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概要 2

どのような話題を提供するか

教科教育学の研究方法論についてのこれまでの議論

結論

●教科教育学の研究方法論はこれまでにも議論されてきた

●しかし，研究としての蓄積はあまりなく，再現性に焦点を当てた

議論はこれまでに出現していない

●研究方法論そのものを議論する研究領域やワーキンググループを

作っていく必要がある



話題提供にいたるまでのモチベーション 3

●教科教育学の研究方法論 と 再現性の危機 の関係性は？

●「教科教育学そのものの研究」から探ってみる

ーいわゆる「学」としての研究

●そのような教科教育学の固有性を踏まえたとき，

再現性の危機の議論をどのように解釈すればよいかを考えたい



目的・方法 4

目的

教科教育学の研究方法論に関する現状を明らかにし，

再現性の危機に対する示唆を導出する

方法

１．文献の抽出とレビュー（やや限定的）

共通教科教育学 と 個別教育学

２．再現性の危機に対する示唆の導出



教科教育学の定義 5

広義の「教科教育学」

●教科教育の目標，内容，方法に関連するあらゆることを対象とする研究

狭義の「教科教育学」

●学校における教科教育実践を中心に，それに関わる諸事象を

対象とする科学的研究（森分，1986）

●国語教育，算数・数学教育など，各科教育学の総称

池野（2015）を参考

発表の都合上，広義を「共通教科教育学」，狭義を「個別教科教育学」と

呼ぶことにする（藤枝（1990）を参考）。



レビュー対象の文献 6

共通教科教育学に関連する文献

●「日本教科教育学会」が発行した著書

●『日本教科教育学会誌』

●（『教育方法学ハンドブック』）

●（『学習科学ハンドブック』）

個別教科教育学に関連する文献

●各科教育学で「ハンドブック」や「入門書」として発行された著書

（たとえば，『数学教育学研究ハンドブック』など）

●その他，各科教育学と再現性について言及している論文・記事

など



教科教育学の歴史 7

1950年代 各教科の教育学会が結成

1970年代 教科教育学会が構想

1976年 日本教科教育学会が結成

1980年代

1990年代

2000年～ 教科教育学の存在理由が問われ，新たな模索が続く

小原（2015: p.6）を参考

研究論文が量産され，量的に発展



教科教育学に関するシンポジウム 8

●「学」に関するシンポジウムの内容をまとめた著書がある

●このシンポジウムは，教科教育学研究連絡委員会（各科の教育学会と

日本教科教育学会の研究者によって構成された組織）が主催

1987年 「教科教育学の成立条件に関する研究」

1990年 「教科教育学の方法論」

1993年 「21世紀に求められる教科教育のあり方」

1995年 「教育課程改革への提言 ー将来世代のための教育を求めて」



1987年 教科教育学の成立条件に関する研究 9

議論されたこと

●教科教育学の学問的独自性

個別教科教育学のそれぞれの学問的独自性とはなにか

研究の視点が，人間教育全般に及んでいないのではないか

●共通教科教育学と個別教科教育学の関連

共通教科教育学と個別教科教育学のどちらの研究が先行すべきか

●教科を保障する主体の問題

教科の存在を保障する主体は教科の内部か，教科の外部か

降旗（1990: pp.79-83）



1990年 教科教育学の方法論 10

議論されたこと

●個別教科教育学のそれぞれの研究方法論が提示され，共通点や方法論の

独自性が検討された

●他領域での分析手法が，そのまま教科教育学の研究にも当てはまるのか

●方法論の確立は，演繹的に方向づけられるもののみではなく，

教育実践の現実的経験から理論化されている方向が適切ではないか

井口（1992: pp.177-181）



共通教科教育学における研究方法論の系譜 11

西暦

1960年代 行動主義心理学の影響を受け，量的方法による研究が多くなる

1980年代 量的方法の限界点が指摘され，質的方法が求められるように

1990年代 質的方法による研究が多くなる

21世紀
以降

国際的な研究スタンダードを視野に入れ，混合的方法，研究デ
ザイン，「ハイブリッド・サイエンス」としての新たな研究方
法を開発する研究が展開されるように

佐藤（2017）を参考

●日常生活から意味のある問題からかけ離れてしまっている

●蓄積された研究成果は必ずしも授業実践に役立っていない



教育研究の研究方法（池野，2014） 12

量的研究方法 質的研究方法 混合的研究方法

データ分析 歴史的アプローチ フィールドワーク

実験研究 解釈学的アプローチ アクション・リサーチ

現象学的アプローチ ライフヒストリー

比較的アプローチ エスノグラフィ

開発的アプローチ ナラティブ・アプローチ

規範的アプローチ

再現性の危機に関わるのは，

量的研究方法を用いた研究



共通教科教育学の現状まとめ 13

●シンポジウムの内容から，1990年初頭には，教科教育学の研究方法論に

対する問題意識があったことが伺える

●教科教育学は，他の領域の研究手法を援用することが多く，

固有の研究方法論を確立できていない

●再現性に焦点を当てた議論はこれまでに出現していない

●教科教育学と近接する領域で，固有の研究方法論が確立している学問は？



学習科学 14

●1990年代以降発展した学際的科学である「学習科学」

●学習科学は，学習と教育に関わる多様なアプローチを統合し，

科学的根拠に基づく教育改革を持続的に実践することを目指す

（森，2018: p.iii）

●学習科学の主要な方法論の１つに「デザイン研究」がある



デザイン研究 15

デザイン研究

研究者が学習環境をデザインし，系統的にそのデザインを改善すること

を目指す学習研究の新しいアプローチ

“料理の手順書（cookbook）”のような決まった方法ではなく，理論を進

展させると同時に実践に直接インパクトを与えることを目指し，自然な状

況において学習活動を研究する多様なアプローチの総称。

（バラブ，2018）

※強調は発表者



デザイン研究 16

デザイン研究では，研究者は教師と協働して，あるいは自らが教師として，

授業での生徒・教師の学習過程を記録する。

そして，この記録に基づいて，仮説を生成，検証し，洗練する。さらに，

研究報告や課題，教材の改良を重ね，再分析する。

また，デザイン研究は，学習環境の中で指導方略やツールを体系的に検討

することにより，学びのメカニズムを解明するための新たな研究パラダイ

ムとして位置づけられている。

Confrey（2006）高橋（訳）（2009: p.110）



デザイン研究と心理学実験の違い 17

デザイン研究 心理学実験

研究が行われる場所 現実世界の学習環境 実験室

変数の複雑さ 複数のタイプの従属変数 少数の従属変数

変数の扱い
関心のあるすべての変数が事前に
わかることはない；いくつかは研
究中に明らかになる

事前に少数の変数が選択され，研
究中に一貫して取り扱われる

手続きの展開
研究手続きは柔軟で研究中に進化
する

固定された手続きが用いられる

社会的相互作用
強調や共有を伴う複雑な社会的総
合作用

個人は隔離される

知見の報告 実験の中でデザインを記述する
仮説が支持されたかどうかを報告
する

参加者の役割
実験者や参加者は主体的に研究の
デザインに影響を与える

実験者は被験者に影響を与えるべ
きではなく，被験者はデザインに
影響しない

研究の目標
インパクトを生み出し，メカニズ
ムを説明する

理論を実証する

バラブ（2018: p.133）



デザイン研究と教科教育学 18

●学習科学では，研究方法論として「デザイン研究」が確立されている

●デザイン研究は，教科教育学に援用できる方法論の１つである

●デザイン研究は「再現性の危機」の問題にうまく対応できているのでは？



目的・方法 19

目的

教科教育学の研究方法論に関する現状を明らかにし，

再現性の危機に対する示唆を導出する

方法

１．文献の抽出とレビュー（やや限定的）

共通教科教育学 と 個別教科教育学

２．再現性の危機に対する示唆の導出



各科教育学に関連する文献 20

ハンドブック

著書の目次から「研究方法論」や「学」に関する章節を抽出した

その他の文献

１．CiNiiでタイトル「教育 再現性」で検索した

２．最終的な関連論文は下記の１件のみであった

柳瀬陽介（2017）「英語教育実践支援研究に客観性と再現性を求めること

について」『中国地区英語教育学会研究紀要』47, pp.83-93.



21各科教育学に関連する文献



個別教科教育学ハンドブックの傾向 22

●主流となっている研究方法（量的研究，質的研究，混合研究）を

整理しているハンドブックは多くある

●しかしながら，「学」や「方法論そのもの」に言及している論考は少ない。

ただ，いくつかの論考はある。

（たとえば，中原，2010；関口，2010；梅津，2012；有澤，2013）

●研究方法を議論する「研究方法論」という研究領域を形成していく

必要があることは指摘されている（関口，2010: p.14）



柳瀬（2017） 23

英語教育実践支援研究に客観性と再現性を求めることについて

目的

哲学的概念の分析を通じて，客観性と再現性の概念，およびそれらを英

語教育実践支援研究に求めることの意味についての解明

英語教育実践支援研究とは

実践者の判断や意思決定を支援することを目的とする研究



柳瀬（2017） 24

研究における再現性の無批判的追求が非実践的・反実践的態度と現場の判

断と権力の弱体化につながること，そもそも英語教育研究が範としてきた

心理学においてさえも再現性に関しての根底的な反省が加えられているこ

とからすれば，私たちはもはや英語教育実践支援研究において結果の再現

性の担保を金科玉条にするべきではない。

（柳瀬，2017: pp.89-90）※強調は発表者



柳瀬（2017） 25

単一要因での比較対照実験が想定するように，実践者が「普遍的因果性」

が示された教授法を教えられて，それを忠実に実施するだけで，他のあら

ゆる実践現場のあらゆる実践者と同じ結果が再現され，教育が改善すると

はとても想定し難い。（中略）実践結果の厳密な再現は望むべくもない。

（柳瀬，2017: p.90）※強調は発表者



目的・方法 26

目的

教科教育学の研究方法論に関する現状を明らかにし，

再現性の危機に対する示唆を導出する

方法

１．文献の抽出とレビュー（やや限定的）

共通教科教育学 と 個別教育学

２．再現性の危機に対する示唆の導出



現状に対する先人たちの指摘 27

●教育学研究において研究方法論が問題にされることはほとんどなかった

（池野，2014: p.51）※強調は発表者

●新たな方法論・研究方法研究の展開のために，個々の研究者は，

自らの研究目的を達成する方法論・研究方法を自覚して選択し，

反省的省察的に遂行していかなければならない

（佐藤，2017: p.44）※強調は発表者



再現性の危機に対する示唆 28

共通教科教育学の現状から

●研究方法論そのものを議論する研究領域を形成する必要がある。

ワーキンググループでもよい。何かしらのアクションが必要では？

個別教科教育学の現状から

●手続きとして統計的な誤りを含む，または妥当とはいえない量的な

研究手法をできるだけ少なくしていく必要があるのは間違いない

●柳瀬（2017）が指摘するように，授業実践のような研究領域では

再現性を担保することはそもそも困難なのでは？

●研究領域ごとに再現性をどこまで求めるかを柔軟に設定する必要がある
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