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私の立ち位置：主張したいこと

「多数者の教科教育学」から「多様性の教科教育学」へ

1. 「理論と実践」を「統合」でも「融合」でもなく，人が当事者性・行為主体性をもって「往還」
していくためには，自分自身の学校現場状況をふまえた研究課題設定を保障できる学会と大学の
プラットホームが必要である。

2. 教科教育学を「高度な学力保障」としてだけでなく，「ケア・福祉の学力保障」としての側面を
含み込んだ教科教育学のディシプリンを構成していくべきである。

なぜなら
1. 地域・学校・子ども・教師は多様性が拡大し，そこには差異と格差の双方が広がっている。教師
はその状況の中で解決を模索している。それを保障するアウトカムの場と実践の研究推進システ
ムの構築が必要である。

2. 教科教育学は歴史的系譜から一般的規範的教科教育原理の追究がなされてきたが，上の状況の多
様性の中で一般的理論（多数者の理論）と状況的実践（多様な現場）は引き裂かれがちになる。
従来の「多数者の教科教育学」から，差異の承認・格差の是正を指向する福祉と高度さを合わせ
た「多様性の教科教育学」原理への再構築が必要である。

参考文献 窪島務（2019）『発達障害の教育学―「安心と自尊心」にもとづく学習障害理解と教育指導』文理閣.
徳川宗賢・ネウストプニー, J. V. （1999）「ウェルフェア・リングイスティクスの出発」『社会言語科学』2-1, pp.89-100.
ノディングス, N. （1992/2007）『学校におけるケアの挑戦―もう一つの教育を求めて』ゆみる出版.



「統合」「融合」でもなく「往還」とは何？

理論 実践

統合・融合

理論 実践

往還

「統合」「融合」という語彙に比べて
「往還」には，「行く・来る・帰る（還る）」という移動
動詞の意味が含み込まれる。
そのため，「往還する人の存在」が〈より〉明示的になる。

理論と実践を往還する「私」
• 「理論と実践の間をめぐるのはあなた自身である！」と
いう当事者性。

• 「理論的なモノを以て自分自身の現場にはたらきかけて
いく」という行為主体性。



参考文献 𠮷川幸男（2014）学校の今日的状況と社会科授業の研究―シンポジウム趣旨のまとめ『社会科研究』80, pp.1-8.
日本教科教育学会（編）（2020）『教科とその本質―各教科は何を目指し，どのように構成するのか』教育出版

当事者として実践と理論を往還することの難題

今日の学校状況の多様化（cf. 吉川 2014）

地域・学校の多様化
少子化，高齢化，多文化化
コミュニティースクール

学力格差
附属校／公立校

全日制／定時制など

学校環境の多様化
個別に与えられる情報機器
ティームティーチング
学級担任と教科担任

学級間，教師間で歩調合わせ

ただ，研究となると「個人」になる

子どもの多様化
特別な支援を要する子ども
外国につながる子ども

LGBTQ+
家庭の経済格差など

教師の多様化
若手教員の増加

教師キャリアの多様性
など

従来の教科教育学

制度的につくられた教科教育を「学」
としていくために，一般的な教科教育
原理の追究が目指された。（日本教科
教育学会編 2020）

認識論→客観主義的
存在論→実在主義的

論理実証主義
的な手法で教
科教育の一般
原理が目指さ
れる

多様な現場状況の中で研究をするときは
一般的普遍的な教科原理への意味づけを求め
られると噛み合わせが悪い



参考文献 𠮷川幸男（2014）学校の今日的状況と社会科授業の研究―シンポジウム趣旨のまとめ『社会科研究』80, pp.1-8.
日本教科教育学会（編）（2020）『教科とその本質―各教科は何を目指し，どのように構成するのか』教育出版
窪島務（2019）『発達障害の教育学―「安心と自尊心」にもとづく学習障害理解と教育指導』文理閣

当事者として実践と理論を往還することの難題

今日の学校状況の多様化（cf. 吉川 2014）

地域・学校の多様化
少子化，高齢化，多文化化
コミュニティースクール

学力格差
附属校／公立校

全日制／定時制など

学校環境の多様化
個別に与えられる情報機器
ティームティーチング
学級担任と教科担任

学級間，教師間で歩調合わせ

ただ，研究となると「個人」になる

子どもの多様化
特別な支援を要する子ども
外国につながる子ども

LGBTQ+
家庭の経済格差など

教師の多様化
若手教員の増加

教師キャリアの多様性
など

従来の教科教育学

制度的につくられた教科教育を「学」
としていくために，一般的な教科教育
原理の追究が目指された。（日本教科
教育学会編 2020）

認識論→客観主義的
存在論→実在主義的

論理実証主義
的な手法で教
科教育の一般
原理が目指さ
れる

吉川（2014）では述べられていないが――
「一般」とは「多数者」でもある。

「多数者教育学」とはレジームであり，ディ
シプリン。多数派を前提とする権力性。

これまでの教育学が基本的に「多数者にとっ
ての」ものであり，特殊教育は「多数者に
とっての特殊」。多数者を前提にする教育学
から多様性の教育学への転換が必要
（窪島, 2019)



参考文献 原田大介（2009）特別支援教育の観点から見た国語科教育の問題―発達障害・特別なニーズ・インクルージョンの考察を中心に『国語科教育』68, pp.67-74.
南浦涼介（2008）外国人児童のための歴史学習モデルの構築―「二文化統合学習」論にもとづく授業実践とその分析『広島大学大学院教育学研究科紀要』57, pp.77-86.

近年見られる教科教育学の研究の接近法のオルタナティブの契機

国語科教育

原田大介（2009）特別支援教育の観点から見た国語科教育の問題

国語科教育において発
達障害を取り上げた文
献は散見されるが，研
究史などには載らない

障害の医療モデルだけ
ではなく社会モデルを
加味した双方の検討の

必要性

臨床的アプローチに
よって教室の障害を持
つ子どもたちの国語学
習のエピソードを集積

学習の達成におけるつ
ながりの重要性，教室
の外側と子どもの関係
を見ることの重要性を

指摘

南浦涼介（2008）外国人児童のための歴史学習モデルの構築

外国人児童生徒を想定
したときの日本を中心
とした歴史学習がもた

らす同化的弊害

子どもたちの中で国境
を越えて行き来する視
点の形成を構築する

日本語取り出し教室に
おける，遣隋使をめぐ
る裴世清と小野妹子の
政治史を用いたバイリ
ンガル脚本づくり実践

子どもたちの言語的リ
ソースと文化的視点を
活用した物語生成が越
境的視点をもたらす可

能性を指摘

社会科教育



参考文献 箕浦康子（2009）『フィールドワークの技法と実際Ⅱ―分析・解釈編』ミネルヴァ書房. 南浦涼介（2019）協働・対話という観点によって授業の何が見えるか？ ─論理実証アプローチと社会文化
的アプローチ, 梅津正美（編）『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と方法を問い直す』（pp.22-42.）東信堂. 渡部竜也（2020）「社会文化的アプローチは社会科教育研究を変
えるか? ─米国社会科教育研究に押し寄せた質的研究革命を中心に」『社会科教育研究』141, 19-30. 草原和博（2021）21世紀の教科教育とその新しい研究―今，何が求められ，いかに果た
すのか ,教育関連学会連絡協議会主催公開シンポジウム資料.

近年見られる教科教育学の研究の接近法の整理

①論理実証アプローチ ②論理実証アプローチ（質的） ③社会文化的アプローチ

認識論 客観主義 解釈主義 解釈主義

研究の目的
一般的・普遍的な理論の構築 一般的・普遍的な理論の構築のために検

証的に質的研究を行う
その場の状況の中で意味をもつ理論的な
視点を探る

研究スタイル

実践モデルの開発
変革的モデルを示す
実態（普遍）の解明
・一般的な傾向性
・多数派に着目

一般性普遍性を指向し，そのために実際
の教室で行った中での実際を会話のプロ
コトルなどで例示し，それをもって論証
する

状況の中で実践を生み出す
行為によって状況を変革する
実態（状況）の解明
・ある状況下の個人や共同体
・多数派だけでなく少数派も

視点

要素＝要素や傾向など、その場が持つ普
遍的なものに着目する。

教室の中の教師と子どもの対話や関係性，
理解過程に着目する

状況＝社会・歴史・制度・規範など、そ
の場が持つ社会的磁場に着目する。

伝え方

転移できるように伝える
「誰にも通じるから、あなたも私もでき
る」

転移できるように伝える
「これは事例であるが，典型である。あ
なたにも通じる」

共感できるように伝える
「明日は我が身。だからあなたの言うこ
とは私もわかる」

文体 転移可能に論理的に要素を示す 転移可能に論理的に要素を示す 共感可能に物語的に場を描く

研究者の立ち位置

研究対象の外側
客観的
「筆者は〜」「発表者は〜」

研究対象の外側
客観的
「筆者は〜」「発表者は〜」

研究対象の中に入り込む
主観的であることを厭わない
「私は〜」「私たちは〜」

質か量か
文献資料を証拠として
量的データを証拠にして

文献資料を証拠として
質的データを証拠として

文献資料をテクストとして
質的データをテクストとして

箕浦（2009）を参考にした南浦（2019）をさらに修正。渡部（2020），草原（2021）も関連



参考文献 箕浦康子（2009）『フィールドワークの技法と実際Ⅱ―分析・解釈編』ミネルヴァ書房. 南浦涼介（2019）協働・対話という観点によって授業の何が見えるか？ ─論理実証アプローチと社会文化
的アプローチ, 梅津正美（編）『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と方法を問い直す』（pp.22-42.）東信堂. 渡部竜也（2020）「社会文化的アプローチは社会科教育研究を変
えるか? ─米国社会科教育研究に押し寄せた質的研究革命を中心に」『社会科教育研究』141, 19-30. 草原和博（2021）21世紀の教科教育とその新しい研究―今，何が求められ，いかに果た
すのか ,教育関連学会連絡協議会主催公開シンポジウム資料.

近年見られる教科教育学の研究の接近法の整理

①論理実証アプローチ ②論理実証アプローチ（質的） ③社会文化的アプローチ

認識論 客観主義 解釈主義 解釈主義

研究の目的
一般的・普遍的な理論の構築 一般的・普遍的な理論の構築のために検

証的に質的研究を行う
その場の状況の中で意味をもつ理論的な
視点を探る

研究スタイル

実践モデルの開発
変革的モデルを示す
実態（普遍）の解明
・一般的な傾向性
・多数派に着目

一般性普遍性を指向し，そのために実際
の教室で行った中での実際を会話のプロ
コトルなどで例示し，それをもって論証
する

状況の中で実践を生み出す
行為によって状況を変革する
実態（状況）の解明
・ある状況下の個人や共同体
・多数派だけでなく少数派も

視点

要素＝要素や傾向など、その場が持つ普
遍的なものに着目する。

教室の中の教師と子どもの対話や関係性，
理解過程に着目する

状況＝社会・歴史・制度・規範など、そ
の場が持つ社会的磁場に着目する。

伝え方

転移できるように伝える
「誰にも通じるから、あなたも私もでき
る」

転移できるように伝える
「これは事例であるが，典型である。あ
なたにも通じる」

共感できるように伝える
「明日は我が身。だからあなたの言うこ
とは私もわかる」

文体 転移可能に論理的に要素を示す 転移可能に論理的に要素を示す 共感可能に物語的に場を描く

研究者の立ち位置

研究対象の外側
客観的
「筆者は〜」「発表者は〜」

研究対象の外側
客観的
「筆者は〜」「発表者は〜」

研究対象の中に入り込む
主観的であることを厭わない
「私は〜」「私たちは〜」

質か量か
文献資料を証拠として
量的データを証拠にして

文献資料を証拠として
質的データを証拠として

文献資料をテクストとして
質的データをテクストとして

箕浦（2009）を参考にした南浦（2019）をさらに修正。渡部（2020），草原（2021）も関連



参考文献 南浦涼介（2019）協働・対話という観点によって授業の何が見えるか？ ─論理実証アプローチと社会文化的アプローチ,梅津正美（編）『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と
方法を問い直す』（pp.22-42.）東信堂. 

近年見られる教科教育学の研究の接近法の整理

南浦（2019）で示した「社会科」を「○○科」に変換して掲載

アプローチ 研究の問いの例

論理実証アプローチ

〈普遍・一般・規範〉

• ○○の△△科実践にはどのような普遍的授業構成論理が存在するか？（実践の「普遍的授業理論」の抽出）

• ある授業構成の論理をもとにして、具体的な実践モデルを開発する（規範的な論理的視座からの変革的実
践の開発）

• 具体的な実践モデルをもとに教室で実施した結果子どもたちはどのような認識を得たか。それは論理
的仮説をどう裏づけたか。（実践による論理的視座の検証）

論理実証アプローチ
（質的研究による）

〈動態・関係〉

• ○○の△△科実践の中で子どもたちはどのような対話を行い、そこでどのような認識を得るか（子ども
の○○科授業における認識過程の抽出）

• 実践者○○先生は、どのような△△科教育キャリアを積み上げていったか。（個人の○○科教育ライフの
プロセス）

社会文化的アプローチ

〈動態・関係・権力・対抗
（抵抗）・変革・協働・創
発〉

• ○○の△△科実践は、その学校のどのような地域的特性や子どもたちの特性の中で価値を持つか？
（ある社会的文脈のパターン中での△△科実践の文脈に対する対抗的変革的価値の抽出、レリバンスと実践の関係性）

• ○○の△△科実践は、特定の教育政策下でどのような価値を持っているか（カリキュラムや教育制度と実
践の関係性）

• ○○の△△科実践を、教師は学年団でどのように作り上げていったか（教師集団による実践の協働的創造
プロセスの教育組織的価値の抽出）

• 実践者○○先生は、どのように△△科教育キャリアを過ごし、それはどのような社会状況との関係性
を持っているのか。（個人の△△科教育キャリアライフと社会との関係性）



教科教育研究を生み出すシステムの複線化

「一般性（多数者）を前提とした教育学はレジームでありディシプリンである」（窪島 2019 より）

教科教育学の学会や，教科教育学を擁する大学は社会文化的な接近を可にするシステムがあるか？

日本教科教育学会2021のプログラム 日本教育方法学会2021のプログラム

日本社会科教育学会2021のプログラム

壇上で20分発表
10分質疑応答が前提！

吟味されるのは論理の整合性。

対話による共有や重ね合わせ
は副次的にあっても前提には
なっていない。（あまり往還しない）

対話性や共有性に重きが置
かれるポスターセッション
やラウンドテーブルの発想

はもっとあっても？

教育学系学会のプログラム構成の均質性の奥底には何がある!?



教科教育研究を生み出すシステムの複線化

「一般性（多数者）を前提とした教育学はレジームでありディシプリンである」（窪島 2019 より）

教科教育学の学会や，教科教育学を擁する大学は社会文化的な接近を可にするシステムがあるか？

国立大学法人系教員養成大学と附属校の密接な結びつきの弊害

国立系教員養成大学

教科教育教室 附属校の
各教科

学校

現状は個人間の結びつきによる偶発的関係性

意図的な組織
連携の可能性？
（例 第二附属校）

多様な学校状況の教科教育の営みを組織的
意図的に検討する仕組みがない

一方でいわゆる教育困難校や，マイノリティの子
どもたちへの教育の場では「いかに支援するか」
「いかにわかるように，できるようにするか」という，
ケアや福祉としての学力の議論に焦点が置かれ
やすい。（教育社会学的領域 cf. 高田 2019）

附属校に特化した連携は，教科教育を高度な学
力向上に焦点が置かれていく。

教科教育学が，こうした多様な学校状況の場と連携し
高度な学力の議論の蓄積を，ケアや福祉の学力の議論と接合し
「力のある学校」（志水 2009）や「デモグラティックスクール」（アップル＆ビーン 2013）のように
多様性（差異を承認し，格差を是正し，社会の権力構造を組み替える）の教科教育学はできないか？

参考文献 窪島務（2019）『発達障害の教育学―「安心と自尊心」にもとづく学習障害理解と教育指導』文理閣. 志水宏吉（編）（2009）『「力のある学校」の探究』大阪大学出版会.
アップル, M. W., ビーン, J. A., 澤田稔（訳）（2013）『でモグラティック・スクール─力のある学校教育とは何か（第2版）』上智大学出版.
ノディングス, N. （1992/2007）『学校におけるケアの挑戦―もう一つの教育を求めて』ゆみる出版. 
高田一宏（2019）『ウェルビーイングを実現する学力保障―教育と福祉の橋渡しを考える』 大阪大学出版会



一般的教科教育学（多数者の教科教育学）から
多様性の教科教育学へ

「一般性（多数者）を前提とした教育学はレジームでありディシプリンである」（窪島 2019 より）

教科教育学の学会や，教科教育学を擁する大学は社会文化的な接近を可にするシステムがあるか？

参考文献 窪島務（2019）『発達障害の教育学―「安心と自尊心」にもとづく学習障害理解と教育指導』文理閣. 志水宏吉（編）（2009）『「力のある学校」の探究』大阪大学出版会.
アップル, M. W., ビーン, J. A., 澤田稔（訳）（2013）『デモグラティック・スクール─力のある学校教育とは何か（第2版）』上智大学出版.
ノディングス, N. （1992/2007）『学校におけるケアの挑戦―もう一つの教育を求めて』ゆみる出版. 
高田一宏（2019）『ウェルビーイングを実現する学力保障―教育と福祉の橋渡しを考える』大阪大学出版会

学校現場の
状況A

学校現場の
状況B

（一般の・多数者の）

教科教育学

学校現場の
状況C

学校現場の
状況D

学校現場
の状況E

学校現場
の状況F

教科教育学が，こうした多様な学校状況の場と連携し
高度な学力の議論の蓄積を，ケアや福祉の学力の議論と接合し
「力のある学校」（志水 2009）や「デモグラティックスクール」（アップル＆ビーン 2013）のように
多様性（差異を承認し，格差を是正し，社会の権力構造を組み替える）の教科教育学はできないか？

多様な学校状況に接近できる
教員養成大学のシステム

状況を交換し，他者の取り組みを
引き出しにする
対話的なアウトカムの場



私の立ち位置：主張したいこと

「多数者の教科教育学」から「多様性の教科教育学」へ

1. 「理論と実践」を「統合」でも「融合」でもなく，人が当事者性・行為主体性をもって「往還」
していくためには，自分自身の学校現場状況をふまえた研究課題設定を保障できる学会と大学の
プラットホームが必要である。

2. 教科教育学を「高度な学力保障」としてだけでなく，「ケア・福祉の学力保障」としての側面を
含み込んだ教科教育学のディシプリンを構成していくべきである。

なぜなら
1. 地域・学校・子ども・教師は多様性が拡大し，そこには差異と格差の双方が広がっている。教師
はその状況の中で解決を模索している。それを保障するアウトカムの場と実践の研究推進システ
ムの構築が必要である。

2. 教科教育学は歴史的系譜から一般的規範的教科教育原理の追究がなされてきたが，上の状況の多
様性の中で一般的理論（多数者の理論）と状況的実践（多様な現場）は引き裂かれがちになる。
従来の「多数者の教科教育学」から，差異の承認・格差の是正を指向する福祉と高度さを合わせ
た「多様性の教科教育学」原理への再構築が必要である。

ご清聴ありがとうございました。


