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Part 1. 附属岡崎小・教育観の一考察

大正自由教育期から脈々と流れる

「伝統的な教育観」とは？

10分



問題解決学習で著名な伝統校

１．愛知教育大学附属岡崎学校 （その影響範囲ではNO1)

２．富山市立堀川小学校 （問題解決学習を守り抜く公立学校）

３．奈良女子大学附属小学校
（大正デモクラシーの影響で、木下竹次らが自由で民主主義的な教育を展開）

４．静岡市立安東小学校 （上田薫と『個の育つ学校』など多数の著書発行）

５．他

10分
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新教育運動 (John Dewey, 1859-1952）

プラグマティズム（pragmatism）
「経験不可能な事柄の真理を考えることはできない」

「経験こそ有用なり」イギリス経験論。

道具主義（Instrumentalism）＆実験主義（Experimentalism）

①児童中心主義
②全人教育
③活動主義
④生活中心主義



19世紀末から20世紀の初頭，欧米の教育界で「新教育運動」が隆起。
（日本では大正時代にその影響）

教育内容・方法が一斉画一的で，教育実践が固定化。

子どもの興味・関心を中心に，より自由度の高い教育体験の創造を。

教師中心の注入主義の教育を「旧教育」VS 子ども中心主義の教育を「新教
育」

１）大正デモクラシーの風潮にあった世相が追い風。

２）主な教育方法として，ドルトンプランや生活綴方教育

「大正自由教育」運動に発展



生活深化の眞（まことの）教育(1926年・大正15年)

第一章「眞の教育」への直進

P23（真実を見るための見識）

「子供を上手にあやつって行く一日の訓練や、一時間の授業は本当の
教育ではない。拙い訓練の中にも、拙い授業の中にも、どこかしら子供
を深める力のこもった眞教育の道を見出したい。」

第二章「眞の生活」への学習

P31（生活の混沌ー合科ではない生活）

「先生というものはよくも学科に深い執着を有っているものだ。子供らを
その純真な混沌の分割なき生活の世界から無理にでも切りはなして、
算術や国語や唱歌や体操や…….に引き入れようとしているのだ。」



生活綴方教育
1910年代、子どもの生活全体の指導を目的とする教育方法，

指導過程に生まれる子どもの文章表現の作品。（生活綴方は地方農山漁村の公立小学校か
ら）

芦田恵之助の生活綴り方教育

鈴木三重吉の《赤い鳥》(1918創刊）による綴方のリアリズム運動。

農村の疲弊が進む中、東北地方では秋田の青年教師たちを中心に《北方教育》(1930)が創刊。

（社会科学的に、生活を把握する眼を綴方を通して育てよう＝〈北方性教育運動〉が展開）

1950年には日本綴方の会が発足。戦後の民間教育研究運動の中心。

51年刊の無着成恭編《山びこ学校》（山形県山元中学校生徒の生活綴方）は広く注目。

生活綴方は，近代日本の中央集権的な国語政策や外国からの移植の性格のつよい文化に対

して，国民生活に根づいたことばや文化像を求める立場から問題を提起。

http://sugp.wakasato.jp/Material/Education/el/e04b1/class0.html



開かずの間(?)@愛教大

「知られざる教育（指導案）」のコレクション



開かずの間(?)@愛教大

「知られざる教育（指導案）」のコレクション



開かずの間(?)@愛教大

「知られざる教育（指導案）」のコレクション

座席表を基に子ども理解（子どもありきの教育論）の原型がここにある。

問題解決学習の基本：抽出児・教師の出・授業発言記録など



開かずの間(?)@愛教大

「知られざる教育（指導案）」のコレクション

座席表を基に子ども理解（子どもありきの教育論）の原型がここにある。

問題解決学習の基本：抽出児・教師の出・授業発言記録など



「生活教育におけるカリキュラム」による授業展開

１．子どもの「伸びようとする芽」（自発性・探求心）をとらえ、

子どもにかける願い（個別の教育目標）を明確化。

２．「有効と考える経験」を位置づけ、教材模索・選定・吟味の

視点にする（全体のけしき）。

３．「この子らしさ」（個の教育）を生かす教師支援の見直し（子

ども支援・教師の出）。



史実に鑑み、附属が果たした役割とは、

•独自の歴代の研究を創造しつつ、それを三河全域で推進した

人事効果（異動後の各学校への影響）。

• 「子どもありきの問題解決学習」の教育観が、他県の人口にも匹敵す
る三河全域に影響。

• その規模（小中約500校）から考察すれば、全国からみる三河の教育
観は、間違いなく唯一無二の価値。



No 都道府県 人 口 No 都道府県 人 口 No 都道府県 人 口

1 東京都 13,942,856 14 宮城県 2,303,160 33 石川県 1,137,181

2 神奈川県 9,200,166 15 新潟県 2,222,004 34 大分県 1,134,431

3 大阪府 8,823,453 16 長野県 2,049,023 35 山形県 1,077,057

4 愛知県 7,552,873 17 岐阜県 1,988,931 36 宮崎県 1,072,077

5 埼玉県 7,337,330 18 栃木県 1,942,312 37 富山県 1,042,998

6 千葉県 6,279,026 19 群馬県 1,937,626 38 秋田県 965,968

7 兵庫県 5,463,609 20 岡山県 1,891,346 39 香川県 956,069

8 北海道 5,248,552 21 福島県 1,847,950 40 和歌山県 923,721

9 福岡県 5,110,113 22 三重県 1,779,770 41 佐賀県 814,211

10 静岡県 3,639,226 23 熊本県 1,746,740 42 山梨県 812,056

11 茨城県 2,868,041 24 鹿児島県 1,599,984 43 福井県 767,742

12 広島県 2,807,987 25 沖縄県 1,454,184 44 徳島県 728,633

13 京都府 2,583,140 26 滋賀県 1,413,959 45 高知県 697,674

三河地域 2,341,314 27 山口県 1,355,495 46 島根県 673,891

32 岩手県 1,226,430 47 鳥取県 555,663

2019年10月1日現在の自治体構成

三河全域に影響を与えた「子どもありき」の教育観は、全国的にみても唯一無二の価値



回 答 数 附属勤務者数
(作成中）

調査方法（匿名）

豊橋市小中学校 1288人
全市ネット調査（H30,7/26~9/7)
免許更新（学習指導要領,H30,8/7）

豊田市小中学校 285人
免許更新（学習指導要領,H30,7/25）

豊川市小中学校 125人
問題解決学習の研修,H30,8/27

岡崎市小中学校 72人
アンケート依頼（無作為・3校抽出）
H30,9月。

その他（三河の小中） 305人
県教育センター,H30, 8/8
（カリキュラムマネジメント研修,）

三河以外の小中学校
421人

県教育センター,H30,8/8
その他の研修
県外の教育センター,H30,8/24
（カリキュラムマネジメント研修）

合計 2496人

「アクティブ・ラーニング（問題解決学習）とカリキュラム・マネジメントに関する調査」（作成中）
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なぜ、今、「認知的・非認知的学習」で

附属岡崎小の実践を進めるのか？

Part 2. 附属岡崎小・教育観の一考察

15分



「ヘッドスタート計画」は、1965年に始まったアメリカ連邦政府の育児支援施策。

貧困政策の一環として、貧困家庭の幼児に適切な教育を与え、子どもたちに貧困の壁を越えて育
つ機会を与える。

Head Start Project (USA)

セサミストリートの教育観

①認知的能力（アルファベット・簡単な数字）

②非認知的能力（学習意欲の向上・興味関心）

特に、幼児教育で盛んな「非認知的な能力論」



「アメリカの学力観」事例

Ⅰ.大学入試 (admission center)

1. GPA.
2. SAT.
3. Leadership.
4. Sports.
5. Volunteer activities.

Ⅱ．授業事例(娘の小学校5年生in Washington State/USA)

1. History study（大航海時代）

2.「知識の量から知識の質へ」



非認知能力

意欲・楽観性
忍耐力・自制心

自信
思いやり

コミュニケーション力
…など

点数（数値）化困難！

認知能力

読み・書き・そろばん
IQ（知能指数）
英語力

体力・運動能力…など

○○テスト
○○検定
○○測定

で点数（数値）化可能！

いま、世界的に注目を集める非認知能力

認知的な傾向 非認知的な傾向

思考力
← 判断力 →

表現力

中山 (岡山大)2019



附属岡崎小2019



非認的能力
（社会情動的スキル）

認知的能力

認知的＆
非認知的能力



世界の学力観

Ⅲ 社会参画力
主体的に身の周りの社会
に働きかけ、改善しよう
とする力

Ⅱ 問題解決力
他者とかかわり合い、論理
的に考えを深め、問題を解
決していく力

Ⅰ 話す・聞く・書く力

相手の考えを聞き、自分
の意見と結び付けて話す
力と、自分の立場や考え
を明確にして書く力国立教育政策研究所HP

育てたい学力＝認知能力＋非認知能力

認知的能力

認知的＆
非認知的能力

非認知的能力
（社会情動的スキル）



各教科における問題解決学習の構造

文系・技術系教科
の独自（特有）性

理系教科
の独自（特有）性

共通性（最大公約数）



附属岡崎小2019







1.認知的学び 2.非認知と認知的学び

3.非認知的学び



Part 3. 認知・非認知の実践例

水俣病に正対する子どもたち

‐認知学習（教科・領域の学び）を前提とする
非認知学習（子どもありきの教育）論の事例‐

25分



「私の思い」（問題解決学習・子どもありきの教育論）
「かきつばた」（11月号）より

私は、もともと九州（熊本県・水俣）の小学校の教師だったのですが、当時から「子どもありきの
教育論（問題解決学習）」に強い関心があり、座席表を活かした「水俣病に正対する児童」の教育実
践に、自分なりに取り組んでいました。

しかし、当時の私の周囲では、座席表を活かした「子ども理解」等を御存じではなく、校内研修
（現職研修）で座席表を提案した際、「見たことも聞いたこともない。そんなことは無理」と却下さ
れ、少々、残念な思い出があります。（それでも孤独に『子どもありきの教育は、座席表にあり。』
とささやかに頑張っていた気がします。）

その後、経緯あって国立大学（佐賀大学）へ異動し、愛知教育大へ転勤となった際（H25年）、
「愛知は問題解決学習のメッカで、全国学会でも有名だ。やっと思いが叶ったな。」と上司の教授が
励まして下さり、本当に嬉しかったことも覚えています。

ただ、意外だったことは、愛知県全体が座席表を活かした「子ども理解」、「子どもありきの問題
解決学習」と思って赴任したのですが、実はそうではなく、これは殆ど、三河の教育実践の固有性で
あることも、徐々に理解するようになりました。

そうであるならば、今一度、「子どもありきの問題解決学習」の視点から、三河の教育実践の価値
を歴史的・実証的に整理した上で、本伝統を継承し、発展させていく必要があるのではないかと考え
ています。



中間理論

(水俣学習
Curriculum 

Development)

学術理論

Service-
Learning

教育実践

Action Research
Academic理論→中間理論→教育実践の構造

Goal

水俣病の状況固有性・状況論・主観
（主体）

Reflection・実証

Reflection



平成13年度「社会科初志の初志を貫く会」の全国大会・高学年部会で発表。
（授業分析の会・学習者の心理分析の会）

倉本哲男「郷土水俣に切実に正対する総合学習の展開」『考える子ども』社会科初志の会
2001年7月 pp.78-87.

分科会の授業・研究者は以下の通り。

司会者：園田貴章（佐賀大学教授：教育方法学）
助言者：中村 了（九州大学名誉教授：教育方法学）

小林宏己 (東京学大教授：教育方法学)

分科会の参加者（実践者）は以下の通り。

A先生(熊本)・B先生(熊本)・C先生(茨城)・D先生(茨城)・E先生(大阪)
F先生(東京)・G先生(東京)・H先生(山口)・I先生(山口)・J先生(高知)
K先生(佐賀)・L先生(広島)・M先生(三重)・N先生(三重)・O先生(島根)
P先生(大阪)・R先生(山梨)・S先生(熊本)・T先生(宮崎) ・他数名。



水俣病問題は水俣市民には切実な問題であるが、香（仮名）にとっては尚更。

香の父親は水俣湾の漁師であり、患者団体の著作｢水俣市民はどう水俣病に向き合ったか」で水俣湾の漁が
できなくなった苦しみ･悲しみを訴えている。しかし、父親は｢海を汚さんことです。｣と結んで平成11年11

月永眠した。当時、11歳･５年生の香を残してである。

４月中旬、倉本は香に「お父さんの著書を読んだことがあるか」と聞いた。「ない」と答えた香は、複雑そ
うな表情を見せた。

香に何を望んでいいのか、どんな願いを持つべきなのか、倉本自身、心の整理ができなかった。

水俣市内の水泳大会に出場できないと告げに来た香に、その理由を聞くと水泳大会の日程が｢お父さんの初
盆に近くて忙しいから」と答えた。しかし、水泳大会の日程は初盆の３週間も前だったこともあり、倉本は
これをカウンセリング的に受け止めることはなく｢それでは理由にならない。」と一蹴してしまった。

おそらく、その伝え方・言い方・ニュアンスが悪かったのだろう。香の父親の件を軽く扱ったつもりは全
くなかったが、香は曲解したようだった。その日、香は半日泣いた。

これ以来、香は明らかに倉本を避けるようになり、倉本と香との信頼関係は難しいものとなっていった。

① 父親を水俣病で亡くした抽出児・香



水俣病学習・実践 (1)

総合的学習の一環として、胎児生水俣病患者（坂本しのぶ氏）に依頼し、その生き様につい
て話を聞く。

水俣病患者となって非常につらい思いをしてきたものの、現在は明るく強く生きている坂本
しのぶ氏は、人権・環境問題へのメッセンジャ－でもあるとの思いを子ども達に伝えた。

（４月下旬）



坂本しのぶさんの手紙



香:「私はしのぶさんのことを小さいころから知っていました。それは、しのぶさんのお母さんが私のお

ばあちゃんと友達だからです。しのぶさんと久しぶりに会ったのでびっくりしました。私のお父さん
の妹も、しのぶさんと一緒で、水俣病だからです。私は、水俣病にはあんまり興味がありませんでし
た。でも、しのぶさんの話を聞いて少し興味を持ちました。よかったです。しのぶさんの願いは、
もっと、水俣の環境をきれいにして欲しい。」

（４月下旬）

水俣病患者の坂本しのぶ氏の講演後の感想（カルテ）

倉本：「しのぶさんの話を聞いて、水俣病に興味が出たのならばそれはとてもいいことです。水俣の
海、再生した美しい海はお父さんの願いでもあったはず。だとすれば、香さんにとってとても大切なこ
とだよね。今、進めている水俣学習やボランティア、香さんが心を開いて、ますます真剣に取り組んで
くれることを先生は願っています。」とポートフォリオのノート（カルテ）にコメントした。

（４月下旬）

非認知的能力



分析者N

「愛の場合、『父でなく上司がやったのであって』という弁解の余地がある。対して香の発
言『水俣病という名前がついてよかった』は、それとは裏腹に気持ちにおびえがあるの
か？」

「教師に『心を開いて』と言われても『本当にわかってくれるの』という気持ちがある。」

「身の置き所がない、抜き差しならない状況ではないか。」



水俣病学習・実践 (2)

水俣病患者家族の手記・「この子とともに」の学習後の感想

香 :「さいばんをやって勝てなかったらどうするのかなあと思いました。でも、（勝って
も）心からばんざいをいえる気持ちにはなれないと思いました。」

「それは、人の命は買えないからです。もし、チッソに働いている人の子どもや妻が水
俣病になったら、その人も互助会（水俣病患者団体）の人と同じ考えになると思いま
す。」

（５月上旬）非認知的能力



水俣病学習・実践 (3)

「水俣病の名前」について水俣市民の立場から、その是非を問う授業。

香：

「私は水俣病という名前がついたのはいいと思いました。それはなぜかというと、昔は、差別とかい
やな苦しみとか、あったと思うけど、今では水俣病の話とかなると、みんな、しんけんになってく
れるし、なんか、世界中に知れわたって、世界中のみんなもしんけんに考えてくれるからこそ、い
ろんなところから話を聞きに来たり、水俣のこととかを取って、テレビに流していると思いま
す。」

「だから私は、水俣病という名前がついてよかったと思います。もし、水銀汚染病とかそんな長が長
がしかったら、おぼえるのもたいへんだし、世界中に知れわたってなかっただろうし、水俣病が
あったからこそ（水俣病という名前がついたからこその意味）、こんなに昔とはちがって、こんな
水俣になっていると思います。」

（５月中旬）非認知的能力



水俣病学習・実践 (4)

水俣病資料館へ出かけ、水俣病患者の上野エイコ氏の話を聞いた感想

香：「その話では、だんなさんと子ども二人も亡くされ、その上差別も受けてかわそうだな
あと思いました。それに上野さんは、お母さんということもあって、一つ一つの責任が
あってきついなーと思った。」

（６月中旬）

分析者U

「本心かどうかは検討の余地があるが『水俣病には興味がなかった』と以前は述べていた。そ
の後に、『水俣病という名前がついてよかった』と記述していることには重要な意味があ
る。」

「しかも、水俣病患者に共感的な感情を抱きながらも、学級の友達の変化を感じとったのでは
ないか。それには上野さんの話を学級のみんなが真剣に聞いていることなどが考えられる。」

非認知的能力



国道3号は草ぼうぼう。 「これでは水俣が汚いと思われる。

だから花を植えよう。

道徳における認知・非認知



国際水銀学会のレセプションで
水俣の気持ちをダンスで表現

（小6と中１の体育）

（認知的学習）

国際水銀学会にて水俣案内

（小学校英語）

（認知的学習）



長崎の平和教育と
水俣の人権・環境教育の交流
（修学旅行にて）

社会科と総合的学習における
認知的学習



水俣病学習・実践 (5)

本実践のクライマックスである修学旅行の交流学習後に振り返る授業。

京子（仮名）：
「ほんの30分という短い時間にちゃんと水俣のことを伝えられるのだろうかと最初は思っ

ていました。でも、その短い時間に水俣は水俣病という公害病を起こしてしまったけれど
も、今は、それをつぐない、水俣再生に取り組んでいるんだということをきちんと伝えら
れたのではないかと思います。」

「このように、いろんな人たちに水俣のよさ、今の水俣などいろんなことを知ってもらい
たいなと思います。」

香：「私も取り組みなど再生に向かっていっている水俣を伝えられたと思います。皆さん
が聞いてくれたのでよかったです。それに、水俣の自然の写真なども見てくれたのが良
かったです。」

（11月下旬）非認知的能力



②「加害者意識」と葛藤する抽出児・愛

熊本県水俣市内の小中学校では、水俣病学習があるたびに「何だか肩身が狭い」思いをする子ども達。

チッソ勤務の親を持つ子ども達。

特に、父親との仲も良く「お父さんっ子」でもある愛には、水俣病学習が直接的・間接的に父親批判の
ように聞こえるのだろう。

４月当初、環境ボランティアの授業を実施した際、「水俣病が起こった水俣の子どもだからこそ環境問
題に取り組もう」と水俣病が話題。

愛の表情が心なしか固かった。潜在的にある一種の「加害者意識」と考えられた。
（ネガティブな非認知）



誠：

「僕が、鹿児島に剣道の試合にいったとき、水俣病のことでからかわれました。何人かの女の子に
取り囲まれて、『水俣病、水俣病』って手をたたきながら言われました。『何でそんなこと言うと
や』って言い返したら、そしたら『だって今、水俣病のこと社会科で勉強したもん』って言われ
て、何にも言えなくえなくなってしまった。何で言えなくなったかと言えば、自分でもよく分から
ないけど、悔しくて、悲しくて……。」

愛：

「誠君の話を聞いてその話の全てがおかしいと思いました。それに、このことについて（みんなの
前で）発表するのも、誠君じたいつらかったと思います。誠君の話でも、その女の子達はちょっ
とおかしいところがあると思います。

「それは、今だからこそ知って欲しい水俣がここにあるから、そのことをきちんと勉強して、
ちゃんとした答えを知って欲しいと思います。水俣病については水俣出身としては黙っていられ
ない言葉が山ほどうかんでくる。」

（１月下旬）

水俣病学習・実践 (6)

非認知的能力



水俣病学習・実践 (7)

3学期には、福祉作業所（身体障害者・水俣病患者等が共同で作業する福祉的施設）で職業ボランティア。

香：「普通の人が作っても、みんな作れるけど、障害者の人とか手が不自由だとか、そういう病気を
持っていて、目が不自由とかあるから、真剣に作って一生懸命やっていて……..。」

香：「最初に行ったとき、外でダンボールとかかたづけている人たちがいて、その人たちが障害を持っ
ている人たちに見えませんでした。だって、私たちと一緒でみんなと同じ事をして自分の気持ち
を持っている人たちだからです。

「そして、みんなが作業しているところへ行きました。作業が終わって、ビリーブを歌ったら、
『この歌の意味を知って歌ってくれたのならうれしいです。』って言ったので、本当は適当に選ん
でいったのに、偶然にそんな意味になってよかったです。私は福祉作業所に行って良かったと思
いました。

「だって、私よりみんなの方が元気だったし、私より自分の気持ちにはっきりしているからです。こ
の20人の居場所は、福祉作業所しかないと思ったら少しかわいそうだけど、みんなで楽しく仕事が
できるなんてうらやましかったです。｣

（２月下旬）非認知的能力



水俣病を意識した職業体験

（社会科・認知的学習）

（写真は2学期）1月に2回目を実施



園田

「（佐藤が分析した）香の『たくましさ』という読み取りは、実は自分にとって意外だった。愛の
「たくましさ」とはまた違うものだが………..。」

分析者O

「感想の前半には、自分たちとは違う人たちのところに行くという気持ちがあったと思う。自分たち
が水俣に住んでいることでやられるばかりじゃなくて、自分たちも差別的な気持ちを持つ可能性が
……。」

分析者M

「香は本音と思う。また、（水俣）再生というプラスのイメージもとらえている。『同じ気持ちを
持っている』ということがスーっと入ってきている。『違うところに行く』という意識、子どもになら
ある意味当然。でも、ふれあう中で、変わっていってくれればいいという気持ちで（教師は）やってい
る」。

非認知的能力の考察



分析者Aは、香の「水俣病」に対する肯定感がみられるとする。

「抽出児２人（愛と香）に共通しているのはお父さんへの尊敬。バックボーンに親があ
る。親の死というものは思考のキャパシティーを変える。（香の場合、）これだけの短い
日数で、これだけのことが言えるというのは『たくましい』と言える。

「しかし、父の死の原因である水俣病。わずか１年くらいで受け入れられるのだろうか。
本音かどうかはわからないが…。本音で言っているとは思えないけれど、それに立ち向
かっているという『すごさ』を感じる。」

非認知的能力の考察



「倉本と香の対応関係について」

分析者U

「教師の発言は、あまりいいとは思わないが、それを受ける香はいい。先生との関係も、３学期にはよ
くなってきたのではないか。自分も（担任する）子ども達に対して、どこまで踏み込んでいいのか、迷
うときがある。」

分析者I

「香は、『先生はみんなのことをよく考えてくれていた』と思っていたのではないだろうか。先生（倉
本）は「教師人生」最大の失敗と書いているが….。」

分析者P

「香のノートには、『先生に反発して……ごめんなさい。』という記述がある。」と指摘し、教師と子

どもとの信頼関係の改善が本実践のポイントであり、これによって香の「たくましさ」を伸長する契機
となったのではないか。」

非認知的能力の考察



助言者の中村（九州大学名誉教授）

「『水俣』とか『職業体験』とかは布石でしょう、あくまで。子どもにとってあまりに大
きな問題」

「むしろそれを通して自分なりに少しでも人間的に成長することが重要」

「たくましさ」を育む実践の展開を必要としたのであり、香も「自分に素直になって」自
分を見つめ自分の現状を受け入れ始め、自分なりに自立しようとしている姿。

「たくましさ」に関わって

分析者C

「香は水俣病について避けて通っていたのを『過去の自分を払拭した』という部分で成長
しているとは思うが………。香の卒業作文にもそれが出ている。」

分析者L

「そう。香の‘夢’作文。自分を探していたのだなあと思う。このことは（福祉作業所の
感想の）『私より自分の気持ちにはっきりしている』という表現からも読み取れる」

非認知的能力の考察



附属岡崎小2019



自己の固有性を前提に他者の固有性を齧り取る。
教育実践の転移＝内的妥当性の転移

（普遍性・転用性を求めず、固有性・反復可能性を前提）

水俣だから

児童生徒が

優秀だから
あの先生

だから

川上・倉本 ２０１２
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