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招待論文  

社会科の教科内容構成の体系化 

―多元的実在論と価値論に立脚して― 

下里 俊行 1 

要旨：本論は，多元的実在論と価値論に立脚して，社会科の教科内容構成の体系化のプランを提案する

ものである。本論が提案する社会科の内容構成の体系化の眼目は，現に在る「存在」の次元での「空間」

と「時間」の軸と，在るべき，在ることが望ましいという「価値」の次元での「人格」の在り方とその

目的を構成する「公共善」の軸とを交差させることである。このような構成原理を教員養成課程に適用

することよって，社会科は，たんなる社会の現状の認識だけでなく，「より善い社会」の形成を担うべき，

社会のなかでより善く生活する能力を育成することができ，自由で自律的な人格形成と，社会における

公共善の実現を促すことに役立つことができるはずである。このような提案の狙いは，既存の専門諸科

学の系統性を脱構築することによって，戦後の初期社会科がめざした目的と方法を再構築し，体系化す

ることである。  

キーワード：社会科，教科内容，体系化，多元的実在論，価値論 

 

１．はじめに 
わが国において，グローバル化する国際社会に対応した知識基盤社会の形成という課題が提起さ

れ、それに対応するかたちで教員養成課程の見直しが進行している今日、その中核的課題をなすの

が次世代の学力の内実に直接関与すべき（一般学部とは異なる教員養成課程独自の）各教科の内容

の再構成・再構築であり，とりわけ、この課題は、従来の教科専門の「専門性」をいかに教育現場

での実践的課題と有機的に連関させるのかという問題意識と不可分の関係にある(1)。 
このような問題意識をうけて，これまで２つの方向で教科の内容構成の新たな在り方が「教科内

容学」という枠組みにおいて模索されてきた。第１に，教科内容学を従来の教科専門と教科教育を

架橋する新しい研究領域として構築するという方向性(2)と，第２に，従来の教科専門を教育実践の

観点から捉え直して教科内容学として再構築するという方向性である(3)。さらに，すでに「教科内

容構成」に関する科目を新設する取り組みや教科書・ハンドブックの作成も始まっており，その受

講生たちによってもこの種の授業の必要性が共有されている(4)。さらに教職大学院での教科内容の

在り方に関する議論も加速化しており，教科の内容をどのような視点から体系的に構成するのかに

ついて，理論的観点から考察することは焦眉の課題になっている。 
そこで本論は，多元的実在論と価値論に立脚して，社会科の教科内容構成の体系化のプランを提

案することを目的とする。ただし，本論で提案するのは，なにか出来上がった体系性というよりも，

むしろ多様で個別具体的な教育現場の文脈のなかで，個々の教員が自律的に教科内容の構成をおこ
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なうための方法論的な視座としての体系性を提案することを主眼としている。もとより社会科の内

容の構成のための視座は，学校種だけでなく，教員養成課程が置かれた異なる社会的・地域的な文

脈によっても異なるはずであり，本論が提起する体系性も，他に複数ありうる枠組みの 1つにすぎ

ない。その意味で今後の共同討議のための一契機になれば幸いである(5)。 
 

２．社会科の教科内容の体系化の必要性 
最初に，なぜ，社会科の教科内容の構成を体系化する必要があるのかについて確認しておきたい。

直接的な必要性についていえば，それは，学生のニーズである。教員養成課程における「社会科」

の専門性を修得するためには，学生たちは社会科指導法のほかに，教科専門科目として歴史学：日

本史，外国史（東洋史，西洋史），地理学：自然地理学，人文地理学，地誌学，公民科目としての哲

学，倫理学，宗教学，法律学，政治学，経済学，社会学などを履修しなければならないが，これら

の科目を履修した後にこれらの科目の相互関係と社会科の内容の全体性を俯瞰することは基本的に

学生たちの自己学習に委ねられている。つまり，学生自身が自分自身で履修済みの教科専門科目の

知見を材料にして「社会科」の内容の全体性を再構成しなければならないのである。このことは，

教科としての社会科が複数の専門科目から構成されているにもかかわらず，指導法以外にそれらの

複数の専門科目を統合的に把握する契機がないことによる。そこで，個々の教科専門と教科教育を

架橋するための教科内容の構成論が必要になり，これに応える研究領域として「社会科内容学」が

提起された（表１参照）(6)。 
 

表 1 「社会科」と大学での専門科目との相関関係と社会科内容学の対象範囲 
小学校教科   内容 中学校教科   分野 高校教科 科目 大学     専門科目 

社会科 

地理的内容 

 

歴史的内容 

 

公民的内容 

社会科 

地理的分野 

地歴科 

地理 
地理学（自然地理学，人文地理学，

地誌学） 

歴史的分野 
日本史 歴史学：日本史 

世界史 歴史学：外国史（西洋史，東洋史） 

公民的分野 公民科 

倫理 哲学，倫理学，宗教学，心理学 

政治・経済 法律学，政治学，社会学，経済学 

現代社会 「倫理」，「政治・経済」全ての科目 

社会科内容学の研究範囲 

 

ただし，このような教員養成課程の学生の視点からの当座の必要性とは別に，社会科内容学が必

要とされる大きな理由として次のような理論的要請と実践的な要請がある。第１に，理論的な要請

についていえば，社会科が対象とする現実社会がますます加速的に複雑化・流動化しており，この

ような状況に社会科の内容が的確に対応するために，既存の専門科目の成果と方法を相互連関させ

連携させるための概念的な枠組みを開発する必要性が高まっている。この新たな概念的な枠組みの

開発は，既存の学習指導要領の在り方を検証しつつ(7)，教育実践のための具体的内容にかかわる「教

材」を研究するためにも重要な役割を果たすはずである。第２に，社会科内容学にたいする実践的

な要請についていえば，既存の極度に専門化・細分化されたディシプリンで養成された教科専門の

教員が，現状のままでは幅広い領域の教科内容の教職的な専門性を担いきれないという現状がある。
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例えば，筆者は，現在，教科専門科目として「世界史」を担当しているが，専門的な研究分野は，

19世紀のロシア思想史・文化史という極めて限定された領域である。この狭い専門性のなかで，日

本史以外の世界史（外国史）全般を担当している。もっとも，調査・分析の手法については歴史学

的な専門性を担保することができるが，幅広い社会科の教科内容については大学までの教養教育の

限界を超えることができない。そこで、当然，ＦＤとして世界史だけでなく，歴史学全般や社会科

全般にかかわる教科内容の研究にも取り組むなかで， 教員養成課程に固有のディシプリンが必要だ

という認識にいたったのである。端的にいえば，既存の研究者養成カリキュラム（アカデミズム）

において，学校教科としての「世界史」に対応する専門分野はほとんど不在に等しいのである(8)。 
総じていえば，学校教科とアカデミックな専門諸学科とのズレが，社会科内容学を必要とする根

拠となっている。いいかえれば，社会科の教科内容学は，すでに専門分化した現実社会で特定の専

門性をもった人材として働く職業人や研究者のためのディシプリン（学科）ではなく、子どもとい

う全一的存在者の人格形成のために奉仕するディシプリン（学科）として，新たに創生される必要

があるのである。このことが，専門的な学部教育（例えば，地理学科，史学科，哲学科，法学科，

経済学科など）における専門科目と，教員養成課程における教科専門科目との根本的な差異である。

一般学部での授業が，現在の社会に向けられた学術的・職業的専門性のための授業であるのにたい

して，教員養成課程の教科専門は、次世代を形成する子どもと向き合う教師を養成するための授業

である。両者のあいだの根本的差異は、発達段階に応じた授業内容の構成が求められるとともに，

義務教育ではない高校に進学しない中学生や，就職志望の高校生，また大学の当該専門以外に進学

しようとする高校生にとっても有用な網羅性と専門性が求められる点である。 
その上で，とりわけ，「よりよい社会」の形成者の育成という未来志向の社会科の教科内容は，常

識的な知識，日常的な意識を単純に再生産するのではなく，「学校」という社会から相対的に分離さ

れた時空間枠組みにおいて，それらの常識や日常を相対化・非日常化あるいは異化(9)することを通

じて，疑問をもち，問題を発見し，思考や判断を呼び起こすことによって，次の時代の新しいビジ

ョンや世界像の形成を促すことが求められるのである。なぜなら，現実社会が不断に更新されて，

ヴァージョンアップされているのに，未来の社会の形成者を育むための社会科の教科内容が旧態依

然であるならば，世代交代の結果としてその社会全体が停滞することは確実だからである。その意

味で、本論が提案するのは，子どもたちの現在の日常的な意識を異化するための社会科の教科内容

の体系化構想の 1つである。 
 

３．社会科の認識論的定義：社会科とは何か？ 
社会科の教科内容の構成の体系化のための大前提となるのが，教科としての社会科の認識論的定

義である。もちろん，「社会科」は，外形的には日本国の法制・教育行政の枠組みのなかに位置づけ

られ制度化されているが，その教科の内容と構成それ自体は，社会科を担当する教員たちの学問・

研究・教育の自由に立脚している(10)。そのことを前提にして，「社会科」について，認識論的な観

点から定義するとすれば，さしあたり，次のようになる。すなわち，子どもたち（教育の主体）が

「社会」という表象に関連する存在（在ること）と価値（在るべきこと）の意味を探求・研究・学

習（study）し，「社会」と呼ばれる人間関係および生活実践に積極的に参加・参与・参画する

（participate）という目的のために設定された，認識と実践が相互作用する枠組み（時空間）であ

る。社会科の目的は、子どもが「社会」の中でよりよく生活する能力を育むことである。 

ここで提案した定義の柱は，第１に，「社会」を何か実体的なモノとして捉えるのではなく，人間

の感覚から派生する「表象」（representation, symbol, image）として捉える点である(11)。社会科
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の対象となる「社会」を，無媒介に最初から概念的に定義するのではなく，個々人の感性に依存す

る特殊で具体的な「表象」の次元で，漠然としたイメージとして捉えることによって社会科の内容

の多様性を捕捉することができると同時に，その次の段階である社会的事象の概念的把握への入り

口として位置づけることができる。第２に，探求・研究・学習（study）の対象を，表象としての

「社会」にかかわる存在と価値の「意味」として捉える点も本定義の柱のひとつである。社会科の

授業構成にとって「社会的意味」が重要であることはすでに久しく指摘されてきた(12)。また，アメ

リカの社会学者ピーター・バーガーによれば、「社会」と呼ばれるものは人間の行動・実践を前提に

して成り立っているものであり、人間の外部の自然環境や人間の内部の身体・心理状態とは異なり，

人間の具体的な実践を媒介にして人々の共同主観のうちに構築されるものであり、その際に社会的

事象をかたちづくる素材となるのが「意味」である(13)。そしてこの「意味」こそが，学習指導要領

での目標のなかで述べられている「理解」（社会生活を理解する）の対象でもある。第３に，この定

義では，社会科の目的を対象の認識という観点だけでなく，参加・参与・参画という実践的な観点

からも規定している点に特徴がある。このような実践的な観点は，学習指導要領における社会科の

目標である「国際社会における平和で民主的な国家・社会の形成者の育成」という命題に内在して

いる契機である。例えば，風巻浩は，この参加・関与の側面を，「社会参画レベル」の参加型学習と

定義し，学習活動の主体の面では，教師主体ではなく子ども・若者（生徒）主体として，学習者と

社会との関係の面ではインプット重視ではなくアウトプット重視の類型として位置づけている(14)。 
このような社会科の暫定的定義を踏まえて，社会科固有の「認識論」の特徴，つまり，社会科に

おいて「認識する」ことの特殊性を明らかにしておきたい。なによりもまず，社会科においては，

認識の主体が次のような２種類の共同性，つまり共同主観性を前提している点に特徴がある。第１

に，社会科では，存在の次元で，したがって実践（存在への直接的働きかけ）の次元で，認識主体

は他者たちとの共同性を不可欠の前提としている。この共同性は，家族・保護者，地域社会，国家，

国際社会といった複数の次元で成立しており，このような共同性の枠組みのなかで認識行為がなさ

れている点が社会科の大きな特徴である。もちろん，認識それ自体は個人的なものであるが，認識

主体それ自体が社会的存在である以上，これらの複数の共同性の枠内で認識がおこなわれることが，

あれこれの個人の認識の内容に大きな影響力を及ぼすのである。第２に，社会科では，認識の次元

で，特定の言語共同体（現代標準日本語共同体）への帰属と複数の他者の言語共同体（外国語共同

体）の認知を前提しているという特徴がある。この点は，地理や歴史（とくに世界史）において鮮

明になる特徴である。日本の社会科において認識主体が共有している現代標準日本語は，近代以降

の日本領内においてのみ使われている言語であって，前近代「日本」や外国では別の言語体系が使

われていたという事情を了解しておく必要がある。この点が，時間の上での過去を歴史的内容とし

て扱い，空間上の日本国領土の外部（外国地域）を地理的内容として扱う社会科にとって，他の教

科とは著しく異なる特徴のひとつである。 
このような言語の面での共同性と他者性，つまり言語的多元性を重視するという社会科の認識論

の特徴は，次の３つの側面と関連している。すなわち，第１に，社会科においては，主として言語

を通じて他者と共有可能な社会認識を獲得するという点である。その意味で社会科の認識において

は，他者との言語を通じた対話的コミュニケーションが決定的に重要な要素である。第２に，社会

科においては，言語を通じてある個人の特殊な経験が，他者と共有可能な意味を獲得することにな

るという点である。つまり，個人が様々に体験した経験も，言語化し他者と対話するなかで，他者
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との応答関係のなかで，その社会的意味が浮き彫りになり，他者と共有可能なものになる。その意

味で，「個人的なもの」として体験されたものを社会化していく際に，言語が，そして言語による対

話的コミュニケーションが決定的に重要な役割を果たすのである(15)。第３に，社会科において，言

語を共有しない「他者たち」の独自の（異質な）社会認識の存在を承認する必要がある点である。

つまり，特定の言語によって獲得された自分たちの社会認識の有限性を自覚する必要がある点であ

る。この点は，グローバル化時代にはきわめて重要な側面である。具体例を挙げてみよう。例えば，

ロシアの首都の呼び名は，日本語では「モスクワ」であるが，英語ではMoscow，ロシア語ではМосква，
中国語では莫斯科である。つまり，同一の場所を示す地名ひとつとっても異なる言語体系（言語共

同体）においては，異なる表記と発音と意味をもっているのであり，このことは，「日本海」呼称問

題や，領土問題など近隣諸国との関係を扱う社会科にとってきわめて重視しなければならない側面

である。つまり，日本の社会科での外国地誌と世界史にかかわる固有名詞はすべて現代日本語で表

記されたものであるという認識が，社会科の教師には不可欠なのである（だからといって各国語に

精通して地名や人名を把握しておく必要はない。事典や検索ツールを用いて必要な時に調査研究で

きる能力（リサーチ・リテラシー）があればよいのである）。 
社会科固有の「認識論」の第２の特徴とは，社会科においては，認識は実践と不可分に相互連関・

相互作用しているという点である。いいかえれば，人々の表象としての「社会」は、認識対象であ

ると同時に，実践対象あるいは実践の場でもあるという点である。この点において，社会科で取り

扱う「意味」は，他の教科と著しく異なってくる。例えば，商店で商品を買うということの社会科

的な「意味」は，資料を調べたり，商店を観察したりすることによって認識されるというよりも，

子どもたち（認識主体）が，実際に，商店で自分のお金と交換して商品を買うという行為を通じて，

つまり，実際の個々の体験を前提にしてはじめて十全に認識され理解されるような性質の事象なの

である。それゆえ，社会科においては体験的な学習が不可欠なのであり，参加型の学習がきわめて

有効なのである。このことは，いいかえれば，社会科の認識主体は、あらかじめ認識対象である「社

会」に組み込まれているということを意味している。この事態を，ハイデガーの「世界−内−存在」

という定式に擬えていえば，「社会−内−存在」と表現することができる。子どもたちだけでなく，教

師自身も，社会科にかんして何らかの認識を行う以前に，その存在自体が「社会」という世界の中

に埋め込まれているのであり，それゆえ，何か自己の外部に独立・自立したモノを見いだすような

かたちで社会科の内容を認識し理解することはできないのである。重ねていえば，人間は生まれた

時から「社会」という諸意味の網の目に絡め取られているのであり，そのような自己の存在の被拘

束性を認識することによって，人格としての実践における自立性と自律性を獲得することが，社会

科においては重要なのである。 
 

４．社会科の認識論の理論的根拠としての多元的実在論 
 今日，認識論にかんして，大きく分けて２つの立場が対立している。１つは，実在論と呼ばれる

もので，人間の認識は実在を反映あるいは模写したものであるという立場である。この立場は，自

然科学を支える認識論上の立場である。これに対して，構築主義とよばれる認識論がある。それに

よれば，人間の認識は，人間自身（の言語や信念）によって構築されたものであり，相対的なもの

であるという立場である。人文社会科学においては，言語論的転回とよばれる認識論上の転換によ

って大きな影響をもちつつある立場である。歴史学においては，実在論の立場からこの後者の立場

に対する批判が展開されたり，科学哲学の分野でも論争が生まれたりしており，今日，諸科学に関

する認識論は，流動的な状況にある(16)。 
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 しかし，そもそも人間の認識は，個体の多数性に応じて多数・多様であることは疑いないとして

も，人間存在の社会的共同性という意味だけでなく，人類の身体構造の共通性という面でも，また

人類が生存している地球を含む物質世界の一体性という面でも，人間の認識は実在世界となんらか

の関係をもっている。そのような意味で，今日，社会科の認識論の理論的根拠として注目に値する

のが，哲学における多元的実在論（plural realism）である。アメリカの哲学者ドライファスとカ

ナダの哲学者テイラーは，構築主義的な反実在論の代表者リチャード・ローティの問題提起を正当

に評価しつつも，次のように，自分たちの立場を定式化している。 
 

わたしたちはローティに同意して、自然を正しく記述するひとつの言語などどこにもないこ

とを認めながらも、ローティに反して、多くの言語がそれぞれの実在の異なる側面を正しく描

写していることは十分ありえると述べることができる。そのときわたしたちの立場は、多元的

で頑強な実在論として特徴づけることができる。それは、次のような立場だ。（１）実在を取り

調べる方法は複数存在しうる（これが『多元論的』な部分になる）。にもかかわらず（２）それ

らの方法はわたしたちから独立した真理、つまり、それらを把握するわたしたちの思考のほう

を改訂し調整することを要求するような真理を露呈させる（この部分は頑強な実在論だ）。だが、

その際に（３）実在を取り調べるためのさまざまな方法をひとつの様式における問いへとまと

め上げ、統一的な描像や理論を生み出す試みはすべて失敗に終わる（よって、それらの方法は

多元論的に留まる）(17)。 
 

 多元的実在論が，実在論に固執するのは，認識における「真理」の概念を救済しようとするため

である。仮に構築主義的な認識論を採用する場合，人文・社会系一般の事象を認識するためには望

ましい側面が数多くあるが，自然地理や経済などの事象を認識するためには不適な側面が浮き彫り

になる。例えば，自然環境や社会についての認識において，なんらかの数値（例えば統計データな

ど）の構築性を指摘することは重要であるけれども，実在との関係で見た場合，それらの数値も一

定の根拠をもって構築されていることは否定できないし，より精密な計測によって「より正確な」

という意味で「より真理に近い」数値を得ることができるという性格をもっている。この「より真

理に近い」数値は，たんに社会的な合意に立脚するよりも，それ自体としてあれこれの認識主体に

左右されないかたちで得ることができる。このようにして得られるものが，「わたしたちから独立し

た真理」と呼ばれるもの，つまり，実在に関係する「真理らしいもの」あるいは相対的真理である。

これとは反対に，この「真理らしいもの」を絶対不変の「真理」として把握することは，人文・社

会系の諸科学にとっては危険であり，社会科教育にとってはなおさらである。それゆえ，実在には

多様な方法によって接近することができるが、唯一の方法は不在であるという認識の多元性の原理

が重要になる。そして，この認識の多元性を支えているのが，価値の多元性であるといってよい。 
したがって，19世紀の自然科学主義のような素朴実在論，つまり「心」は「外界」を映し出す鏡

のようなものとみなす傾向，「外界」は意識や言語を媒介して「心」に反映されているとみなす傾向

は社会科の認識論にはなじまない。また，社会的事象をそれ自体が主観から独立した実体として扱

う傾向，社会的事象を独立した実体をもつ諸要素のたんなる集合とみなす傾向，社会的事象を時間

的に変化しない静態的な「構造」とみなす傾向，社会的事象を価値判断なしに「理解」することが

可能であるとみなす傾向，人間の「心」はそもそも白紙状態の器のようなもので、そこに何らかの
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内容が注入されることが認識の本質であるとみなす傾向などは，認識主体の価値の問題を捨象して

し，認識行為における個別具体的背景を捨象する傾向を生み出してしまう。 
 

５．社会科の教科内容の構成原理とは何か？その体系化の試み 

前章で確認したような多元的実在論に立脚して，社会科の教科内容の構成原理を体系的に措定す

る場合，最初に，この構成原理とその周辺の諸条件との関係を明らかにしておく必要がある。 

第 1に，憲法，教育基本法等および行政文書である学習指導要領との関係でいえば，社会科の教

科内容の構成原理は，この教科の外形的な規定である「教科の目標」，つまり，国際社会における平

和で民主的な国家・社会の形成者の育成（学習指導要領の中心命題）を当座の前提としている。そ

もそも，「教科」概念が現行の法規範体系のなかで措定されている以上，この点を否定することはで

きない。 
第２に，人類の共通の財産である学問的営為である専門的諸科学との関係でいえば，社会科の教

科内容の構成原理は，学問の自由に立脚する専門的諸科学の成果と方法を「手段」として用いると

いう関係にあるといえる。つまり，教科にとって専門諸科学は目的ではなく手段であるという関係

である。教科は，諸科学を推進するための手段ではなく，子どもの育成のための手段であり，その

ような子どもの教育の手段としての教科は，諸科学をさらに手段として活用するという相互関係に

ある。 
それゆえ，社会科の教科内容の構成原理とは，教科の目標を前提とし，専門諸科学を手段として，

教科の実質的内容を自律的に構成するための原理であると定式化することができる。この自律性は，

学問・研究・教育の自由に立脚しており，主として，教師の自律性に依存している。それでは，社

会科の教科内容の構成原理の全体と，専門諸科学とのあいだの具体的な関係はどうなのるのか？教

科の「手段」としての諸科学は何を意味するのか？その答を端的にいえば，各専門諸科学は，社会

科の教科内容の構成の柱となる諸概念を支える土台のようなものである。その意味で，教科の内容

を構成する原理（設計図）を教科内容学が担うのに対して，その原理を支える柱や土台としての諸

概念はある程度は自前で構築するとともに教科や教科内容学の外部にある専門諸科学から調達され

る必要がある。あえて建築の喩えでいえば，家を建てる際に，どのような材料を使ってどのような

家を建てるかを設計するのが設計技師（教科内容学）の責務だとすれば，そのための材料は外部の

専門業者（専門諸科学）から調達しなければならない。設計技師は材料そのものを製造するわけに

はいかないからである。しかし，材料そのものに精通していることは専門職として設計技師の絶対

的な必要条件である。 

次に社会科の教科内容を構成する柱について検討したい。これについては，すでに先行研究がそ

の骨格を明らかにしている。西村公孝・大倉泰裕・大石雅章は，認識論から捉えた社会の教科内容

構成の柱を次の３要素としている。すなわち，①社会の内容（「空間（広がり），「時間（変化）」，「関

係（関わり）」，②事象と人文・社会諸科学との関連（分析，意味・解釈），③社会の基礎をなす部分

（思想・文化）(18)である。そして，社会科の教科内容学としての体系性を，地理と歴史が「空間」

と「時間」に対応し，第３の要素の「関係（関わり）」として政治・経済・社会・思想（哲学）が位

置づけられている(19)。きわめて考え抜かれた体系性である。しかし，「時間・空間」と，「関係（関

わり）」との次元の相違や，同じ「関係（関わり）」のなかの政治・経済・社会の相互関係，人文・

社会諸科学との関連の位置づけなど，解明すべき論点も少なくない。 
そこで，本論では，先に検討した多元的実在論の視座から，存在の次元（実在論的側面）と価値

の次元（認識および実践の多元性の側面）の２つの構成原理から社会科の教科内容の体系性を構想



社会科の教科内容構成の体系化 

- 10 - 
 

することを提案する。そこでは，存在の次元は，空間と時間とに分節化され，価値の次元は，人格

と公共善とに分節化される。存在とは，実際に現に在る，あるいは過去に現に在ったという次元で

あり，価値とは，将来において在るべき，在るのが望ましいという次元である。社会科の内容は，

この２つの構成原理の統一として成立し，現にあることや将来において在るべきことの認識と実践

との融合であるといえる。そして，この存在と価値を統合する中心点に位置するのが，社会科の目

的としての「子どもの実存的生」に立脚した「よりよく生きる力」，すなわち，社会のなかで「より

よく生活する能力」である。その意図は，社会科において，認識主体の問題を捨象するかたちで教

科内容を構成するのではなく，認識主体それ自体の在り方をも教科内容に位置づけつつ，教科内容

の諸要素を統合する原理として，子どもの実存的生，つまり，抽象化された子ども一般ではなく，

個別具体的な文脈のなかで生きる１回きりの生をもつ子どもの人生を位置づけ，そのことによって，

子どもの認識と実践とを相互依存的なものとしても捉え，将来を志向する教科内容とするためであ

る。 
以上のような基本的考え方にもとづいて，社会科の教科内容の構成原理を体系化し，既存の専門

諸科学との相関関係を空間的に図式化したものが，次の表２である。このような空間的表現は，社

会科の複雑な構成原理を一望のもとに視覚化することによって，思考の対象とすることができると

いうメリットをもっている(20)。 
 

表２ 社会科の教科内容の構成原理の体系化（専門諸科学との関係を中心に） 

存在の次元 

 

 

価値の次元 

空間 

自然地理学 

人文地理学 

地誌学 

時間 

歴史学 

日本史 

外国史 

人格 

心理学 

哲学 

倫理学 

現在と過去について 

認識の形成 

 

 

 

  将来に向けて 

課題と理念・理想 

生活実践・社会参加 

公共善 

法律学 

経済学 

政治学 

社会学 

宗教学 

 
以下では，この表について説明する。表２の上から１行目の「存在」の次元は，在るという次元

を指し，現在と過去の存在全体を指しており，時間的には，いまだ現在となっていない将来・未来

（右方向）に向けて開かれている。この「存在」の次元は，連続性，あるいは延長性を特徴として

いるので，主として，事象を分析する方法と総合する方法とによって認識することができる領域で

ある。この存在の次元の２つの認識枠組みが「空間」と「時間」である。この枠組みは，カントに

教科の目的としての 

子どもの実存的生（よりよく生活する能力） 
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準拠しているが，それをカントのように人間の感覚の先天的な形式とするのではなく，実在論の立

場から，空間と時間を存在の形式としても位置づけたほうがよい。つまり，空間と時間は，たんに

人間の感覚・認識の形式だけでなく，人間の感覚・認識を支える身体が，他の事物と同様に存在の

次元に位置していることから，存在の形式として捉えたほうが，人間が存在しない世界（例えば自

然環境や宇宙）についても認識し，思考するうえで（また他教科との整合性を考慮するためにも）

有益だからである。 
この存在の形式としての「空間」形式は，社会科の教科内容構成の第１の柱である。なぜなら，

３次元構造をもつ空間形式は，地球の重力の作用のもとでの人間の身体構造の３つの方向軸，つま

り，上下・左右・前後の関係に対応したものだからである。カントがいうように空間は感覚の形式

ではあるが，この感覚形式そのものは人間の存在論的な身体構造に規定されており，その意味で，

人間のあらゆる認識と実践の基本枠組みを構成するものだからである。 
これに対して，時間形式は１次元的な線形であるが，これは人間の生命活動の不可逆的変化の方

向性（一方向性）に対応している。もちろん，循環的な時間観もありうるが，近代以降は，人間存

在の実存性が強調されるなかで，人間の身体の誕生から死に至る不可逆的で一方向的な時間が個人

にとって第一義的な意味をもっており，このことが多くの世俗的社会集団の時間観の基盤になって

いる。いずれにしても，空間と時間は，人間の存在論的な身体の在り方に規定された存在の形式で

あるとみなすことができる。 
それに対して，この存在の形式としての空間と時間をどのように価値づけ・意義づけて認識し，

そのなかで実践するのかという場面においては，様々な空間区分，時間区分が立ち現れ，認識の多

元性が浮き彫りになる。表２に即していえば，上から１行目の「存在の次元」が，左１列目の「価

値の次元」と交差することによって，存在そのものが価値の多様性に応じて多様に認識され，多様

な実践が引き起こされるということを示している。それゆえ，社会科で用いられる様々な空間区分

も時間区分も，実在的根拠をもちつつも，多元的に表現されるのである。例えば，様々な地図や地

球儀に見られるように，同じ地球表面を，大陸と海洋といった「地形」で区別したり，「主権国家」

の領土で区別したりすることができるが，それらの区別によって指示対象となっているものは実在

的根拠をもっている。同じような事例が，特定の世界観・宗教観による価値観に立脚した暦法であ

る。いわゆる西暦（グレゴリオ暦），元号，ヒジュラ暦，干支など，同一年であっても文化の違いに

よって表記が異なるけれども，異なる表記であっても，2017年と平成 29年は同じ年を指している

のである。このように存在の次元を区分し，意義づける役割を果たすのが，表２の左１列目に配置

されている「価値」の次元である。それゆえ，表２では，空間を扱う地理学と，時間を扱う歴史学

が，存在の次元に位置づけられているが，厳密にいえば，後述するように，両者とも概念的な認識

における価値の次元にもかかわっているのであるが，主たる対象領域という意味で表２のような配

置にした。 
本論が提案する社会科の教科内容の構成案では，価値の次元は，存在に対置される二つ目の大き

な柱である。「価値」の次元という場合，それは，空間や時間のうちに存在していない，想像上で共

同主観的に共有されている象徴・理念・規範などの次元，いいかえれば，人間の意識によってつく

りだされた仮想的な領域を意味している。存在の次元が「土台」だとすれば，その上に構築される

「建造物」という比喩で表現することができる。存在の次元が主観に関係なく一元的であるとすれ

ば，価値の次元は主観に左右される相対的で多元的なものである。 
社会生活における価値の重要性については，次のように指摘されている。「価値的アプローチ、す

なわち、何が私たちに必要なのか、何を大切にするのかの選択は，基盤的な行為であり、それなし
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には、様々な欲求・関心・目的をもつ存在としての人間の活動も、生活そのものも成り立たない。

特定の価値志向を喪失した生は、あらゆる意味を失い、事実上、生きることをやめるのである」(21)。

つまり，価値の次元は，人々の認識・実践の方向性を根本的に規定するものである。 
この価値の次元は，たんに社会生活を営むうえで不可欠であるだけでなく，教育という観点から

も重視されるべき次元である。そもそも社会科の内容を構成する原理は，現時点での現状を無批判

に追認するのではなく，この現状を「改善する」方向性をもつべきである。この場合，改善とは，

批判を通じて「現状」のうちにある問題点を発見し，「よりよい状態」，つまり，新たなあるべき価

値内容を創造する方向性を意味している。この場合，批判を通じた現状の問題の発見と，問題解決

として「よりよい状態」の模索とは，表裏一体の関係にある。教育のこのような役割について，カ

ントは次のように説明している。 

教育計画を作成するひとたちが特にはっきりと念頭に置くべき教育技法の原理とは，すなわ

ち，子どもが人類の現在の状態だけに適応するようにではなく，むしろ人類の将来的に可能な
．．．．．．．．．．

より善い状態に適応するように
．．．．．．．．．．．．．．

教育されるべきである，換言すれば，人間性の理念およびその

使命全体にふさわしく教育されるべきであるということにほかならない(22)。 

ここでカントが強調しているのは，教育の根本原理は，人類全体のためのものであり，現状維持

ではなく将来の「より善い状態」をめざすためのものであるという点であり，したがって，価値の

次元と不可分の関係にあるということである。 
この「価値」については，古代ギリシャ以来，真・善・美・有用性などが絶対的に追求されるべ

き価値とみなされてきた。また近代以降は，主として経済学的な「価値」が議論されてきた。しか

し，今日，経済的な指標としての諸価値（有用性・効率など）だけでなく，真・善・美などの人間

主体の欲求全般にかかわる様々な価値を対象として研究する必要性が高まっており，こうした多様

で多元的な価値を対象として研究する分野が，価値論（axiology）である(23)。 
このように人間の社会的「実践」において価値は不可欠な次元であることは当然であるが，同時

に，社会科学的な意味でのいわゆる「客観性」を議論する際にも価値の次元が不可欠であることは，

すでにウェーバーが指摘した通りである。彼によれば，個別具体的で多様な経験は，そのままでは

「客観的妥当性」をもつことはできず，思考が特定の「価値」と結合した諸範疇（カテゴリー）を

通じて，それらの経験を秩序づけ，整理することによって「客観的な」概念と判断になることがで

きるという(24)。この場合，「客観性」とは，共同主観的に多数者によって共有されることにより社

会的な「対象性」，すなわち，実践目的となりうることを指している。その意味で人文・社会科学上

の多くの「客観的な」諸概念も，価値性をもった「真理」概念として本論で提案する広い意味での

「価値」の次元にも属している。それゆえ，このウェーバー的な意味でも，表２における地理学や

歴史学は，主として存在の領域を扱いながらも価値の次元にかかわっているといえるのである。 
それでは，価値の次元はどのような構造をもっているのか？本論は，価値の次元を「人格」と「公

共善」とに分節化することを提案したい。人間存在はまず個体であり，個としての身体をもって存

在している。この個としての人間が，価値の担い手，主体として位置づけられる時に，価値概念と

しての「人格」が成立する。この「人格」概念には，すでに他者との関係性・社会性の契機が内在

しており，それ自体が次に考察する「公共善」の一部であるといえるが，さしあたり，身体性をも

った個体に帰属する概念として「人格」を，価値の次元の最初の柱として位置づけることは，教育
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の目的全体からみて妥当である。 
社会科における「人格」概念の本質的な意味は，第 1に，人格とは，他の外在的な目的の手段（物

件）という意味での「人材」（人的素材）ではなく，個々の人間それ自体が目的であり，かつ，各個

人の固有の目的に即して自律的存在として人間を把握することである。この自律的目的としての人

格概念から派生するのが，第２に，理念としての人格であり，それは，今ある状態の自分ではなく，

将来に向けて実現しようとする自分自身の理想像の観点から自分自身を律することを要請する。第

３に，人格の理念は実践によって実現されるべきものである。この場合，実践とは，何か出来合い

の理論を実地に応用するという意味ではなく，自己の現状を超えた新しい価値をもつ「より望まし

い新しい人格に成る」ということ，自律的自己形成を意味している。この実践と表裏一体の関係と

して，第４に，人格は責任をもつことを要請される。責任とは，自分の行為の結果として生じた他

者からの応答（賞賛・報償・非難・処罰など）を引き受けるということである。カントは，人格の

理想を，実践における自由，心理状態における自己同一性の意識，自己の行為における有責性をも

つ主体性として定義しており，理想をめざす人格の実践は，自由な意志決定と同時に自己責任をも

つものとして自己同一性の意識において統一される必要がある。総じていえば，人格とは，個人に

おける立法者・執行者・司法者の統一，意志・行為・反省の統一であり，政治的には主権者（国家

の形成者）となり，社会的には社会人（社会の形成者）になるということである(25)。いいかえれば，

人格が他者の道具ではなく，自らを目的として生きるということは，自らの人生の理想を措定し，

その理想の観点から自己を評価し，その理想をめざして実践して，その理想に接近するということ

を意味している。 
この人格としての諸個人の在り方を，個別の専門諸科学の観点から分析・評価する時に，主とし

て利用されるのが，心理学，哲学，倫理学であるといえよう。ただし，人格自体は，全一的な概念

であるが，それぞれの専門諸科学は，その全一性の一側面を分析的に把握する傾向があるので，社

会科内容学は，それらの個別諸科学の成果と方法を機械的に人格概念に適用するのではなく，独自

の視座と目的観を堅持する必要がある。 
いずれにしても，意志・行為・反省といった能力を備えた人格像は，近代社会における理想的な

主権者の原型であったし，ポスト・モダンと呼ばれる今日でも，その本質的な意義は失われていな

いが，このような人格像が逆に，個としての実存を疎外する状況が生じていることも否定できない。

そこで改めて強調すべきことは，人格は，一方で，他者との対話的・コミュニケーション的関係の

なかで，共同性のなかで形成されるという側面であり，他方で，人格は，あくまで共同体に解消さ

れない個別性をもっていることが不可欠の条件であるという側面である。したがって，社会科にお

いて人格の概念を考察する場合，その個別性・自己目的性の側面と，共同性，他者と相互依存性の

側面とのあいだの緊張関係につねに注意を払う必要がある。この緊張関係を調整する契機として機

能するのが，次に検討する「公共善」の概念である。 
諸個人の意識のなかに表象としての「社会」が成り立つ背景には，自己の存在と意識が複数の他

者の存在と意識との相互依存・相互作用のなかで存立しているという事情がある。この相互依存・

相互作用は，自己と他者との共通の存立基盤としての共同性である。先に，示唆しておいたように，

人格は，他者との関係性において存立するという側面であり，社会−内−存在としての側面である。

このような共同性，他者との関係，社会性の文脈において，人格の理念に目的を与えるのが「公共

善」の次元である。本論で，たんなる公共性ではなく，公共善を価値の次元の第２の柱として措定

するのは，公共性といった人格を包摂する社会全体における価値判断を重視するためである。従来，

公共性といった場面で「価値」が問題にされる場合，法律や道徳に代表される義務的規準・規範が
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中心であった。しかし，公共の場面でも，人格の次元と同じように「何をなすのが善いのか」とい

う問題設定は必要不可欠である。これは，テイラーのいう「価値の質的差異」(26)という問題である。

この公共善は，個別性をもった人格が他者と共有するために自律的に積極的に追求する価値の領域

を指している。したがって，この公共善は，あれこれの権力や権威によって人格に強制されてはな

らないが，それを個々の人格が具体的に志向することによって「より善い社会」が実現されるよう

な性格をもつものである。 
現代の世界と日本の状況を念頭においたときに，この公共善，共同的な価値の質的差異の追求と

いう課題は，大きな意味をもっている。とりわけ，「自己責任」，「自助努力」，「自己啓発」といった

呼びかけのもとで社会的紐帯が切断され，人々が孤独化し，徹底的に個別化されて管理されている

現代社会において，大規模災害のような危機が到来したときに，自然発生的に浮上してきたのが，

絆，助け合い，ボランティアといった形態のよる新たな公共善の追求であった。このような助け合

い・相互扶助による公共善の追求は，国家による徴税と再分配の機能，市場による商品交換の機能

とは別の次元で歴史的に存在してきた広義の人類共同体における互酬的交換様式（贈与と返礼）の

重要性(27)に光を当ててくれている。 
総じていえば，社会科にとっての価値としての公共善は，人類の全体性に関する何らかの理念を

実現しようとする姿勢を呼び起こすものである。この姿勢こそ，より善い社会の実現をめざす，い

わゆる「公民的資質」の在り方を根底で規定するものである。このような地平から，学習指導要領

で示されている「平和で民主的な国家及び社会の形成者」という命題の内容も具体化・豊富化され

る必要がある。 
この公共善の内容を深化させる手段として役立つのが，個別専門諸科学，とりわけ，哲学，倫理

学（とくに応用倫理学），法律学，政治学，経済学，社会学などの人文・社会系諸科学である。もち

ろん，個別諸科学は，価値の次元，公共善の概念を自覚的に取り扱っているわけではない。したが

って，社会科内容学にとって，教科の目的である子どもの社会的生活力の向上のために必要な諸要

素を，個別諸科学の中から取捨選択することが重要な課題となってくる。それは，比喩的にいえば，

建築設計者が，クライアントのニーズにあわせて建造物を設計するなかで，その素材についても精

通して取捨選択するのと同じような課題である。 
 

６．むすびにかえて 

 本論では，社会科の教科内容の体系的構成のための基本原理についての提案を素描してきた。

その基本原理は，存在と価値の２つの次元設定であり，存在における空間と時間，価値における人

格と公共善という枠組みの設定である。そして，存在と価値の次元を統合する機能をはたす「目的」

として，子どもの実存的生，社会のなかでより善く生活する能力の育成という課題を据えた。とこ

ろで，本論が提案した社会科の教科内容の体系的構成案によって，どんな能力，どんな「できる力」

を育むことができるのか，が問われることになるだろう。その答は次の通りである。第１に，存在

（在る）という次元での世界のなかでの自己＝主体の立ち位置を知る能力である。つまり，存在の

２つの認識枠組みである空間と時間を通して，その中で子どもがどのような位置に立っているのか

という意味での「自己認識」を獲得することができる能力である。第２に，この自己認識を通して，

社会のなかでより善い価値を選択し，実践することができる能力である。 
具体的な社会的事象として「ある子どもが，近所のコンビニエンス・ストアでチョコレートを買
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う」という事象を取り上げてみよう。第１に，コンビニを「空間」の枠組みのなかに位置づけて分

析するならば，場所（立地）に関する地理学的知識がかかわってくる。コンビニの地図上の位置，

自宅や通学路と複数のコンビニとの位置関係のなかで，様々な価値判断がよびおこされるはずであ

り，逆に，コンビニの空間的認識に立脚して，子どもの日常生活でのコンビニでの買い物の意味を

再確認・反省することもできる。第 2に，コンビニを「時間」の枠組みのなかに位置づけて分析す

るならば，24時間営業の意味を，昼間営業の商店・スーパー・百貨店と比較しながら考えたり，そ

こで働く人について理解を深めたり，あるいは，歴史的な視点で，コンビニの出店動向だけでなく，

商業形態（コンビニ以前の特定の取扱商品に特化した食料品店・飲食店）の変遷や，消費行動の変

遷（商品経済，自給，物々交換など）について考えたりすることができる。第 3 に，「価値」の次

元では，一人の「人格」として，コンビニを取り巻く様々な事象に対する様々な価値判断の視点か

らアプローチすることができる。例えば，消費者として，コンビニの利便性と商品構成に関する経

済的な価値について考え，買い物の動機をめぐる自分の心理について考え，さらには，お金の使い

方について倫理的・経済的に反省する機会を与えてくれる。また「公共善」の視点からは，商取引

の法律（民法）的側面，防犯パトロール拠点としての役割，売れ残り食品のリサイクルの課題，コ

ンビニに関連する官公庁（経済産業省，農林水産省，公正取引委員会，厚生労働省）の働きなど，

多面的にアプローチすることができる。また，具体的な商品である「チョコレート」の購入という

事象について，その原料となるカカオの栽培におけるプランテーション経営の問題，そこでの児童

労働の問題など国際経済，国際社会学による知見と価値判断を必要とするテーマにも関連してくる

し，またフェアトレードなどの実践的課題にも直結していく。コンビニエンス・ストアに依存して

いる日常生活と，持続可能な社会を創造していくための ESD の課題との関わりについても，考え

判断していくことができるし，それらの結果としてコンビニの現状についての新しい理解と態度が

形成される可能性も生まれるのである。 
そもそも，社会科が取り扱う全ての事象は，地球上での人類の生活という単一の全体性のなかに

包摂されており，この全体性を切り分ける時に，存在と価値，時間と空間，人格と公共善という枠

組みを利用することで，複雑な事象も単純化して理解できるし，逆に，一見単純に見える事象も，

細かく分析して理解することができるのである。このように，本論が提案する社会科の内容構成の

体系化の原理は，現に在る存在の次元での空間と時間の軸と，在るべき，在ることが望ましいとい

う価値の次元での人格の在り方とその目的を構成する公共善の軸を交差させることによって，たん

なる社会の現状の認識だけでなく，「より善い社会」の形成を担う，社会のなかでより善く生活する

能力を育成することができ，自由で自律的な人格形成と公共善の追求に役立つことができると考え

ている。このような社会科内容学の狙いは，既存の専門諸科学の系統性を脱構築するかたちで，戦

後の初期社会科がめざした目的や方法（28）を体系的に再構築することである。 
 

注 

 (1) 加藤章編（2000），文部科学省高等教育局裁定（2001），西園芳信・増井三夫編（2009）． 
 (2) 下里俊行・梅津正美・中村哲ほか（2011），平成 26-29年度科研費補助金研究（基盤研究（Ｂ））「教

科教育と教科専門を架橋する社会科内容構成に関する基礎的研究」（研究代表者：松田愼也）がこの

方向性を示している（参照：https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-26285199/）。ま

た安彦忠彦・日下部龍太（2014）も「新教科教育学」という名称ではあるが，同じ方向性である。 
 (3) 槇原茂（2012）, 正岡さち・槇原茂・福田景道・秋重幸邦・新井知生（2012），西園芳信（2013）, 

新井知生・槇原茂（2014），新井知生（2015）などがこの方向性を示していると考えられる。 
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 (4) 正岡さち・槇原茂・福田景道・秋重幸邦・新井知生（2012），先進的教員養成プロジェクト委員会・

教科構成学開発事業部会（2012）など。上越教育大学では，各教科の内容構成に関する授業が学部で

の教科及び教職に関する科目として 2014 年から導入され，大学院では自由科目として 2016 年から

導入され，それぞれ，教科書が作成された。社会科の教科書としては，山縣耕太郎ほか（2014），山

縣耕太郎ほか（2016）が用いられている。 
 (5) 本論の目的のための予備的考察として，ルィバス＝アレクサンドル・下里俊行（2016）では，現

代哲学の観点から「人間」および「社会」の概念そのものが解答困難な問題（problems）であること

を指摘し，下里俊行・郷堀ヨゼフ（2016）では，「文化」が自己と他者との対話的関係のなかで構築

されることを確認した。本論が提起する社会科の教科内容構成の体系化の試みも，解決困難な問題と

しての「社会」へのアプローチであり，読者との対話的関係のなかではじめて意味をもつような「文

化」の一形態であると位置づけている。 
 (6) 下里俊行・梅津正美・中村哲・志村喬ほか（2011），119． 
 (7) 学習指導要領の在り方とその後に形成された社会の在り方との相関関係については、西村和雄・宮

本大・八木匡（2017）が指摘しており，その外部評価の視点の重要性が高まっている。 
 (8) このことは，日本学術振興会の科研費助成事業における公募の枠組「系・分野・分科・細目表」を

見ても明らかである。そこでは，「世界史」は，人文社会（系）・人文学（分野）・史学（分科）・史学

一般（細目）のキーワードの 1つとして位置づけられているものの，実質的に科研費の細目としての

「史学一般」，「アジア・アフリカ史」，「ヨーロッパ・アメリカ史」，「考古学」を内容的に含む教科と

しての「世界史」とは位相を異にしている。日本学術振興会の公募情報における別表３（2017）参照。

ちなみに，史学一般（細目）に含まれるキーワードには，世界史のほかに，交流史，比較史，比較文

明論，グローバル化，環境史，島嶼・海域史，史料研究といった教科としての「世界史」に深く関わ

るものも含まれている。また 5 年前の平成 24 年度の公募情報における別表３（2012）まで「史学」

の細目名として 19 世紀以来の「西洋史」「東洋史」という区分が残存していた。アカデミズムにお

ける区分体系それ自体も不断に変動しており，教科内容の構成も，また教科区分それ自体も見直しと

無縁ではありえないのである。 
 (9) 異化とは，日常的な生活のなかで自動化された知覚を，非日常的なものとして知覚させるための芸

術的な手法のことで，異化の結果として現実生活を直視し，直接的な生きる感覚を取り戻させること

を目的としている。文学においては V. シクロフスキーが，演劇においては B．ブレヒトが提唱した

（佐藤千登勢（2006），根本萌騰子（1999）を参照）が，国語科における異化の実践例については足

立悦男（2007, 2008, 2009）を参照。 
 (10) 自由に立脚する学問的な観点が，教科の目標や具体的内容の解釈の規準となる。なぜなら「教科」

概念は，日本国内の法律や行政に固有の概念であるのにたいして，教科の内容を構成する学問は，全

人類的観点からの真理・価値・規範・理念の普遍性を追求するものだからである。具体的にいえば，

「社会科」という教科の形式は日本の教育に独自のもの（外国では地理・歴史・市民科などの異なる

教科区分になっている）ではあるが，その内容はこの独自性をも包摂するという意味で普遍性をめざ

す必要がある。この独自性を媒介にした普遍性の追求という観点は，かつて国民国家の形成に積極的

に寄与してきた学校教育が，グローバル化の進展のなかで国際社会とその評価に対して開かれていく

時代にはますます重要になっている。 
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 (11) 「表象」は，感性的認識のひとつであり，「感覚」が一定の瞬間に実在の個別的な性質を把握し，

「知覚」が感覚よりも抽象的だが直接的な特性を把握するのにたいして，対象をより普遍的だが不安

定な映像として把握する点が「表象」の特徴である。その意味で，表象は，対象の映像の感性的形式

を保持しているが、感性性は「感覚」に由来し、形式性は「思考」につながるとされる。理性による

思考においては，意識において対象にかかわる「表象」を分析・総合した結果として形成されるのが

「概念」であり，この概念を通じて「判断」が遂行されるという。柴田進午（1970），108−109．参

照。  
 (12) 森分孝治（1978），44−46． 
 (13) バーガー（1979），13. 
 (14) 風巻浩（2016），24. 参加型学習の理論的支柱として風巻が依拠しているのは，フレイレ（1979）

である。 
 (15) 対話の原理については，トドロフ（2001）を，コミュニケーションの原理については，ハーバー

マス（1985-87）を参照。 
 (16) 構築主義の認識論は，ヒュームを批判したカントに遡るが，現代では，ミシェル・フーコーの一連

の仕事や，アメリカの哲学者リチャード・ローティ，歴史学ではヘイドン・ホワイトなどの立場であ

る。ローティの実在論（自然主義）批判は，ローティ（1993）参照。歴史学における言語論的転回の

紹介は，長谷川貴彦（2016）を，実在論の立場からの言語語論的転回への批判は，遅塚忠躬（2010）
を参照。科学史の分野では，クーン（1971）のパラダイム論が知られているが，フラー（2009）は，

科学技術社会論（STS）の観点からクーンの構築主義的側面と政治性とを指摘している。 
 (17) ドライファス，テイラー（2016），252. 
 (18) 西村公孝・大倉泰裕・大石雅章（2009），77． 
 (19) 西村公孝・大倉泰裕・大石雅章（2009），78． 
 (20) アメリカの心理学者ジュリアン・ジェインズによれば，「〈空間化〉せずに時間を考えることはでき

ない。〔…〕意識とはつねに〈空間化〉の過程であり、通時的なものが共時的なものに変換される。

時間領域で起きたことが〈抜粋〉され、横に並べられて見られる。この〈空間化〉はあらゆる意識的

思考の特徴だ」という（ジェインズ（2005），80）。意識的思考における空間的表象と視覚化の重要

性については，フルコヴァーらの教育実践でも確認されている（下里俊行・郷堀ヨゼフ（2016））。 
 (21) Булыкин (2015), 48. 
 (22) カント（2001），228. 
 (23) 「価値論とは，幅広い哲学的な諸価値（命令・理想・標準・規制・原理・規範）についての学理で

あり，人間活動の有意義な生活上のさまざまな立場・指向・動機を規制することの本質・性格・方法・

構成を分析するものである」という。Ильин (2006), 10. 
 (24) ウェーバー（1998），157−158． 
 (25) 平田俊博（1998），804−805．を参照した。 
 (26) テイラー（2010），96−97． 
 (27) ポラニー（2009）. 
 (28) 「社会科」の設置の狙いについて，「端的に言って，社会科は子どもの社会的経験をよりどころに

して，社会生活についての理解と，民主社会の建設を担う社会的態度や社会的能力を身に付けること

をめざししたのである」と指摘されている。国立教育政策研究所（2001），3. 
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Systematizing of Subject Content Composition of Social Studies： 
Based on Plural Realism Theory and Axiology 

Toshiyuki Shimosato  (Joetsu University of Education) 
 

Abstract : This thesis proposes a plan for systematizing the subject content composition of social 
studies as a school subject based on plural realism theory and axiology. The main point of 
systematization of subject content composition of social studies proposed in this article is to cross the 
spatial and temporal axes in the dimension of existence over the axes of ideal personality and 
common goodness as its purpose in the dimension of worth. Applying this composition principle to 
the teacher training education, social studies education should be able to foster the ability not only to 
recognize the present situation of society, but also to live better in society, that is be responsible for 
the formation of a "better society". Social studies education should be used for a free and autonomous 
personality formation and to promote realization of common goodness in society. The aim of such a 
proposal is to reorganize and systematize the aims and methods of the early social studies after the 
war by deconstructing the established system of specialized science. 

Key words : social studies, subject content, systematization, plural realism, axiology  




