、日々の

のなかで生徒が書いた感想文から吸い上げていた。｛中本の実践の独自性はこれらの点

から見出すことができるだろう。仲本の実践における「書くことJは、「理解の深化J、f人

格の形成J、「教師の変容j という 3つの意義をもっていたのである。
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論文要約

提出者氏名 瀧谷輝生 ｜指導教員｜主 1：：恵 ｜副｜石井英真

論文題目
同倉出三郊の英語教育論に関する一考察

一一新教授法における「読書力jの養成に注自してー…一

【論文内容の要約】

本稿では岡倉由三郎（1868-1936）の英語教育論を検討した。明治期には制度的に学校

で英語が学ばれていたが、近代化に伴う罷際的な商業競争の武器として会話作文など

の実用英語が希求されるなど、社会的要求に~じることが英語教育の目的であると自

明視されていた。陪倉はそんな折に、英語教育の自的論を教育的視鹿からとらえ直し

た人物である。

は、中等学校という普通教育の文脈を踏まえて英語教育を論じ、英語教育は「実

用的価値j と「教育的価髄jを謙備しなければならないとした。当時の教育学では、教

科の知識技能を学び、その上でそれを活かして精神修養を行うという考え方が一般的

であり、関倉の唱えた二つの価笹はこの考え方に基づいていた。間倉の述べる

育の「実用的錨値Jとは、英語を媒介として読書を軸に海外の新しい知識や思想、を摂

取することであり、また f教育的｛高値j とは、 f実用的価値Jで摂取した知識や思想、を

材料に、昔話・文化の相対性を知り、自らの患考力を養うことであった。同

を中心とする f実用的価値j の実現を通じて、 f教育的｛副議Jが実現されると考え、こ

れら二価値の実現の起点とも雷える「読書力Jを養成することが中

の目標であると説いた。つまり、中等学校における英語教育は、 f教育的価値j の実現

を罰的として、「読書力jの養成を自指すべきであるというのである。実務意向の

作文が中心の実用英語が隆盛をきわめた時代に、普通教育という文脈において

をとらえ、「読書力j の養成を重視した点に間倉の特震があると言える。

自的である「教育的価｛直jが、技能上の臣擦である i読書力jの

に関係することを示唆している。しかし、間倉の英語教育論についての先行研究

では、関倉の英語教育の自的論か教授法のいずれかのみに焦点が合わせられており、

Jそのものについての検討はされていない。そこで、本稿においては、間倉

Jとは街かを明らかにすることで、「教育的イ高値j と「実用的価値Jの関係

を問い草した。これを通して、問倉の英語教育論の再評舘を試みた。第一章では、同

倉が英語教育を説いた史的背景を確認し、彼の位壁づけを行った。明治中期、訳読式

の教授法への批判と実用英語の必要から、教授法の改善が希求された。関倉はこの時、

音声重視の「新教授法jを説くと同時に、英語教育の自的論を間い亘したのであっ

は、関倉の英語教育の自的論を検討し、英語教育の目標の中心に「読書力j

が定位されるまでの過程を見た。同倉は当時の教育学を参照し、中学校の英語教育に

は「実用的価値j と「教育的価値j が兼備されなければならないとした。「読書j を軸
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に海外の知識や思想、を摂取する「実用的鏑値Jを通して、 －文化の相対性に目を

開き思考力を養うという「教育的価値Jの実現を目指したのである。「読書カJを起点

とする「教育的価値j の実現は、あらゆる学生に「一環の素養を造るJ という意味で

普通教育の自的に適ったものであった。

は、関倉の英語教授理論から「読書力j の構造に迫った。音声を重視する

を説いた向倉は、「読書Jとは、書かれた文章を音声に復元し、談話の体とし

て告らに読み関かせることで涼文の「心もちJに迫ることであると定義した。英語科

の分科の中では、特に「読方Jと「解釈jが「読書Jに深く関わる。読方は、書き手が

いかに語り得るかを発音抑揚を整えて再現することであり、解釈は、文全体の意味を

して、その文で最も言わんとされている f心もちJを汲み取ることである。

と解釈の両者は表裏一体の互助関係にあり、開倉の「読書j とは、音声と意味の両面

から原文の「心もちJに迫る行為であった。

この読方と解釈は反復の音読練習によってすり合わされ、最終的には一読して甚ち

に読方と解釈が完了する直読直解の域に高められる。再三再盟の音読練習は外出

語感覚や思考様式を理解するという「教育的価値j にもつながっており、またこうし

た理解は誼読直解の「読書jを行う一助となるのである。つまり「実用的価値」の中心

にある「読書カJに対して「教育的価値Jからの還流があり、一方で「読書Jによって

「教育的錨値Jの実現も促される。「読書力Jを介して「実用的価髄Jと「教育的価鑑J

は互志的関係を成しており、循環的に「教育的価鑑Jが追及されてゆくのである。ま

た直読直解の「読書力j は、読方など音声の側面と、外関の言語感覚などを理解する

「教育的価値Jの側面のいずれもを有しているため、岡倉において「読書力Jは、音声

重視の新教授法と「教脊的価値Jを目指す教育学の結節点であると苦うことができる。

田章では、岡倉の理論に基づいた実践として、広島高師附中の指導案を検討した。

生徒に読方と解釈の両面から原文の意味を知らしめるために、教師が原文をパラフレ

ーズした文章を読み額かせるという方法が取られていた。これは田倉の構想する「読

Jの養成に資する方法であると評価できる。一方で、「教育的価催」を実現するた

めの教授法については指導案に詳述されておらず、実践のレベノレで「教青的鏑値Jと

j の関係を検討することができなかった。具体的な教授方法の記述がないこ

とから、実践においては「教育的価値Jの実現は偶発的学習となっていた可能性が示

唆された。この点を間倉がどのようにとらえていたかを今後の研究で明らかにしたい。
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論文要約

！指導教員 13cI品｜判 :: 

論文題百 平野武夫による道徳教育論の意義と課題

【論文内容の要約｝

戦後の f道徳の時需j が特設される前後に，独自の道徳教育論を提唱した人物に平野武

夫がいる。本鶏の目的は，彼の道徳教育論における意義と課題を検討することである。

平野は 1927年より 7年鰐，京都女子師範学校鮒震小学校で、訓導として勤めた。その後，

学び直しのため広島文理科大学にて哲学科を専攻し，卒業後の 1941年から終戦までは，神

宮城の女子師範学校で教諭及び主事として勤めた。戦後は誹究者に立場を変

ぇ に努めた。その活動のーっとして， 1950年に f

（以下， f

教師が

と記す）を設立し，自身の道徳教育論を広める場とともに，小中

いて実践した道徳授業などを交流する場を築いた。

平野をめぐる 向に彼を位費づけることで，平野

次元において，全部主義道徳、教育と

道徳、教育を統一的 るものであったことを明らかにしているものがある。しかし，

を基軸にして戦後道徳教育における「道範授業j の原理に

迫ることが罰的とされており，平野の道徳教育論の独自性に追るには宝っていない。

本稿では，第一に平野の足跡を辿ることで，彼が道徳教育論を講築するにいたる

識を析出する。第二に，彼による道徳、教育論を整理し， f特設道徳、jに対して批判的な立場

であった上回蒸並びに生活指導論者と平野を対照させることで，平野の理論の独自性を検

討する。第三に，彼の理論に基づいた実践の検討を通して，彼による道徳教育の意義と課

題を明らかにする。なお，本請では「修身科j が行われていた時期を「修身期j，戦後の道

ついて， 1958年までを全器主義に基づい

降を「特設期j として設定する。

として , 1958年以

第 l章では，平野が「修身科j を控当していた f修身期j，及び研究者とし

の輿経に努めた f全面期j の彼の足跡を迫った。彼は「修身科j に対し，絶対的な

ュラム

としながら，児童生徒の生活現実から完全に遊離した抽象的観念的な内容を，

に諒々と説き聞かせるだけの酉一的

j 当初，後における

を批判した。こうした問題意識から，

を重視する経験主義に基づいたのカリキ

した。しかし，自身が主導した「関西道認教育研究会j で、小中学校の教師と

交流を深めるにつれ，カリキュラムに内在する道徳性啓培の契機が的確に把撲されていな

い点に新たな開題意識をもつようになったことが明らかになった。

第 2章では，平野による道部教青論を整理した。彼は，生活現実に即した「価値葛藤の

場j を自身の論の中核 け， f全面j における「価値葛藤の場j と「特設j における
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「価値葛藤の場jの克服に道徳性啓培の契機を求めることで，「全面Jと f特設Jを存機的

に関連づかせた独自の理論を展開したのであった。また，彼の理論の独自性を明らかにす

るために，上田薫および生活指導論者の平野に対する批判的な見解を取り上げながら相対

化を行った。上田は「徳目 j と生活場面との帯離を指摘することで「価値葛藤j を批判し

たが，平野においては，上田の危慎は理論の前提のものとして組み込まれており，むしろ

その克服が悶指されていることが解明された。生活指導論者と平野との比較検討からは，

に対する見解の違いが明確化し，平野が企図する「価値葛藤の場jでは，「集

団j に位置づけられた f傭人Jが， f集団Jの歴史的文化的なものに影響を受けながら価値

るものであることが確認された。これらの検討から， rfi函館Jと「生活現実Jとの

並びに「自己j と「集団j との関係性という実践を検討する視態が得られた。

」れらこつの視産をもとに，第 3章では，平野の理論に基づいた実践を検討することで，

彼による道認教育の意義と課題について検討したのここでは，生活現実に根ざした「価値J

と「価笹Jが複雑に絡み合うことで作られる具体的な葛藤の場を通して， 「価値Jについ

て，また，護数の f価値J間の関係性について患考されていること， f価値葛藤の場j に

おける患考には， 「徳目」を理解することにとどまらず，児童自身がそれを博構築するこ

とをも含み込んでいることが明らかになった。また，平野の理論が道語、問題の解決を傭人

の内省と静思にのみ求めようとする，主観主義的観念論でないことが明らかになった。

以上を総括して，平野の道徳教育論には二点の意義が見出された。一点目は，「修身期J

と「全部期j を経て道徳教育の難しさを自覚した平野が，一早く「価髄葛藤Jに着目し，

それを基盤とした道徳教育論を構築したところである。二点目は， 「価｛直葛藤の場Jが，

児童が援数の「価値j のはざまに立ちながら主体的に自身の吉動を選び，その具体的な葛

藤の中で，自他の経験をもとにしてこれまでの価値解釈を変容させていくものであったこ

とである。一方で，戦後の道徳教育で一貫して議論の的となってきた， 「道徳、性Jと f認、

の関係性ついて言及されていない点，また，道徳教青において培われた道徳性が，い

かにして行為行動として転移しうるかが，彼の理論においてはは十分に関われていない点

が課題として提起された。しかしながら，後者は，筆者自身の研究方法上の問題でもある。

すなわち，平野がこの課題にし1かに取り組んだのかという問いに応えるためは，実践後の

の一連の行動を記した実践録や日記などを要するが，管見の限りそうした資料は

見つかっていなし1からである。したがって，このような資料の蒐集は，筆者の今後の課題

としても残されているのである。
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論文要約

提出者氏名 森本来希 ！指導教員｜主！ :: 1副！品

論文題呂
近藤益雄による知的樟害児教警の思想と実践

一一三木安正との比較に焦点を合わせて一一

【論文内容の要約｝

本稿では近藤益雄（1907・1964）による知的障害児教育の思想、と実践について検討する。

近藤は戦前における生活綴方教育での実践を背景に、戦後知的樟害児教育の世界に実践の

場を移して、知的障害兜教育の萌芽期においてその発展に大きく実献した人物である。

近藤が知的障害児教育に転換した 1950年初頭における知的障害児教育の現場では、知

的障害児の特殊性を積機的に認め、自立に必要な生活・職業能力を育成することが教育毘

的とされていた。当時の知

の発達識界性から

とし、相応の職業的能力・

を牽引していた三木安正（1911・1984）は、知的轄

の中度・重度知的障害見を社会から f分離j することを前提

を開発・育成することに教育目的を段定していた。

近藤もまた当時の知的障害克教育の潮流や三木の影響を受けていたが、将来の「分離j

を否定し、「人間j として生きることを念頭に、すべての子どもたちの「共生j とそのため

の社会変革を自指した。さりとて近藤は、知的障害児の通常学級への統合は否定し、あく

まで特殊学級での集問の保離により彼らが関係性を創造し、主体性を伸ばしてこそ、社会

において「共生j できると考えていた。つまり彼は、戦後の障害児教育における「分離／

の二者択一的な図式を「人間j という視点から乗り越え、「分離j された

においてこそ将来の社会での f共生j が

先行研究では、近藤の実践を貫く

るという可能性を提恕していたのである。

から明らかにされ、

カリキュラムや学翠指導の匡から多く検討されている。しかしいずれも近藤の原点にある

の患想、に焦点が合わせられず、彼の教育思想・実践が構造化されていない。上記

の研究状況を踏まえ、本稿では三木安正との比較により、近藤による知的障害児教育の患

と実践を「共生Jの視点から捉え誌し、その意義と課題を示すことを罰的とし

第 1章では近藤の戦前の歩みと戦後初期の知的欝害児教育の潮流を境観し、

づけを行った。戦後初期には、自立に必要な生活・職業能力を育成する

が台顕した。背景には、障害の憧久性と発達の限界性を前提し、労働と人間の

的に結ぶ三木の思想、があった。三木はそれを前提に社会参加の道を分け、一般就労が関難

には隔離された小社会での労働を目指して、相応の職業的能力の育成による社会適応

と棺応の「仕事j の保障を教青の目的とした。近藤は、三木の影響を受けつつ、戦前に培

われた思想、から知的離害児の発達可能性を信じ、社会から分離せずに「文化j の享受と社

会での「共生jを「人間jの幸播として提起した点、で、当時の潮流とは異なる立場にいた。

第 2章では、第 1章で明らかにされた三木との思想的な相違が生み出す近藤の知的

兜教育の方法論の独自性と論点を詳らかにするために、三木を参照したよで近藤の教育自
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的、教育目標、並びにカリキュラムを検討した。三木が生活カリキュラムで職業的能力の

を目指したのに対して、近藤の教育臣的はすべての子どもたちの「共生Jとそのため

の社会変革であった。そこから「なかよくはたらく Jことを教育目標とし、作業学習にお

いて、人間関係の深化と社会性の酒養、子どもの主体性の育ちをねらった。さらにカリキ

ュラムには教科学習が位置づけられ、人関関係の拡大という「共生Jの側面のほかに主体

的な生活のための「文化Jの享受を毘指していた。以上の検討から、近藤は「人間Jとし

て生きるための「共生j や「文化」を志向する点で三木と異なる方法論を有したことが示

された反面、目標の射程や教科の可能性、社会の変革の実際をめぐって論点が残された。

第 3章では、得られた論点をもとに近藤の知的諦害児教育実践を検討した。作業学習の

ともに働く中で育った関係性および主体性と職業的能力の連関及び特殊学級の

外の社会との交流・変化が明らかにされた。だが交流・変化が組織的な展開に室らなかっ

た点で、課題を残した。教科学菅の検討では、教科学習で得た生活の目標から、「文化J、「共

生J、「仕事」へ展開し、「抵抗jにまで至った子どもの姿が確認された一方で、より震度の

知的障害児に同様に保障できるのかという点は論点となった。 に「抵抗j の領lj揺を摺

り下げて検討した上で、「交流Jと「抵抗jというニ｛員lj酷からの社会変革の効果を検証した。

身近な環境の変化や安定して生活する子どもたちの様子が確認された一方で、依然楚別的

な感’情を持つ地域社会や社会参加を拒むか、社会で不適応を起こす卒業生の姿も見られた。

戦前の経験を背景に、近藤は障害の有無に関わらず「人間j としての共通性から、すべ

ての知的障害克が社会で「共生」ですることとそのための社会変革を目的に実践を行った

が、重要なのは、その近藤においても障害による差異を認め、学校段階では健常児と異な

る生活の場を与える必要性を提起していたことである。彼は特殊学級における集団が傭人

と社会を繋ぐ意義を述べていた。さらに近藤が特殊学級で育てた「助け合しリの集団と「抵

の力は、従来の知能偏重の文化を転換し、皆の地域社会での生活を可能にする力を夜、

めていた。ここから可分離』によって r共生Jするj という新たな可能性を見出せよう。

一方で、近藤の思いとは裏腹に、「分離j したことでかえって差別を助長する危険性を苧

むという課題も見られた。長年拒絶してきたキリスト教への入信およびコロニー建設計画

から指摘できる近藤の思想的な変震もまた、その課題に関連しているだろう。そして彼は

最後には自死してしまう。彼を絶望させた課題の細部を明らかにすることが、「共生Jの歩

みを進めていく上では必要であるが、そのためには近藤の思想の変質の内実や、晩年の寮

での実践を検討しなければならない。これらの検討を今後の課題としたい。
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論文要約

提出者氏名 若松大轄 l指導教員同一西岡加吋11I :i;;HJ,J! 

論文題自 リ－・ショーマンによる教師の力量形成論に関する一考察

【論文内容の要約】

本議では、教師教育改革をリードしてきたりー・ショーマン（Shulman, L.）の教鯖教育

研究に着目する。ショーマンに関する従来の先行研究では、彼が 1985年に初めて提唱した

f教授学的内容知識（PedagogicalContent Knowledge: PCK) Jに著目して、そ

が示されてきた。例えば、課題として、コクラン（Cochran, K.）らは「〔PCKの〕知識（knowledge)

という用語はあまりに静的であり、構成主義的な見方とは一貫性がないと思う Jと指擁し

ている。このように、自本やアメリカにおける先行研究では、ショーマンの知識論を、「教

内容知識（PCK)Jという用語で諮ろうとしてきて、その中で批判も加えられること

になった。そこで、本璃では、ショーマンの知識論を再検討し、ショーマンによる教師の

力量の内実を明らかにすることを第 lの目的とする。さらに、その知識論の構造から内在

的に導き出されるケース・メソッドを検討することで、ショーマンが想定していた力量形

を明らかにすることを自掻す。

第 1重きでは、まずショーマンの教師像を明らかにした。ショーマン辻、 1963年に教師の

意患決定過程の研究で Ph.D.を取得したものの、 1960年代後半からは、霞師の

軽の研究を精力的に狩うようになった。しかしながら、 1974年以降、再び教部研究に渓つ

てくることになる。このような経緯から、ショーマンは、

橡を描いた。すなわち、その教師｛象は、援雑な文脈を生きる

としての教師である。

とのアナロジーで次の教師

や「臨床家j

次に、このような教師像を抱いていたショーマンは、 1984年にシュワブの「実践的であ

ること j に示されている教師像を「複雑で多くを要求されるアートの実践家j であると解

釈した。 fアートの実践家Jとして教師を捉えた場合、ショーマンは、専門家の知識基礎と

して fノレーノレの知識j 「特定の事併の知識j fノレールを事例に適用する方法の知識j という

3種類の「知識の形式j が求められることを指擁した。この持組みが、ショーマンの知識

論の核心である。初めて知識基礎を恭した 2年後の 1986年の論文は、従来の研究では

(PCK) Jを初めて提唱した論文として広く知られているものである。しか

しながら、 1986年の論文は、 1984年の専門家の f知識の形式jを発展させて、専門家とし

ての教師の「知識の形式Jを提示したものとして捉えることができる。この論文では、上

記の 3種類に対応する形で「命題的知識Jr事例的知識j f方略的知識Jから成る f知識の

形式j が提示された。「命題的知識j と「事例的知識j l士、「教授学的内容知識（PCK)Jや

「学習者の知識Jなどの「知識の領域j の存在形式である。そして、「方略的知識j は、シ

ュワブの「アートJ概念をモチーフとするもので、自身の知識を変革させる手設であると
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考えられていた。 1980年代半ばの知識に焦点化していたショーマンによる教師の力量は、

知識を｛動かせて「教授学的推論と教授学的行為Jという授業づくりを遂行する能力である

と捉えられていた。重要なことは、「方略的知識j によって、教師の知識は、変容可能な動

的な枠組みであると考えられていたことである。さらに、この「方略的知識j を伸長させ

るために、事例を用いた力量形成論であるケース・メソッドを想定していたことである。

まずショーマンの事例に対するスタンスは、他の専門家教育から着想、を得て事例に注医

した時期から、実践事例を読むことに主眼を置いていた時期へ、さらに実践事例を書くこ

とに主眼を置いた時期へ変遷したと言える。事例の定義づけは、この時期区分に対応して

深化していき、最終的には、事例とは「物語性j と「文脈性Jを存する典型的なナラティ

ブであり、「意図j 「偶発j f判断j 「省察Jという構成要素をもつものであるという認識に

した。

を書くことに主眼を寵いた時期に、ショーγ ンは、事例を用いる力量形成論を f<

分析ー構築…コメントー共同体＞サイクノレj として定式化した。この背景には、経験から

省察的に学ぶという「省察的実践家」像の受若手と、以前より高度な授業が求められていて

そのためには命題的知識だけでは十分でなく事例的知識を豊かに身にっけなければならな

いという認識があった。この力量形成は、他者の事例を読み、事伊jの構造を把握して、自

身の経験を選択と概念化によって事例化し、それを他者に開示して自身の実践を見つめ躍

すサイクノレである。この力量形成論は、事例を読むことのみが想定されている他の専門家

のケース・メソッドとは異なり、教師の世界に独自の方法論であると言える。事例を読み、

書き、公にするというサイクノレを定式化したことは、従来優れた教師や教師集団が暗黙裡

に行っていたことを明示化した点において意義深い。

1990年代に展開した事例論を踏まえると、教師の力量の捉え方も、 1980年代半ばから変

饗してきたと言える。教師の知識の中でも事例的知識が前景化し、それに伴って、教師の

力最は、具体的なイメージを伴う事例的判断の能力であると考えられた。この事例的判断

力は、一般的原理から演鐸して判断するのではなく、特定の事例から類比約に判断する能

力である。このような事例的判断は、アカデミズムとプロフェッショナリズムの二項対立

に回収されないパースペクティブを提示する点において示唆に富む。しかし、ショーマン

の力量論には、この力量としての判断力が授業前の構想力なのか授業中の意思決定力なの

か不明瞭である点と、知識が豊かになれば行為もよりよくなるという前提に立っていて知

識と行為の関係性には議論の余地がある点は、課題として残されている。
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論文要約

提出者氏名 Curtotti Rohan Lucio l指導教員｜主1::｜副1::
論文題目 しコールパーグによるジャスト・コミュエティの理論と実践

｛論文内容の要約〕

本稿は、ローレンス・コールパーグによるジャスト・コミュニティの理論と実践を検証

することが目的である。ジャスト・コミュニティは子どもの道徳的エンパワーメントを基

盤に罷く教育方法である。コールパーグは、道徳的認知と道徳的行動のずれに焦点を当て、

子どもが自律的に生活環境の変革を起こすことを目指した。

本稿の第一の悶擦は、コーノレバーグの理論の進化を整理することである。先行研究の異

なる立場を比較し、コーノレバーグが最終的に構想、していた正義と惑愛の調和を意味する「人

をまとめたい。

ーの閤標は、畠本や海外の先行研究のジャスト・コミュニティに対する批判点を分析

し、ジャスト・コミュニティの課題から道徳教育に対する示唆を明らかにしようとするこ

とである。ジャスト・コミュニティの長所を中心に論じる荒木寿友の先行研究がすでに行

われているため、彼が触れなかった課題を明らかにし、ジャスト・コミュニティにまつわ

る議論に貢献したい。

本稿は第 1章でジャスト・コミュニティの理論整理を試みる。第 1節では、ジャスト・

コミュニティの理論的・実践的背景を概観する。第 2節では、正義とケアは対立概念では

なく、 f人間尊重の原理jにおいて統合されていることを論じたい。第 3節では、その統合

に必要とされる対話を分析し、それが支配行為や相手を操る戦略的な行為から自由でなけ

ればならないこと、そして、それが真理を探究するプロセスでなければならないことを主

張するc

第 2章では実践記録に基づいた批判的検証を試みる。第 1節では、ジャスト・コミュニ

ティの組織の一部である規律委員会を取り上げ、それが人間尊重の原理の観点からの問題

を含んでいることを主張する。第 2節では、ジャスト・コミュニティにおける権力の在り

方について論じ、語力を f人間尊重を実践する権力j へと生徒の認識変革をしなければな

らないことを提案したい。そして第 3節では、

問題の解決の一部として考察する。

としての対話能力を概説し、それ

ジャスト・コミュニティの理論と実践は、道徳的認識と行動に焦点を当て、個人とコミ

ュニティの道徳的発達とエンパワーメントに関する示唆に富んでいる実践である。本稿は

道徳教育、そして生活指導の理論的ー実践的研究への貢献を目指すものである。
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論文要約

提出者氏名 浅J11 裕子 ｜指導教員｜主｜西岡加名恵教授｜副｜右井英 ， 授

論文題自
高等学校におけるキャリア教育に践する…考察

一一 r産業社会と人間」に焦点を合わせて一一

【論文内容の要約】

本稿では、高等学校におけるキャリア教育の「適応J志向を批判する形で提示された、

「抵抗Jと f解放J概念について検討する。「抵抗j概念は、 2000年代に本田由紀や児美

川孝一郎らによって提示されたもので、職業に応じた知識や能力を獲得する「適応J概念

に対して、人間的な働き方ができるような職場づくりを行うための労働法等に関する知識

や能力の獲得を求めるものである。一方、「解放j概念は、被差別部落等、社会的諸差別を

けてきた人々が、悲別を生む社会構造を自覚し、差別からの自由や諸権利の回復を達成

しようとするものである。 2000年代半ばに桂正孝をはじめ、部落解放・

研究者らによって、「解放j の実践の実績を活かしたキャリア

2000年代以降、「抵抗Jの立場では、児美J11によって、

での事例研：究が行われ、「解放J

求められた。

の伝統をも

見受けられる。一

方で、「解放jの立場では、桂ら以降、キヤジア教育に焦点を合わせた研究は少ない。また、

桂の研究でも、キヤジア教育の具体的な内容や方法は明らかにされてこなかった。

そこで、本稿では「解放」概念を、「抵抗J概念、と対比しながらキャリア

づけるとともに、「解放jの教育の伝統をもっ、高等学校におけるキャリア教育の実践を検

討することを通して、高等学校におけるキャリア教青の実践への示唆を得ることを目指す。

まず第 1章では、高校教育改革とキャリア教育の史的展開の中で、 f抵抗j と「解放j

の論点を浮き彫りにする。「抵抗j の立場は、労働法等の知識の獲得のみならず、権利行使

の主体になるための力量形成の必要性を論じ、シティズンシップ教育との有機的結合を求

めた。他方、「解放jの立場は、部落解放教育の中で継承されてきた、生徒や家族、地域社

会の生活現実と運動の歴史から学ぶという視点や、働き抜くために生徒の学力や労働能力

の質を問うという視点を、キャリア教育の構築に活かすことが求められた。また、 2000～

2010年代かけて、窮地栄治が、解放教育の伝統を持つ総合学科の高校の事例研究を行い、

産業社会への順応を克服しようとする実践の知見を導き出してきたことが明らかになった。

第 2章では、菊地の調査対象校で、原則履修科目「産業社会と人間Jの実践の検討を行

う。実践の検討から、 f解放Jの実践がキャリア教育に与える示唆として、 (1）生徒の生活

実態に根差した教育内容の選択や当事者との対話の経験は、生徒の当事者意識の形成や、

自己と社会との関連の自覚、課題認識の深化に資すること、（2）「解放J概念に包含される、

課題解決に向けた符動変容を促す取り組みが、生徒に、自らの進路希望の実現に向けた行

動変容を促しうること、（3）社会問題に関する学習と科吾選択を併行することで、生徒は自

らの問題意識と、職業や進路希望に自覚的な選択を行う傾向があることが明らかになった。
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論文要約

提出者氏名 大西真失
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石
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論文題目 膏木幹勇による国語教青の理論と実践

【論文内容の要約｝

本議では、 の書く Jを提唱した青木幹勇 自し、青木の理論・実践 る

とともに、その背景にあった青木自身の問題意識や罰語教育観についても考察する。

の理論・実践についての先行研究として大内善ーによる「国語教師・脊木斡勇の形成過程j

がある。大内は九1かにして青木が『第三の書く J提唱に至ったかj という相 .l::;-ro、四車ゾ

と・時系列ごとに整理しているが、 fその背後にあった青木の国語教育観、問題意識、国語

目指したものJについてはあまり触れられていない。そこで、本稿では、 f第三の書

くJ提唱に至った青木の接底にある思想、も明らかにしていきたい。

第 1章では、大内の分析に従って、青木が「第三の書く j 提唱に至るまでの流れを整理

する。続いて、青木自身の教育観、問題意識、霞語教育で目指したものについて考察する。

その次に、青木のそうした国語教育観に多大な影響を与えたとされる芦田恵之助からの影

として、大内は rw書く Jことをより子ど

もの

f子っている。

に活用しようとしたJという分析を

ら鑑みるに、 の に引き込もうという

意識もここから生まれたものであると考えられる。

第 2章では、 f第三の書く jの理論と、そこで学習の基礎活動として組織された

の活動について概括する。 f第三の書く j とは「視写j 「聴写j 「メモJf書込みj など、｛患

の「開く j 「話すj f読むj 活動と並行して行われる、多様な f書く j 活動を組織化したも

のである。青木は、こうした f書く j活動を子どもたち

として活用するためには、「視写jを活用した

の主体的な学習を支えるため

育成jが重要であると主張

した。

第 3章では、「第三の書く j における f書替えJの実践と、その前身である「審足しJ

比較しつつ、その内実を大内の分析に沿って検討していく。 f番是しjの方法では

物語のストージーをなぞりつつ、物語を文脈に沿って確かに読む姿勢が引き出され、

えjの方法では、物語のストーリーを把握したうえで登場人物になりきり、「自分だったら

どうするかJと自己に引き付けて想像を働かせて読む姿勢が引き出されている。このこと

が、主体的に読む・学ぶ子どもの育成を意図した青木が「書替えj を「第三の書く j の総

合段階に位置付けた理患の一つであると考えられる。

以上のように、本箱では青木の理論「第三の書く j を、その背景にある国語教育観と結

びつけつつ検討してきた。これらの考えをもとに、現代における国語教育を構想するには

どのようにすればよし1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 金子岳史 ｜指導教員｜主｜石井 同，1I西岡

論文題目
東井義雄の教育論の展開

-r生活の論理Jに着巨して一

｛論文内容の要約｝

本稿では、戦前から戦後にわたって、生活綴方の立場に基づいて教膏実践を行った教師

である東井義雄の戦後の教青論の展開について、子どもを脊てるために重要視すべきであ

ると主張し提唱した「生活の論理」に対する考えの変遷をたどりながら考察する。従来の

先行研究では東井の「生活の論理J観の変遷について実践とのかかわちから検討はされて

いなかった。そのため本稿では、東井がどのような時代青景、社会問題、人物の影響を受

けて、教育論を展開させたかを検討し、さらに東井の実践を通してその教育論と目的意識

の変化について明らかにする。

では東弁が「教科の論理Jと「生活の論理Jを主張するようになった過程と

の定義について検訴した。また、「村を育てる学力jと「生活の論理jのかかわりについて

した。東井は遅進児学級の女の子であるそリタミツにカタカナを教える中で f生活の

と「教科の論理jの両方を踏まえなければ子どもの学力は伸びてこないことに気付

く。この頃東井は「生活の論理Jを子どもの「生活段階jであると認識していた。

第二章では東井が唱えた「生活の論理Jは f子どもの心理」と向義であるという批判を

受ける中で、 f生活の論理J観がどのように展開したかについて検討した。

である勝田守ーらの助言を受けて、「生活の論理jは地域や家族や環境に深くかかわるもの

であると、その定義を明確化した。また授業とは「教科の論理Jを主体イとしている「教師J

と、 の論理Jを武器とする「子どもJとの対決であることを主張した。

では「村を脊てる学力jの敗北と当時の社会状況を通して東井の「生活の論理」

観と教脊の目的がどのように展開したかについて検討した。東井の母校であり、 f村を育て

る学力Jの原点である相田小学校が廃校になり村が荒廃していったことを受けて東井は「村

を育てる学力jが敗北したと痛感した。その中で東井は「生活の論理」を手段として利用

するだけではなく、「生活の論理J自体を教育の目的として高めていく必要性を主張した。

1970年代になると、青少年の非行や自殺といった社会問題を「生活の論理Jに引きつけて

考え、教育のあり方について開題提起した。このように社会状況の変化を受けながら東井

の教育論は展開したが、教育の第一義が子どもであること、子どもが主体的な学びができ

るよう授業において「生活の論理j を大切にすることに関して一貫性を持ち続けた。

以上のように、本稿では東井の教育論の展開について明らかにした。本稿の課題として

は、「村を青てる学力」や教青評価に関する東井の教育論の批半日を f生活の論理jf教科の

論理jの思想、との関連性から検討できなかったことである。東井の提唱した二つの論理が

これらの批判とどのように関連していくのかについては私の今後の課題としたい。
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論文要約

提出者氏名 小 森 異 人 ｜主｜西岡加名恵｜副｜石井英真

論文題目 三藤恭弘による「物語の創作j学習指導

｛論文内容の要約】

本論文の目的は三藤恭弘による「物語の創作J学費指導に関して、出語教育における従

来の物語創作の研究との比較を通して、その存用性と指導方法の特徴を明らかにすること

である。三藤の功績を先行研究において位置づけることを通して、 おける日本の罰

おける物語創作の到達点と今後の課題点について考察する。

は、物語創作指導の先行研究における三藤の位置づけを試みる。三藤の指導の

特徴はそれ以前の先行研究で明らかにされた有用性を折衷させた点であり、物語創作によ

って想像力／創造力を高めることで人間形成を行いながら、同時に入関の本質の認識、さ

らに自三と他者を取り巻く状況の認識によって、自己を皮省的に捉える、文学的認識力を

しようとする点に特徴があると考察した。

は、三藤の創｛乍指導理論について、文学的認識力の観点から検討する。三藤の

子どもたちの認識世界は現実及び虚構も含んだものであり、それを認識する有効

な手設として物語創作を重視し、現実と産構の f往環運動のカ（想像力）Jiこよって認識力

がさらに発展するものとして捉えた点にあることを明らかにした。

は、指導方法の特徴と生徒の作品を分析し、三藤の指導の特徴が読解解釈や物

ための基準となる枠組みとして物語の「嬰j を重視した指導であることを明らか

にし、実際の生徒の作品においても f型Jの指導によって文学的認識力を効果的に伸ばし

た接拠が見受けられた。

、発達心理学と物語創作の先詐耕究の知見に基づいて、 における

性とそれに理論づけられた指導方法を示した点にある。戦前から戦後の長

期において、物語創作は事実に基づかないため、物事の本質をとらえる価鑑発見の学習が

できないと有用性が否定されてきた。しかし、三藤は「虚構j も「現実j と同様に子ども

な要素として捉え、 と対比させることで、

認識力が育成される存用性を示した。とくに三藤のオリジナノレな視点としては、

識カは発展的に進化していくものであるとし、それは「型j を重視した読解学官と創作学

習を往還的に繰り返すことによって、子どもたちの中にある「スキーマj を強盟なものに

していくと捉えた点にある。

しかし、三藤の物語創作指導に関しては課題が残されている。文学的認識力は発達して

いくものとして捉えたが、発達に応じた物語創作のカリキュラムをどのように構築してい

くは明らかにされておらず、そのカジキュラムの開発のためには、文学的認識力を構成す

る各要素であるスキルがどのように発遣していくのかについて検討する必要がある。
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論文要約

提出者氏名 小柳更季 ｜指導教員｜主1：：恵 ljl]1:: 
論文題目

言語教蕎の目的論に関する検討

一大津由紀雄の fことばへの気づ、きj に着目してー

【論文内容の要約｝

本稿は大津由紀雄（1948－）の「ことばへの気づきJの教育を中心に、英語教育の言語教

育としての目的論について検討したものである。言語教育のように、国語教育や英語教育

を連携させる発想は関倉山三郎が最初に提起した。岡倉は国語教育を土台として英語教育

は行われるべきだとしている。岡倉の述べた連携の形は国語教育から英語教育に対して

方向的なものであった。それに対し石橋幸太郎は盟語教育においては求心的教養、英語教

育においては遠心的教養が身につくとして再者の相補性を強調している。ただしこの求心

的教養、遠心的教養は具体性に欠けるという欠点があった。石橋の論をふまえ森住衛も

あり方について検討している。森住の論は言語の普遍性に着目した点で意義があ

ったが、教養主義の視点のみに留まってしまうことにその限界があった。

また、言語教育という体系については石橋が間語教育と英語教育を包括する形で提唱し

ており、 と をいか において位置づけるのかが不明瞭とな

っていた。一方、塩田寵巴が言語教育について論じた際は英語教育協有の領域とは対置す

る形で、他のことばの教育と共通する普遍的な領域として言語教育は位壁づけられた。し

かしながら、壊田はその具体的内容については述べていなかった。

垣間の枠組みのように、大津の言語教育はことばの普遍性に着臣しているものであった。

大津の「ことばへの気づきj の教育は、全ての言語に共通して存在しており、母語を通し

て無意識に知識として持っている文構造や文章内の修飾関係、文体などについて意識化さ

せる。このことによって、ことばの「運用j 能力を育てることを臣的としている。 f運用J

という概念は、ことばを発することのみならず 相手への考麗や、ことばの用い方を意識

化し省察することも含む概念である。

f運用Jにはこれまでの「教養」と「実用」という二項対立を総括する可能性がある。

これまで英語教育の自的論は関倉由三郎が提起した、「実用j と「教養Jの二項対立によっ

て諮られてきた。現在ではこの「実用j と「教養j は悶倉が定義したものから変化し、「実

用Jは主にコミュニケーションにおいて用いられる、スキノレの側面を重視したもの、

は臨捺理解や人格形成などの側揺を重視したものとして語られる。近年においては学習指

導要領の変遷や産業界からの要諸により実用的価値が重視されてきているが、実用的価値

が持つ限界を乗り越えるために実用的価値と教養的価鑑を結びつけるものが必要とされて

いる。大津の「運用J能力は、自身の持つ言語知識という、これまで非スキノレ的で「教養J

とされてきたものを用いて、ことばを発するところまでを含めている。この点で大津の論

はこれまでの「実用J「教養」を二項対立的ではなく総括的に捉えることができている。
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論文要約

提出者氏名 仲和志 指導教員
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西

名

英井石
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論文題呂
横地溝の数学教育論

-r量Jの指導！こ着目してー

｛論文内容の要約】

では、戦後の教育改革の中、数教協や数実研に属し、子どもの認識から出発した実

践を通して研究を進めた数学教育研究者である横地清の数学教育論とその実践を検討する。

戦後、アメリカ 要請による 中で仔われた であるが、生

という方針に対して、知識の体系の寸断や学力低下といっ

が巻き起こった。その後、数学教育の現代化が進み、遠山啓を中心とし

されるようになった。そのような時代にお

中で高次な概念を獲得すること、そ

などによって教科の系統

いて、単なる生活経験への

してそれを実生活へ活かすことの双方を目指し、日本全国のサークル団体と協力しながら

を通した研究を進めた人物が横地清である。

は、横地の理論と実践を検討する枠組みを得るために、

の数学教育論を整理し、讃地と遠山の簡で起こった量の指導を巡る論争を扱うことで、子

どもの認、識に関する主張と量の指導方法という論点の抽出を行なった。横地は遠出の主張

した生活単元学習批判に賛関して数教協に参加したが、やがて立場が対立したことから

教協を脱退し数実研を設立した経緯があり、両者の立場の違いを明らかにすることは横地

の理論を検討するためには重要である。遠山は、子どもの認識には一定の法員せがありそれ

を構造化させていくために、生活から離れたものであっても子どもが捉えやすい環境を教

師側が作為的に作る重要性を主張した。これは、水槽というシェーマを用いた指導におい

ても確認できた。一方横地は、子どもは学年や年齢によって異なる世界観を持っていると

し、子どもの患考に即した指導を重視した。そのため、子どもが実感を持って捉えやすい

ものを出発とした指導方法を提案した。

は、横地の数学教育論と彼の震の指導を検討した。横地は、子どもの知覚によ

る現実的思考を次第に形式的なものにして高次な概念を獲得することを目指し、やがてそ

れを実生活へ活かすことを自指した。これが、横地が数学は社会的、実践的なものである

と主張する所以である。また、指導の出発として現実の事物の側部を表す量を重視してお

、
れソ から量を抽出し、それを高次の概念へ昇華させたのち、罵留の事物を

量で描写することを重視していたことが確認できた。

は、横地が監修していた世田谷サークルの分数の導入部分における指導の実践

を考察した。実症の量的側面から量を抽出する、現実的思考を言語形式で進められる形式

的思考へ発達させていくというこつの模地の特徴が確認で、きた。一方で、現実的思考の段

階、子どもの学年や年齢で異なる世界観の正体については確認することができなかった。
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論文要約

提出者氏名 中来田敦美 1指導教員 13cI石井 ｜副｜西岡

論文題目 東基吉による保育論の検討

｛論文内容の要約｝

本稿では、明治期に女子高等師範学校附属幼稚醤の経営に携わった東基吉に着目し、幼

稚園の位置づけ方という観点から東の保青論を検討する。東は遊戯を通じて幼克が自分の

意志を実行しながら身体の健康を増進し道徳、を身につけていくことを考案した。先行研究

では幼稚園の位置づけ方という観点から東の保育論を検討することはなされず、遊戯を中

心とした保育論の担い手として中村五六や和田実と同一視された。そこで本稿では、その

より中村や和田の姿勢と比較しながら、東による保育論の意義と課題を明らかにする。

第 l章では中村、東、和田の構想、を明治後期における幼稚閣と家賠の状洗に位置づけた。

明治期を通じて幼稚悶保婦はプレーベノレの，思想についてよく理解しないまま思物中心の保

を形式的に行っていた。また社会で幼稚関の必要性が認められたのは、使用人の存在や

困によって幼児の発達が害されている場合か、エリート養成のための早期教育が求めら

れる場合に限定されていた。そこで三者は、教育体系において幼稚揺が占める地位を明ら

かにすることで、幼稚園の必要性を証明しようと試みた。

第 2章では中村や和田の理論と照らし合わせながら東の保育論を検討した。東と和田の

双方が中村と師弟関係にあり、三者はいずれも教育体系に幼稚園を位置づけることを目指

していた。しかし中村や和田が将来の円満な発達のための基礎形成を目指していたのに対

して、東は保育者の愛情のもとで自由かっ自然な生活を送ることの保障という視点、から保

を理解した。そこで東は、幼稚闘保育において、知育の比重を小さくして身体養

護と感情の陶冶を主とすることや、賠意遊戯と共同遊戯という区分を撤廃して幼兜を自由

に遊楽させることを提唱した。家庭教育で用いられる方法を衆人教育の形式をとる幼稚園

に採り入れることで、家庭教育から学校教育への円滑な移行がなされると東は考えた。し

かし教育方法そのものを段踏的に移行させていく筋道を示さなかった点に、東による保育

論の限界があった。

第 3章では「共同的 の構想、と「家庭幼稚園j の構想、をもとに東による保育論の

具体像を明らかにした。前者は、幼児の自出活動と人需の本性を関連づけるプレーベルの

考えを受容した一方で、幼克の本性を神的な霊性の発現とする見解を否定した東の姿勢を

体現していた。後者には、親を最も自然な保脊者と見倣す東の考えが表れていた。

以上のように、本稿では東による保育論の意義と課題を明らかにした。本稿の課題とし

ては、小学校教育に関する東の研究活動に焦点を合わせられなかったことである。小学校

教育に対する東の考え方が、彼の保育論とどのような関係にあったかについては今後の課

題としたい。
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論文要約

提出者氏名 山間航太郎 i指導教員｜主｜西岡 1国， I石井

論文題呂
英語教育における語葉指導のあり方

- Paul Nationの所論！こ注話して…

【論文内容の要約｝

今日、英語科教育においては、いわゆる 4スキル（リーディング、ライティング、リス

ニング、スピーキング）の統合が重視され、また、特に高校レベルにおいては、震尉英語

の授業は英語で行うことが現行の学習指導要領で明記されるなど、英語科の教育方法は大

いに変革を見せてきている。

2010年改訂の学習指導要領においては、 る語数を し、例えば、「コミュエケ

ーション英語 Ij、fコミュニケーション英語HJ及び「コミュニケーション英語班j をす

べて履修し 高等学校で 1800語，中高で 3000語を ることとした。また、来

たる 2020年の改訂においては、 4000～5000語にまで拡充される見込みとなっている。｝

のことからも、学習者に対する諾葉指導の重要性はますます高まると言える。

ここで、本稿では、諾葉指導のあり方に開題意識を持ち、まず、日本における

についての研究や実践を確認する。そして、それをより発展させるために、 ト
ホ

について多くの研究を行っている、言語学者PaulNationに、注話する oNationは、

とりわけ EFLすなわち外国語としての英語の言語習得について請究している

ある。彼の理論は、詞本 中で先行研究としてたびたび引用されるよう

になってきた。しかしそれらは、 Nationの論説への糸口を示しているものの、その所論の

一部を紹介しているに留まっている。

Nationを特徴づける 1つ

は、バランスの良し

に、 Thefour strandsというものがある。 Nation

4つのストランド（fourstrands）で構成されるもので、

この 4つのストランドのバランスを重要視している。これらは、 meaning耐 focusedinput 

味に焦点を合わせたインプット）、 meaning-focusedoutput （意味に焦点を合わせたアウトプ

ット）、 language“focusedleaning （言語に焦点を合わせた学晋）、 fluencydevelopment （流暢

さの発達）の 4つである。語葉の学官はこのうち 3番目の language-focusedlearningに罵す

る。そして第 1言語としての英語学習者と第 2雷語としての英語学留者との間の明確な差

異に基づいて、議接的な語葉指導の必要性に対する批判を乗り越え、この 3番目のストラ

ンドにおける語藁指導の必要性を明らかにした。

さらに Nationは言語学者として活動するかたわら、自身で指導実践を行っていた。その

実践記録は管見の限りないが、他の研究者の実践例を挙げ 単語部品に関する方略や文脈

からの類推方略など、具体定な語葉指導例を紹介している。

は、日本の英語教育の観点から、 Nationの理論や実践を総合的に研究することを自

的とするものである。
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