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1. 問題の所在 

 本研究の目的は、教師－生徒間の非対称的権力関係を視角として、学校シティズンシップ

教育研究の意義と課題を明らかにすることである。この目的を設定する理由は、民主主義社

会の市民を育成するためには、その場所である学校そのものが民主的な存在でなければな

らない、という立場をとるからである。ここでの民主主義とは、社会に存在する主張や政策、

制度、慣習などの社会構造・規範の妥当性と正統性を不断に問い、より多くの人が納得でき

る社会を作ることを指す （齋藤, 2020; 丸山, 1961; ロザンヴァロン, 2017）。 

この民主主義観に立つとき、既存の社会構造・規範に馴致させる社会化の作用が強く働く

学校で、意図的に民主主義社会の市民を育成することは非常に重要である。例えば、所与の
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規則を遵守するという規範に社会化させる校則（苅谷, 2005）に対して、異議申し立てを

行い、校則の在り方・決められ方を見直していくような教育は、民主主義社会の市民を育成

するという目標に大きく寄与するだろう。 

既存の社会構造・規範を批判・再構成することは、社会科教育学研究で「対抗社会化」と

して目標概念化され （岡明, 1991; 草原, 2020）、数多く実践・研究されてきた。だが、

そうした社会科授業においても潜在的な社会化が行われている。例えば、「対話的な学び」

として称揚されるような、生徒同士の議論で進める授業は、日本語での口頭によるコミュニ

ケーションを前提に置く。そうしたコミュニケーション様式が規範として再生産されるこ

とはあっても、批判・再構成の対象にはならず、結果として日本語以外の言語、または口頭

以外の手段によるコミュニケーションを得意とする人は排除される。例えば、小針（2018）

はアクティブラーニングに伴われる、こうした排除について論じている。 

しかし、これまでの学校シティズンシップ教育では「これからの社会に求められる」とい

った理由で、特定の構造・規範が織り込まれた教育内容・教育方法を教師が実践することで、

構造・規範とそれに伴う排除を（再）生産してきたのではないか。このことを民主主義教育

の観点から問題化するとき、焦点は学校教育にともなわれる教師－生徒間の非対称的権力

関係に定まる。もちろん学校教育である以上、何らかの規範を前提にしなければならず、し

たがって排除は伴われてしまうものだとしても、問題は教師による特定の構造・規範の無意

図的な正当化と再生産を対象化し、教師の権力性を批判・再構成する可能性があるかという

点にある。そうでなければ、学校教育によって育成された市民は何らかの排除を伴った排外

的・閉鎖的な社会を、無意図的に作り出してしまう。 

佐藤（1996）など多くの研究が指摘するように、教師－生徒間の非対称的権力関係が対

称化されたり消失したりすることは、学校教育が存在する限りあり得ない。しかし、この非

対称的権力関係はこれまでの研究でどのように扱われてきたのか、そしてなぜそのように

扱われてきたのかを明らかにすることは、民主主義社会の市民を学校教育によって育成す

るための方向性を示唆するだろう。 

以上の理由から、本研究では教師－生徒間の非対称的権力関係から学校シティズンシッ

プ教育を見直し、学校における民主主義社会の市民育成への示唆を得たい。 

 

2. 研究方法 

「社会構造・規範の批判・再構成」は、社会科教育において「対抗社会化」として目標概

念化され、数多くの実践・研究が蓄積されてきたため、社会科教育学研究の論文をレビュー

することが、学校シティズンシップ教育の意義と限界を明らかにする一助となるだろう。社

会科教育学研究では「社会が分かること＝社会認識の形成」と「社会で生きること＝市民的

資質の育成」とが究極的な目標として設定され、両者を二元論的に区別することから一元論

的に捉える考えへと変わってきた。このパラダイムシフトに対応する形で、前者を比較的強

調する立場として「説明」「概念探求」「社会科学科」の基礎を築いた森分孝治の研究を取り
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上げる。一方、後者の立場として「批判」「社会形成」「市民社会科」の基礎を築いた池野範

男の研究を取り上げる。両者は『新社会科教育学ハンドブック』において社会科教育をリー

ドしてきた研究として評価されている（梅津, 2012）。したがって、社会科におけるシティ

ズンシップ育成の意義と限界を見出す対象として一定程度妥当であると考える。  

また、これら二つの文献に加えて、社会科教育がなかば「当たり前」「前提」として考え

てきた「学校文化」「学級」をも批判・再構成しようとする「社会問題提起力育成」」（渡部, 

2008）の社会科教育論を分析対象に加える。この社会科教育論は、「現行の体制や制度を自

明のものとせず、そういう仕組みが構築・要求されてきた背景を追及し、また別の選択可能

性を吟味させることに異議を見出そうとするラディカルな提案」（草原, 2012, ページ: 73）

であり、「他とは次元を異にしている」（草原, 2012, ページ: 73）と評価されている。した

がって分析・考察の対象とすることで、社会科教育学研究の新たな動向をフォローしながら、

学校シティズンシップ教育の在り方をさらに深めていくことができるだろう。表１は選択

した文献について、基礎的な情報（著者、出版年、タイトル、収録媒体名）をまとめたもの

である。 

 

表１ 分析対象文献の基礎的な情報 

著者 出版年 タイトル 収録媒体名 

森分孝治 1978 社会科授業構成の理論と方法 （書籍のため無し） 

池野範男 1999 批判主義の社会科 社会科研究 

渡部竜也 2008 
社会問題提起力育成を目指した 

社会科授業の構想 
社会科研究 

（筆者作成） 

 

分析の方法には、教育学研究における方法論をまとめた Cohen, Manion, & Morrison 

(2018)の Content analysis を用いる。それぞれの文献の内容を問題意識、シティズンシ

ップ育成の論理、具体的な授業計画の三つに分け、それぞれがどのような市民像を持ち、ど

のように育成しようとしているのかなどの論理を明らかにする。その後、明らかになった論

理に対して、教師－生徒間の非対称的権力関係の視点から「どのように教師－生徒間の関係

性を扱っているのか」「なぜそのように扱っているのか」について考察を加える。なお、具

体的な授業計画については、同じ論者が著した他の研究文献も適宜用いることとしたい。 

 

3. 考察の視点：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
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伝達・涵養であり、「学校」はこの機能に特化した場所である。「学校」が作られる以前は「弟

子」が「親方」をまねる徒弟制によって知識・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ようになると、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

（高橋, 1998）。そのため「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びを重視する場合でも、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）。 

 こうした関係性は生徒から意思決定の機会を奪う、または決定される意思の内容を潜在

的に規定する。生徒に生徒会活動や特別活動等で校則の在り方について意思決定させたと

しても、教師の顔色をうかがうことなく決定することは現実的ではなく、校則を全廃すると

いった極端な意思決定はそもそも議論されないだろう。 

 しかし一方で、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。あらゆる社会構造・規範を批判・再構成する市民を学校で育成し

ようとするとき、必ず伴われる教師－生徒間の非対称的権力関係がその試みを難しくする。

そのため、学校で民主主義社会の市民を育成するためには、この関係性をどのようなものと

して理解するのかが重要になる。そこで本研究は、この関係性を考察の視角とすることで、

これまでの社会科教育学研究を事例とした、学校における民主主義社会の市民育成の意義

と限界を明らかにすることができると考える。 

 

4. 分析と考察 

① 分析 

(ア) 社会認識形成を強調する社会科教育の論理 

 森分孝治の研究は『社会科授業構成の理論と方法』（森分, 1978）などの著作・論文にま

とめられているが、具体的な社会科授業の在り方についての基本的な論理とそれを支える

思想は同書に示されているため、同書を主な分析対象としながら適宜ほかの文献も参照す
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る。 

 同書の「まえがき」には「今日、この時間に、なぜこの内容をこういう方法で学習しなけ

ればならないのか…（中略）…本書で取り組むのは、この問いに答えることのできる授業、

子どもにとってより意義があり、客観的に根拠づけられた授業をどうすれば構成できるか

という問いである」（森分, 1978, ページ: 1）と問題意識が述べられている。 

批判対象となるのは、社会的「事象を構成する諸々の事実の総体を知るということであり、

その事象について、より詳しくより概念内容の豊かなことばによって学習する」（森分, 

1978, ページ: 17）社会科授業である。それは授業内容が際限なく増加すること、断片的

な事実を羅列すること、時間的・空間的に制限された事実の知識を暗記し、頭に詰め込むこ

とという問題を生じさせてしまう（森分, 1978）。こうした問題を生じさせている背景には、

影響を及ぼしている教育論（範例方式や発見学習など）が学習指導法論・教授法論であるた

めに、教育内容とその配列を論じえないということがある（森分, 1978）。 

そこで森分（1978）は「教育は、子どもが決断し、未来を選びとっていく力をつけ、子

ども自身に選びとらせていく活動である。社会科で形成される社会認識は、『問題解決』の

立場で求められているように価値的に開かれたものであるべきである」（ページ: 77）とい

う考えから、社会科学の概念や思考方法を学習内容とすることを支持した。それは、「子ど

もの思考を子どもの具体的で日常的な世界から解き放ち、より広くより高い見地から社会

をみることができるようにする」（森分, 1978, ページ: 77）ということがねらいであった。 

ただし、この論理において注意したいのは、社会科学の知見もまた間違っている可能性を

含んだものであり、常に事実をもって批判・反証されるものとされている点である（森分, 

1978）。特定の学説を絶対視せず、より説得的な概念・理論を探求していくことで、生徒の

思想を方向づけない配慮が見られる。この点は、マルクス主義的な学問に依拠した教育論と

は対照的であり、実際にマルクス主義に依拠した教育論を森分は批判している（森分, 

1978）。 

上述した社会科教育論を具体的な授業の形で示したものが図１である。これは森分・河南

（1982）が中学校歴史的分野・高等学校日本史での授業を想定して開発した授業計画であ

り、当時の歴史学研究の成果であった「王朝国家体制」と「荘園公領体制」を「平安期の時

代構造」の説明概念として設定している。なお、紙幅の関係上授業計画の一部を示すが、本

来は３～４時間を用いた小単元である。図２は図１で示した授業によって獲得される「平安

期の時代構造」を図示したものである。この授業では、藤原氏が平安期に栄えたということ

を前時で扱ったことを受けて、院が栄えた背景を王朝国家体制の崩壊と荘園の増加とから

説明させるようになっている。このように、社会認識形成を強調する社会科教育論では、社

会科学の知見を用いて、ある時代・空間における社会の事象・現象の様相や背景を説明する

授業が目指された。 
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図 1 森分・河南（1982）「平安期の時代構造」の指導計画 

（森分・河南 1982 より引用） 
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図２ 森分・河南（1982）の授業で取り上げる概念の構造 

（森分・河南 1982 より引用） 

 

ここで、より明確に市民像が述べられている「社会科の本質」（森分, 1996）という論文

を参照したい。同論文は日本社会科教育学会の学術誌である『社会科教育研究』に掲載され、

平成元年版学習指導要領（掲載当時の最新版）の社会科とアメリカの「ホルト社会科」とを

比較することで、社会科の「本質」を規定しようとしている。なお、ここでの「本質」は英

文タイトルが“Identity of Social Studies”となっていることから、社会科を「教科外、

家庭や社会におけるフォーマル、インフォーマルな教育、そこでなされている社会認識形成、

市民的資質育成」から区別するものを規定しようとしている。したがって、本研究がシティ

ズンシップ教育を行う多様な場のなかでも、特に社会科の論理に注目しているように、社会

科に固有のシティズンシップ育成の論理を論じていると考えられる。 

 同論文では二つの批判が示される。一点目は社会科以外が形成する社会認識は常識的な、

非学問的なものであり、生徒が社会をよりよいものへと変えたいという思いを実現する際

に必要な認識になっていないことである（森分, 1996）。裏返せば、生徒は社会をよりよい

ものへと変えたいという思いを有しているという前提が置かれている。したがって想定さ

れている市民像は少なくとも、社会をよりよいものへと変えていこうとする意欲を有して

いる人物であると言える。二つ目の批判は社会科以外の社会認識形成を図る教育は「子ども

を現存の社会に没入させるための教化を行うものとなっていることである」（森分, 1996, 

ページ: 69）。一つ目の批判と合わせて見れば、教育で生徒の生き方を方向づけてはならな
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いが、現存の社会を批判的に捉えさせることは重要であるという考えがうかがわれる。 

 以上を約言すれば、社会科教育では学問知に基づく社会認識を形成させることで、現存の

社会から生徒を解放する、なぜなら市民として想定される人は、社会をより良いものへと変

えていこうとする意欲を有している人であるから、と言えよう。市民像と社会科教育の論理

とに開きがあるようにも感じられるが、森分の教育論が示され始めた 1970 年代当時に、

戦前の皇国民育成やマルクス主義的な世界観の教授などに対する問題意識があったものと

思われる。 

 

(イ) 社会認識形成と市民的資質育成を統合しようとする社会科教育の論理 

 つぎに池野範男の「批判主義」を中心に取り上げる。「批判主義」は 1999 年に全国社会

科教育学会の学術誌である『社会科研究』に掲載された論文において示された。「問題の所

在」では、初期社会科以降の社会科教育論、例えば森分の社会科教育論が生徒と「社会との

関係を教科原理や学習原理から、学習対象に縮減させた。その結果、社会科が単に社会を知

るだけの教科になり、社会の意義を学ぶことができなくなり、子どもたちの学習において社

会離れを引き起こしているのである」（池野, 1999, ページ: 61）という問題意識が述べら

れている。そしてこの問題意識から、「社会科教育の意義を問われても答えられないのが現

状である」という評価を下している。 

 こうした問題意識の下、池野は「市民的資質の内実を明確にし、社会認識として教育の内

容や方法に実質化することではないであろうか」（池野, 1999, ページ: 62）と提案する。

そして市民的資質の内実を「批判」に置くという立場が「批判主義」である。「民主主義社

会ではつねに、機構や機能、主張や政策などとして存在するものの合理性と正当性が問われ、

根拠づけられねばならないし、もしそれに合理性や正当性がなければ合理的で正当なもの

に改変され、新たに作り出された合理性や正当性が社会を新たに生産するものであるから」

（池野, 1999, ページ: 62）、「批判」は市民的資質の内実となる。したがって、想定されて

いる市民像には、森分が想定した、社会を変えていこうとする意欲と変えるために必要な分

析能力に加えて、実際に社会を変えることも含まれている。また、そもそも「社会」を何と

とらえるかという点について、「批判主義」では、「社会」が人々のコミュニケーションによ

って構築されていくものであるという構築主義的な思想に依拠していると思われる。 

 表１は池野（2006）が開発した歴史授業の展開である。授業では、武力行使を許すとい

う立場を個別的自衛権と集団的自衛権の考えから、そして武力行使を許さないという立場

を人間の安全保障と報復の連鎖の断絶の考えから説明したのちに、「他国からの攻撃を受け

た場合の武力行使は許されるべきか否か、なぜそう考えるのか？」という問いを考える。こ

の授業では、武力行使が世界史の教科書やニュースなどによって当たり前の行為として扱

われていることを背景に、武力行使の正当性を再検討するようになっている。なお、図３は

個別的自衛権など各立場を正当化する論理の整理である。 
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表１ 池野（2006）の授業展開 

導入 問題提起と信念の明示化 

展開Ⅰ 信念①（個別的自衛権の発動）の考え方の分析 

展開Ⅱ 信念②（集団的自衛権の発動）の考え方の分析 

展開Ⅲ 信念③（武力行使の否定）の考え方の分析 

終結 信念の検討及び再構成 

（池野 2006 より筆者作成） 

 

 

図３ 池野（2006）で取り上げる「武力行使」の議論整理 

（池野 2006 より引用） 

 

 「批判主義」において想定される市民像は、社会に存在する主張や事象がどのような論理

によって正当化されているのかを明らかにしたうえで正当性を判断し、正当ではない場合、

代わりとなる論理を構成する、つまり新たな社会を作る市民である。森分によるシティズン

シップ育成の論理では、社会を作り替える前に必要となる、社会的事象の背景や様相の説明

が重視されていた。しかし、「批判主義」では社会を作り替えるところまでが含まれており、

それは社会を言説として捉えるという思想を背景としている。 

 

(ウ) 「社会問題提起力」を目指す社会科教育の論理 

 最後に「社会問題提起力」を目指す社会科教育論を取り上げる。この考えは 2008 年に
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全国社会科教育学会の学術誌である『社会科研究』に掲載された「社会問題提起力育成をめ

ざす社会科授業の構想」（渡部, 2008）に示されている。そこでの問題意識は「社会の複雑

化が、我々の現実の実態の把握を困難にさせ、一見しただけではその現実の問題性を指摘す

ることが困難になっていること」（渡部, 2008, ページ: 1）である。この問題意識からは、

構造・規範が不断に問い直されることが民主主義社会の理念であるという「批判主義」の立

場がうかがわれる。ただし、社会が複雑になり、情報化が進んで、国家は人々の情報を管理

しやすく、しかし人々は自分の情報を管理しにくくなってきたという社会認識に基づいて、

「批判主義」を批判している。その結果、「社会問題提起力」と呼ばれる「これまで『問題』

とは認識されてこなかった現実に対して、その自明性を疑い、異議申し立てをするために必

要となる知識、資質、技能」（渡部, 2008, ページ: 2）の育成を目指す教育論を唱えている。 

 渡部（2008）は、アメリカで批判的教育学研究を進めたヘンリー・ジルーの研究を参照

しながら、その課題として具体性に乏しいことを指摘し、社会科の小単元を開発している。

開発された単元案が図４、単元中に行われる「学級」制度の分析を行うための枠組みが図５

である。 

 

図４ 渡部（2008）が開発した単元案 

（渡部 2008 より引用） 
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図５ 渡部（2008）における制度分析枠組み（左）と「学級」制度の分析例（右） 

（渡部 2008 より引用） 

 

 この単元案は、「学級」という制度がイギリスで発明されたモニトリアル・システムを起

源として、戦間期の日本では軍人として、戦後の日本では労働者として望ましい人間を育成

する装置として機能してきたことを明らかにするよう計画されている。また図 5 の制度分

析枠組みからは、ある制度が他と独立しているのではなく、社会のなかでほかの制度と関係

しあいながら存在していることが分かるようになっている。池野（1999）の「批判主義」

では、確かに制度の背景にある思想やその結果生じる社会像は明らかにされるが、制度同士

の関係性には触れられていなかった。この点で、社会問題提起力は包括的な社会・制度の認

識を目指した、批判性の高い資質・能力であると考えられる。 

 また、渡部（2008）において注目されるのは、「当たり前」となった制度のなかでも「学

級」に目を向けている点である。ジルーが身近な存在にも特定の価値観や権力作用が働いて

いることを認識させるために、「最も重視したのが、学校や教室での慣習や制度、教具であ

る」（渡部, 2008, ページ: 6）。 

「説明」（森分, 1978）や「批判主義」（池野, 1999）が「社会」というとき、少なくと

も授業計画において「学校」は含まれていなかった。しかし、学校もまた社会のなかの構築

物であり、他の社会制度などと強く結び付いているだけでなく、むしろ学校こそ社会制度や

慣習を再生産することを期待されてきた。そのため、社会をよりよいものへと変えるとき

「学校」も再検討される必要がある。このように「社会問題提起力」は、社会構造・規範に

織り込まれた価値観や権力作用を暴き、批判する市民を目指していると言える。 
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② 考察 

 上記の分析結果を教師－生徒間の非対称的権力関係から考察する。三つの立場において、

教師－生徒間の非対称的権力関係はどのように、なぜ扱われてきたのだろうか。 

 まず確認しておきたいことは、森分・池野・渡部の三者はいずれも社会科学の知見から社

会を分析する段階を授業に組み込んでいた、ということである。上に示した通り、具体的な

授業計画を見れば、三者は社会科学の知見を教授・学習の対象としている点で共通している。

したがって、社会科学の知見から社会を分析するという発想は脈々と受け継がれてきた要

素であると言える。 

 しかし、このことは教師－生徒間の非対称的権力関係を暗黙の前提として後景化させる

ことになる。なぜなら、社会科学の教授・学習は日常生活で自然に発生するものではないと

考えられるため、社会科学の教授・学習とは教師の存在・指導を、したがって教師－生徒間

の非対称的権力関係を必要とするからである。社会科学の教授・学習という発想からは、教

師の権力性を自覚し内省することよりも、むしろそれを前提として社会科学の知見を具体

的に説明したり、かみくだいて生徒に獲得させたりすることが教師の専門性として広く認

められるだろう。 

 ではなぜ、社会科学の教授が社会科に脈々と受け継がれることとなったのであろうか。森

分（1978）は『社会科授業構成の理論と方法』の「まえがき」で「本書は、社会科の一教

科としての固有の領域を確定し、社会科を教科として確立していこうとする研究の過程で

生まれたものである。一教科としての社会科は、社会科学教育を行う教科でしかありえない

というのが本書の基本的な立場である」（ページ: 2）と述べている。ここから、社会科学の

教授は社会科の固有性を確立しようとする意図と密接に関連していることがうかがえる。

ただし本書は社会科授業について論じたものであって、社会科の在り方や固有性は主旨で

はないため、社会科の在り方や固有性が主たる論点となっている『社会認識教育の理論と実

践』（内海巌編著、1971 年、葵書房）などを参照し、考察を深めたい。 

 森分（1969; 1971）は社会科教育に関する研究が学問の研究となるためには、生徒の社

会認識を変容させることができる目標－内容－方法の論理の究明が必要だとしている。そ

のため森分（1971）では「社会科教育研究の視点とその問題点」という節が立てられ、①

政治との関係、②教育思想との関係、③専門科学との関係が項として取り上げられているが、

これらの視点はあくまでも社会科教育学研究独自のものではなく、目標－内容－方法とい

う社会科教育学研究独自の論理を明らかにする手段として意味づけられている。図 6 は以

上のような、社会科教育学研究と研究視点、研究対象の関係性を表している。社会科教育学

研究の条件とは、その研究対象にも研究視点にもあるのではなく、結果として目標－内容－

方法という社会科教育の論理が明らかになっていることである。したがって、例えば社会科

教育を日本政府の領土認識の視点から分析・考察すること自体は社会科教育学研究ではな

く、その結果として何らかの目標－内容－方法の連関が導かれることで初めて社会科教育

の学問的研究とみなされる。 
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図６ 社会科教育学研究の対象と視点 

（森分 1971 を参考に筆者作成） 

 

森分（1971）が①②③の視点を登場させた背景には、“A Charter for The Social 

Sciences” （Beard & Krey, 1932）において、学問・社会・教育理論という三つの要素

が社会科、あるいはそれに類似した教科教育を規定していることがある（森分, 1971）。学

問が③専門科学、社会が①政治、教育理論が②教育思想と対応しているものと思われる。 

なかでも「学問」について、社会科教育に関する研究を学問領域として確立しようとする

森分（1971）は以下のように述べている。 

 

 

社会科が「社会認識の形成」に教科存立の根拠を求め、それを目標としており、他方、

社会諸科学が社会を科学的に認識する活動とその成果であることを考え合わせるとき、

社会科教育学研究は、歴史学、地理学、社会諸科学を無視しては成立しうるものではな

く、それらの成果をふまえてなされねばならないのは当然である（p．26）  

 

 

この記述からは「学問」が、「社会認識を通して市民的資質を育成する」（伊東, 1971, ペ

ージ: 72）という社会科の中心概念のうち、「社会認識を通して」の部分が社会諸科学の学

問から構成されているために、析出される視点であると考えられる。そして「社会認識」は

社会科のアイデンティティとなるならば、「学問」の視点からのカリキュラム構成が重要だ

ったのだろうと思われる。 

さらに言えば、教育学とは異なり、目標－方法だけでなく内容も考慮する領域としての特

質を示すために、内容を意味する「学問」の視点を重視したのではないかと考えられる。例

えば池野（2016）は、教育学を「主要な点を目標－方法の関連に置き、内容を軽んじる」

（ページ: 101）ものとして、そして教科教育学を「内容を核にし、目標－方法の関連を追
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究する」（ページ: 101）ものとしていることからも、社会科教育の学問的研究の確立に「学

問」の視点が重要であることがうかがえる。また社会科教育の学問的研究領域の確立を問題

意識とした森分（1971; 1986）も、各教科固有である内容から切り離された目標や方法の

探究は教科教育、社会科教育の学問的研究の確立を図れないと考えていた。したがって、社

会科教育「学」の確立という観点から見たとき、内容＝「学問」の視点は非常に重要なもの

として認識されていたのではないかと考えられる。 

 このように、社会科教育を研究する学問領域を確立するために、アメリカにおける社会系

教育の歴史をたどっていき、他の教育学研究の領域との差異を検討していった結果、社会科

のアイデンティティとして社会科学の教授を見出していったのではないか。 

 まとめれば、社会科教育学研究の固有性を追究した結果、社会科学の教授を見出しために

社会科教育では社会科学の教授が重要視された、そしてそうした学問知の教授のためには

教師の存在・指導が必要であるから、社会科では教師－生徒間の非対称的権力関係を前提に

せざるを得なかった、ということが考察の結果の一つである。もう一つは、こうした前提に

対して「社会問題提起力育成」を目指す社会科教育論が挑戦しようとしているということで

ある。 

 前節でみたように、「社会問題提起力」を目指す社会科教育論もまた教師による社会科学

の教授が組み込まれている。しかし、この教育論で「問題」として「提起」されているもの

が「学級」であることは重要である。なぜなら、この教育論では確かに教師の権力性が前提

になっているが、それは学校・教師の権力性を批判するために前提とされているからである。

民主主義社会の市民としてあらゆる社会構造・規範を批判・再構成することが重要なのであ

れば、学校・教師の権力性が批判・再構成されない理由はない。もし学校・教師の権力性が

教育の必要悪だとしても、それが暴力・抑圧に転化する可能性は常に潜在している（丸山, 

2005）のであるから、学校・教師の権力性を批判・再構成の対象から除外することは、民

主主義社会の市民を育成する教育とは対極の帰結を生みかねない。例えば、上長の指示には

従う、所与の権力者には逆らわないという規範が生じた時、社会に対する不断の批判と再構

成という民主主義社会の在り方は不可能になるだろう。 

 このように、「社会問題提起力育成」は教師の権力性によって教師の権力性に抗する可能

性を秘めた教育論であるが、そうした教師の自己矛盾的な行為はどのように理解されるも

のなのだろうか。この点は本研究の手に負えないが、少なくとも、学校を通じた民主主義教

育における教師の振る舞いに関する議論に水を向けているように思われる。例えば、金・渡

邉・川口・草原（2020）がオーストリアの政治教育教師による政治的中立性の解釈を報告

するなど、教師が生徒に対してどのように振る舞うのか、という点に注目している。この研

究自体は「教育の政治的中立性」という主権者教育・論争問題学習の文脈から問題意識を立

ち上げているが、今後、学校教育において民主主義社会の市民育成を論じる際、教師と生徒

の非対称的な権力関係に焦点が当てられつつあると言えよう。 
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5. 結論 

分析と考察で、明らかになったことは以下の二点である。 

 一点目は、最近まで社会科教育学が教師－生徒間の非対称的権力関係を、暗黙に前提とし

てきたことである。「社会認識の形成を通して、市民的資質を育成する」という社会科教育

学研究で共有された目標中、特に「社会認識の形成」は社会科のアイデンティティを確立す

るものとして掲げられてきた。社会科において形成される社会認識は、日常生活や家庭で形

成されるそれとは異なり、学問知に裏打ちされ、対抗社会化を促す（森分, 1996）。そして、

学問知による社会認識の形成は、適切な教材・問い・活動などを構造化する教師の存在を必

要とする。したがって、学問知に依拠した社会認識の形成を社会科が自らのアイデンティテ

ィとするためには、教師－生徒間の非対称的権力関係を前提にする必要があったと言える。 

 二点目は、社会科教育学研究において教師－生徒間の非対称的権力関係への注目が高ま

りつつあることである。教育の再政治化（小玉, 2016）を背景に、学校教育の政治性や教

師の権力性が認識されるようになってきた。こうした状況で、社会科教育学研究においても

教師－生徒間の関係を前提とすることなく、教師と生徒の関係性をどのように理解してい

くべきかに注目が集まっている。例えば、金・渡邉・川口・草原（2020）はオーストリア

の政治教育の教師が生徒との関係性の中で「政治的中立性」を多様に解釈し、政治教育を実

践していることを明らかにした。この研究のように、社会科教育学研究においても、教師と

生徒の関係性に注目することで、社会科教育の多様な在り方を拓いていこうとする動きが

みられる。 

 

6. 本研究の示唆 

上記の結果から、学校シティズンシップ教育研究では、学校教育に伴われる教師－生徒間

の非対称的権力関係を考慮しつつ、民主主義社会のシティズンシップをどのように育成で

きるのか、を議論していく必要があると考える。そのとき、鍵になるのは、学校全体での取

り組みである（古田, 2019）。これまで教師－生徒間の関係性は特別活動や生徒指導、学級

経営などにおいて多く論じられてきた。しかし、それらの領域に加えて、社会科の特性であ

る学問知を活用した認識の形成を図っていくことで、例えば「管理・抑圧する教師」といっ

た一面的・独断的な判断にとらわれることなく、歴史的な背景や社会的な意義、倫理的課題

など多角的・多面的な評価を踏まえた教師－生徒間の非対称的権力関係性の批判が可能に

なるだろう。またこのことは社会科にとっても、生徒の卑近な権力関係である教師－生徒関

係を扱うことで、社会に存在する非対称的な権力関係（政治家－市民、上司－部下など）を

見出し、批判・再構成する手がかりが得られるだろう。 

しかし一方で、学問知の教授・学習を行う方法（教師による説明や生徒による議論等）に

特定の構造・規範が織り込まれていることは、民主主義社会の市民育成の観点から社会科教

育においてこそ重要な論点になると思われる。 
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7. 本研究の意義と限界 

 本研究では、社会構造を批判・再構成する市民の学校教育における育成では、教師－生徒

間の非対称的権力関係によって、潜在的な社会化が行われることから、そうした市民育成を

学校教育で行うことの困難を論じた。特に、社会科教育では教師－生徒間の非対称的権力関

係が社会認識形成というアイデンティティのもとでは前提として後景化されるため、権力

関係への注目が緒に就いたばかりであり、今後の研究が待たれる。しかし、非対称的な権力

関係への注目は、学校全体でシティズンシップ教育に取り組むよう促すなど、学校教育に伴

われる非対称的な権力関係は今後のシティズンシップ教育において重要な視角となろう。 

 なお、本研究では学校シティズンシップ教育の事例として社会科教育を取り上げたため、

学校シティズンシップ教育という広範囲の議論を狭小に捉えすぎたきらいがある。この点

は、教科教育や教科外での教育、さらには雰囲気までを含めた学校全体でのシティズンシッ

プ教育が期待されているという状況から見て、重大な限界である。今後は社会科教育のアイ

デンティティや、教科の内外を通じたシティズンシップ教育に関する議論を進めていきた

い。 
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