
2．石井氏の教育研究姿勢への疑問 

 こうしてまとめていても、石井氏の教育論はよく出来ているなと筆者は感心してしまう。

ただ同時にデジャブを感じる自分がいる。それはおそらく、社会科教育学の世界では、森分

孝治や草原和博、桑原敏典、棚橋健治、梅津正美、山田秀和ら門下生たち（以下、森分派）

のほとんどが最近まで主張していた（そして数人は現在も主張している）科学主義教育論と

かなり似た主張だからなのだと思われる。つまり、20 年前の社会科教育学の主流の学説（最

近ではマイナーになりつつあるが社会科教育学の中でしっかりと認知されている学説）と

石井氏の主張が極めて似た世界にあり、そしてこの学説を学部生時代から教えられてきた

筆者には、若き日々への懐かしさとともに、古くさくすら感じてしまう。 

石井氏の教育論の特色（1）については、「社会科は科学的社会認識形成を主な目的とすべ

きで、市民性育成を含む態度形成からは引き下がるべきだ」、「開かれた社会認識形成をすべ

きだ」とした森分派の主張と酷似している。カリキュラムの組織原理として「らせん構造」

を、そして授業方法論として「発見学習（探求学習）」を、さらに学習内容として概念的知

識や一般化（または見方・考え方）を重視する点も全く同じだ。社会科教育が民主主義社会

の形成に直接的に寄与しようとするならば、反知性主義、活動主義、態度主義を生み出しや

すくなるし、これまでも生み出してきた、とした主張も全く同じである。 

（2）（3）については、教科外は自然と「社会化（socialization）」機能を持つので、教科

は「対抗社会化（counter-socialization）」のための科学的社会認識に徹するべきである、そ

のことによって教科は学校内部での存在価値が生まれる、といった森分派の教科と教科外

の役割分業論、そして科学的社会認識に徹することは政治的・倫理的な価値自由（価値中立）

を保障することになるという、森分派の「事実認識と価値判断の二元論」の主張と一致する。

しかもこうした主張のルーツが、アメリカ合衆国の教育の現代化運動、つまりブルーナーた

ちの教育論であるといった点まで同じである（森分派はそれをカール・ポパーの科学哲学を

用いて理論補強している点でやや石井氏とは異なる面もあるが）。（4）については確かに社

会科教育学内部で十分には議論されて来なかった部分であるが、森分派が石井氏の提案に

反対することはまずあるまい。森分氏自身はスタンダード作り自体に反対していた様子だ

ったが、森分派の中には、学会のような議論に開かれた機関でならスタンダード作りをして

も良いと考えていた人もいる。 

 もちろん石井氏とはやや違う側面を森分派が持っている部分もある。一つは学力像で、石

井氏の方がスキルや情意に配慮した学力図を描くことができている。逆に森分派の学力像

は内容知への比重が異常に高い1。とは言え、森分派がスキルや情意を完全に無視している

かといえば、それは間違いで、実際に彼らが作るカリキュラムや授業には、その部分の配慮

が見られることがほとんどである。あと、2000 年代に入り、森分氏らは学力を論じる時に

「市民的資質の構造」という概念を積極的に用いるようになり、「主権者教育としての学力」

                                            
1 森分氏の学力観や教育観については、森分氏らの一連の著作・論文を読んでもらうのが

一番であるが、拙著『主権者教育論』にも、第 11 章に解説がある。 



をやや表に出すようになった（本稿 12 頁の資料 1 を参照）。その他、石井氏との違いを挙

げるとすれば、石井氏は「教科の本質」という言葉を頻繁に用いていることからわかるよう

に、「教科の構造」、言い換えるなら学問の構造を重視しているが、森分派は研究者によって

その姿勢が異なり、例えば草原氏や山田氏は、より学際的なアプローチを好み、むしろ地理

学や歴史学の学問の構造から距離をとる傾向にある。もちろん歴史学や地理学などの学問

の構造を重視する研究者もおり、世界史をその時代の社会構造とその変動から捉える「理論

批判学習」の提唱者である原田智仁、そして加藤公明よりもずっと歴史学での最先端の論争

を積極的に取り入れ、さらには先行研究の吟味、絵画資料だけでなく文字資料の積極的導入

も行っている「解釈批判学習」の提唱者である児玉康弘などが該当する。児玉氏の教育論や

授業実践など、石井氏の言うトランス・サイエンスをめざすポスト現代化の実例として、加

藤実践などもずっとふさわしいと筆者は考えている。加藤氏自身は自らの実践にトランス・

サイエンスの可能性などほとんど望んでいないのであって2、むしろ氏の実践の多くは、そ

の時代の人々の価値観や世界観に迫り、そして時に現在の私たちの価値観や世界観を見直

そうとする「文脈を読んで異文化を理解する（常識を問い直す）」アプローチとして捉える

べき特質を有しているし、実際、加藤氏自身もその部分をしばしば強調する3。つまり、加

藤実践は米国のワインバーグの歴史教育論に近い、かなり古典的な歴史解釈アプローチで

ある。むしろはっきりとトランス・サイエンスを意識している教育論（そして実際の授業）

は、児玉氏の方である。 

 筆者が考えるに、こうした森分派諸氏の教育論の中で特に石井氏の考え方に最も近接し

ているのは、桑原敏典の 1990 年代から 2000 年頃までの教育論であろう。桑原氏の教育論

については氏の博士論文である『中等公民教科目内容編成の研究』（風間書房、2004 年）に

詳しい。桑原氏の主張の概略だけ述べれば、氏は公民教育も自由な思想形成を図ることを第

                                            
2 先行研究の分析が学習のプロセス上存在しておらず、また絵画資料に傾倒する傾向のあ

る加藤実践は、本来の学説批判・史料読解中心の歴史学の研究アプローチとは幾分か距離

のあるものである。表現が適切かはわからないが、加藤実践に見られる歴史研究アプロー

チは、名店のラーメンをカップ麺にしたような、「なんとなくその店（＝歴史学）の味わ

いがほのかにする」といったレベルであり、これをもってトランス・サイエンスが出来る

と豪語出来る訳がないことは、歴史学を大学時代に学んできた加藤氏がおそらく一番理解

できていることである。そもそも加藤氏は、歴史学の最先端の議論に子どもたちをいたず

らに参加させるようなことはしない。その点からも歴史学共同体に子どもたちを参加させ

ること（そして定説をひっくり返すこと）をあまり上位の目的としていないことを確認で

きる。加藤氏の単元の多くはワインバーグ的な意味で市民教育として歴史学習を組み立て

られている。加藤氏は自身の図書で繰り返し自身の立場を「主権者教育」としての歴史教

育であると主張している。加藤氏の実践を見てトランス・サイエンスの可能性を主張する

ことは、加藤氏の実践を単純に「歴史学教育」と第三者に見せてしまうことになり、氏が

一番嫌がることかもしれないので、出来れば止めてあげて欲しいと、元同僚として筆者は

思う。 
3 例えば、「加藤公明講演会記録」『学藝社会』第 23 号、2007 年を参照。肥満の女性や僧

侶の金貸しの部分の氏の説明の箇所に特に注目せよ。 



一目的とするために、科学的社会認識形成に徹する必要があると言う。氏は教育の現代化運

動期以降に合衆国で開発された社会科・公民教育カリキュラム教材を複数取り上げて構造

の分析をする中で、社会科公民教育の構成原理として、次の 3 つがあることを導き出す4。 

 

・第一の原理は、社会科公民は、多様な在り方や生き方の中から市民としてふさわしいもの

を自主的に選び取ることができる資質の育成を教育目標とするというものである。 

・第二は、公民的教科目のカリキュラムは、意思決定や行為を方向付ける既有の見通しや枠

組みを、子ども自らが吟味し再構成できるように編成するというものである。 

・第三は、社会科公民の学習は批判を原理として構成するというものである。 

  

 その上で、次のような主張をする5。 

 

各類型のカリキュラムの分析から明らかになった特質の第一は、事実認識の指導を超えて

社会認識体制の全体、さらに感情、意志力を含む部分まで関わっていくカリキュラムほど、

その学習の内容や方法が本来の社会科公民から離れた性格のものとなることである。（中略）

社会科公民がその守備範囲を科学的認識を超えて広げていけば総合的な社会科に近づいて

いくことになる。取り上げた実践的思想形成を目指したカリキュラムでは、空間的にも時間

的にも遠く離れた社会の市民の生き方を追求させるように学習が構成されていた。市民的

資質育成を目指したカリキュラムでは、社会的問題の解決を通して子どもの認知面と実践

面を統一的に育成することを目指すことによって、教科の枠さえも超えた「総合学習」とし

ての性格を持つものとなっていた。 

 

 この一文からも、桑原氏が教科学習＝知育重視（社会的責任等の態度形成への消極的姿

勢）、特活・総合的学習＝情意（社会的責任や倫理意識）を含んだ総合的な資質能力形成、

といった分業的な構造を採用しようとしていることを確認できる。さらに桑原氏は次のよ

うに続ける6。 

 

第二は、市民的資質の構造のより広い部分に関わっていくカリキュラムほど、科学的認識の

形成は不十分となっていくことである。合理的思想形成、実践的思想形成、さらに、市民的

資質育成を目指したものにおいてさえも、それぞれの教育内容として取り上げた社会的事

象や出来事に関して科学的認識を形成させようとしていた。しかし、それらは事象や出来事

に関わる限りのものに留まっており、科学的社会認識形成を目指したカリキュラムにおい

てなされているような、体系的なものとなっていなかった。 

                                            
4 桑原敏典『中等公民的教科目内容編成の研究』風間書房、2004 年、372〜373 頁。 
5 同上、374 頁。 
6 同上。 



 

 報告書の中で石井氏は「社会科の目標・内容は、現状適応主義的で心情主義的な立場に都

合の良いものが選ばれる傾向にあり、それが社会事象を個人の思いや努力や行動に還元さ

れがちな社会認識を形成し、個々人の主英や行動とは別次元で展開する社会の構造的・シス

テム敵な側面を分析し対象化する視点を欠落させがちである。社会科の実践においては、態

度主義の構造を残存させたまま、『民主主義の形成者』へとその立場性を転換させるだけで

は、検討対象と特定の立場から色分けして断定して、検討対象の思考を丁寧に検討すること

なく、結論ありきで根拠を一面的に切り取ったり、印象批評的に論評したりするような、部

思慮な政治主義に陥るのではないか」と主張をされていたが7、これと桑原氏は実によく似

た指摘をしているわけである。 

 この時代の桑原氏は、中等ホルト社会科など 1960 年代から 70 年代に開発された学問系

統カリキュラムを理想とする傾向にあり、学問の構造を意識した授業開発にも取り組んで

いた。そしてサービス・ラーニングを研究する唐木清志氏らの公民教育論に最も懐疑的な立

場にあった。 

 さて、筆者として素朴に感じる疑問は、どうして石井氏は教科教育について触れる際に、

この桑原氏や先述の児玉氏の存在について一切これまで話題にしてこなかったのだろうか。

石井氏ほどの博識で頻繁に教科教育学系の学会にも足を運ばれるような方が、社会科教育

学会で一時代を築いた（そして今なお築いている）この両者を知らないとは考えられない。

石井氏は特に桑原氏の博士論文を目にした時、自らの主張に近いものがすでに自らが発表

するよりも 10 年以上前になされていたことに、ある種の感動を覚えたのではないかと推察

される。ではこうしたご自分の所論にかなり近似した両氏の議論・主張（もしくは森分派の

教育論）に触れないままに、教科教育を「社会的構成主義の学習論を、そのラディカルな側

面を脱政治化する形で摂取し、技術主義・心理主義化を進行させがち」「科学に対する教育

の主体性、科学の規範性や権力性の自覚の上に、学習指導要領の公定された知を問い直して

いくような志向性は弱く」「結局は所与の内容を活動的・共同的に学ぶような学習形態論レ

ベルの議論に収斂しがち」と断じてしまったのはどうしてなのだろうか。教科教育を貶める

ための悪意のある隠蔽とすら筆者には感じるし、そう感じる教科教育関係者も少なくはな

いだろう。何らかの説明を求めたい。 

 

3 筆者が石井氏の教育論を支持しない理由 

（1）子どもたちの学びの実態から 

 ではどうして筆者は石井氏の教育論を支持しないのかについて、ここで説明したい。まず、

                                            
7 『報告書』、17 頁。なお、ここで石井氏が主張されていることと同じ問題意識を桑原氏

が有していることが、桑原氏の『中等公民的教科目内容編成の研究』の序章などに確認で

きるので、参照されたい。 



ある人物が比較的に最近書いた原稿（及びその説明のための図）を抜粋し紹介しよう8。 

 

本書では、これらの学力のうち、どの要素に最も強く関わる学習であるかという観点から、

授業のタイプを先の 4 つに類型化した。この 4 つの類型は、主権者教育の段階を示してい

るが、それは、主権者教育はこの段階にそって実施するべきであるとか、STEP1 から 4へと

徐々にレベルを上げていくことを求めているわけではない。この STEP は、現在、一般にな

されている授業との距離を表している。STEP1 の授業が現状の一般的な授業のスタイルに最

も近いものであり、STEP4 の授業は、現状から最も大きく授業のやり方を変える必要がある

ものということになる。全ての学校が STEP4 を目指すべきというわけではなく、STEP4 で見

られるような生徒の姿を想定しながら、生徒の実態や学校や地域の特性を踏まえて、最も無

理なく取り組むことができる授業スタイルを選んで主権者教育を実践していけばよいので

ある。 

 

 

  

 この文章を書いた人物とは、先の章で紹介した桑原敏典である。「市民的資質の構造のよ

                                            
8 桑原敏典『高校生のための主権者教育実践ハンドブック』明治図書、2017 年、30〜31
頁。 



り広い部分に関わっていくカリキュラム程、科学的認識の形成は不十分になっていく」とか

つて言っていたこの人物は、ここ 10 年で、誰よりも主権者教育＝市民的資質の構造のより

広い部分に関わっていくカリキュラムの推進者に変わったのだ9。一教科である社会科は科

学的社会認識形成を第一の目的に徹せよ、と主張していた桑原氏は、今や普段の教科の授業

までも、STEP4 の子どもの姿を意識した授業をせよ、「むしろ、それを学習への喚起のため

の積極的に活用し、生徒に行為の良し悪しの判断をさせる中で、社会や政治に対する認識を

深めていくべき」だと述べるまでになった10。 

 桑原氏に何があったのか。転向の理由については、森分孝治の学力像の見直しを図る次の

説明に見ることができる11。 

 

これらの図式（引用者註：章末の資料 1を参照のこと）による市民的資質の構造は、授業の

組織化という教える側の論理に基づいてつくられたものであり、学習者の内面に育成され

る市民的資質そのものを示すものではないのである。そのため、「授業組織可能なレベルで」

という条件がつく。したがって、授業実践のレベルで、つまり授業の中でいかに児童生徒を

指導していくかということを考察する際には、この教える側から構築した市民的資質育成

の論理に、学ぶ側の論理を組み込んでいく必要がある。授業の組織化の上では図 2のように

社会科授業における市民的資質教育と教科外におけるそれを区別したとしても、学習者で

ある児童生徒自身は、社会科を日常生活の中で、そして、学校生活の中で学んでいるのであ

り、そこで育成される市民的資質を時と場所によって区別しているわけではない。児童生徒

が社会科を単なる知識の習得だけではなく市民的資質の成長を目指して学ぼうとする際に

は、目標となる市民としての態度や行動は、図 2の社会科とは逆の、上から下へと向かう矢

印の中の諸活動の中に見いだされるのである。学ぶ側の論理に基づいて社会科授業を捉え

直したとき、図 2 の上から下へと向かう矢印によって示されている児童生徒を取り巻く状

況を踏まえないで授業を実践していくことは、困難となるのではなかろうか。 

 学ぶ側の論理を踏まえた社会科は、児童生徒自身に、図 2の大きな市民的資質育成を意識

させるものとなる。すなわち、社会科教育を通して、自分がどのような市民的活動にかかわ

っていくのかという目標に基づいて進められるものとなる。（中略）このような社会科にお

いては、児童生徒が、「良い市民とは何か」「市民としていかなる態度をとるべきか」「市民

                                            
9 桑原氏は広義の主権者教育について「目前に迫った選挙の投票率の向上ではなく、学習

者が、将来にわたって長く社会や政治に関わりを続けようとすることを大切にする。その

ためには、自らが主権者であることの自覚を育てたり、そのために必要な社会のつながり

を実感させたりすることを目指す」と定義し、特にそれは社会科公民だけでなく特別活動

や総合的な学習の時間においても重視していかなければならないと主張する。（桑原敏

典、同上書、15 頁） 
10 同上、15 頁。 
11 桑原敏典「教科の道徳化と学校教育の課題—社会科における道徳的指導のあり方の検討

を手がかりに」日本教育方法学会編『教育方法 44 教育のグローバル化と道徳の「特別の

教科」化』図書文化、2015 年、85〜86 頁。 



としていかに行動すべきか」を常に問うていくことになる。そのため「良い」「悪い」とか

「すべき」「すべきでない」という道徳的な問いを社会科から排除することはできない。 

 

 ここでの桑原氏の主張を一言で言うなら、自分がかつて主張していたことは、教える側か

らの一方的な論理に過ぎず、これを学ぶ側の論理から見れば、成立しないことがわかった、

とまとめることができよう。もう少し具体的に言えば、教科の学びから何らかの大きな人間

目標（生徒の将来の市民としてのあり方や生き方の方向性）を排除したり、彼らの社会生活

の文脈から教科の学びを切り離したりしてしまうと、学び手から見て諸活動に意味を見い

だせなくなってしまいやすく、いかに知的遊びのある興味深い活動を展開しても、その時だ

け楽しんで終わってしまい、その知識や技能が将来において有効に活用されるとは限らな

いし、むしろ活用されていないことが多い、と論じているのである。 

 さらに桑原氏がこうした発想になった大きなきっかけは、氏が筆者と一緒に米国で社会

文化的アプローチを活用した学習科学の最新の研究動向を知ることになり、その結果が彼

の教育論をことごとく否定するものであったこと、そして「正統的周辺参加」などの理論と

出会い、その結果の理由を理解したことにある。 

 例えば、石井氏は報告書において「論争的な価値命題をめぐる議論は社会科において積極

的に取り入れていく必要があると考えるが、それはともすれば、見解の相違をぶつけあうば

かりで、その根拠と論理を吟味することがおろそかになりがちである。加藤実践においては、

近現代史において、よりレリバンスがあり価値意識が問われる主題が扱われるが、そこに至

るまでに事実命題の追究を通して根拠をもとに推論し議論する力が育てられるし、それは

歴史の定説を問いに開かれたものとして認識するメタ学習の契機も内包していると考える」

と主張している12。だが残念なことに、最近の海外の学習科学の成果によると、レリバンス

があまりない中世以前の学習について、子どもたちは意味を感じにくく、「定説を疑え」的

な歴史資料解釈型の学習は、資料を適当につなぎ合わせて空想的な物語を作り出し、「みん

な違ってみんな良い」という安直な相対主義的歴史観に陥りやすいのであり、逆にレリバン

スがある現代史の事例や価値命題が問われる問題の方が、子どもたちは本気で吟味するの

で、世間で思われている程は這い回らない、というのが有力説である13。そしてここうした

子どもたちの実態は、根拠が弱い歴史的言説について歴史学が否定しても、歴史教育が生か

してしまうという矛盾を生じさせ、多くの場合、政治的文化的保守層に利益を生むことにな

る。 

加藤氏の実践は、前述したように中世以前の取り扱いにおいても「文脈を読んで異文化を

理解する（常識を問い直す）」アプローチを採用することが多く、何かとレリンバンスを意

識しているため、子どもたちはあまり這い回らないのかもしれないが、純粋に歴史学ごっこ

                                            
12 『報告書』17 頁。 
13 拙著『Doing History：歴史で私たちは何ができるか？』清水書院、2019 年、43〜50
頁に詳しい。 



をさせるようなアプローチ（前述の児玉康弘を含む）の場合、星による参与観察によると、

平均的な高校生の場合、歴史学者のように主体的に歴史解釈をするという教師の伝えたい

意味を共有できず、受験で覚えなければならない事象や名称を記憶しやすいといった程度

の意味づけしかしない、といった結果となっている14。加藤実践でも「文脈を読んで異文化

を理解する（常識を問い直す）」アプローチにはおそらく該当しない「加曽利貝塚の犬」の

映像（ＮＨＫ）を学力のあまり高くない大学の学生に見せた時に、「意味わかんねー。これ

してどうするのー」といった反応をされたことがあるし、筆者の手元にある児玉氏の歴史実

践「イスラム教成立の定説を疑う」に至っては、広島県屈指の名門・広島大学附属高校（筆

者の母校で西岡加名恵氏の母校である）で行われた実践だが、ほぼ教師の一方的な解説で終

わる。生徒たちは、自身のエリート意識からなんとか聞いている、プレ大学講義を聞いてい

るつもりでいる（そして聞いている自分のプライドを高めている）、というのがここでの実

態であろうと推察される（理系の学生は寝ていたかもしれないが、映像に生徒が映っていな

いのでわからない）。というのも、筆者らは同高校の生徒時代、国語でこれと似た文学作品

の解釈批評アプローチを受けた時の筆者の友人（のちに医者になった）の感想がそれだった

からだ。彼は「この先生は明日にでも国立大学文学部の教員になれる実力があると私の母

（国文学の専門家）が言っていた。そして大学での講義を今高校生の段階で僕たちは聞けて

いるんだよ。これって、ウチの学校だからできること。貴重な体験だと思わないのかい？」

と言って、文字通り目を輝かせいてこうした人文学的な知的遊びを喜んでいた。だが国語の

成績が芳しくなかった筆者は、受験にも人生にもつながると思えないそんな知的遊びを楽

しむだけの余裕はなかった。理系の学生たちも、大抵は睡魔と戦っていた。何より、このよ

うな活動で何を学んだのかつかめないことが筆者にとっての一番の不満だった。筆者の国

語の成績は上がらなかった。 

 話を元に戻そう。むしろ不思議で仕方がないのは、どうして石井氏はこうした学習科学の

最近の研究成果、特に状況に埋め込まれた子どもたちの学びの実態についての調査結果に

一切目を向けないのか、という点である。学習科学が認知主義を主に採用していた時代は、

子どもの認知枠組みだとかレディネスなどが調査されてきた。そしてこれらの成果は、むし

ろ石井氏の主張を弁護するような中身のものが多かった。しかし昨今の社会文化的アプロ

ーチや拡張理論などの登場は、心理主義を脱し、子どもたちの埋め込まれた社会的・歴史的

文脈や意味づけといったところに目を向ける大きな動力となるだけでなく、前述の石井氏

に見られるような常識的認識を打ち壊すことになった。教育はエビデンスだけで議論でき

るわけではないし、学習科学を下支えする心理学研究には前提仮説の問題点や方法論的欠

陥がいくつも存在することが指摘されているとは言え15、学習科学の生み出すエビデンスを

                                            
14 星瑞希「生徒は教師の歴史授業をいかに意味づけるのか？―「習得」と「専有」の観点

から」『社会科研究』第 90 号、2019 年。 
15 クリス・チェインバース著（大塚紳一郎訳）『心理学の 7 つの大罪—真の科学であるため

に私たちがすべきこと』みすず書房、2019 年など。 



全く用いず議論することは危険であり、エビデンスと上手く対話する必要があることは、石

井氏自身が一番理解しているはずである16。しかし石井氏の論文には学習科学を非難する言

説はあっても、学習科学の研究成果について個々に具体的に取り上げて、その質を議論した

り、その活用のあり方を論じたりするものは無く、ましてや自らの主張に活用することはほ

ぼない。単に学習科学を毛嫌いしているだけとは思いたくないが、筆者には理由がわからな

い。教えていただけたら光栄である。 

 

（2）知性的市民育成の保証という観点から 

 石井氏は「その『人間目標』は誰がどのように決定するのか。『民主的で平和的な国家・

社会の形成者』の内実はそれほど自明ではないと考えるが、渡部氏は『民主主義』や『公民

的資質』の意味内容を十分に吟味せず絶対視していないだろうか。そうした単一の価値から

内容を選択することは、（中略）現在の経済界が求める人材育成や職業準備の観点から直接

役に立たない内容を排する傾向と同じく、最も思慮深い市民や問題解決者が行うような『回

り道』（先行事例の検討や関連する学問的・専門的知見の学習）としての知的学習を軽視す

ることに陥りはしないか」17と問いかける。そして「「民主主義」至上主義は、知性を軽んじ

ることにもつながり、ポピュリズムに陥りかねない」18と警告する。 

 まず、この中で、下線部の問題を考えてみよう。まず筆者は石井氏がおそらく言わんとす

る意味での民主主義至上主義者（＝民主主義は何にも勝る絶対的な価値であると考える立

場）ではない。立憲主義などの制度的制約や、少なくとも法・経済の概念や知識社会学的思

考19など社会諸科学の教授という学校教育による制約が市民には必要であると考えている。

だからハーバード法理学アプローチに注目するし、社会諸科学の概念教授を否定する立場

にはない。また、石井氏が指摘しているように、主権者教育等、「民主主義の形成者」とい

った態度主義を残存させることで生じる問題については筆者も意識しているところである

ことを断っておきたい。いやむしろこの態度主義のメッカ（「思いと願いの学芸大」という

悪評すらある）で、空気で動くポピュリスト集団から構成されているといっても過言ではな

い（東大から風がふけば右に、京大から風が吹けば左にと節操がない）東京学芸大学に赴任

して、十数年間、これら態度主義のポピュリストたちと戦ってきたのが筆者であると自認し

ている（断っておくが本学の全員がポピュリストなわけでも態度主義なわけでもない。ただ

                                            
16 石井英真「教育実践の論理から「エビデンスに基づく教育」を問い直す—教育の標準

化・市場化の中で—」『教育学研究』第 82 巻第 2 号、2015 年など、教育学でのエビデンス

の扱い方についても石井氏は詳しい。 
17 『報告書』18 頁。 
18 同上。 
19 言語社会学や知識社会学を重視する点は、ムフの他、橋爪大三郎ら社会学者の制度論の

影響、そしてましこひでのりらの言語社会学者たちの影響も受けている。橋爪大三郎『制

度論』勁草書房、1993 年ほか。ましこひでのり『幻想としての人権／民族／歴史』三元

社、2008 年ほか。 



そうした人たちが多いのは事実だ）。 

 ただ、その対策は石井氏の提案、つまり科学によるブレーキではなくとも、主権者教育と

いう枠組みの中で十分に対応できるものである。筆者の言う「民主主義」の内実は曖昧と石

井氏はおっしゃるが、そもそも民主主義とは「関係者の全員が、対等な資格で、意思決定に

加わることを原則にする考え方」20くらいの気軽な意味で捉えておけば、学校教育における

ほとんどの場面で十分に有効な概念として機能する。ただ民主主義に対して筆者がとる立

場についてもう少し踏み込んで詳しく論じるなら、以前からシャンタル・ムフらが提唱する

「多元主義的民主主義（ラディカル・デモクラシー）」、もしくは「共和主義的パトリオティ

ズム」にあることを特に隠していない21。そしてこの思想の下、客観・本質22・科学といっ

た、思考停止を生み出しかねない言説こそ疑う力をつけていかなければならないし、合意さ

れている事実・政策・制度こそ、その形成過程を見直し、それらの「偶有性」を問いかける

べきであると主張してきたし、社会学的な思考法を組み込んだ「社会問題提起力」育成の授

業・教材開発にも取り組んできた23。そのいずれに反知性主義的でポピュリズムにつながる

危険性があると言うのか。正直なところ、何ゆえに上のようなご指摘を石井氏が指摘された

のか筆者には理解ができないので、追加のご説明をいただきたいところである。 

また、石井氏がどこまで自覚があるかわからないが、石井氏の姿勢はいくら脱政治的（価

値中立的）にあるつもりでも、政治学的に見れば「リベラリズム・シティズンシップ」の系

譜に分類されるだろう。それはかつて尾原康光が桑原敏典をそう類型化したように24。そし

て自らも桑原氏と同じリベラリズムの立場にあると宣言した尾原氏から、以前、「政治的共

同体への一体化を図る」立場として筆者（と池野範男）がご批判を受けた際に、そもそも市

民とは政治的共同体の一員である事実を現実的に拒否できないことを指摘し、その権力性

や操縦の重要性を教えることによる共同体への動員力が生み出す危険よりも、それらのこ

                                            
20 橋爪大三郎『民主主義は人類が生み出した最高の政治制度である』現代書館、1992
年、100 頁。 
21 拙稿「自由主義社会は「政治的なもの」の学習を必要としないのか—尾原康光氏の論考

の再検討」『公民教育研究』第 17 号、2009 年。同「あとがき」『主権者教育論—学校カリ

キュラム・学力・教師』春風社、2019 年。 
22 上野千鶴子は『構築主義とは何か』（勁草書房、2001 年）の冒頭で、「本質」について

「わたくしたちは、「自然」と「本質」とは、それ以上起源をさかのぼって問うてはなら

ない禁止の別名であることを知るのだ」と述べている。ミシェル・フーコーやヴィトゲン

シュタイン、バーガーとルックマン、そして上野を始めとする国内外のジェンダー研究と

いった構築主義思想の元となる哲学者や社会学者に「世代的に」慣れ親しんだ筆者には、

京大系教育方法学者たち（石井氏を当然含む）が、あまりに無邪気にこの「本質」という

言葉を用いることに違和感を覚えるとともに、この言葉の持つ暴力性が一人走りするので

はと、日々恐怖を覚える。 
23 拙稿「社会問題提起力育成をめざした社会科授業の構想—米国急進派教育論の批判的検

討を通して」『社会科研究』第 69 号、2008 年。 
24 尾原康光「自由主義社会科教育論の位相」「自由主義社会科授業の位置と構造」『自由主

義社会科』渓水社、2009 年。 



とに無知なままにすることや、動員しないことの危険性を主張して、尾原氏と論争を展開し

た25。筆者の教育の根源にあるのは、多数派の専制、もしくは専門家といわれる少数者の専

制を防ぐための多元的な意見の創出の場としての学校教育であり、少々の政府の扇動には

踊らされないような、そしてテクノクラートと対抗できるような市民エリートの創出であ

る。そして政治的公共圏の創出による、権力に対する個人ではなく集団での対抗である。確

かに全員が市民エリートになって、全員が公共圏に入ることはないかもしれないが、全員に

その参加機会を保証するためにも、そのために必要となる主権者教育を施すべきだと考え

ている26。その意味で、活動主義・態度主義の牧歌的な民主主義像とは一線を画している。 

 こうした市民の育成を、思慮深い思考や一定の諸科学（特に現代社会の問題分析に直接的

に寄与する自然科学と社会科学）の活用を無視して達成することなどあり得ない話である。

また、その目的の達成に相当の時間がかかり、子どもたちにも負担をかけるわけであり、そ

れ以上の「知的遊び」などといって教師の趣味を押しつけてしまう無益な労力（特に人文学

のやっていることの多く）から若者たちを解放する（せめて選択制にする）ことについて、

筆者は、むしろ合理性ですらあると考えている。 

 石井氏は（筆者から見ればだが）軽々しくトランス・サイエンスを口にするが、専門家と

一般市民との知的格差は日々拡大し、学問の最先端の学説を理解することですら至難の業

である。平安時代の猫だとか縄文時代の犬の研究ですら DNA レベルの議論になっており、

歴史学者や考古学者の手から獣医学者の手に移っている状態で、とても素人では手に負え

ない。その全てのギャップを解消することなど、時間的・空間的・物理的・能力的にほとん

どの人間にとって事実上不可能である。では学校はまずどのギャップを埋めることを優先

すべきか。少なくとも近現代の理解と判断にほとんど寄与しない部分について研究をする

歴史学者とのギャップよりも、近現代の理解と判断に直接関係するその他諸科学の研究者

や近現代の理解と判断に寄与するような歴史学者、そしてそれらを消費する為政者やテク

ノクラート、そして市民エリートとのギャップを埋める方が優先されるべきではないか。 

 むしろ科学が純粋に反知性主義やポピュリズムのブレーキになるという発想こそ、疑い

を持つべきであるというのが、筆者の主権者教育の根幹にある。科学が反知性主義やポピュ

リズムに対抗できるか否かは、その科学の中身による。科学は社会ダーウィニズムや人種論

                                            
25 尾原『自由主義社会科』234〜237 頁。拙稿「自由主義社会は「政治的なもの」の学習

を必要としないのか」『公民教育研究』第 17 号、2009 年。 
26 広田照幸ではないが、様々な地域や階層の人々の集団のうちの 3 割でもこうした市民エ

リートになってくれればと筆者は考える。もちろん、こうした思想は 7 割の取りこぼしを

生むことを前提としているわけであるが、そうした思考が困難である（もしくは問題意識

を共有しない）人々がいることをこの 3 割は理解することがまず大切であるし、残りの 7
割のために何が出来るか考えていくこと、そして 7 割が少しでも議論に入っていけるよう

に話題の選択や問題意識の共有などに配慮することができる態度や能力の育成も主権者教

育には求められるだろう（広田照幸『教育には何ができないか—教育神話の解体と再生の

試み』春秋社、2003 年。広田照幸『教育は何をすべきか—職業・能力・市民』岩波書店、

2015 年ほか）。 



のように、その時代の常識を補強する方向に動くこともあったし、カール・シュミットの法

学のように、反民主主義、そしてナチスの独裁すら正当化することがあった事実を忘れては

ならない。 

 

（3）社会の必要から 

 では今度は、石井氏の「その『人間目標』は誰がどのように決定するのか。『民主的で平

和的な国家・社会の形成者』の内実はそれほど自明ではないと考えるが、渡部氏は『民主主

義』や『公民的資質』の意味内容を十分に吟味せず絶対視していないだろうか」の指摘の方

に応えていこう。これについては、確かに石井氏がご批判するのも当然で、これまであまり

はっきり説明してこなかったかもしれない。その事に気がつけた点で、石井氏のご批判は筆

者にとって、とてもありがたいところであった。感謝したい。 

ただ、まず断っておきたいのは、筆者は「公民的資質」という言葉をほとんど論文上で用

いたことがない。筆者が頻繁に使うのは「民主的で平和的な国家・社会の形成者」の表現の

方で、確かにご指摘の通りいかようにも解釈可能であるが、筆者は前述のように、ムフの言

う多元主義的民主主義を形成する者たちと捉えて欲しいと期待するところである。 

 ただ一方で、いつもどの場所でも筆者の期待する民主主義の様式が教科カリキュラム上

の主軸として展開・通用すると考えるのは無謀であると考えている。北海道の過疎地域が必

要とする民主主義の様式と、都市部の民主主義の様式が同じであって良いのか、と筆者は考

える。そのため、その判断を地域や学校に任せるために、学校や教師による主体的なカリキ

ュラム作りを論じる時は、あえていかようにも読み取れるこの言葉を用いている。どの形式

の民主主義を選択するべきか、どういった主権者（国家・社会の形成者）を育成すべきかに

ついて決めるべきは、地域や学校だからである。筆者がこの言葉を用いる時の意味としては、

社会問題について社会の構成員（国籍や選挙権の有無は関係ない）とともに考察し意見する

ことの出来る人、といった程度の話であり、あえてそうしている。 

 石井氏には、主権者の育成を教育目標として自明視していないか、といった疑問もあるだ

ろう。筆者は、政治体制が民主主義を採用する限り、そしてそれと併せて経済体制が資本主

義を採用する限り、学校教育による主権者教育が必ず社会の側から求められることになる

と考えている27。それは、①国家や支配層が、無知な一般市民を啓蒙しないと市民や市場が

何を決めてしまうか、何を生み出すかわからないと恐れるから、そしてそれ以上に、②市民

自身が、何らかの主権者になるための教育を施されないと、国家や支配層や企業に何をされ

るかわかったものではないと考えるから、この二つの理由により自然発生的に生じる。実際、

米国の主権者教育（公教育）の起こりは、支配層の要求（コンドルセやトマス・ジェファー

ソンら）と一般市民の要求（ホーレス・マン、デューイ、ダン、ラッグなど）とが合致した

ことによるものである。ドイツはせっかく民主的なワイマール憲法が出来たのに、資本主義

                                            
27 民主主義にとって資本主義は不分離の関係にあることについては、橋爪大三郎『冒険と

しての社会科学』毎日新聞社、1989 年などに詳しい。 



経済が混乱した上に、主権者教育が整わなかったため、ヒトラーに侵された。戦後はどこよ

りも経済政策と主権者教育に熱心な国である。このように、大抵の民主主義社会が資本主義

経済と学校教育（主権者教育）を併せ持つことで、国は安定を図っている。逆に事実上の貴

族制の国、または非民主的な政治体制で統制経済である国や地域ほど、主権者教育ではなく、

価値中立的な装いをしたアカデミックな教科の系統的学習と、社会的責任や倫理観の涵養、

グループ活動によるリーダーシップの育成を目的とする特別活動等の教科外活動を行う。

主権者教育を長年ほとんどしようとしてこなかった、そして保守党になった途端に同教育

を骨抜きにしてしまったイギリス（事実上の世襲的要素の強いエリート貴族制の国）が良い

事例だ。前出の石井氏の表 1 は、さすがにテロリストの学力だというと言い過ぎだったと

思うが、現在の保守党政権下のイギリスの学校、金独裁下の北朝鮮の学校、ソ連の集団主義

教育、もしくはナチスの青年教育においても育成が目指されていた（いる）学力の中身と、

だいたい同じなのではないか。 

 石井氏は、スタンダードを地域が作ることを提案しているが、その場合、かなりの確率で

地域は主権者教育のためのスタンダードを作ろうとするだろう。その時、石井氏は何を具体

的にアドバイスできるというのだろうか。逆にお尋ねしたい。拙著『主権者教育論』の方が、

ミシガン州のカリキュラム・デザイン法や授業開発の指針まで載っているので、学校も地域

の人々も学ぶことが多いと思うのだが。もし同書にチラつく筆者の考えの根源にあるムフ

的なものが見え隠れするのを嫌うならば、別の社会科教育学者のカリキュラム・デザインを

採用しても良いだろう28。主権者教育という価値から距離をとることよりも、主権者教育に

ついてのカリキュラム・デザインや授業の選択肢を増やすことの方が、よほどか地域貢献と

なるのではないか。 

 

                                            
28 例えば、草原和博は 3Ｃカリキュラムやテキサス州のカリキュラムに注目し、その主権

者育成に向けた構成原理を説明している。草原和博「地理教育の公民化―地域を単位にし

た総合的な社会研究」『社会科研究』第 66 号、2007 年。 


