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昨今の「常識的な」教師教育の動向
•「実習・現場観察重視」
年から年中、学生を学校に行かせれば、授業の見方が身についていくだろう。

•「レッスン・スタディ重視」
日本型の教師の主体的な学び（レッスン・スタディ）が世界でも評価されてい
るらしい。さまざまなバックグラウンドを持つ学生が多様な見解をぶつけあう
レッスン・スタディは、教師の授業分析力と実践力を高めることは、間違いな
い。ここに教育方法学者や児童心理学者が加われば、鬼に金棒！

•「教科内容学の創設による教科内容面の補強」
合わせて教科内容の専門家が教科内容について真剣に考えるように
なり、教育に関係する内容を教えれば、教師の教科内容力も高まるだ
ろう。



こうした「常識的」な教師教育プログラムを受
けた学生の授業分析例（コメント例）

•日本女子大学の初等科の学生の場合
（【資料①】「我が国の社会科授業研究の特質とその意義」pp.89-90より）

• 小学校４年生社会科単元「みんなの出すゴミ」のある１時間についてのレッス
ン・スタディ。Ｋ・Ｊ法と「カード構造化法」が用いられる。

• 単元の理解目標は、次の通り。

「ごみ処理の流れを理解させ、その流れを阻害しないようにするには、ゴ
ミの分別が大切であることを理解させること」

「分別には資源のリサイクルという重要な目的があることを理解させるこ
と」。

• 態度目標は、次の通り。

「ごみの分別を積極的に正確に行おうとする姿勢」「リサイクルに積極的
に協力する態度」の育成。



こうした「常識的」な教師教育プログラムを受
けた学生の授業分析例（コメント例）

•単元計画は次の通り。
• 単元前半では、学校や家庭のごみ調べをする。

• 本時（単元中盤に位置づく）は、「分別の仕方を知ろう！」ということで、ゴミの分
別の仕方を学び、次時はリサイクルの話となる。

• その後、燃えるごみ、燃えない（燃やせない）ごみの処理施設がどのように処理
するのかを、工場見学を通して確認し、そこで働く人たちにインタビューをして、
新聞にまとめる（と思われる）。



こうした「常識的」な教師教育プログラムを受
けた学生の授業分析例（コメント例）
• レッスン・スタディ（議論）での学生の発言は、次の通り

「分別中に先生が声をかけた方がよかった」

「絵がわかりやすかった」

「ごみの分別を一人の児童だけがずっとやっていた（手分けした方が
よかった）」・・・

•議論の焦点は、次の２つになった。

○「絵に描いてパネルに示したことの効果」

○「児童のうちの代表者１名がゴミを分別したのみであったこと」



で・・・これで社会科授業を学生たちは本当
に分析できているのだろうか？
• 記録を確認する限り、小学校現場で日常的に行われている単元計画を模
倣して、それをスムーズに実行する能力は保障されると言えるだろう。

• しかし、「これをなぜ「社会科」で（学校教育で）行わなければならないの
か」・・・という視点が欠落している。

• 社会科は一般的に、社会を多面的多角的に見ることなどを通して、「健全
な国家・社会の形成者を育成する」ことを目的とする。つまり主権者として
必要な社会認識と態度の形成をめざす。そのため家庭や日常生活の行
為も、社会全般の動き、そして政策の問題としてとらえ、その観点から議
論できるようになるように、子どもたちに意図的・計画的に働きかけていく
必要がある。

• ここから、考えると本単元計画は、社会科というより家庭科の教科目標に
即している授業ではないか。



もし、社会科としてゴミを授業化するなら
ば・・・例えば・・・

•【資料②】拙稿「我が国の社会
科授業研究の特質とその意義」
（pp.90-91）を参照してください。



なぜ、単元計画を社会科の教科目標に照らし
て根源から問い直す視点が学生から欠落し
ているのか？（１／２）
• レッスン・スタディのように、実践の逐語記録やビデオ記録から授業を議論
させると、どうしても授業の細部に目が向きやすく、授業の全体構造から議
論することが困難になる。

• 学生（教師）自身、12年に及ぶ学校経験を通して、学校現場に蔓延した常
識的な単元計画や授業に慣れきってしまい、「これが小学校で行う社会科
の授業」と思い込んでいる。

• 学生（教師）自身、これ以外の選択肢を知らない。また教えられていない。
現場観察でも、なかなか出会わない。

（詳しくは、T.D. Slekar, Epistemological entanglements, Theory and Research in Social 
Education, Vol.26, No.4, 1998. 及び拙稿「「授業研究」からみた社会科研究の方法論と国際
化の課題」『社会科教育論叢』第48集、2012年、pp.48-51参照のこと）



なぜ、単元計画を教科目標に照らして根源か
ら問い直す視点が学生から欠落しているの
か？（２／２）
• さらには、こうした根源的な議論は、そもそも単元計画作成段階で行わなければ
ならないのだが、昨今、授業計画を議論することが、教育学の世界でも否定的に
扱われてしまい、軽視されてきた。

• 例えば佐藤学らは、計画を重視する教師を「技術的熟達者」と位置づけ、否定的
に捉えた。

• 佐藤は、計画に拘らず状況即応的な対応をできる教師こそが「反省的実践家」で、
主体的な教師なのだと主張し、単元や授業計画を細かく作成したり、計画に時間
を割くことを時代遅れでアメリカでは殆どやっていない、などといった言い回しで批
判し、発想のパラダイム転換を要求した。

（この点を批判した論文が、やっと最近になって教育学からも登場して
いる。石井英真「授業研究を問い直す―教授学的関心の再評価―」
『教育方法４３ 授業研究と校内研修』図書文化、2014年。）



「こうした未熟な分析しか学生ができないのは、
知識不足が原因」と、今あなたは、そう考えて
いませんか？

• 私も以前はそう考えていましたが、おそらくそれは間違っているでしょう。

• それは、私がアメリカ合衆国で出会ったいくつかの研究から、そう確信いた
しました。

• 私たちが捨てなければならないのは、教科内容（まず教科内容がある）→
教育方法（次に教科内容を教えるための方法がある）→授業実践（二つを
組み合わせて授業を作成する）という構図です。



米国のＫ．バートンらは、ある面白い研究結
果を発表しております。
•彼らはある時、歴史学で博士号まで取得し、教職経験も15年程度あ
る、ある高校歴史教師（女性）の授業について、一定期間、参与観察
する機会がありました。

•彼女は大学院時代、歴史学だけでなく、教職科目も受講し、教育学
についても知識を得ており、探究学習などについて学びました。

•歴史は解釈であり、教科書の記述も解釈であることを理解していま
した。

• しかし、彼女の学校現場での授業実践は、「教科書の内容の網羅・
無批判的伝達」と「生徒の統制」という、どこにでもある旧態依然のス
タイルでした。彼女の内容学や方法学の専門性は、授業のどこにも
発揮されていませんでした。



バートンは、実際に学校現場で探究学習を行
う他の複数の教師と彼女を比較し、次のよう
な結論に至りました。

• 大学で学んだことを授業に生かすかどうかは、そうした内容や教授学の知
識があるかどうかだけでなく、それらを現場で用いることの「意味」、つまり
「なぜ私たちは、その内容を、その方法で教えなければならないのか」につ
いて深く根源から議論して理解していないとダメ。

• どんなにこちら（大学教員側）が「これは重要ですよ」と価値づけして内容や
方法を学生に教えても、それを教えることが「どういった意味があるのか
（なぜ現場でそうしたパフォーマンスをしなければならないのか）」深く理解
できていなければ、やがて大学卒業後に、それらは捨てられてしまう。悪い
意味で、周りの教師文化に流されてしまう（正統的周辺参加）。

（キース・バートン、リンダ・レヴスティク著（渡部竜也ほか訳）『コモン・グッド
のための歴史教育』春風社、2015年第13章より。）



教科内容も教育方法も、学生たちの授業観
（ビジョン）や動機を無視して教えてしまうと、
卒業後に「あれは大学での机上の空論」と
いって無視されてしまいます。
• どんなに内容学者が、ゴミ政策の現状や、リサイクルはよいことばか
りではないという研究成果を伝えても、「それは学習指導要領に記載
されていない」「それは小学生（中学生）に教えるべきではない」「私
のしたい教育は、そんな小難しいことを教えることではない」と学生側
が考えていれば、それらの情報は、すぐに忘れられていく。

• どんなに教育学者が、探究学習は素晴らしいといって説明しても、そ
の方法を扱うことの意味（なぜ子どもたちに探究活動をさせるのか）
を理解できていなければ、学生は時間の問題でその知識を捨て、学
校現場で広く普及している旧態依然の単元計画や授業が実践されて
いくことになる。



「動機（意味付け）」が重要という指摘は、2000年
代の米国のいくつかの教師研究でもなされました。

•例えばＰＣＫ研究でおなじみのショーマンも、2004年の研究で、
教師にいくら各種知識や教育的理解（一般的に理想的とされる
授業像や教科目標の理解）があろうとも、これを実現させようと
する意志や動機（教師による主体的な意味付け）、そして具体的
なビジョンがなければ、現状に甘んじる教師が存在することを指
摘している

（L. Shulman and J. Shulman, How and what teachers learn: a shifting perspective, Curriculum 
Studies, Vol.36, No.2, 2004）

• また、教師のビジョンが教師教育の大きなカギとなることは、ハン
マーネス（2003）が指摘をしている。

（K. Hammerness, Learning to hope, or hoping to learn?, Journal of Teacher Education, Vol.54, 
No.1, 2003. ）



しかし、同じ頃の我が国の教師教育研究は、相
変わらず「知識」と「レッスン・スタディ（教師の学
びの共同体）」と「現場観察」の三本立てが主流
で、学生の持っている授業観（ビジョン）だとか、
希望だとか、意味づけだとか、動機だとかいった
部分に注目する研究は、ほぼ皆無でした。学生
無視の研究でした。

•例えば、東京学芸大学カリキュラム・センターが中心になって、全国の
教師教育研究者とともに作成した、三石初雄・川手圭一編（2010年）
『高度実践型の教員養成へ―日本と欧米の教師教育と教職大学院』
（東京学芸大学出版会）には、こうした話題はまったく上ってきていな
い。学生はただただ未熟で従順な存在とされているかのようである。



しかし、やっと最近、日本の教師教育研究でも、
「動機」や「意味」、「授業観（ビジョン）」に注目す
る動きが出てきました。
• ハマーネスやショーマンらの研究を受けて、北田（2014）が

「単に教師が専門的知識を豊富に有しているだけでも、また単に仲間や教
師との関係性が醸成されているだけでも不十分であり」

「子ども一人ひとりの学びを保障しようとする明確な『ビジョン』や『動機』に
結びついてこそはじめて重要な意味を持つ」

「教師の専門性とは、決して単に専門的知識や技能を数多く獲得すること
にあるのではなく、その知識や技能が、いったい誰のために、何のために
生かされるべきなのかという、明確な『ビジョン』と強い『動機』と結びつき機
能するなかにこそ見出される」

・・・と指摘している。
（北田佳子「校内授業研究で育まれる教師の専門性とは―学習共同体における新任教
師の変容を通してー」『教育方法43 授業研究と校内研修』図書文化、2014年参照）



私たち大学の教員は、彼らの「動機（意味づけ）」
や「授業観（ビジョン）形成に向けて何ができるの
か？

•北田（2014）は、ショーマンらの議論を踏まえて、「教師の感情を
揺さぶり使命感を駆り立てるような、具体的な子どもたちの姿が
存在していない」とそうした動機は生まれてこないので、「具体的
な子どもたちに幾度も出会い、教師として何ができるのかを同
僚とともに問い続けていく営み」が重要ではないかとまとめてい
る。

•併せて北田（2014）は、「動機」を持つことはそう簡単なことでは
ないし、すぐにできることではない」と指摘する。

→結局、学校現場観察の重視、「レッスン・スタディなどを通した学びの共同
体づくり（教師の同僚性）」が大切という、ありきたりの主張へ・・・



大学の教員養成は何をすることができるの
か、また何をすべきなのか・・・この課題に、
先のバートン氏は応えようとした。
• バートンらは、革新的な授業を行う複数の社会科教師が、「民主主義への
貢献」という使命感を共有し、そこから授業の在り方を、子どもたちの現実
などを踏まえながら、根源的に問い直していることを発見した（2004）。

• 上の使命感は、比較的に誰にでも共有しやすいものである。そこでバート
ンらは、社会科の授業の複数のアプローチを「民主主義への貢献」という
観点から比較させ、その「貢献可能性」と「抑制」の部分について議論させ
ること（「ねらいの議論（aim talk）」）を大学がやっていくことで、新米教師の
授業のビジョンや教師像の形成だけでなく、主体的な授業実践に向けた
動機作り（主体的な意味づけ）に多少なりとも寄与できるという、新しい教
師教育構想を主張するようになった。

（K. Barton, Expanding preservice teachers’ image of self, students and democracy, D. 
Campbell, et al., Making Civics Count: Citizenship education for a New Generation, 
Harvard Education Press, 2014）



「ねらいの議論（aim talk）」の一例

次の二つの歴史的探究がらみの授業形態について考えてみよう。第
一のものは、子どもがワイヤレスの電信の発達についての調査を通し
て、その発明の名声が、マルコーニとステラ、どちらに与えるべきか評
価するために、情報を収集して議論するというもの。

第二のものは、子どもたちが現在存在している科学技術を規制する諸
政策について議論するために、その背景として、通信技術の変化の影
響を歴史的に調査するというものである。

どちらも追究するには興味深い問いかもしれない。またどちらも学問
的な内容知や技術の改善を図りながら、子どもたちを探究に携わらせる
ことができる。だが二番目の事例の方が、公民的意思決定により直接
に応用できる方法で、歴史実践と民主主義的目標を結び付けている。

（バートンら『コモン・グッドのための歴史教育』「日本版まえがき」より）



つまり、「ねらいについての議論（aim-talk）」
とは・・・
• あるテーマが設定されていたとして、それをどのような目標のもと、どう
いった内容と方法を実行していくことが、民主主義社会の有意な形成者を
育成するのに最大の貢献をすることになるのかを考えることである。

• 根源的な検討をすることができるように、多様な型の授業を目にして、比
較考察していくことが求められる。

• 子どもの置かれた環境や社会的状況といった「文脈」を考慮することも重
視されている。

• こうした思考を経験させていくことで、学校現場に蔓延している授業形態
のいくつかが大きな問題を持つこと、自らが受けてきた授業のいくつかに
大きな問題があることを自覚できる。

• 併せて、「民主主義を促進する」という学校教師の役目を具体的に、そし
て確実に実感させていくことになる。



ショーマンらの考え方とは、ここが違う！

• ショーマンらは、教師が持つ動機や授業観（ビジョン）の質についてはあま
り拘っていないが（教師自身が検討の結果そのビジョンが大切だと思うな
ら、それはそれで良いとしているが）、バートンは教師が持つ動機やビジョ
ンその全てを認めているのではなく、民主主義への貢献という基準から再
検討することを要求している。

• ショーマンらは、教師がもつ動機やビジョンの生成・変革は現場での学び
合いや日々の実践などの中から生じるものとしている。バートンもこれを
否定していないが、「教育の民主主義への貢献」については大学入学段
階の学生でも否定しない価値観であり、彼らの教える動機として喚起しや
すいと考えている。

• バートンの問題意識はむしろ、そうした「民主主義への貢献」という学生の
動機が、具体的な授業の形につながらないという事実にある。その打開
策が、「ねらいについての議論（aim-talk）」であると考えている。



•バートン（2014）は、学生たちが「ねらいについての議論
（aim-talk）」をしていくには、併せて

「民主主義についてのイメージ」
「教師としての自己のイメージ」
「子どもたちの学びについてのイメージ」

を育てていくことが大切だと論じている。
• その際、学校現場を観察するだけではなく、学校だけでない様々な場面の
子どもたちの学びの様子を明らかにしてきた数多くの調査研究の「記録」
や教師研究のデータなどを活用することで、学生たちのイメージづくりを支
援できると考えている。バートンは、学生たちが持つ教師像や子ども像の
誤解を解くことや、揺さぶりをかけることが大切と主張している。

• また民主主義についてのイメージも、「リベラリズム対共和主義」といった
哲学議論をすることを通してよりも、授業実践との連続から議論していくこ
とを通して成し遂げていくべきだと主張する。



「ねらいについての議論（aim-talk）」をなぜ教育
学者の下で行わなければならないのか？
【なぜ、教科内容専門ではダメか】

•教科内容専門の研究者は、学科内容それ自体に価値（意味）がある
と考えてしまう傾向がある（Barton,2014）。

• そのため、何を教えるかがあらかじめ決まってしまい（大抵の場合、
内容は学問的価値から選ばれる）、どうやって教えるとそれが伝わ
るのかといった発想から教育を議論しがちである。

• 「なぜその内容を教えるのか」という発想は弱い。また教育方法を内
容を子どもたちに伝達するための技術としてしかとらえておらず、教
育方法それ自体が学びとしての意味を持つという発想が弱い。

•例えば地理学者の場合、「オーストラリア東部海岸の地誌をどう教え
るか」といった発想から語ってしまう傾向がある。



「ねらいについての議論（aim-talk）」をなぜ大学
の教員養成で行わなければならないのか？
【なぜ、学校現場での育成ではダメか】

•現場の場合、一部の学校を除けば、大抵は「波風を立てるべきでは
ない」という保守的な文化を持つ（Barton, 2014）。

• 「ねらいについての議論（aim-talk）」は、時にラディカルな授業の改
革を求めることになる。このことは、これまで自明視されてきた学校
文化や常識への挑戦となる。学校は、ラディカルな改革を、それが
即効性のある効果を示さない限り、基本好まない。

•加えて、そうしたラディカルな試みを若者がしようとしているとき、妨
害をしたり、否定してその教師を孤立させるようなケースも数多く報
告されている。教師側に強い信念がない限り、挫折してしまう。



「ねらいについての議論（aim-talk）」を大学の教
育学者が中心になって、教員養成で行わなけれ
ばならない理由、それは・・・

•自由な議論を奨励する文化を持つ大学だからこそ、

•教師や子どもたちの学びについての事実について多くのデータを
持っている大学だからこそ、

•豊富な授業実例の記録を持ち、それを整理してきた大学だからこそ、

• Aim-talkに慣れている研究者がいる大学だからこそ（教育と民主主
義の関係を考えてきた研究者がいる大学だからこそ）、

⇒ 「ねらいについての議論（aim-talk）」をする場としてふさわしい。



こうしたバートンの議論を踏まえて、渡部
は次のような大学教師教育プログラムを
構想する！



私たち大学教員は何をしなければならない
のか？
• できるだけ早い段階で、学生たちには、単元や授業の計画について、
根源から考え議論していくための時間をとる必要がある。

• 単元のトピック（たとえばゴミ問題）で何ができるのか、そして何をせ
ねばならないのか、「子どもの現状」「学問の研究成果」「社会の現
状」を踏まえて検討し、具体的な単元計画や授業計画の形で表現で
きるようにせねばならない。社会科の場合、教科目標である「主権
者の形成」「健全な国家・社会の形成者を育成する」を意識して、具
体的な議論をしていくことが求められる（「ねらいの議論（aim-talk）」）

• 根源的に議論させるためには、単に教科目標を題目のように覚えさ
せるだけではダメ（【資料３－１】より）。従来型の単元・授業の計画だ
けでなく、学校現場ではあまりお目にかからないような斬新な単元や
授業構造を持つ計画案（やそれらの実践記録）にも触れさせ、これら
を比較させながら、具体的に検討させていく必要がある。



例えば、それはどのような講義内容になる
のか？（１／２）
• 私が実際に行っている「社会科教育法Ⅰ」の計画などが、これに該
当する。（【資料３－２】）

• 社会科として、やってはいけない単元や授業の計画とは何かについ
て、教科目標からとらえさせる必要がある。また、それ以外の計画が
子どもたちにもたらす影響についても、教科目標の観点から評価さ
せておく必要がある。

• いずれも、「～主義社会科」とか「～型社会科」といったように、世界
観のことなる社会科の単元や授業計画を取り上げ、その授業が子ど
もに与える影響と、そのことが主権者形成という教科目標の観点から
見た意義と課題を検討できるようになっている。

• なお、議論の際には、最初は大学教員側からの若干の解説や訓練
を提供することが必要という研究成果もある（岡田、草原（2013））。

（岡田了祐・草原和博「教師志望学生にみる社会科授業分析力の向上とその効果」『広島大
学大学院教育学研究紀要』第二部、第62号、2013年参照）



例えば、それはどのような講義内容になる
のか？（２／２）

•併せて、「社会科教育法Ⅱ」では、３人グループになって授業づくりを
させる。その際に重視するのは、模擬授業や教育技術より、「計画づ
くり」「教材づくり」とそれらの省察の方である。

• また、希望者には「社会科教材開発論Ⅰ～Ⅲ」という講座を通年で
開き、関東周辺の都市や農村部を臨地研究させ、その調査地域を
題材にした授業づくりをさせる。受講希望者の多くが３年間受講する。

• さらに、「社会科カリキュラム研究」や「社会科教育実践史」（選択教
科）を通して、社会科教師や教育研究団体の「ねらいをめぐる議論
（aim-talk）」の歴史を学ばせたり、実際にこうした「ねらいをめぐる議
論」ができる現役教師との座談会を開いたりしている。
（aim-talkのできる現役教師との対談の重要性は、バートン（2015）も指摘している）



これを受講すると、学生たちはどうなるのか？

• 自らが学校時代に受けてきた授業観・教科観（ビジョン）が壊れる。

• 自分たちの知らない授業観・教科観（ビジョン）を知り、その幅を広げるこ
とになる。

• 子どもを喜ばせることが教育の目的なのではなく、子どもを成長させるこ
とが目的であることを知ることになる。

• 何をもって成長とするのかについて、さまざまな考え方があることを知る。

• 民主主義社会において、学校が子どもたちの成長を支援するために何が
できるのか、何をしなければならないのか、検討することができる。

• 社会科教師の社会的使命が何であるのかを、具体的にイメージできる。

• 授業を「点」ではなく、「構造」として見ることができるようになる。教育方法
を「技術」だけでなく、「民主主義としての意味」から考察できるようになる。

【資料４】受講学生の授業分析の変化
（他大学の事例として、大坂遊、草原和博「社会科教育に関する内面化された規範・観念の脱構築―移
行・接続教育としての初年次教育の意義」『社会認識教育学研究』第30号、2015年も参照されたい）



このような教科教育法、あなたの大学では
誰が担当するべきでしょう？

•「常識的な」教師教育の背後にあるもの
○子ども理解＝児童心理学者が担当

○教育方法＝教育学者が担当

○教科内容＝内容学者が担当

→いわゆる「教員養成分業論」
教科目標、教科内容、教育方法の３つをトータルに議論できる担
当者が不在…？



いや、担当できる者がいる！教科教育学者だ！

•教科教育学は、まさに民主主義社会の形成に向けて、どういっ
た目標に基づいて、何を（内容）、どのように（方法）教えなけれ
ばならないのかについて、哲学的・経験科学的に議論してきた
（＝aim-talkしてきた）総合科学・規範科学である。

•例えば、社会科教育学は、まさにこのニーズに応えるべく、研究
がすすめられた分野である。

• もちろん、この議論は、哲学面（＝目標）では教育哲学、経験科
学面（＝子どもや社会の実態）では教育心理学・教育社会学、
内容面では社会諸科学などの内容学の研究成果や支援にも支
えられている。

（池野範男「日本の教科教育研究者とは何をどのようにする人のことか」『日本教科教育学
会誌』、2012年参照）



もちろん、教科教育法だけでは学生は十分
に社会科教師になり得ない。

• 「ねらいについての議論（aim-talk）」には、子どものイ
メージをより高めていくために、児童心理学や発達心理
学の成果を学生は知る必要があるし、子どもたちが置
かれている環境や社会の現状について知る必要もある
ので、教育社会学も学ばなければならない。

•また、内容面の省察や代替案の創出のためには、学科
内容も知らねばならない。



ただこれらは、学生一人一人が、自分が教師
として授業などで何をしなければならないの
か、そうした使命感（動機・意味づけ）や教師・
子どものイメージ、そして具体的な授業観（ビ
ジョン）をある程度持つことができるようになっ
てからの方が効果が高い。

（教科教育法先行説）

•特に中・高の教師を目指す学生には、動機や授業観（ビ
ジョン）を高めてからでないとマズい。なぜなら、彼らは、現
場で蔓延する「網羅」「統制」の授業が、高校で行う唯一の
授業形態と考えているからだ（Slekar, 1998）。

• 「網羅」「統制」は、生徒の様子を知る必要があまりないスタ
イルの教育法である。この通念を壊しておかなければ、学
生の学習効果は半減する。



• また、歴史学や地理学など、内容系学問を教育学に先行して学ばせ
てしまうと、その学問体系や学問的関心を固執してしまい、それらを
前提とした議論しかできなくなって、かえって柔軟な授業づくりができ
ないことも、研究などから指摘されている。

（大坂遊、渡邊巧ほか「社会科教師志望学生の授業プランニング能力はいかにして形成されるの
か―大学入学後の能力向上の要因と支援策」（印刷中）、拙稿「授業計画・実践の力量形成に与
える法学・社会科教育学の専門性の影響に関する研究」『東京学芸大学紀要 人文社会科学系
Ⅱ』第60集、2009年）



教科内容専門の役割は何か？

• まず、実際に学校で教える内容を最終的に決めるのは、教科内容の
専門家でも、学習指導要領でもなく、教師であるということを理解しな
ければならない。

• 教師は、自らの動機や授業観（ビジョン）に基づいて、教科内容を意
味づけていき、精選するのである。

• こうした学び手の動機や授業観（ビジョン）を無視して、学問の論理
（または学習指導要領の枠組み）から大学側が教科内容学を構築し、
学びの枠組みを設定しようとする試みは、時間の無駄である。

• 必要なことは、できるだけ早く学生に授業観（ビジョン）を具体的に描
かせていきながら、それを実際に単元計画や授業実践という形で実
現するには、どのような教科内容を事前に学ばなければならないの
か、学生とともに検討してやることである。



つまり、どのような教科内容を学ぶべきなの
かを決めるのは、学び手でなければならない。

• 教師の志望者である学生が学ぶべきことは、学者や文部科学省が
重要と考えることとイコールではない。

• 学生にとって必要となる教科内容の中身は、その学生の動機や授業
観に左右されるのであって、大学側が先に設定することはできないし、
すべきではない。

（ヘンリー・ジルー著（渡部竜也訳）『変革的知識人としての教師』参照）

• もし大学内に、その学生が学びたい内容を扱える教員がいないので
あれば、積極的に外部の大学への学びを奨励すべきである。ただ、
都心の大学以外にこれを実行することは難しい。であるならば、教科
内容学者は、個々の学生の授業観（ビジョン）に応えるために、彼ら
にどのような本を読むべきであるのかなどのアドバイスをしてやるこ
とが重要となる。



ただ、学生は、自らの授業観（ビジョン）を描け
ても、そのために学ぶ必要がある内容が何か
を考察することは、難しいと思われる。

• だから、そのための「教科内容学」が必要となる。それは学生たちのカ
リキュラムや授業のビジョン別の「教科内容学」を研究していくことであ
る。

• あらかじめ学生が抱くであろう授業観（ビジョン）のいくつかを前もって
予想し、その実現のために必要となる教科内容について、内容学者と
教育学者とで検討して明らかにしておくのである。

• 学生は、その研究成果を参考に、どのような講義を選択すればよいの
か、どういった本を読めば良いのかを考えていく。学生の大学での学
びのカリキュラム作りの補助をするための「教科内容学」なのである。

（【資料５】拙稿「カリキュラム・授業理論と教師教育論の連続的探求の必要
性」『社会科教育研究』110号、2010年）



そんなに教師は自由ではない。学習指導
要領がある・・・そうお考えのあなたへ。
• 教師は学習指導要領を「還元・実行」するような存在ではない。そも
そも、大綱化が進む昨今の学習指導要領で、それは出来ない。

• なぜ、教師の多くが「教科書」に強く依存するのか。それは、各教科
で何をせねばならないのか、そしてそれは何故なのか、教師は理解
できていないことが大きい。

• なぜ通常学校で行われている授業ではまずいのか、それはなぜなの
かということを、民主主義への貢献という観点から根源から問った経
験のない教師が、いくら集まって授業検討会（レッスン・スタディ）を
行っても、彼らはそうした視点を持つようになるわけではないし、彼ら
の教科書依存も変わらない。

（渡部・川崎（2013年）「教師の年齢・経験年数が社会科授業の実態や意識に与える影響
について」『学芸社会』第29号、大坂・草原（2015年）など）



民主主義に貢献することに意味を感じること
ができている、主体的なカリキュラムや授業
の調整者（＝ゲートキーパー）としての教師を
育成することが大学の使命である。
•教師は公的カリキュラムのユーザーとしてではなく、公的カリ
キュラムをよりよいものに主体的に読み替える「カリキュラム・
メーカー」として位置づけなおす必要がある。

• Ｓ．ソーントンはこれを「ゲートキーパーとしての教師」と呼んで
いる。ゲートキーパーが学校改革の要であることは、他領域でも
注目されつつある。

（スティーブン・ソーントン著（渡部竜也・山田秀和ほか訳）『教師のゲートキーピン
グ』春風社、2012年）



従来の大学での教師教育は、そうした意識を
学生の中に十分に育てきれていない。
• それは、大学の「教科教育法」などの講義が、学習指導要領の解説

→その実行のための教授方法（授業例）の紹介・・・といった流れに
なっていることに大きな原因があるだろう。

• 教師をカリキュラム・メーカーとして位置づけるのであれば、カリキュ
ラム構造についても、国内外の過去のものを取り上げて比較・検討さ
せて、学習指導要領が持つ世界観を根源から問い直すような試みも
あってよいだろう（岡田、草原、2014）。

• もしここで示したような改革が行われない限り、教員養成大学は師範
学校（専門学校）に成り下がる。
（拙稿「わが国の初等・中等社会科教員養成の実態に関する基礎的研究（Ⅱ）」『東京学芸
大学紀要 人文社会科学系Ⅱ』61号、2010年や、岡田了祐・草原和博「教員志望学生にみ
る社会科カリキュラム分析力の向上とその効果」『広島大学大学院教育学研究会紀要』第
二部、第63号、2014年参照）


