
4．その他石井氏の筆者への批判への回答 

（1）石井氏の研究姿勢への疑問 

 その他、筆者の研究姿勢への批判も石井氏はして下さったので、これについても考察して

みたい。ここまで徹底的にアカデミックな視点から真摯なご指摘・ご批判を受けるのは、筆

者は大学院修了以来のことなので、正直、心が躍った。こういった人物は人生にとって大切

なので、時々、お願いしたいところである1。 

 ただ、その前に、筆者から見ての石井氏の研究姿勢への疑問を 3 点挙げておきたい。一つ

目は、今回の『報告書』の内容についての疑問である。金馬氏と筆者は、研究集会での発表

資料の内容に若干の加筆をして伝えている。研究集会において公表した図や資料はすべて

掲載している。しかし石井氏の原稿は、研究集会での発表内容は今回の『報告書』の内容の

前半部に圧縮され、しかも当日のスライドにあった図や資料が消されている。その分、筆者

への批判が加筆され、その量は全体の 40％を占めている。消された図や資料は、筆者が研

究集会において批判した部分である。例えば、学習指導要領が言うところの「見方・考え方」

（もしくは原理や一般化）について、内容知と方法知の融合したものとして捉えていている

図（西岡氏が元々提案している図2）について、筆者はそうした見方をしていては、学習指

導要領のからくりが見えなくなることを指摘した。これは『報告書』の拙稿の註 4 にも確認

できる。また、「自分たちの提示したアイデアに当事者目線のリアリティや説得力があるの

かを吟味したりする中で、本音の部分で将来自分は地域とどのように関わるのかといった

問いに直面し、現実の物事に対して無知や無関心であったことが自覚され、自らの立ち位置

が問い直されていくといった具合に、足下の具体的な現実世界（生活）と抽象的な学問世界

（科学）との間のダイナミックな往復の中で、思考の深化が切実な関心事の広がりや自らの

生活世界へのゆさぶりにつながることで、「使える」レベルの学習は、高次さ深さを統一し、

言葉や認識に重さが伴うような「真正の学習」になっていく」3と「真正の学習」について

数行にわたり熱くご説明される石井氏ご自慢のそうした「真正の学習」を生み出すとされる

次の課題事例も消されている。 

 

本質的な問い「社会はどのような要因で変わっていくのか。どのように社会を

変えて行けばよいのか」 

                                                  
1 ただ、筆者の主張だけでなく筆者の研究作法までも、石井氏が自明視しているところの

研究方法のしきたりや尺度から批判するのはいかがなものか、とも感じている。集団内部

の優位集団が、相手に自分たちの「しきたり」通り振る舞うことを当然視し、自分の土俵

にあがらせて「外部」から来た少数派を眼前で醜態をさらさせることで象徴的な暴力を振

るうことを、ましこひでのり氏は「差別」と呼び、それは「外部」への不安から来る、

「外部」に対する優位集団の防衛機制であると説明している。（ましこひでのり『ことば

の政治社会学』三元社、2017 年、25〜26 頁。） 
2 西岡加名恵・石井英真ほか『新しい教育評価入門—人を育てる評価のために』有斐閣、

2015 年、146 頁などに掲載されている図である。 
3 『報告書』11〜12 頁。 



○単元ごとの本質的な問い 
（例）「平安時代から鎌倉時代にかけて、社会はどのように変化したのか」 
（例）「江戸時代から明治時代にかけて、社会はどのように変化したのか」 

 

 『報告書』はその名の通り、当日の発表の中身を報告することが義務づけられているので

はないか。加筆をして筆者を批判すること自体は問題ないが、そのためにその日の発表内容

の重要部分を割愛するのはいかがなものか。これは、石井氏自身からよりも、こうした原稿

の掲載を許可した日本教育方法学会に質問したい点である。 

 疑問の二点目は、『報告書』19 頁に「メタに考えてみると、「長期的に安定した政治体制

はどのような条件で成立するか」といったより大きな問いが見えてくるだろうし、そこから、

鎌倉時代などの他の武家政権、あるいはローマ帝国などの世界史上の長期政権と比較する

といった具合に、「本質的な問い」を探究を軸に、より発展的に考えて、総合的な課題を設

計することもできるだろう」と記載があるが、これは研究集会当日に西岡氏と筆者が論争し

た際に西岡氏と筆者が話した中身である。音声記録を確認してもらえればわかるが、点線部

分は筆者のけしかけに対しての西岡氏の反論の中で登場する部分（この西岡氏の発言内容

は予測の範囲内ではあったが、「彼らも少しは考えているんだな」と筆者はそのとき感じた

のでよくこのシーンを覚えている）、そして直線部は、筆者がそれにたたみかけた時の発言

内容である（こう言われたらこう言い返そうと、かなり前から決めていた）。実際に、こう

した本質的な問いを用いる際には、歴史事例をケーススタディと見なして、他事例と比較す

る必要があることは、『報告書』の拙稿の 33 頁にも記載があるし、その発想の元がバイロ

ン・マシャラスから来ていることも註で示している。こうした他者の言説を、さぞ自分が言

ったかのように記載するのは、いかがなものか。 

 ちなみに、これは明治図書『社会科教育』5 月号において、西岡加名恵の監修の下で、森

本和寿が示した下記の課題をめぐる論争から生じたものである。『報告書』の石井氏の説明

を見ても、まだ筆者の真意が伝わっている様子ではないので、下記の課題の何に問題意識を

持っているのかについて、再説明をしておきたい。 

 

〈評価課題〉 
・「江戸時代の政治が 300 年近くも維持できたのかのはなぜか」というテーマ

で博物館の企画展を行うことになりました。あなたは江戸時代に行われた施

策・改革についてのポスター展示を担当します。展示するポスターを作ってみ

ましょう。 

 

 まず、どうして 初から「長期的に安定した政治体制はどのような条件で成立するか。300

年近く比較的に平和な世の中が続いた徳川の支配体制を事例に研究してみよう」といった

課題設定が出来ないのか、と筆者は言いたい。「江戸時代の政治が 300 年近く維持できたの



はなぜか？」では、歴史学的な問いでしかないわけであり、これは加工して、市民の問い（政

治的問い）にする必要があるのだが、その一手間をかけることのできない点に、正直なとこ

ろ呆れている。しかもまだその非を改めようとしない。ちなみに社会科教育学には森分孝治

が開発した「幕藩体制」という授業があって、「江戸時代の政治が 300 年近く維持できたの

はなぜか？」とほぼ同じような主発問（メインクエッション）から作られている4。江戸時

代の幕藩体制を研究することで、江戸時代の構造的理解だけでなく、法治主義、地方分権、

農村自治、重商主義政策など現代の政治体制の根幹となる部分を含んでいて、現代社会の理

解にもつながることは、筆者は学部時代から知っていた。 

 あと、どうして「博物館」という場を設定するのか。このような展示、高校生たちの親族

と通りすがりの人以外に、いったい誰が見るというのだろう。そしてその人たちに、子ども

たちは幕藩体制の何を伝えたいと考えるというのだろう。伝えたい相手の見えない不思議

な活動だ。ニューマンの定義から言えば、「学校外の価値（value beyond schools）」が全く

ないパフォーマンスであり、とても「真正」なんて呼べたものではないし、バートンの定義

で言うなら、学校でちゃんと先生の期待に応えて江戸時代について学びましたよ、という

「説明責任」のための（筆者の言葉で言うなら歴史を知っていると「みせかける」ための）

学びにすぐにでも転換してしまう危険性の高い学びである。 

 先日、筆者のゼミの卒業生で、富山県で高校教師をしている吉田英文（本学の教職大学院

の初期の学生）が、お茶の水女子大学附属小学校と連携して、戦時下、疎開先でのお茶小の

疎開児童の生活の実態について高校生たちと一緒に調査し、元疎開児童（現在は 80 代）の

方々とお茶小の社会科部の先生たちを前に発表するという企画をやって、ＮＨＫにも取り

上げられた。この歴史の学びは、単に学校での学習事項を「説明」するための学びではなく、

互いのルーツを確認し合い、結びつきを確認するための学びであった。発表相手も発表目的

も明確であり、「真正の学び」が生じやすい素晴らしい学習活動と言えるだろう5。人に歴史

を調べて伝える「真正の学習」とは、こういった事例である。 

 「江戸時代の政治が 300 年近く維持できたのはなぜか？」といった問いは、実生活にお

いて、東大・京大といった難関国立大学の文系学科の二次試験でしか問われることがない。

ただ、だから一般市民にとっては無意味な問いだと言いたいのではなく、どうして国立大学

がこのような問いを出題するのか、考えさせることの方が、この問いに答えることができる

ことよりもよほどか大切である。少なくとも石井氏も指摘する通り、為政者にとって必要な

問いである。これから卒業生の多くが政治家・官僚・研究者・裁判官・有名企業の幹部とい

った支配階層になると思われる東大・京大の人間にとって、この問いは実に考える価値のあ

る大切な問いなのだ。では一般の人々にとってはどうか。考える価値は彼らほどではないが、

                                                  
4 森分孝治『社会科授業構成の理論と方法』明治図書出版社、1978 年、184〜207 頁。ち

なみに同書は筆者の「中等社会科教育法Ⅱ」のテキストとして長年活用してきた。 
5 「おはよう日本」（http://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/08/0821.html） 
「戦績」（http://www3.nhk.or.jp/news/special/senseki/article_31.html） 



筆者はあると考えている。為政者の思考について知っておくことは、彼らに抵抗するために

必要となるからだ。ただ、なぜこうした問いが重要なのかについて、多くの高校生にとって

は説明しなければ（せめて考える機会を与えなければ）理解が難しいだろう。なぜ国立大学

がこうした問題を出題するのか、そしてこの問いに答えることのできる彼らがなぜ支配者

階層になるのか、そしてこの問いを市民が答えることができないと、どんなことが生じるの

か、考えさせたいところだ6。 

 筆者の石井氏の研究姿勢に対する疑問の三点目は、先の評価課題を石井氏が論じるに当

たって、「もともとの評価課題は「『自然災害、飢饉、打ち壊し、諸外国の圧力など、度重な

る危機にもかかわらず、江戸時代の政治が 300 年近く維持できたのはなぜか』というテー

マで博物館の企画展を行うことしたら、誰の、どのような背策（ママ）・改革に焦点をあて

て展示内容を考えますか」（西岡、2016a、44 頁）という課題であり」として、元々の森本

氏の提示した評価課題から、西岡氏の評価課題へと話題を移している点である。筆者が話題

にしているのは、飽くまで森本氏のそれである。西岡氏のものに変えたからといって筆者の

先の主張が変わるものではないが、筆者に限らず、『社会科教育』誌の読者が見るのは原点

の西岡氏の評価課題ではなく、森本氏のそれである。そして筆者が問題にしているのは、飽

くまで西岡氏監修の下で示された森本氏の評価課題である。話題をすり替えるのは、いかが

なものか。石井氏の行為は、事実上、森本氏の評価課題が不十分であることを石井氏自身認

めたことになる訳で、だったらもっと責任感をもって西岡氏は事前に森本氏の原稿をチェ

ックするべきだと思う。それとも、後出しジャンケンをすることは、教育方法学的には在り

なのか。説明の欲しいところである。 

 

（2）筆者の研究姿勢への疑問に対する回答 

①筆者の「京都大学グループ」による十把一絡げ問題について 

 まず、「「京都大学グループ」という言葉で、筆者が所属している研究室の様々な主張や取

り組みをひとくくりに批判する議論が渡部竜也氏によって展開された」7と、自分たちが十

把一絡げにされていることに怒りを石井氏が覚えていることについて。理科、数学、社会科、

国語、体育その他の教科教育を十把一絡げに脱政治化した構成主義と叩き、学習科学や教育

工学もその細部まで見ることなく心理主義と論じる方の言葉とは思えないのだが、逆にや

                                                  
6 筆者は院生時代に棚橋健治の科研の手伝いをして、全国の国立大学の入試問題を分析し

たことがあるが（あと塾講師のバイトで同じような作業をしたことがあるが）、確かに東

大・京大の文系二次試験の問題は良問が多い。なぜこの問題を出題したのかについて、大

抵は説明ができるからである。しかもそれらの多くは、少なくとも為政者にとって必要と

なる問いである。またその大半は一般市民にとっても考えておくべき価値のある課題だっ

たりする。大学入試は、そうした大学側のメッセージを市民に伝える役割を有している。

東大・京大の二次試験の問題は、その全てではないかもしれないが、その多くを考察する

ことができるようになるなら、その人はかなり知的な主権者になっていることだけは間違

いないだろう。 
7 『報告書』12 頁。 



られるといかに嫌であるのかがわかるだろう。 

 確かに石井氏が指摘するように、東大もしくは京大のＯＢ・ＯＧをすべて十把一絡げにす

る言い方はまずい面がある。石井氏が引用する『ハーバード法理学アプローチ—高校生に論

争問題を教える』（ドナルド・オリバー＆ジェームス・シェーバー著／渡部竜也他訳、東信

堂、2019 年）にある筆者の解説は、元々「佐藤学」「石井英真」など実名を挙げて批判をし

たのだが、印刷所に原稿を持って行く前の夜に石井氏の書籍をこれまで出版してきた東信

堂の社長がこれに気がつき、筆者に電話で「このままだったら、出版させない。解説の後半

の原稿をすべて削除せよ」と言ってきたので、筆者の方も「だったら意味がないから出版し

ないから金を全額返せ！もっと早くに言ってくるのであれば対策もできるのに、こんな時

期にそれを言ってくるなんて。告訴するぞ！」と応戦し、妥協案が「京大系教育方法学者」

「東大系教育方法学者」という表現だった（この辺りの事実については東信堂に確認しても

らいたい）。このうち、筆者は「東大系教育方法学者」という言い方の方が嫌であった。な

ぜなら、「東大系教育方法学者」などという実態は無いに等しく、事実上、誰を指している

のか全然わからないからである8。実際、東大の教育方法を研究している者のほとんどは日

本教育方法学会に入っていないし、たとえ入っていてもあまり活動をしていない人が多い。

そして東大からはこの筆者の概念に対して特に苦情が無かった。単純に佐藤学と秋田喜代

美の両氏を批判しているのね、といった程度の捉え方だったようで、実際にそうである。も

ちろん、筆者ごときの戯言に動じるような大学ではない、という実態もある。むしろこの大

学の人によっては『真正の学び／学力』（フレッド・ニューマン著／渡部竜也・堀田諭訳、

春風社、2015 年）を支持してくれ、一緒に学びましょう、といった姿勢なのだから、実に

寛大なものだ。 

 もちろん、「京大系教育方法学者」たちも多様であるので、これを一つに語ることは合理

的ではない。だが、殊に田中耕治の師弟たちについては、「京大グループ」というと言い過

ぎかもしれないが「田中派」くらいに言っても問題無い程度の同質性がある。だから「京大

系教育方法学者」の表記については、筆者は今でもあまり気にしていない。管見の限り、田

中派は次のような研究アプローチを共有し、世界観を共有しているからだ。 

 

① 教育学研究の時系列的整理を得意とする。類型化といった社会科学的アプローチをあ

まり採用しない。 

② 上の①を採用する結果、自然と帰納法的な論文の書き方となるので、一読するだけでは 

内容がわかりにくい事も多く、やや冗長な印象を受ける。ただ、これ以外の論文の書き方

はない（もしくはそれは正しくない）と考えている可能性がある。 

③ 教師には関心が高いが、子どもたちの学び等の実態についてはあまり関心がない。 

                                                  
8 拙著『主権者教育論』（春風社、2019 年）では「東大系教育方法学者」の表記のままだ

が、これは東信堂の社長との約束で、原稿を転載する際は変更をしないことを約束したこ

とによる。「京大系教育方法学者」も同じ。 



④ 「本質」という言葉に違和感を感じていない（逆に筆者はこの言葉に違和感を覚える）。

学力や研究方法論には普遍的なものが存在すると考えている可能性がある（学力の実在

論者である？）。 

⑤ 人間目標を外部に立てて演繹的にカリキュラムを作ることを嫌う。 

⑥ 教科教育を「学」と呼ぶことはなく、ここでの研究成果を無かったことにしている（も

しくは教科教育学に極めて無関心で、読むに当たらないと決めつけている節がある）。 

 

 もちろん、論者によっては①から⑥の全てを共有している訳では無いだろうが、この田中

派の問題は、派閥内部に論争を、すくなくとも著書や論文等のパブリックな場面でほとんど

確認できない点にある。またかなり頑丈な徒弟制の閥であり、年に 3、4 回、田中氏を囲ん

でＯＢ・ＯＧが研究会をしているという。これでは、集団内部の画一化は免れない。 

 実は、筆者にとってグループを十把一絡げにしたことで怒られた経験はこれが 初では

ない。筆者の母校の森分門下生を筆者が「森分派」「森分主義者」と呼んでいることに、あ

る地理教育学者が烈火のごとく怒ったことがある。我々は多様だ、と。あと、全国社会科教

育学会の主要人物たちの議論や行動についても、「広島大学系社会科教育学者たち」と呼ぶ

と、指導教員だった池野範男が怒った。「全国社会科教育学会は全国組織であり、ここでの

議論は全国の社会科教育研究の代表者の議論である」と。 

 こうしたことが何故生じるのか。それは、彼らは自分たちが多様な構成員から成っている

と本気で思っているからであり、そして大抵彼らは外の世界について知らない。純粋バイオ

された研究者ほど、そうした反応をする。外から見ればカルトに近い程に同質的な集団であ

ることで知られた森分派も、集団にいる人たちはそれが見えないものなのだ。自らの「学閥」

性を自覚することは、そこから脱する一歩となる。 

 

 ②「要素主義」呼ばわりと学力表の引用の問題について 

 あと、「渡部氏は、筆者の学力論を『要素主義』であると批判する。根拠として挙げるの

は、表 1 のうち上半分の教科学習の部分のみであり、この表に関する筆者の説明も引用す

ることなく」批判すると主張されている9。石井氏が引用すべきだとしてご提示された箇所

は次のようになる。 

 

一般的な心理特性（抽象的な資質・能力のカテゴリー）のみに着目していても、そこから

のカリキュラム（どのような内容・テーマや学習経験を順序立てて組織すればよいのか）は

明らかになりません。なぜなら、キー・コンピテンシーなどの資質・能力のカテゴリーは、

目指す経済人や市民の具体的な姿から、大まかな骨格だけを抽象しレントゲン写真のよう

なものだからです。そこでは、社会像や人間像に関わる立場の違いが捨象され、最大公約数

的な特徴が中性的で心理的な言葉で整理されています。 

                                                  
9 『報告書』12 頁。 



 「社会の特徴」と「一般的な心理特性（資質・能力）」の間をつなぐ、社会像や人間像を

検討することこそが大切です。「○○力」一般を問うのではなく、現代社会や未来社会に関

する議論の上に、そこで求められる具体的な文脈と活動様式を明らかにすること、そうした

活動の中で、各教科の知の枠組み（見方）や思考法（考え方）がどう位置付いているのか問

うこと、そしてそれをふまえて各教科の目標・内容を再考したり、教科横断的なテーマを設

定したりすることが必要なのです。 

 

 まず石井氏は誤解している点があるので、そこの訂正からしておきたい。引用箇所を再確

認していただければ分かることだが、池野の定義から見れば石井氏の学力表は（おそらく）

「要素主義」ということになる、と筆者は言っているに過ぎず、筆者は石井氏を「要素主義」

と位置づけたことはない。分析概念としてであっても、学力もしくは資質・能力を「知識」

「スキル」「情意」と分けることを池野は要素主義と呼ぶだろう、と筆者は言っているので

ある。あと、表 1 を分けるなと述べておられるが、石井氏自身、教科の学習について話題に

する時は、表 1 の「教科の学習」の部分だけを取り上げて論じている10。教科の教師は表 1

の上の部分だけを見ることになる訳で、筆者が指摘するような事態が生じる危険性は十分

に生じるのではないか。石井氏が引用した箇所は、元々、池野が考える社会科の学力の特質

を論じるために、石井氏の教科の学力の考え方と比較した訳であって、石井氏の学力につい

て包括的に論じることを目的としていないし、池野が教科（社会科）の学力を論じている限

り、表 1 の学力構想の内、「教科の学習」の部分だけを取り上げて比較することは、むしろ

当然のことではないか。 

 石井氏の主張の興味深いのは、筆者が主権者の育成、民主主義の形成といった人間像や社

会像を検討して、そこから演繹的にカリキュラムを描くことについて、厳しく糾弾しておき

ながら、一方で教師にはそのことを要求している点である。子どもの自由な思想形成を保証

したかったのではなかったか。なぜ研究者ではやっては駄目で、教師なら良いのか。教師と

研究者がともに「ねらいについての議論（aim-talk）」を何故してはいけないのか。筆者は

日本社会という文脈を踏まえて「多元主義的民主主義（ラディカル・デモクラシー）」の必

要性を主張しつつ、しかし実際には地域性を踏まえて、どこまでそれを徹底するかについて

は、地域や学校単位（場合によっては教師単位）で決めるべきかと考えている。 

 主権者教育をしたい教師は全国に五万といる。だが現行の学習指導要領の管理体制下の

下でどこをどうしたら良いか分からない、という方が大半だろう。一研究者として、そうし

た彼らの問題関心を引き受けて考察することが、何が問題なのか。筆者が研究者という特権

的立場にあることを理由とするのであれば、筆者以外の者たちもいろいろ提案をすれば良

いだけであり、社会科教育学者たちはこれまで提案をしてきた。筆者が文部科学省に入って

                                                  
10 石井英真「資質・能力ベースのカリキュラム改革と教科指導の課題—教科の本質を追求

する授業の在り方」日本教育方法学会編『教育方法 46 学習指導要領の改訂に関する教育

方法学的検討：「資質・能力」と「教科の本質」をめぐって』図書文化、2017 年、40 頁。 



画一的にこの世界観について学習指導要領などを通して強制しているのであれば、それは

問題になってくるかもしれないが、その予定はないし、その危険性を知っているので、そう

した行為をする気もない。筆者の提案は、主に教師や地域に向けられているのであって、中

央教育審議会に向けたものではない。学習指導要領を提案する気もないし、その必要もない

と考えている。主権者教育をしたいと考える教師たちのゲートキーピングを支えることし

か、筆者の関心はない。 

 

5 終わりに 

 石井氏はこの他、筆者は新自由主義への対策を何も考えていないと論じていた。一々石井

氏の問題関心の全てを筆者は共有していなければいけないのかといった気持ちすら芽生え

てしまうが、要は、新自由主義とは、社会を個人の集まりに解体し、また社会における政府

の役割を「夜警国家」よろしく 小限にして、自己責任論を展開する議論である。他者との

対話による政治的公共圏の構築を目指す筆者の「多元主義的民主主義」の主権者教育論は、

「社会は存在しない、あるのは個人のみ」（マーガレット・サッチャー）とする新自由主義

的世界観とは対極の世界観である。こうしたことはもはや自明のことかと思っていたので、

石井氏のご批判にはややズッこけた。むしろリベラリズム・シティズンシップの気のある石

井氏の教育論の方が、新自由主義に対抗する具体的策が弱く、これを進めたいとする勢力に

利用されやすい所があるのではないか。麻生太郎の経済政策の時代の学習指導要領の骨子

に石井氏らの教育論があることは、実に皮肉なことである11。 

 ただ、ここで記した筆者の見解は、石井氏の教育論の筆者の不理解から来ている可能性を

否定するものではない。また筆者の教育論が完璧な訳でもない。実際、石井氏にご指摘を受

けて、新たな発見があったことも事実である。むしろ、こうした批判をしてくれる方は、そ

うそう多くはないのだから、ありがたいところである。今後もご指導ご鞭撻をよろしくお願

いしたいと思うし、今後もしっかり批判に応じるつもりである。 

 
 

                                                  
11 新自由主義の社会への同化を防ぐため、筆者ら社会科教育学者は、論争問題の「閉め出

された領域（クローズド・エリア）」研究にも 近では力を入れている。その研究成果

は、近いうちに東信堂から出版予定である。 


