
１．はじめに 

学校は既存の社会構造・規範への社会化を促す場である。そして社会化の結果、既存の社会構造・規

範は再生産される。例えば、制服は性別と服装を特定の仕方で結びつけること、あるいは男女二元論へ

生徒を馴致させ、既存の性規範を再生産する。氏原（1996）は、社会科授業における教師の言動に特定

の性規範が無意図的に織り込まれていることを明らかにしている。こうした社会化機能は歴史的・社会

的に権力を付与されてきた教師の指導によって発揮され、また教師には社会化を促す役割が期待されて

いると言える。 

他方で、学校・教師には民主主義社会の担い手を育成することも期待されている。「民主主義」を、よ

り多くの人が納得できるように、社会を不断に再構成していくこと（齋藤, 2020; 丸山, 1961）と定義し

たとき、学校では、既存の社会構造・規範の存在を自明視せず、その意義や限界を判断し、より良いも

のへと変革していく市民を育成することが重要になる。そして、社会構造・規範は人々の間にある権力

関係（社会への影響力の差）を反映している（アップル, 1992; ムフ, 2008）から、民主主義教育は人々

の間にある権力関係の批判・再構成に向かうことになる。 

しかしそれは学校・教師と生徒の間にある権力関係を揺さぶり、学校で教育することさえも危うくさ

せかねない。例えば、「校則は所与のルールへ馴致することを要請しており、生徒が自律する機会を奪

う」として既存の校則の全廃が生徒会から要求されたとき、教師は何を応答するべきであろうか。小玉 

（2016）が「学校はあらゆる政治権力から独立した中立的な場でもなければ、あらかじめ決定された社

会統制に寄与する支配装置でもない」（p.115）と述べるように、学校は社会化と民主主義社会の市民育

成とのジレンマを内包している。 

なかでも、社会科教育においてこのジレンマは深化する（草原, 2012）。なぜなら社会科は戦後民主主

義教育の要として誕生し、民主主義を直接扱う一方で、教師と生徒の権力関係から自由ではいられない

からである。教師としての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相対化していく

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。本稿では教師の専門職性

として注目されている「省察」に注目し、教師に権力性の省察を促すワークシートを開発・提案するこ

とを通して、「省察」が教師の権力性へ向かっていく理路と具体的なストラテジーを明らかにする。 

 

２．学校における民主主義教育と教師 

（１）教師－生徒間の非対称的権力関係 

近代に学校教育制度が成立し、「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, p.5）したものが教師－生徒間の関係性である。「学校」が作ら

れる以前は弟子が親方をまねする徒弟制を通じて、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
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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」を与え「教師」としての振る舞いを求め、

また「子ども」に「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」と教師が指示し、生徒は「この資料」を読む。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かもしれないが、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; 橋本, 2018）。 

 

（２）教師－生徒間の非対称的権力関係における民主主義教育 

「民主主義」という概念は多義的であるが、特定の権力存在を固定することは「民主主義」ではない

だろう。したがって、教師－生徒間の非対称的権力関係とは「民主主義」でないものの一つである。 

しかし、学校が生徒へ社会化を促すために、教師には生徒を指導・教育する権力が歴史的・社会的・

政策的に付与されている。そうした教師－生徒間の非対称的権力関係は学校が存在することに伴われる

関係性であるため、学校がある限り解体はできない（佐藤, 1996）。したがって、この矛盾は解体ではな

く乗り越えが、生徒と教師それぞれへ働きかけるアプローチによって目指される必要がある。 

生徒へのアプローチには、教師の権力性を等閑に付し、「民主主義教育」として特定の能力・資質を育

成することが考えられる。例えば、岡田（2016）や水山（2009）のような「政治的リテラシー」を育成

しようとする教育論が挙げられる。しかし、そうした教育論では、学校における権力関係を潜在化し、

「社会を批判するが、学校・教師は批判しない」という矛盾を残している。この矛盾は、所与の権力者

が定めた対象を批判するという規範を生徒に伝達し、結果的に所与の権力存在への従属を促している。 

また別のアプローチは、生徒を権力関係に正対させ、学校の民主的な在り方を模索することである。

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体感することが重要

であると言われる（ビーン, アップル, 2013）。この場合、校則・テストなどに織り込まれた教師－生徒

間の非対称的権力関係を生徒と教師が認識し、より正統・妥当な権力関係の在り方を模索していくこと

が肝要であるだろう。例えば、教師や生徒など話のステークホルダーが話し合って校則を定めていくプ

ロジェクト（山本, 2020）において、既存の校則がどのように定められたのか、それはどのような意義と

限界を有しているのか、どのように校則を定めていくべきか、そこで働く権力はどのようなものか、な

どを自覚的に議論していくことが想定される。 

しかし、これら生徒へのアプローチだけでなく、教師へのアプローチとして、教師自身が自己の権力

性を自覚しておくことが重要ではないか。これまで民主主義教育の研究・実践がなされてきたが、それ

らの主たる関心は「生徒をどのような市民にしていくのか。どうやって市民にしていくのか」にあった。

例えば「政治的リテラシー」育成を目指す岡田（2016）は「社会的な諸価値への無防備・無垢な状態か

ら脱却させ、自らの『判断の規準』に基づいて考える民主主義社会を支える市民」（p.17）を目指して、

原子力発電などの発電方法を比較・判断する授業を構想・実践している。しかし、社会正義（social justice）

を目指した教育を論じているグッドマン（2017）が指摘するように、教師は「理想とする平等、民主主

義、そして尊重のあり方を生徒と接する中で手本となることができる」（p.267）。逆に「生徒をないがし

ろに扱い、彼らの意見をねじ伏せ、生徒そっちのけで自分の専門知識をひけらかす」（グッドマン, 2017, 

p.267）ような振る舞いは、教師を権力存在として措定し、生徒に従属を内面化させる。 

この意味で、「主体的に学習に取り組む態度」など生徒の内面までを評価しようとする時流に対する

亘理（2020）の指摘は示唆的である。「教え方や評価に対する抵抗を受け止め、その声に向き合う主体性

と反省性が教師になければ、面従腹背の姿勢を今以上に児童・生徒に内面化するだけであろう。『先生、

本当にそれでいいんですか』」（亘理, 2020, p.35）。最後の問いかけは、教師による生徒への一方的な権力

行使に自覚的であることを求め、教師が自らの教育実践を反省するよう促す警句として象徴的である。 

したがって、学校で民主主義社会の市民を育成しようとするとき、論点は「どのような市民を、どう

やって育成するか」だけではなく、教師が自らの権力性を自覚し、日々の教育実践を民主的なものへと

変容させていく方法にも置かれる必要があるのではないか。そして、ここでの「反省性」は教師教育研

究の文脈で広く論じられている「省察」概念によって整理することができるだろう。そこで以下では、

「省察」概念の複層性を整理しながら、その概念構成に教師による権力性の自覚が含まれていることを

示し、どのような「省察」が適切であるのかを検討したい。 

 



３．民主主義教育における教師の批判的省察 

「省察（reflection）」は 1990 年代以降、教師の専門職性として日本で広く受容されてきた。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、「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）。つまり「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）は、ヴァン＝マーネン（1977）の整理を参照して「省察」

を技術的省察、実践的省察、批判的省察の三つに分けている。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）。 

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（高野, 2018; 深見, 2017）。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。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」（p.620）と言う。 

この批判的省察を民主主義教育の文脈に位置づけ、具体的な省察の視点を明確にするために、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古田（2019）を参照したい。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」（「子どもの声の尊重、様々な意

見に開かれている」）（古田, 2019, p.106）と、「現実社会と交わる風土」（「政治的・社会的課題に日常的

に触れ、議論する」）（古田, 2019, p.106）とがある。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は「個々の教員が子どもとの関係の中で作り出す」（古田, 2019, p.106）もの

であると指摘されている。ここでの主語が「教員」になっていることは、生徒へのエンパワメントを放

棄する意図ではなく、教師が生徒との間にある権力の非対称を引き受け、漸次的に正統・妥当な権力関

係へと変容させていくことを意図しているだろう。 

したがって学校での民主主義教育の文脈における「批判的省察」とは、教師の振る舞いが生徒にとっ

て民主的な風土を醸成しているのかという視点から省察を行い、そこで得られた気づきを日々の教育実

践へ活かしていくこととして意味づけられる。もちろん、批判的省察における「生徒のパースペクティ

ブ」は教師が想定する限りでのそれであり、そこに恣意的な解釈や省察が入り込まない保証はない。ま

た保証のなさを理由に、教師が自らの権力性へ居直ることも可能である。しかし、そのことは省察の放

棄を正当化するものではなく、むしろ生徒を届きえない「他者」として想定し、自らを不断に省察する

ことを教師の倫理として要請している（丸山, 2005）。教師である以上「省察」を行わないわけにはいか

ないが、とくに民主主義教育の文脈においては、批判的省察が重要である。それは、教師が自らの振る

舞いを対象化し、生徒を抑圧したり委縮させたりしていないかを吟味しながら、漸次的に民主的な風土

を作り上げていくことである。以下では、その具体的なストラテジーとしてワークシートを開発・提案

する。 

 

４．教師の権力性を脱構築する「省察」のストラテジー 

教師が教育実践を振り返り、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」（p.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、という利点を持つ。また、同僚教師と協同的な省察を行う時間が確保できない場合にも省察を

促し、省察する習慣を持続させるという点もリフレクションシートの特徴と言えるだろう。 

実際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、体育科教師志望学生にマイクロティーチングを行わせた後、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）を項目としたワークシートを開発している。学生は項目

に用意された計画や運営、教授行為などを視点にして、マイクロティーチングを省察することができる。 

そこで、本稿が開発したワークシートが図１である。本稿では教師の権力性を省察することに四つの

フェーズを設ける。フェーズ 1は教師に自らの権力性を自覚するよう促すフェーズである。ワークシー

ト上の「目的」では、教師が生徒にとって権力者であることを自覚するよう促し、省察へ動機づけてい

く。フェーズ 2は省察の対象となる授業を記述していくフェーズである。本稿は社会科における社会化

－民主主義教育のジレンマの深化を問題意識とするため、社会科授業を主たる省察対象と想定している

が、学校全体で民主主義教育に取り組むことが重要であるから、授業以外も省察の対象となるだろう。

「振り返る授業」には、省察の対象となる授業の様子とそれを行った環境を記述する。コミュニケーシ

ョンの様式が民主的な風土醸成に影響することはもちろんだが、机の配置（稲垣, 佐藤, 1996）や明るさ、

窓の有無なども表情の読み取りや場の閉塞感としてコミュニケーションに影響するだろう。例えば「実

践」の欄に「文化祭が迫った 4月下旬に、普通教室で、大正デモクラシーをテーマとした。民本主義と

立憲主義をグループワークによって探究した」、「環境」の欄に「普通教室で、一段高い教壇に立つ教師

を生徒が見上げる形で正対していた。教室は十分な明るさで、お互い表情は見えていた」と記述する。 

そしてフェーズ 3では①～③の視点から授業を省察する。本稿では、古田（2019）が民主的な風土を

「子どもの声の尊重、様々な意見に開かれている」（p.106）と意味づけたことにならい、①生徒は発言

しやすいか、②多様な意見に受容的か、そして教師の権力性にさえ批判・再構成が及びうることも「民

主主義」として重要であるという本稿の立場から、③教師へ異議を唱えやすいかを視点とする。これら

の視点から省察を行うことで、生徒が民主的な風土を感じられているか、という生徒目線から批判的省

察を行うよう教師に促す。例えば①では「配布資料を黙読させる時間が長く、教師も教壇で次の展開を

確認するため視線を下に向けていたため、生徒は発言や質問がしにくかったかもしれない」と記述する。 

最後のフェーズ 4では暫定的な改善案を構想・記述する。「今後の取り組み」に、ここまでの省察を踏

まえて次の授業で実践してみること、そしてそれによって生徒のどのような反応を期待するのかを記述

する。例えば「次回は、グループワークのときも机間巡視を行い、適宜質問がないか聞いたり、支援の

声掛けを行ったりする。それによって、生徒がグループ内で助け合ったり、質問しあったりするように

なることを期待する」と記述する。本稿では、あくまでも生徒が民主的な風土を感じているかどうかを

省察の視点として重視するため、期待される生徒の様子も併せて記述することで、教育実践を生徒の様

子を以て省察すること、そして生徒が民主的な風土を感じられるように実践－省察を重ねていくことを

教師に意識づける。ただし、自らの権力性を省察する中で今後の取り組みについて熟慮したいと考えた

場合は、このフェーズを飛ばしても構わないだろう。なぜなら、オルタナティブを構想することそのも

のが重要なのではなく、民主的な風土醸成が漸次的にでも確実に行われることが重要であるからである。 

なお、本シートへの記録は実践しているさなかではなく、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るだけでなく、

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．まとめと課題 

本稿では、学校における教師－生徒間の非対称的権力関係という視角から、教師の権力性を一方では

維持しつつ、他方では相対化するというジレンマの存在を指摘した。そしてこのジレンマが社会科教育

において、そのアイデンティティと関係し、深化するために、社会科教師がこのジレンマをどのように

引き受けるのかという問いに対して「省察」概念から考察を加えた。 

今回は省察方法としてワークシートを開発・提案したが、その実効性については今後検証が必要であ

る。また、本稿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深化するが、社会科に



は学問知に裏打ちされた社会認識を形成するという教科アイデンティティがある（草原, 2012）。社会認

識の形成には学問知を教材・問いの形に再構成する教師の指導・権力性が必要だが、教師の権力性と民

主主義教育とを対立的に捉える見方は、社会科のアイデンティティを揺さぶることにもなる。そのため、

今後は教師の権力性という視点から社会科のアイデンティティについても検討し、教師の在り方につい

て探究していきたい。 

 

 

図１ 教師の権力性を対象化するリフレクションシート 

（筆者作成） 
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