
１．はじめに 

 本稿の目的は、社会科教師が自らの権力性を脱構築 （小玉, 2016）していくための手立て（ストラテ

ジー）を提案することである。学校が民主主義社会を担う市民を育成しようとするとき、「隠れたカリキ

ュラム」として機能する授業や日々のコミュニケーション、校則などが民主的であること、つまり構築

や評価に係る意思決定に教師だけでなく、生徒が関与することが重要になる （ビーン アップル, 2013）。

しかし、それは教師の優位性を揺さぶり、学校という場での教育することの可能性をも危うくさせかね

ない。例えば、生徒会から全ての校則を廃止することが要求されたとき、教師は何を応答するべきか。

このように、学校における民主主義教育の実践には、一方に学校教育を成立させるための教師の権力性

が必要であり、他方民主主義教育を目指して、教師の権力性を絶対視しない、というジレンマが生じる。

なかでも、社会科教育においてジレンマは深化する。なぜなら社会科は目標に民主主義を掲げ、民主主

義の理念や現実、歴史などを教える一方で、学校教育の一教科として、教師と生徒の間にある権力関係

から自由ではいられないからである。そのため本稿では、学校での教育者として権力性を伴いながらも、

民主主義教育者として自らの権力を脱構築していくという困難に、社会科教師はどのように立ち向かう

ことができるのだろうか、という問いを立てる。そして本稿では、教師が日々の授業・指導を省察する

際に、自らの権力性を自覚し、授業・指導に活かせるよう促す手立てをワークシートの形で開発・提案

する。 

 

２．教師－生徒間の非対称的権力関係と民主主義教育 

（１）教師－生徒間の非対称的権力関係 

近代に入って学校が制度的に成立し、「共同体の生活行動と人間関係全体の中での様々な機能を発揮

していた大人と子どもの世帯的関係が、近代における共同体の変容や機能分化を経ることによって、可

視的な『教育的関係』として出現」 （坂越, 2019, ページ: 5）したものが教師－生徒間の関係性である。

この関係性に期待される機能は知識・思考・伝統等の伝達・涵養であり、「学校」はこの機能を特化させ

た場所である。「学校」が作られる以前は徒弟制、つまり「弟子」が「親方」をまねすることで、知識・

技術・思考が伝達されていた （高橋, 1998）。そこでは社会生活と学習とが結び付いており、「弟子」は

「親方」に対して畏敬の念をもち、「親方」の権威によって学習が成立していたため、「教育」は必要で

はなかった （高橋, 1998）。しかし「学校」が作られ、社会生活と学習とが断絶するなか、次世代の育成

への責任を負うことになった一部の大人は権威によって学習を生じさせることができなかったため、

「権力」をその人たちに付与し、「教師」としての振る舞いを求め、逆に「子ども」には「児童・生徒」

としての振る舞いを求めた （高橋, 1998）。 

例えば「この資料を読みましょう」と教師が指示することは自然であり、生徒は「この資料」を読む

ことになる。こうした関係性について違和感を覚えることはほとんどない。一方、アクティブ・ラーニ

ングなどは授業における教師の権力を弱め、権力を対称化しようとするものとして理解できるが、そう

した生徒主体の学習・学びを重視する場合にも、教師は生徒を支援する存在であり生徒と対称的な権力

関係で捉えることはできない （小川, 上地, 小林, 2019）。くわえて教育内容を決めるのは教師であると
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いう点からも教師－生徒関係は非対称的な権力関係であり （丸山 丸橋, 2019）、教師－生徒関係は、常

に教師が生徒に対して優位な立場にある非対称的な権力関係として理解することができる  （橋本, 

2018）。 

 

（２）民主主義教育における教師－生徒間の非対称的権力関係の重要性 

「民主主義」という概念は多義的であり、一義に定めることは難しい。しかし少なくとも、ある権力

存在を措定・固定し、主従の関係を定めることは「民主主義」ではないだろう。この意味では、教師－

生徒間の非対称的権力関係とは最も「民主主義」的ではないものの一つである。ここに、教師と生徒の

非対称的権力関係を必然的に伴う「学校」という場における、民主主義教育の困難が見出される。 

 学校は、生徒が学問・文化を継承したり、既存の社会規範を遵守したりするよう社会化を促す場であ

る。しかしそれは生徒を学校・教室に集めても自然に発生しないので、教師という存在が必要である。

先にみたように、教師には生徒へ何事かを指示し、教育する権力が付与されており、教師は歴史的・社

会的・政策的に自らの教育行為を正当化する。このように教師の権力は固定化され、それを揺さぶるこ

とは学校教育の目的遂行を危うくすることでもある。では、学校において民主主義教育はどのように可

能なのか。 

 一つのアプローチは学校における教師の権力性を等閑に付し、「民主主義教育」を特定の能力・資質の

育成として意味づけることである。例えば「政治的リテラシー」を育成しようとする教育論は現在広く

流布し、構想・実践されている （水山, 2009; 岡田, 2016）。しかしそこで教師の権力性はほとんど問題

になっていない。そのため、このアプローチは学校における権力関係を潜在化し、生徒に従属的な態度

を秘密裡に伝達するという課題を残している。 

 学校が民主主義教育の場として有効に機能するためには、生徒が学校で民主主義を担う者として、例

えば校則を見直したり、生徒会の在り方を検討したりするなど、自ら民主主義を体感することが重要で

ある （ビーン アップル, 2013）。それは教師を権力者として固定・絶対視するのではなく、教師の定め

た構造・規範や教師の権力さえも批判・再構成することを含意している。 

 ただし現状において教師の権力性は強く、たとえ生徒が校則に反対したとしても最終的な決定権は教

師にあると思われる。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

からの要望は教師によって一蹴された （吉川, 2019）。しかし学校が民主主義教育の場としてふさわし

いものになるためには、生徒が自分の意見・意思を表明できる雰囲気 climate や機会、意欲、そして教師

が生徒とともに熟議し共同で意思決定を行っていくことが必要である。例えば、ある中学校・高等学校

で教師と生徒などが話し合って校則を定めていくプロジェクト （山本, 2020）は民主主義教育として意

義づけられるだろう。しかしこうしたプロジェクトがそのまま民主主義教育になるわけではなく、教師

－生徒間の非対称的権力関係を生徒と教師が自覚し、権力関係を潜在化させないようにすることが重要

である。例えば権力者たる教師が自らの振る舞い・権力性を振り返ることが、学校での民主主義教育の

要となりうる。そこで以下では、教師が自らの振る舞い・権力性を振り返るということを「省察」の概

念によって整理しながら、どのような「省察」が適切であるのかを検討したい。 

 

３．民主主義教育を行う教師にとっての「省察」の意義 

（１）民主主義教育における教師－生徒間の非対称的権力関係に関する先行研究 

 民主主義教育に関する研究において、教師－生徒間の関係性はどのように扱われてきたのか。教師－

生徒間の関係性を民主主義教育の文脈で取り上げている研究に古田 [2019]がある。古田 [2019]は学校風

土と子どもの市民性形成の関係に関する、アメリカでの研究動向をまとめている。この整理によれば、

民主主義教育に肯定的な影響をもたらす風土には「民主的な風土」、つまり「子どもの声の尊重、様々な

意見に開かれている」 （古田, 2019, ページ：106）ということと、「現実社会と交わる風土」、つまり「政

治的・社会的課題に日常的に触れ、議論する」 （古田, 2019, ページ：106）ということとがあり、また

そうした風土がある場所として、授業を行う教室内と、一つひとつの教室を超えた学校全体との二つが

考えられている （古田, 2019）。とくに教室における風土が「個々の教員が子どもとの関係の中で作り出

す」 （古田, 2019, ページ: 106）ものであるという点は、民主主義教育における教師－生徒間の非対称

的権力関係を自覚しながら、民主的な風土を作り出していく教師の必要性を示唆しているように思われ

る。 



教師－生徒間の非対称的権力関係は、例えば IRE 構造と言われるような、教師の指示－生徒の反応－

教師による評価というコミュニケーションに表れる。教師が生徒を評価する、という行為は教師の権力

性を端的に示しているが、こうした一方的・抑圧的な権力性は生徒が自由に意見を述べることを委縮さ

せかねない。そのため、民主的な風土を醸成していくためには、教師が自らの権力性を自覚し、どのよ

うな振る舞いが民主的な風土醸成を妨げるのかを省察する必要がある。 

とくにこうした風土醸成は社会科教育において喫緊の課題となる。なぜなら、社会科は民主主義社会

を担う市民の育成を目標としてきたからである。その一方で民主的な風土への注目は、教員養成のテキ

ストに記述される （草原, 2020）など、最近になって高まってきた。社会科は民主主義の思想や制度を

教えるとともに、合理的意思決定や合意形成能力などの民主主義社会が要請する資質・能力を育成しよ

うとしてきたが、その基礎には学問知に依拠した社会認識形成が置かれてきた。学問知に依拠した社会

認識は日常生活・家庭・社会一般では形成されないため、社会科がその役割を担うべきだと主張されて

きたことで社会科は学校教育における自らの存在意義を主張してきた （森分, 2001）が、逆にそのこと

が学問知を熟知し、再構成・指導する教師の権力性を前提に置いてきたとも考えられる。そのため、民

主的な風土と教師の権力性との矛盾は社会科教師にとってこそ問題となる。社会科教師はどのように教

師の権力性を脱構築しつつ、民主主義教育者として職務を遂行していくか。この問題に対して「省察」

は一定程度有効ではないか。 

 

（２）「省察」概念の複層性と民主主義教育における意義 

1990 年代以降、教師の専門職性として広く受容されてきたものが「省察 reflection」である。教師は流

動的な教室・学校の状況において知識・経験を活かした判断を下しつつ、日々自らの行為を振り返り、

より「よい」教育実践を目指す。しかし「実践的指導力」重視の中で、「省察」が眼前の問題解決を専ら

意味するようになり、問題の原因や「問題」とされている事物事象の意味などを探究することが等閑視

されるのではないか、という危惧がある （高野, 2018）。こうした危惧の背景には、本来、教師による

「省察」とは授業などの目的や教師が自明視している価値観などを問い直すことをも意味する、という

考えがある （秋田, 1996; 渡辺 岩瀬, 2017）。このように「省察」概念は複層的に捉えられる必要があり、

とくに教師による「省察」は実践・事象の背景にある目的の捉えなおしや、自明視されている価値観の

問い直しといった「深い省察」 [渡辺 岩瀬, 2017]が望ましいと考えられている。 

ここでの「深い省察」とは、ヴァン＝マーネン (1977)の整理における「実践的省察」と「批判的省察」

を含んだものと考えられる。秋田 （1996）によれば、ヴァン＝マーネン (1977)において「省察」は技術

的省察、実践的省察、批判的省察の三つに分けられている。技術的省察は教材や教え方などが目標達成

にとって効果的であったのかどうかを検討することであり、目標そのものの問い直しは射程外に置かれ

る [秋田, 1996]。実践的省察は目標達成へのアプローチの効果に加えて、目標そのものの問い直しを含

み、批判的省察はさらに、その教育実践を取り巻く社会的な状況や、現実を変革（transform）するため

の教師の能力など、メタ的な検討を意味する（van Manen, 1977; 秋田, 1996）。 

これら三つの省察のなかでも、教師の省察として重視されるものが批判的省察である （深見, 2017; 

高野, 2018）。教師は自らの振る舞いを目的合理性に照らして検討するだけでなく、その目的、さらには

自らが社会的文脈においてどのように位置づいているのかを省察しなければならない。この点について、

Liston＆Zeichner （1990）は、学校は社会的な文脈の中に存在しているため、教師は生徒が生活し、自身

の仕事を取り巻いている社会構造を検討しなければならず、「生徒のパースペクティブ（perspectives）を

理解し、そこから（事物事象を：引用者註）見つめ感じなければならない」（ページ：620）と言う。し

たがって、教師が自らの社会的立場を省察するとは、教育実践が社会・生徒との関係性において生じて

いることを自覚し、教師の振る舞いを生徒の目線から検討することを意味していると考えられる。そし

て、教師と生徒は非対称的な権力関係のもとにあるため、そうした省察は教師の権力性に向けられるだ

ろう。 

このように、省察概念は複層的であり、教師の省察は批判的なものであることが重要になる。それは

教師の行為が倫理的な反省を伴わなければならないという教師の倫理 （丸山, 2005）だけでなく、学校・

教師の社会的位置づけ、そして教師と生徒は非対称的な権力関係にあるという学校教育に固有の関係性

から要請される。そして、その省察は教師の権力性を対象化することを意味していると考えられる。 

 



４．教師の権力性を脱構築する「省察」のストラテジー 

 教師が自らの実践を振り返り、実践の様相と自らの振る舞いを省察するストラテジーとしてリフレク

ションシートがある。鹿毛 （2006）によれば、リフレクションシートは①授業などの具体的な実践を根

拠として、「理念や思い込みによる解釈を極力排除すること」 （ページ：29）、②教師に実践・計画・振

り返りを循環させていくように促すことをその意義としている。また、リフレクションシートは省察を

教師個人で行えるようにするのではなく、むしろ他者との協同を促し、実践の一側面が強調される可能

性を縮減させ、多様な実践像を認識するよう促すことが重要である （鹿毛, 2006）。このように、リフレ

クションシートは実践の事実に基づいた省察を可能にするだけでなく、教師が権力性を常に振り返りつ

つ実践を改めていく循環を生み出すよう促すことができる。また、教師の多忙が指摘されている現在、

同僚教師と議論する時間を十分確保できなかったとしても、シートを使うことで教師が省察する機会・

習慣を残すことができる、ということもリフレクションシートの意義であるだろう。 

 教師が省察するためにリフレクションシートを開発した研究に岩田・久保・嘉数・竹内・二宮 （2010）

がある。この研究では、体育科教師を志望する大学生に対して、教員免許状取得の単位認定を受けた講

義内でマイクロティーチングを行わせた後に、授業の計画、授業の運営、教授行為、教材、その他（見

学者への対応など）を項目として置いたワークシートを開発している。このワークシートはマイクロテ

ィーチングと組み合わせることを前提に開発されたものであるが、ワークシートを使ったリフレクショ

ンそのものは教職課程に限らず、現職教員に対しても一定程度有用であると考えられる。 

 そこで本稿が開発したワークシートが図１である。まず「目的」では、本シートの目的が、教師が民

主主義教育を構想・実践できるようになることであることを説明する。これはあくまでも民主主義教育

のためであって、一方的・一面的な教師非難ではないという本稿の立場表明として重要である。次に「場

面」では、具体的な実践状況を記述する。これは具体的な実践を根拠にして、教師による恣意や思い込

みを極力排除するためである （鹿毛, 2006）。ここでは、どこで（普通教室・特別教室等）、何の場面（授

業・生徒指導等）に、何をしているとき（グループワーク・教師の発問等）のことなのかを記述する。

そして「生徒の様子」に、実践状況の中でも特に生徒の様子に焦点を当てて記述する。例えば「話しに

くそうだった」や「語尾が上がり気味で、不安そうだった」などが考えられる。ここまでで記述された

状況が、どのような教師の振る舞いによるものと考えられるのかを記述する欄が「先生の振る舞い」で

ある。姿勢・語気・言葉使いなど些細なことでも生徒を委縮させうるため、ここでは可能な限り生徒の

目線から自らの振る舞いに権力性を見出し、詳細に記録しておくことが重要である。最後に「今後の取

り組み」では、記録された生徒の様子と教師の振る舞いを勘案して、民主的な風土醸成につながるよう

な振る舞いを検討・構想し記述することで、漸次的に民主的な風土醸成に取り組んでいくよう支援する。 

なお、本シートへの記録は実践しているさなかに行われるのではなく、実践の前後に行われることが

想定される。なぜなら、実践しながら、その実践をメタ的に省察することは教師に多大な負担を与え、

教師が「心ここにあらず」の状態であることは生徒に不安感や不信感を与えることになると思われるか

らである （村井, 2015）。 

 

５．本研究の意義と課題 

 本研究は学校における民主主義教育というなかば「当たり前」に対して、学校における教師－生徒間

の非対称的権力関係という視座から、学校教育と民主主義教育とが矛盾しうることを問題意識とした。

そした両者を結ぶ教師が、どのように民主主義教育の実践を学校で行いうるかという問いに対して、自

らの権力性の省察と漸次的な実践・改善を具体的なワークシートの形で提案した。学校における民主主

義教育が口で言うほど容易ではないという問題提起は、今後民主主義教育を論じる際に教師－生徒間の

非対称的権力関係を視座とする必要性を示唆している。 

今回はワークシートという形を取ったが、その実効性については今後検証が必要であり、メンタリン

グや授業研究などの場においての使用など、より現実的な活用方法が検討されなければならない。また

本研究が提示した学校と民主主義教育のジレンマは、社会科教師において先鋭化するものの、民主主義

教育の場である学校に関わる全ての教師、さらには保護者や地域住民などの前にも顕現する。したがっ

て、社会科教師に限らない人々が活用できるように省察概念の検討と具体的な省察方法の提案も今後の

課題である。  



 

図１ 教師による権力性省察シート 

（筆者作成） 
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