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1. 問題の所在 

社会科教育は民主主義的な国家・社会の形成者を育成する。最近では、「主権者教育」や

「民主主義教育」、「シティズンシップ教育」とともに語られることも多いが、ここでの目標

が具体的にどのような人物像を指しているのかについては、どのような民主主義観を有し

ているかによって異なる。 

例えば、社会の変化が激しく、問題が深刻化する現代社会において、その場その時の問題

を解決する最も良いアイディアを選択・決定する「意思決定力」を備えた人物を望ましいも

のとする社会科論がある [小原, 1987; 1994]。また社会に対応する市民ではなく、社会へ

働きかける市民として、能動的に社会を批判・再構成することを目指す社会科論に、「批判

主義」 [池野, 1999]や「社会参画」 [唐木, 2009]がある。「主権者教育」や「シティズン

シップ教育」と言われるような教育論は、どちらかといえば後者の、社会へ働きかける市民
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を目標に置いているように思われる。社会の諸集団のなかで、その時の権力闘争に勝利した

集団によって構成された社会構造・規範を相対化し、より「望ましい」と判断できる構造・

規範へ再構成する市民が目指されている。 

このように、社会科教育は既存の社会構造・規範を批判・再構成する教科として認識され

るようになっているが、学校教育全体としてはその制度的成立以来、文化・科学と構築され

てきた制度や道徳、慣習などを生徒iに伝達し、社会構造・規範を維持・継承していく役割を

期待されてきた。授業や生活・進路に関する指導などあらゆる形態で、学校は生徒に既存の

社会構造・規範を伝達している。こうして、社会科は既存の社会構造・規範の批判・再構成

を目指しながらも、学校教育の一部として既存の社会構造・規範への馴致を図るという矛盾

に直面する。 

既存の社会構造・規範への馴致は、学校において教師の方が生徒よりも大きな権力を有し

ているという非対称的な権力関係によって可能になっている。学校教育においては教師が

教育者として強い権力を有する非対称的権力関係が存在し、かつこの非対称性は学校教育

に必然的に伴われ、対称化されない [橋本, 2018; 丸山 丸橋, 2019]。教師の権力性が特

定の構造・規範に伴われることで正当化され、自明・善なるものとして絶対化されていく 

[岩見, 1986]。例えば、あらかじめ定められたルールに疑問をさしはさまず従うという規

範は、「校則」というルールに従うよう教師が指導することを通じて伝達され、生徒に内面

化される [苅谷, 2005]。生徒は学校の規範を学び、それを守るように「生徒化」される [石

黒, 2016; 岩見, 1986]。 

そのため、生徒は定められた構造・規範へ異議を申し立てることも考えつかなくなり、か

りに異議を申し立てても有意な結果を得られない。例えば、ある高校で黒色のタイツを防寒

のために着用させてほしいという生徒の要望は、同窓会・保護者の一声で許可されたが、そ

れまで 2 回行われた生徒だけによる訴えは「主観的」「わが校の伝統」などを理由に 2 回と

も一蹴された [吉川, 2019]。 

 ただし、教師の権力性は学校教育を成立させるためには必要であり、学校は必然的に教師

－生徒間の非対称的権力関係を伴う。であるならば、権力によって構築された構造・規範を

批判し、再構成する市民を学校教育で育成しようとするとき、問題は遵守を求められるルー

ルや慣習を維持し続けるように仕向けられていること、ルール・慣習に対抗する機会を奪わ

れていることである [Bell, 2016]。 

このように、社会科が目指す既存の社会構造の批判・再構成、いわば対抗社会化に向けた

授業を通じて、教師という権力者に従うという規範を正当なものとして生徒を社会化して

いる。本研究は既存の社会構造を批判し再構成する市民の育成という目標から見て、この構

図を社会化－対抗社会化のジレンマとして問題とみなす。学校教育である限り、教師の権力

性が何らかの社会化機能を発揮し、生徒は対抗する能力と機会、意思を失っていくなかで、

既存の社会構造・規範の批判と再構成を行う市民の育成は、いかにして可能であるのか。こ

れが本研究の問題意識である。 
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2. 社会構造の批判と再構成をめざす社会科授業の限界 

既存の社会構造への馴致に対して問題意識を持ち、「対抗社会化 countersocialization」

の概念を提唱したのがエングル＆オチョア [1988]である。日本では森分 [1980]が同様

の考えを示し、岡明 [1991; 1992]がエングル・オチョアの論、そして『ハーバード社会

科』で知られるシェーバーの論を取り上げており、溝口 [1997]は社会科学教育による対抗

社会化を図る『ハーコート社会科』の分析を行っている。こうした研究を通じて、日本の社

会科教育では学問知の習得を通じた、既存の価値観からの自立、自主的な価値観形成が目的

として広く共有されてきたと思われる。 

 しかし、そもそも特定の価値観が自明視され、対抗することさえ考えつかなくなっている

場合はどうするか。このことを問題意識にもち、既存の価値観・社会構造を「問題」として

捉えていく教育論を提唱したのが渡部 [2008]である。渡部 [2008]は批判的教育学研究

者として著名なヘンリー・ジルーの論に注目し、その論理を再構成しながら具体的な単元案

にまで落とし込んでいる。 

渡部 [2008]の研究の意義は既存の社会構造・規範を問題化する批判的な市民の育成論

理を具体的に示したということだけではない。本研究の問題意識から見て特に注目したい

点は、対抗社会化を図る教材として学校・教室を取り上げている点である。学校・教室は卑

近な存在であるために問題化されにくいからこそ、自明な存在として問題化されない社会

構造・規範を問題化する教材として効果的である。そこで、学校・教室を問題化するための

一助として、それを取り巻く政治・経済・社会の制度・慣習との関係性から分析することが

具体的な分析枠組み（図１）とともに提示されている。 

 

図１ 渡部 [2008]における制度分析枠組み 

（渡部 2008 より引用） 
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図２ 渡部 [2008]が開発した単元案 

（渡部 2008 より引用） 

 

 図２は渡部 [2008]が開発した単元案である。ここでは「学級」という卑近な構造・規範

が教材として取り上げられ、とくに日本の学級制度がどのような歴史的背景をもって導入・

構築されてきたのかを明らかにするとともに、その背景にある思想とその結果構築される

社会とを一体的に分析している。 

 このように、日本の社会科教育は対抗社会化をその目的として位置付けてきており、その

論理についても研究がなされている。さらには「学級」という社会科教育が行われる場に対

しても批判的であろうとする教育論が提示されていることは、本研究の問題意識に応えう

るものとして非常に意義深い。 

 ただし、こうした先行研究においてさえ教師－生徒間の非対称的権力関係が前提とされ、

特段問題とされていないように思われる。学校教育も他の社会的制度・慣習同様に、特定の

思想・主義に依拠して存在しており、教師の指導・指示にも特定の価値観が反映されている。

そのため、あらゆる教師の指導・助言から、生徒は特定の「望ましさ」や規範を感受し、身

体化・自明視するようになる [石黒, 2016; 氏原, 1996; 苅谷, 2005]。 
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例えば「学級」という制度は競争や集団の秩序維持のための自己抑制を、「校則」は規律

と権力者に従うことを促しているだけでなく、それを批判したり再構成したりしようとす

る方向に向かわせない [苅谷, 2005; 柳, 2005]。 

 こうした潜在的な社会化が問題となるのは、教育実践に（無意識的に）反映された価値観

は教師という学校教育における権力性を伴うことで正当化され、批判・再構成の対象になら

ないからである。それは論理的な自己矛盾というだけではなく、生徒への「抑圧」 [Bell, 

2016]に転化し、維持され続けるという不正義を招くがゆえに問題化される。 

 例えば最近の学習指導要領において「主体的・対話的で深い学び」（アクティブラーニン

グ）が強調され、さまざまなメディアが伝える教育論や実践報告でも「生徒主体」「自発的・

自主的な学び」といった「アクティブラーニング」が目指されている。確かに不確実性が増

大している現在・未来の社会を生きていくなかでは「アクティブラーニング」によって涵養

される資質・能力が重要になるのかもしれない。しかし、そうした教育実践ではコミュニケ

ーションを苦手とする生徒や、社会経済的に不安定な環境で育った生徒などが否定的に評

価され、「弱い個人」として切り捨てられる [小針, 2018]。そして学校教育で否定的に評価

された個人は、将来の社会経済的地位が低くなり、格差が構造的に維持される。 

 このように既存の社会構造・規範を批判・再構成する教育実践も、それが学校という場で

行われる限り教師の権力性によって特定の構造・規範が正当化され、生徒に対して馴致を暗

黙的に求めている。それは何らかの「抑圧」 [Bell, 2016]に、教師の権力性が正当性を付

与することで、生徒からの対抗を封じ込め、その問題性が指摘されないまま維持される。こ

の点はこれまでの批判的な教育実践においても等閑視されてきたのではないか。社会科は

どのようにして、社会を形成する市民を真に育成することができるのだろうか。 

 

3. オルタナティブの提案：カリキュラムデザイン原則 

① 社会化－対抗社会化のジレンマに対するアプローチの検討 

社会科教育は対抗社会化を目指すと同時に、学校教育の一教科であるために教師－生徒

間の非対称的権力関係に依拠して行われざるを得ず、社会化機能が織り込まれている。本研

究はこのジレンマが特定の社会構造・規範に対する生徒からの対抗を封じ込め、不正義状態

を残存させ続けうるために問題とみなす。 

 この問題へのアプローチを考える補助線として、教育の政治的中立性をめぐる議論に注

目したい。なぜなら、教師の権力性による対抗社会化が社会化を進めるという問題構成は、

教師が政治的に中立であろうとしても中立ではないという問題構成と同型であると思われ

るからである。 

日本の社会科教育学研究では、教育の（再）政治化 [小玉, 2016]の文脈で、教師はどの

ように政治的中立性を保障できるのか、という点に注目が集まっている。政治的中立性を保

障することの難しさは、教師が自らの政治的立場を生徒に意識的に公開しようとしなくて

も、生徒は教師の立場性を感じ取る [Journell, 2011; Niemi＆Niemi, 2007]、ということ
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に起因している。もちろん一方で、生徒が教師の政治的立場性をそのまま自分の立場とする

わけではないことも指摘されている [Mcavoy Hess, 2013]が、それでも依然として教師

自身がどのように政治的中立性を保障することができるのか、という問題を残る。 

金・渡邉 [2020]や川口・草原 [2020]がオーストリアの政治教育で政治的中立性が教師

によってどのように解釈・実践されているのかを明らかにした結果、教師自身が自らの政治

的立場と政治的中立性を自覚し、カリキュラムへどのように・どの程度反映されているのか

を省察する、という提言を行っている。自覚・省察の結果として、例えば教師の言動を唯一

絶対のものとして生徒に捉えさせない工夫が考えられる [Mcavoy Hess, 2013]。 

しかし、教師個人の立ち居振る舞いだけに期待することの妥当性も問われている [中嶋, 

2020]。なぜなら、教師が職責として生徒への価値注入を行わないことが望ましいが、それ

によって政治的中立性が保障されたかどうかはその受け手である生徒によって判断される

べきであるからである。教師が政治的に中立であると自らの実践を認識していたとしても、

重要なことは生徒にとって中立であったかどうかである。そのため、教える側の自律的な判

断はもちろんだが、教えられる側の当事者である生徒が「自らが受けた教育の政治的中立性

を検証する機会が確保」されることで、教育・教師への自律性を保障できるのではないか 

[中嶋, 2020]。 

社会科における社会化－対抗社会化のジレンマについても同様に考えれば、教師が自ら

の権力性によって生徒にどのような馴致を求めているのかを内省することがアプローチの

一つとして考えることができる。一方で、教師だけに責任を負わせても、ジレンマが解消さ

れる保証はない。したがって、生徒が教師の権力性を検討するようなアプローチもまた必要

であるだろう。生徒へ働く社会化機能と教師の権力を可視化し、自律を促すこと、つまり教

師の権力によって教師の権力に抗するというアプローチで、社会化－対抗社会化のジレン

マに応えうるのではないか。 

では、学校・教師に対してさえも批判的になることを目指す社会科授業はどのようなもの

として、どのように構成されるのだろうか。本章では、カリキュラムを開発・構成（デザイ

ン）する際の原則的なものを示し、次章において具体的な単元案を例示する。 

 

② 目標原理 

 目標は、生徒が学校・教師に批判的になることとする。ここでの「批判的」とは、誹謗中

傷や攻撃、根拠のない反抗ではない。学校・教師が社会構造内でどのような働きを期待され

ているのか、どのような思想を背景にして成立しているのか、結果的にどのような社会を形

成しているのか、その意義と限界は何かを明らかにすることである。 

 この目標は学校・教師にとって自らの指導・指示が生徒にとって正当・有効なものではな

くなる可能性を感じさせる。しかし、学校・社会科が既存の社会構造・規範を批判し、再構

成する市民を育成しようとするとき、自分たちだけを批判・再構成の対象から除外すること

はできない。これは、学校・教師には市民を育てる場所として適当な在り様を検討する機会
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であるだけでなく、生徒に対して、自らの立ち居振る舞いさえも絶えず問い直そうとする批

判的な市民の模範を示す、ということを意味する。 

 

③ 内容原理 

 内容は学校の社会化機能、教師の権力性、また場合によっては構造・規範への対抗も加え

られうる。批判的な教育実践が目指してきた市民とは、社会構造を規定する潜在的な諸力を

認識し、行為を意思決定できる市民である。そのため、本研究が提案しようとするカリキュ

ラム自体にも社会化機能・権力性が織り込まれていることを自覚し、生徒の意思決定を方向

づけるような、学校・教師への価値判断を注入しないように注意しなければならない。 

ただし学校・教師が埋め込まれている社会構造は非常に巨大なものである。本研究は生徒

をその構造に直面させるアプローチをとっているが、それによって生徒が身をゆだねよう

とすることが想定される。なぜなら、生徒はすでに「生徒」として既存の構造・規範に馴致

することに慣れているからである。 

したがって、生徒が選択できる、市民としての行動の選択肢を最大限保障するために、構

造・規範へ身をゆだねること以上に、批判的な立ち居振る舞いの選択がエンパワメントされ

るべき場合もあると思われる。 

 

④ 方法原理 

 方法は生徒による探究活動とする。教師の指導・指示は認識しにくい構造・規範を対象化

するために必要であると考えられるが、それによって教師の権力性が絶対化されることは

避けられるべきである。 

内容原理同様に、本単元自体が教師の権力によって実践され、何らかの構造・規範への馴

致を求めてしまっていることに自覚的でなければならない。本研究の問題意識・本単元の目

標原理から言って、教師の権力性を絶対化せずに、しかし単元が進行するような方法で単元

を組織する必要がある。 

 

4. 単元例「学校は民主的か？」 

 先述のカリキュラムデザイン原則にのっとって開発した単元の全体像が表 1 であるii。 

 本単元の目標は、生徒が①自らに対して潜在的に働く社会化機能を社会構造と関わらせ

ながら認識すること、②それを実行・正当化する教師の権力性を社会構造と関わらせながら

認識すること、③学校・教師が決定した構造・規範に対抗することができるのではないかと

いう感覚を持つこと、以上 3 点である。①と②は、学校・教師に対しても批判的に思考でき

ることを目指した目標であり、社会構造を維持・形成するために学校教育制度の成立以来、

社会化機能を期待されてきたことを認識し、③において対抗させるわけではなく、しかし生

徒が市民として構造・規範を変えられるかもしれないという感覚を培うためにエンパワメ

ントを行う。学校・教師は不合理に生徒を指導・管理しているのではなく、それが社会的に
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要請されてきたこと、そして生徒はそれに対して異議申し立てを行うことができることを

本単元によって認識することができると考える。 

 導入では「学校は何のためにあるのか」という問いを考える。ここでは生徒から多くの意

見が得られると思われるが、それらは大学入学や企業就職等に集約されることが予想され

る。そこで、空間的に異なるアメリカの小学校等における国家の斉唱や国旗の掲揚を挙げ、

国家・社会にとって望ましい人を育てるという認識されにくい目的を対象化しやすくする。 

 展開は全 4 部から構成される。 

第1部では明治期から現在に至るまで学校に期待されてきた国民形成の機能を認識する。

ここでは日本で学校教育制度が整備されていった明治時代から現代にいたるまで、法律に

依拠しながら、教科書・授業を通じて、「日本国民」としての意識を醸成する役割を担って

きたことを扱う。明治時代から戦後直前までは学制・被仰出書や教育勅語、森有礼の思想な

どから国民国家形成の思想を読み取り、それを視点に日本史（国史）や国語科、音楽科の教

科書に込められた国民意識の醸成という目的を析出する。戦後は改正前後の教育基本法を

比較するなどして、国民意識の醸成が図られていることを認識する。「日本人」と「外国人」

を峻別する社会という認識は、教師・生徒が見聞きした経験を話し合ったり、新型コロナウ

イルス感染症拡大による景気の落ち込みをうけた「特別定額給付金」の受給資格が、国籍か

住民登録かで議論されたことを取り上げたりすることで、獲得されると考える。なお、ここ

では、国民意識の醸成に対する価値判断を可能な限り避けるために、教師は自分の言動、例

えば語気等には十分留意する。 

第 2 部は国民形成以外の構造・規範への社会化を対象化できるように構成しており、本

単元では資本主義経済体制における雇用－被雇用への社会化を取り上げている。これは筆

者が学校教育史研究・教育社会学研究を参考にしているからである。ここでは教師・生徒が

小学校や中学校など生活指導に力点が置かれやすい校種における校則や標語（「時間を守ろ

う」など）を取り上げ、なぜそうした指導がなされていたのか、そうした指導はどのような

ことに役立つかといった問いで話し合う、という活動が考えられる。なお本部の最後に「良

さ・悪さ」を考える活動を設定しているが、これは第 3 部において教師の権力性を認識す

るために水を向ける活動である。何らかの「悪さ」があるものをなぜ学校は指導しているの

か、生徒はなぜしたがわなければならないのかを考えることで、そもそも教師が生徒に何事

かを指示できるのはなぜなのかに注意を向ける意図である。 

第 3 部はそうした学校の社会化機能を発揮するための教師の権力性に注目する部分であ

る。教師・生徒の具体的な経験から社会化機能を発見するとともに、それが教師の指導を伴

っていることを認識するとともに、あまりに自明とされてきた教師の権力性を社会構造か

ら付与されてきたということを認識する。この認識形成にあたっては、新聞記事などから教

師に対する社会的な期待を描出した油布 [1999]の研究などが参考になるだろう。本部は

生徒から教師への忖度が最も発生しやすいと考えられるため、教師自身が自らの指導を振
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り返るような態度・言動を示し、生徒が批判してもよいという雰囲気を作り出すことが重要

である。 

第 4 部は、第 1 部から第 3 部までの学習で形成された認識を踏まえて、既存の社会構造・

規範に対抗した中学生の事例を取り上げている。これによって構造・規範へ対抗する可能性

を生徒に示唆し、生徒が対抗できるのではないかという感覚を持てるようにエンパワメン

トする。本単元で取り上げる事例については後述する。 

 終結では、ここまでの学びを総括した後、本単元自体を批判する。これは、形成された批

判的な認識をまさに今経験したばかりの単元そのものに転移させることで、認識の深まり

だけでなく、自らが埋め込まれている構造・規範を批判する態度を培うことを企図している。

教師には生徒からの批判を真摯に受け止める態度・言動をとること、また生徒が教師に忖度

しているなどの場合は、教師が積極的に自らの実践を批判する姿勢を見せることが必要で

あるかもしれない。 

 本単元では展開部において、学校の社会化機能と教師の権力性を国民国家形成や資本主

義経済体制、保護者・地域住民などの社会構造とのかかわりから認識するように構成してい

る。なぜなら、学校・教師は国家・社会とのかかわりから成立してきたものであるからであ

る。また、その機能や起源は社会構造とのかかわりからでなければ明らかにすることはでき

ない。したがって、本単元では展開中第 1 部から第 3 部において渡部 [2008]が開発した

制度分析の枠組み（図 1）を援用する。図３・４・５は本単元における認識を図化したもの

である。 
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表１ 単元案「学校は民主的か？」の全体像 

構成 問い 資料の例 考えられる回答 教師－生徒関係に関する留意事項等 

導
入 

学校は何のためにあるか？ 

（生徒の意見） 

アメリカの小学校等

における国歌斉唱と

国旗の掲揚 

・企業に就職する 

・大学に合格する 

・社会・経済的に成功する 

・国歌・社会にとって望ましい人を育てる 

生徒からの意見を十分に引き出す 

生徒からの異見はどのようなものであっても

板書するなど、生徒が意見を出しやすい雰囲気

を作る 

展
開 

第
１
部 

明治時代から戦後直前まで、どの

ような教育が行われていたか 
日本史・国語・音楽の

教科書 

学制・被仰出書 

教育勅語 

森有礼の思想 

天皇中心の日本史、「正しい日本語」、尊王・国

家礼賛の歌唱 など 

資料の難易度が高いため、適宜助言を行う 

また日本史・世界史の教科書や資料集等を用い

て、近代国家による国民形成という当時の背景

を補足する必要がある場合は補足する 

インターネットに接続できるパソコン等の使

用や図書館の書籍等の利用など、教室から出る

ことも認め、生徒が教師から与えられる存在で

あるという雰囲気を作らないように努める 

そもそも、学校にはどのようなこ

とが期待されていたのか 
日本国民＝臣民を形成すること 

こうした教育が行われていた時代

は、どのような社会か 

日本国民＝臣民が天皇・政府に盲目的に従う社

会 

戦後から現在にかけて、どのよう

な教育が行われているか 

日本史・国語・音楽の

教科書 

教育基本法 

学習指導要領 

日本の伝統・文化・歴史を学ぶ日本史、「正しい

日本語」、日本の文化を伝える歌唱 

インターネットに接続できるパソコン等の使

用や図書館の書籍等の利用など、教室から出る

ことも認め、生徒が教師から与えられる存在で

あるという雰囲気を作らないように努める 

現在、学校にはどのようなことが

期待されているのか 

「日本人」を形成する。グローバル社会で活躍

する高度な能力の育成 

こうした教育が行われる現在は、

どのような社会と言えるか 

「日本人」向けの社会。「日本人」とそうでない

人を峻別する社会 
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第
２
部 

国民・日本人育成以外では、どの

ようなことを学んでいるか 

柳 [2005] 

苅谷 [2005] 

・規律・指示に従うこと 

・集団行動ができること インターネットに接続できるパソコン等の使

用や図書館の書籍等の利用など、教室から出る

ことも認め、生徒が教師から与えられる存在で

あるという雰囲気を作らないように努める 

こうした教育がなぜ求められるの

か 

現在は、どのような社会と言える

か 

・雇用されることが前提になっているから 

・指示－被指示関係が常態化した社会 

これらのことを学校で学ぶことに

は、どのような良さ・悪さがある

といえるか 

・社会の秩序を保つ 

・大学入学・就職ができる 

・個人の自由を損なうことがある 

・「権力者には逆らえない」と思う 

インターネットに接続できるパソコン等の使

用や図書館の書籍等の利用など、教室から出る

ことも認め、生徒が教師から与えられる存在で

あるという雰囲気を作らないように努める 

生徒の雰囲気に応じて、教師自身が学校で学ぶ

ことの悪さを示すなど、両価的な判断ができる

ように支援する 

生徒が教師に忖度しないように配慮する 

第
３
部 

国民・日本人育成や規律・指示へ

の従順さなどは、授業の内容以外

では、どのような場面で学ぶだろ

うか 

柳 [2005] 

苅谷 [2005] 

学校教育史研究 

油布 [1999] 

・授業、学級、校則、時間割など 

・教師による指導 

修学旅行や生徒指導などの具体的な経験を想

起するよう働きかける 

生徒の雰囲気に応じて、教師自身がどのような

指導を行っているか開示する 
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なぜ教師は生徒へ指導したり指示

したりする・できるのか 

生徒は未熟な存在と考えられているから。歴史

的・政策的・社会的に教師に権力が付与されて

きたから 

生徒の雰囲気に応じて、教師自身が保護者や地

域住民などから受けている要請等を可能な範

囲で開示する 

あくまでも社会的な認識・権力付与であること

を強調し、実践している教室の生徒たちが未熟

であるという認識を与えないように努める 

第
４
部 

大成中学校ではどのような問題が

生じていたか 

それをどのように解決したか 

大成中学校の事例

（京都新聞、亀岡市

議会議事録） 

トイレの問題が生じ、行政が納得せざるを得な

い論理を用いて、説得することで解決した 
 

終
結 

学校は何を目指しているか 

その目標を達成するために、どの

ような仕組みがあるだろうか 

ここまで使用してき

た資料等 

・国歌・社会にとって望ましい人を育てる 

・授業、時間割、学級、教師の権力 
これまでの学びを想起するよう支援する 

本単元はどのような社会構造・規

範を前提にしているといえるか 

それはどのような教師の指導にみ

られるか 

本単元の授業計画 

・指示に従う、規律を守る 

・授業中に教師が「はいはい、ちゃんとやって」

と言ったこと 等 

教師自身が積極的に実践を振り返り、批判の模

範を示す 

生徒からの批判を否定しない 

（筆者作成） 
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図３ 展開第 1 部における国民国家形成機能の認識 

（渡部 2008 の制度分析枠組みを用いて、筆者作成）
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図４ 展開第２部における資本主義経済体制への馴致機能の認識 

（渡部 2008 の制度分析枠組みを用いて、筆者作成） 

 

 

図５ 展開第３部における教師の権力性の認識 

（渡部 2008 の制度分析枠組みを用いて、筆者作成）
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また展開第 4 部において、大成中学校という中学校におけるトイレの問題を中学生自身

が提起し行政を説得することで解決した事例を取り上げている。大成中学校は京都府亀岡

市にある公立中学校である。同市は市内にある八つの中学校から 23 人の生徒が議員として

提言を行う「中学生議会」を開催している [室橋, 2019]。この議会において、大成中学校

の男子トイレが議題に挙げられた。 

問題の男子トイレが図６である。このトイレは男子トイレの中が通路から見えるように

なっており、「女子は、男子トイレが目に入ってしまったり、男子は通る人を気にしてしま

ったりと、恥ずかしい思いをします。…（中略：引用者）…そして、女子は男子トイレの前

では恥ずかしくて、遠慮して手を洗うことができません、そのことから、トイレに行くこと

を我慢している生徒も多くいます。健康によくないです」 [亀岡市議会, 2019, p.36]とい

うのが同中学校の中学生議員の問題提起であった。 

この問題提起に対して、同市教育長は「トイレを含めた学校施設の改修というのが、教育

環境の整備として大変重要な課題だというふうに考えています」と述べたものの「もうしば

らく御辛抱いただければと思っております」 [亀岡市議会, 2019, p.39]と生徒の主張をい

なしている。それに対して、同中学生議員は「もしこの市役所でトイレが、男子トイレの前

を女性が通ることを皆さんはどう思いますか。正直、そんなことをしたら、世間でセクハラ

とか騒がれてしまうのではないでしょうか。なので、早急に大成中学校のトイレ、その他中

学校のトイレ、学校設備を直していただきたいです」 [亀岡市議会, 2019, p.51]と再論し

た。 

同議会の後、同市議会市議が視察を行い、同市教育総務課が年内に仕切りを設けて、見え

ないようにすることを発表した [室橋, 2019]。つまり、同中学生議員は自ら学校の問題を

提起し、行政を説得することに成功した。これは、学校の問題に対して、生徒が自ら提起し、

行政側に置き換えて問題の重要性を訴えることで、問題の解決を導いた事例であるため、こ

れを教材とすることで、中学生・高校生が同世代の対抗を見て、自分にも既存の社会構造・

規範へ対抗できるのではないかという感覚を培うことが可能であると思われる。 

 

 
図６ 大成中学校の男子トイレ 

（京都新聞 2018 より引用） 
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5. 本研究の意義と課題 

 本研究は既存の社会構造・規範を批判・再構成する市民の育成を目指す社会科の単元モデ

ルを提案した。対抗社会化をめざす社会科授業では、ある社会構造・規範を取り上げ、批判・

再構成しようとするものの、その教育実践自体が学校教育に伴われる教師－生徒間の非対

称的権力関係によって特定の社会構造・規範を正当化し、生徒に馴致を潜在的に要請してい

る。したがって、対抗社会化を企図した実践を通じて「権力者には逆らわない」とか「構造・

規範に従う」とかいった社会化が行われ、正当化された構造・規範が批判・再構成される可

能性を縮減させていく。そこで、本研究は学校の社会化機能と教師の権力性を認識すること

で、あらゆる構造・規範が批判・再構成の対象となる可能性を保障するアプローチを提案し

た。そしてそのアプローチをカリキュラムとしてデザインする際の原則を示し、具体的な単

元案を開発した。 

 こうしたアプローチは学校・教師にも批判的な目を向けるものである。方法原理で示した

ように、本単元自体が権力性を帯びているため、生徒が教師に遠慮したり、巨大な構造を前

にして委縮したりする可能性が考えられる。そのため、本研究のような教育観はその具体

化・実践において慎重に検討しなければならない。本発表では単元モデルの形で示したが、

そもそも単元計画を作るということ自体が、教師の指示に生徒が従うという非対称の権力

関係を前提にしたものである。 

佐長 [2010]が状況論の立場から社会科の「指導案」の在り方を検討しているように、ど

のような教育観を持っているかによって「指導案」の意味や形式は異なる。例えば、教育が

教師と生徒の相互作用によって偶発的に生じるものだと考える場合、作成される「指導案」

は逸脱を許さないプランではなく、教師－生徒間の相互作用を触発するリソースとして意

味づけられる [佐長, 2010]。また学校教育の主体を教師に置くのか、生徒に置くのかによ

って、例えば「（教師が生徒に）～させる」と書くのか、「（生徒が）～する」と書くのかな

ど、レイアウトや表記も変わってくる [教育実習を考える会, 2011]。このように、本研究

もどのようなレイアウトや表記によって単元モデルを示すのかについて検討が必要である。

またそもそも単元計画を作成するということ自体に教師の権力性が発揮されるということ

は十分に意識されなければならないだろう。 

くわえて、本研究は、教師－生徒関係に応じて授業での教師の立ち居振る舞いが変わるこ

とを示唆している。教師－生徒関係は普段の学校生活全体から構築されていくため、教師－

生徒間の非対称的権力関係という問題は社会科だけで取り組まなければならない問題では

ない。授業内では学級に対してどのように接するのか、また生徒指導など授業外ではどのよ

うに接するのかについて、各教科間だけでなく教師集団全体で議論する必要があるだろう。 

もちろん社会科は民主主義の担い手を育成するという教科目標を有する以上、学校教育

における教師－生徒関係に大きく影響される教科である。教師の指示に従うことが前提と

なった教室空間において、「一人ひとりが考えをもって行動していくことが大切だ」と教師

が声をかけて、果たして自由で批判的な市民は育成されるのかについては疑問符が付され
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る。そのため、教師の権力性、教師－生徒間の非対称的権力関係という問題意識は、主権者

教育・民主主義教育としての社会科において先鋭化する。民主主義社会の担い手を育成する

という目的から、教師の権力性について検討することは社会科の、固有ではないが大きな問

題として議論されてよいのではないか。 
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i 本研究では 6 歳から 18 歳までに学校で教育を受ける人を「生徒」と呼ぶ。 

ii 本単元は発達段階や内容の抽象度、資料の特性等を考慮して、高等学校 3 年生程度を想定して

開発しているが、カリキュラムデザイン原則にのっとって中学生での単元計画も開発可能であ

ると考える。 

 


