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【教育方法学研究室 2021年度提出 修士論文・卒業論文】 

 

 

修士論文 

 岡 村 亮 佑    ： E.W.アイスナーによるカリキュラム開発論の検討 

 山 中 左 織   ： 佐伯胖による「学び」論の意義と課題 

 

 

卒業論文 

明 石 寛 太    ： 中内敏夫の＜教育＞論に関する一考察 

五 十 嵐 結 香  ： 広岡亮蔵の学力論再考 

粂 川 薫 樹    ： 宇佐美寛の教育論に関する考察 

 小 松 佳 生    ： 青木幹勇の授業論に関する検討 

堀 部 有 加   ： 仮説実験授業に関する一考察 ―板倉聖宣の｢たのしい授業｣論に焦点を合わせて― 
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論文要約 
 

 

提出者氏名 岡村 亮佑 指導教員 主 石井 副 西岡 

論文題目 E.W.アイスナーによるカリキュラム開発論の検討 

【論文内容の要約】 

74 

本稿は、米国のカリキュラム研究者・美術教育学者である E.W.アイスナー（Eisner, 

E.W.:1933-2014）のカリキュラム開発論を検討するものである。芸術の才に恵まれていたア

イスナーは、教育を芸術とのアナロジーで語る。彼は、科学的・実証的な研究手法に対置

される芸術的・人文学的な視座から、カリキュラム論や教育評価論を構想した。 

彼の所論は、主として美術教育学と教育方法学の両分野から参照されてきた。前者では、

美術教育において学問中心的なカリキュラム開発を牽引した論者として、後者では、R.W.

タイラー（Tyler, R.W.）が提唱したカリキュラム編成原理であるタイラー原理を批判し、そ

のオルタナティブなカリキュラム評価論（「教育的鑑識眼（educational connoisseurship）」と

「教育批評（educational criticism）」）を提唱した論者として位置づけられてきた。 

以上にみるアイスナー受容の課題として、両分野による研究領域の分断を指摘できる。

教育方法学分野において彼の所論は、カリキュラム研究における「〈モダン vs ポストモダ

ン〉、〈開発 vs 批判・批評〉」といったパラダイムの二項対立と共に紹介されてきた。この

ような二項対立を体現するものとして、教育目標・評価論の観点からアイスナーの所論に

着目する田中耕治の研究（タイラーや B.S.ブルーム（Bloom, B.S.）の主張を支持）と桂直

美の研究（アイスナーの主張を支持）を挙げることができる。その主張が正面から対立す

る両者の研究は、カリキュラム構成・授業構成における教育目標の策定の是非――設計主

義（タイラーやブルーム）と創発主義（アイスナー）――をめぐる論争として把握できる。 

本稿は、タイラー原理との対比でアイスナーの所論を検討する点において、田中や桂の

研究と同じ視点を有する。しかしながら、両者の研究には、①アイスナーによる行動目標

論批判とタイラー原理批判を混同している点、②カリキュラム構成上の論点を教育目標策

定の是非の検討のみに終始しており、彼のカリキュラム開発論にほとんど着目していない

点、③彼の所論が含み込む設計主義の側面を看過している点に、共通する課題がある。 

よって本稿では、アイスナーによる行動目標論批判とタイラー原理批判を峻別した上で、

彼のカリキュラム開発論を検討する。その中核に位置する「教育的想像力（educational 

imagination）」概念を明らかにし、その視座から教育的鑑識眼・教育批評概念を再検討する。

これにより、カリキュラム構成における設計主義と創発主義の二項対立を超えて、アイス

ナーのカリキュラム開発論が有する意義をタイラー原理との関係から解明する。 

第一章では、アイスナーによる行動目標論批判とタイラー原理批判を峻別し、後者への

批判の要点が①カリキュラム開発過程における具体的方策を明示しない点、②カリキュラ

ム開発の仕事に不可分な教育的価値の問題に無自覚な点であったことを明らかにした。以
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上の指摘を踏まえてアイスナー自身は、アカデミックレベル・教科内容レベル・科目レベ

ルという三種のカリキュラムレベル、および叙述論（教育理論）と規範論（教育論）とい

う二種のカリキュラム理論を区別した上で、科目レベルにおいて叙述論から規範論が創出

されるカリキュラム意思決定（curriculum decision）の過程に着目したことを示した。 

第二章では、アイスナーがケタリング・プロジェクトでのカリキュラム開発に携わった

経験を踏まえて、カリキュラム意思決定における熟考（deliberation）、価値判断（evaluation）、

想像力（imagination）の重要性、カリキュラム開発の主体となるような教師像を構築する

必要性、質的探究を重視したカリキュラム評価を開発する必要性を認識したことを示した。

その後、彼のカリキュラム意思決定の研究は新たなカリキュラム評価論を精錬することに

焦点化されたことを示し、アカウンタビリティ運動や教育研究・教育評価研究の質的展開

の中で教育的鑑識眼や教育批評の概念が形成されていったことを確認した。 

第三章では、アイスナーのカリキュラム開発論の内実をカリキュラム意思決定の側面と

カリキュラム評価の側面から検討した。前者では、カリキュラム開発が教育的想像力によ

る教育的変換のプロセスであり、その行為主体としてカリキュラム・メーカーとしての教

師（teachers as curriculum makers）が位置づくこと、また教師による授業実践レベルの意思

決定は、設計主義と創発主義を共に含み込んだカリキュラム開発の円環モデルとして描き

出されることを示した。後者では、教育的鑑識眼や教育批評がカリキュラム計画や授業づ

くりといった観点と連続性を有する点を指摘し、アイスナーのカリキュラム開発論は、教

育的想像力・教育的鑑識眼・教育批評の三位一体の関係から成立することを示した。また、

カリキュラムの専門家としての教育批評家には、高度な鑑識眼によって看取された教育実

践の全体像を批評言語や複数のメディアから再構築することにより保護者や社会への評価

責任を果たすこと、カリキュラム意思決定に直結する教師の意図や価値観を、空カリキュ

ラム（null curriculum）の観点をも含んで問い直すことの二点が要求されることを明示した。 

終章では、従来は設計主義と創発主義の二律背反として捉えられてきたタイラー原理と

アイスナーのカリキュラム開発論の枠組みを、両者が依拠するカリキュラムレベルの差異

（カリキュラム構成―授業構成）を踏まえた上で再構築し、①タイラー原理とアイスナー

のカリキュラム開発論は、設計主義と創発主義の二律背反としては把握されないこと、②

両者の相違点が、アイスナーのいうカリキュラムレベルの違いにあること、③カリキュラ

ム構成の次元を担うタイラー原理は教育目標によって、授業構成の次元を担うアイスナー

のカリキュラム開発論は教育批評によって、相互に影響を与えていることを明らかにした。 
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論文要約 
 

 

提出者氏名 山中 左織 指導教員 主 
石井 

英真 
副 
西岡 

加名恵 

論文題目 佐伯胖による「学び」論の意義と課題 

【論文内容の要約】 

76 

1990年代以降、教育をめぐる議論では、学びという言葉が中心的位置を占めている。学

びとは、単なる知識獲得とは異なる学習として位置づけられ、この考え方は学校教育を捉

え直し再構築しうる視座を提供する。そして、この学びの概念は、学習者の側から学びを

捉え直す志向性を基盤としつつ、多義的な広がりを見せている。ただし、学び論の考え方

は原理的な検討を踏まえず表面的に提供されることが多いために、教育現場での理解が十

分に深まっているとは言いがたく、表層的な実践や議論に陥りがちな現状がある。学び論

の展開では、佐伯胖や佐藤学らが中心的な役割を果たしてきた。特に、佐伯は認知科学に

おける状況論の展開にいち早く着目して主導してきた人物であり、文化的実践への参加を

通じた学びの考え方を提示している。近代的学習そのものの根源的な克服を試みた佐伯胖

の所論は、学び論の中心にある根本的な認識や理論を規定している。本稿は、(1) 佐伯によ

る「学び」論の形成過程を跡づけながらその特質を浮き彫りにし、(2) 佐伯の「学び」論が

試みられた学校教育実践の内実を明らかにし、よって氏の所論の意義と課題を検討する。 

第一章では、佐伯による研究の展開とその背景を整理した上で、関係論的視点という「学

び」の特質を明らかにした。佐伯は、行動主義的学習観、認知主義的学習観、状況論的学

習観のおおよそ 3度にわたる学習観の変革を経験してきた。中でも、行動主義の分かりや

すさ故に大変難題であり、かつ慎重に行われた行動主義的学習観から認知主義的学習観へ

のパラダイム転換を直接経験してきたことにより、国内における認知革命を強い意志を持

って先導した。そして、生態学主義や状況論的認知の観点から、実験室での研究手法の限

界に気づき、日常的認知研究や人類学的アプローチを積極的に取り入れることで乗り越え

ようとした。佐伯は、学校教育に代表される、「どうすれば、どうなる」ということのみを

求める技術主義的知能観と親和性の高い、行動主義的学習観が分かりやすさや記述しやす

さを有していることが、従来の学習観を否定することができない要因であったと述べた。

そこで行動主義的学習観のオルタナティブとして佐伯が主張したのは、学びを「文化的実

践への参加」と見る考え方であった。このように佐伯の経験や所論を追うことで、ものご

とを見る基盤としての関係論的視点の考え方が立ち現れてくる。 

佐伯の所論の特質は、以下の 3点で示すことができる。第一に、一貫して学習者の視点

からの「学び」に関心が向けられてきた点である。第二に、「上から下への一方向」の行為

の構図ではなく、「教師が参加していることに子どもも一緒に参加する、協働参加による学

び」の構図を基礎とした点である。第三に、「共感的かかわり」を基盤にした子どもと大人

の関係を構築する点である。以上に挙げた 3つの特質は、新たな人間観や学習観の主張と
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して、関係論的な視点、つまり正統的周辺参加論(LPP)や文化的実践への参加の考え方と強

く結びついたものである。 

第二章では、佐伯による所論の受容を目指した静岡大学教育学部附属静岡中学校におけ

る教育実践を佐伯の所論が実践された事例として取り上げ、佐伯の「学び」論が、学校教

育を再定義する上でどのような示唆を有するかについて検討した。そして、教育実践に影

響を与えたと考えられる、佐伯による 3つの重要概念「学びのドーナッツ論」「正統的周辺

参加論」「文化的実践への参加」の側面から、実践的な「学び」論の意義と課題を検討した。 

 本実践の意義は、佐伯が学校の特殊性の一つとして挙げていた、教師と子どもの「問う

―答える」という関係基盤を崩しえたことである。また、教師や子どもが持つ学習観や能

力観の転換を導いたことである。一方、本実践における課題を以下の 2点に整理できる。

第一に、学びの質や深さがコミュニティによって左右されることである。第二に、関係性

の中に宿る「分かちもたれた知」の適切な評価のあり方が示されなかったことである。こ

の点に関して、佐伯は、長期スパンで「本当に学ぶということ」を育てていくことに可能

性を見出していた。評価に関しては、評価概念の転換を提示し、互いの素晴らしさやでき

たことへの「賞味(appreciate)」という概念への全面的な転換を目指そうとしていた。 

第一章と第二章の議論を踏まえて、佐伯の「学び」論の意義を総括すれば、それは、従

来の学習観や個体能力主義などがもたらす弊害を指摘し、子どもたちの学びを分析するた

めの視座を与え、そして学校知の問題など当然視された旧来の「学び」の見直しを促す枠

組みを提供した点である。さらに、学習者の身近な社会や事象ではない学知にまで、共同

体の一員として生徒が追究することを可能にする実践を導いたとも捉えることもでき、こ

うした LPPや文化的実践への参加の考え方が、学校教育の新しい可能性を切り拓いた。他

方、佐伯の「学び」論に基づき、学校教育を再考していく上での課題は、子どもたちを受

け入れる現行の社会システムと佐伯の提示する関係論的視点との間の齟齬がまだ十分に解

消され切れていない点である。つまり、関係論的な視点に基づく「学び論」を社会システ

ムにそのまま当てはめていくことは、まだ多くの検討や議論が必要とされるだろう。 

本研究は、学び論の原理的背景や形成過程を明らかにするために、佐伯の所論を歴史的

に追い、それを佐伯の所論の受容を目指した実践と重ねて取り上げたことにより、学校教

育実践における学びの可能性に迫った。ただし、本稿で扱った実践事例は限定されている

点に課題が残されている。さらに、佐伯の「学び」論の特質及び意義、課題を今後どのよ

うに学校教育への見直しに展開できるかを今後検討していく必要がある。 
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論文要約 
 

 

提出者氏名 明石寛太 指導教員 主 石井英真 副 西岡加名恵 

論文題目 中内敏夫の＜教育＞論に関する一考察 

【論文内容の要約】 

78 

本論文は、中内敏夫の生活綴方研究から到達度評価運動、そして教育概念研究に至るま

での通史的検討を行うことで、教育目標論について検討するものである。 

第一章では、1950 年代からの生活綴方研究に着目した。まず 1950 年代の中内の研究の

出発点でもある戦争体験による翻訳教育学への違和感と日本人の文化や習俗を示す史料探

索という問題意識について整理した。それをふまえて問題意識が 1960年の小論「教育評価」、

生活綴方研究に結実したことを明らかにした。小論「教育評価」では、教育評価が子ども

の選抜に用いられるのではなく、教育課程や国家基準を問い直していくという原理が示さ

れていた。また、生活綴方研究では、中内の生活綴方に対する研究視角を検討することで、

学校教育には子どもの背景にある「生活」が重要な位置を占め、その「生活」の捉え方が

一様ではない点が示されていた。 

第二章では、1970 年代半ばからの到達度評価運動における研究に着目した。1970 年代

において、第一章での「教育評価」で示された評価観念の転換という原理的考察が到達度

評価運動を通じて現実化されていく。そのような社会的背景の中で、中内もまた到達度評

価運動へと合流することになる。中内は、この運動を通じて、到達目標論の意義と課題を

見出してく。そして課題の克服のために、生活綴方の遺産を受け継ぐことと生活概念を組

み込んだ指導過程論モデルの提起を行ったことを明らかにした。 

第三章では、1990年代の教育概念研究に着目した。中内は、教育の意味を狭く規定しな

ければならないとした上で、「個人の自立を目的とした意図的計画的な助成的介入」と定義

する。この意味において、中内は＜教育＞という表記を使う。そして、この＜教育＞概念

は、歴史的変遷を伴うという意味で、近代特有の人間形成の技であるとされる。よって、

この＜教育＞概念を規定したうえで、現代においては「＜教育＞のその後」が考えられな

ければならないとするのである。 

以上の検討から、教育目標論に関する二つの示唆を見出す。一点目は、中内の教育学に

おいて目標の意識化が重要な位置を占めるという点である。目標の意識化を行うために、

特に評価基準が密接に関わっていることを明らかにした。二点目は、社会要求と教育目標

についてである。戦前生活綴方から到達度評価運動、教育概念研究まで、教育目標におけ

る社会要求を教育現場からとらえ返していくという点で中内の視点は一貫している。 

なお本論文の課題としては、具体的な実践の検討不足と、生活世界を教育目標に関連付

けることの二点が挙げられる。 
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論文要約 
 

 

提出者氏名 五十嵐 結香 指導教員 主 
石井  

英真 
副 

西岡 

加名恵 

論文題目 広岡亮蔵の学力論再考 

【論文内容の要約】 

79 

本稿は、広岡亮蔵の学力モデル論について検討するものである。教育方法論史において

広岡の三層構造の学力モデル論は、その中核に「態度」を据えたことにより「態度主義」

の典型として批判されることになったと整理される。本稿では、広岡の学力モデル論の考

え方やその背景を三つの時期に区分して明らかにし、加えられた「態度主義」批判につい

て再検討することで、広岡の学力モデル論の評価を問い直すことを目的とした。 

第１章では、広岡の来歴と研究の展開を概括した。そして、広岡の学力モデル論は、⑴

科学の陶冶性を軽視し、教育内容の科学性を否定するものと批判され、⑵教材や指導の問

題が学習者の心構えの問題にすり替わると批判されたことを整理した。 

第２章では、広岡の学力モデル論と「態度」概念を明らかにした。1953年に『基礎学力』

で提唱された第１期学力モデルは、経験主義の問題解決学習の反省と基礎学力論争の総括

が背景にあった。広岡は問題解決学力を支えるものとして客観的な知識＝基礎学力を重視

し、学力モデルに基礎学力を位置づけることを主張した。第１期の「態度」は、戦後新教

育の主体的、能動的な学力観を継承するものであった。1958 年や 1964 年に示された第２

期学力モデルは、問題解決学習と系統学習の対立の問題や「教育内容の現代化」を背景に、

知識と態度の統一的追求や発展し転移する学力を目指して提唱された。第２期の「態度」

は学習主体の心的傾向として捉えられ、知識とともに「態度」を形成する学習過程が追求

された。1971年以降の第３期学力モデルでは、広岡は人間的な教育の動向を背景に全人的

な学力を目指した。この学力モデルでは、知的操作力として「学び取り方の能力」が中層

に位置づけられ、「態度」は知識次元より奥深い内在的能力であることが強調された。 

第３章では、広岡の「態度」概念をより深く理解するため、広岡が 1950 年代末から 60

年代にかけて関わった、信州大学付属松本中学校での実践研究を検討した。態度形成の学

習過程の例と教材構造と発見学習の例を参考に、広岡の主張する「態度」は、生徒が学習

問題に問題意識をもって主体的に取り組み、主体的に知識を獲得していくとともに、その

見方・考え方が深まっていくということを指していたことを明らかにした。 

以上を踏まえ、改めて広岡の学力モデル論に対する「態度主義」批判を検討した。広岡

の学力モデル論は、学習主体が問題意識をもって主体的に知識を獲得していく仕方を重視

し、学習内容に対する見方・考え方が深まることを重視した点に意義があった。その反面、

知識と「態度」の関連の追求が後景化すると、単なる心構えの重視だとして教育内容の科

学性や教育実践の客観的な規定に反する学力モデル論であると受け止められてしまう点が

課題であったといえる。 
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論文題目 宇佐美寛の教育論に関する考察 

【論文内容の要約】 

80 

本研究では、教育学者である宇佐美寛の教育理論を検討する。宇佐美は教育における諸概

念及び実践に関して、思考と言語に関する理論である記号論に基づいて分析的な考察を行

った研究者である。各教材・実践記録についてその「使用」を重視して批判した彼の教育

論を整理し考察することで、現在教育言説の中に氾濫するさまざまな新語・新教材を批判

的に検討するための視点を得ることを目的とする。 

本稿では、宇佐美が研究を行なった複数の領域のうち、教材と実践記録という二つの

領域に焦点を当てて考察を行う。彼が論じた領域は上の二つの領域に限らず多岐に渡る

が、それらの根底には二領域と共通する哲学的立場が見られるためである。 

 第１章では、宇佐美の論のうち教材に関するものを考察した。具体的には、教材論が歴

史的に抱えてきた、「教科内容」「教授行為」との区別の問題に対し、宇佐美は教授―学習

を「授業刺激」「教材」「教科内容」という段階的な記号過程として定式化し概念間の関係

性を明確化することで解決を図った旨を論じた。また、宇佐美が論じた記号過程という枠

組みの中で、徳目主義批判や「はいまわる経験主義」などの諸問題の位置付けを検討した。

その中で、宇佐美による特設「道徳」指導資料の批判や、記号論に基づく「言語技術教育」

としての国語教育の理論について具体的に検討した。 

 第２章では、実践記録についての論に関して考察する。教師が綴った文学としての実践

記録から、教育技術の共有に資する科学的記録、臨床における教師の語りとしての記録へ

とその役割が移っていく中で、宇佐美が、教育技術の共有という目的の上で教師の主観、

すなわち授業への自覚を十分に表現した実践記録を追求した旨を論じた。その過程で、斎

藤喜博との「出口」論争や「教育技術の法則化運動」の理念・実践との関係について論じ、

それらの論の基礎に、教育技術の共有における記号過程を見出し、これを図式化した。こ

れは実践記録による教育技術の共有を教材による学習との同型性において捉えたものであ

る。 

 最後に、宇佐美の教育論全体の意義について記述した.本研究は、宇佐美の教材や実践記

録に関する各論を、彼の記号主義的教育観の表れとして考察したものである。宇佐美の教

育論は、教師・子どもが知識・技術を獲得する過程を記号段階として定式化することで、

諸概念の相互関係を明らかにしその混同による誤謬を指摘した点、及びその批判を通して、

教育理論の「語り方」の規範的枠組みを提示した点に意義があったと結論づけた。 
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本稿では、子どもが主体的に問いを持つようになる指導への手掛かりを得ることを試み

る。昨今、子どもの問いの生成を中核とした主体的な学びとその指導法が注目されている。

学習者の問いの喚起については、教師が問う方法を教授する在り方、そして教師の教授を

前提に学習者に疑問や質問を持たせ、それらを洗練させる在り方が主である。しかし、そ

れらは問うことに子どもの主体性の姿を求めつつも教師の伝達を前提とする矛盾を孕んで

いる。本稿では、子どもの主体性とそのための学習や問うことの在り方に関してさらに検

討すべく、子どもが主体的に問題を持つ指導を実践した国語教師、青木幹勇の授業論を検

討した。青木に関しての先行研究では「書く」実践の導入過程が整理されている。本稿で

は、青木がその過程で一貫して拘り検討した「発問」に着目し「書く」実践と「発問」の

展開を追い、子どもが自主的・自発的に問題を持つようになる指導について検討する。 

第一章では、まず、子どもたちを受け身にさせる発問への、青木の批判を取り上げる。

次に、青木の教育目標論から、青木が批判する発問が、子どもの「ことば思考」や「こと

がら思考」ばかりに焦点化した発問であることを確認し、他方で自主的・自発的な読解を

目指すための「問題的思考」や「鑑賞的思考」を喚起する発問は重視されていたことを述

べた。最後に、読解の原型を自発的に問題を持つことであるとしたうえで、教師の発問を

量的に減少させることで、子どもに問題を持たせて発問者にするという青木の「発問権の

分譲」実践と、問題を顕在化させる役割を担う「書く」の導入の過程を概観した。そして、

それらの実践における発問が、子どもが読解に資する問題を持つことに際して課題を残す

結果となったことを確認した。第二章では、本文省略を補う「書き足し」、子どもが書き手

となり自らの読みを反映させる「書替え」、そしてジャンルや題材を問わず子どもが創造的

に表現活動を行う「フィクション作文」という三つの実践を取り上げた。そして、それら

で用いられた発問は、「発問権の分譲」実践で用いられたような発問から、「問題的思考」

や「鑑賞的思考」を促し、確かな読みを前提としつつも子どもが自由な想像力を用いる、

自発的な学習を誘発するものへと変化したことを確認した。 

以上のように青木の授業論を発問という観点から検討し、次の二点が見出された。一点

目は、青木の「発問権の分譲」実践に見られるように、教師が提示した発問に子どもが倣

う学習は、子どもの問いが形式的になるという危険を孕むことである。二点目は、「第三の

書く」の成立やその展開過程で見られるような、子どもが主体的に問題を持つようになる

指導の一つとして、教科特性に応じた「問うこと」「問題を持つこと」の内実を見定め、そ

れらを発問により誘発し、子どもが問題を持つ活動を組織する在り方の可能性である。 
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―板倉聖宣の｢たのしい授業｣論に焦点を合わせて― 

【論文内容の要約】 

82 

本稿は板倉聖宣が提唱した｢たのしい授業｣としての仮説実験授業の意義を明らかに

するものである。｢たのしい授業｣という観点の先行研究においては、その授業運営法

や教材が子どもの積極的な授業参加意欲を引き出している点に仮説実験授業の意義を

見出しているものや、知的好奇心による楽しさと娯楽的な楽しさを混同しているとし

て｢たのしい授業｣を主張する板倉を批判するものなどがある。しかしこれらは板倉の

科学観・科学教育観が考慮されていない点で不十分である。本稿では、板倉の科学観・

科学教育観や教育目標を関連付けて検討することで、｢たのしい授業｣としての仮説実

験授業を再評価することを目的とする。 

第１章では、板倉の科学観・科学教育観の内実を検討したのち、彼の｢たのしい授業｣

に関する思想の展開を追い、仮説実験授業と｢たのしい授業｣との関係を明らかにした。

板倉は｢科学的な考え方とはどういうことか｣という問題関心から科学史研究を行い、

研究の結果、主体的な問題意識に基づき、常識を逸脱する独創的な仮説を立て、実験

による予想の正否の検証を繰り返すことが科学的認識の発展に必要であることを見出

した。板倉の教育目標は｢デマ宣言に惑わされない主体的な人間の確立｣であり、その

ために科学的思考を養成することが仮説実験授業の目的の１つだった。ただし板倉は

科学的認識を発展させるだけでは自らの目標を達成するには不十分だと考えていた。 

板倉は子どもの科学に対する抵抗感を払拭するため、子どもの知的好奇心を刺激し

｢科学がすきだ、科学は楽しい｣と思える工夫を仮説実験授業に取り入れた。授業研究

を重ねるうちに、主体的・独創的な思考ができる人を育成するには、科学的思考力を

養成した上でそれを実際に使う能力・経験・自信が必要だと気づき、多様な側面をも

つ｢たのしさ｣を授業に取り入れることでそれらが身につけられると考えた。 

第２章では、作成時期の異なる３つの授業書を取り上げ、科学的思考力を養うため

の板倉の理論は全てに反映されている一方で、｢能力・経験・自信｣を体得させるため

の｢たのしさ｣は 1970 年代以降の授業書にのみ含まれていることを明らかにした。 

本稿での検討により、｢たのしい授業｣という考えは板倉の教育目標をより完全に達

成させるために、仮説実験授業で重視されている｢科学的認識の発展｣と並んで、重要

な要素であることがわかった。また、板倉が初期に想定していた｢たのしさ｣は科学的

思考力を体得させる準備のためであったのに対し、1980 年代には体得した科学的思考

力を発揮するための｢たのしさ｣へと深化していたことも明らかになった。 
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