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本センターは、学校教育の高度化を推進することを目的として、２００６年に設置されました。
初代センター長は市川伸一教授で、その後、秋田喜代美教授、根本彰教授がセンター長を務められ、
２０１１年からは現センター長の小玉重夫教授のリーダーシップのもと、標記の目的の達成に向け
て精力的に活動が展開されてきました。
本年度は、本年報の「学校教育高度化センターこの１年の活動」に記載されているように、小玉
センター長を中心とした大型研究プロジェクト「社会に生きる学力形成をめざしたカリキュラム・
イノベーション」が実施されたほか、国際シンポジウム、公開シンポジウムが開催され、大学院生
による公募型研究プロジェクトも実施されました。さらに、３名の外国人客員教授を迎え、国際的
な研究交流が行われました。
このように、本センターが、教育学研究科および附属中等教育学校の教員の研究活動を束ねる中
枢（センター）として、また、教育学研究科と全国の大学・学校・教育委員会等とを結びつける接
点として、さらには国際交流の場として充実した活動を行ってきたことに、身内ながら心から敬意
を表したいと思います。その一方、これらの活動を支えるセンターのスタッフが、専任は助教１名
のみという現状については、たいへん心苦しく思っています。
東京大学では、全学的に学部教育の総合的改革が進められており、その中で学部の枠を超えた共
通教育プログラムの展開が図られています。次代の学校教育の担い手を育てるための教職課程プロ
グラムは、そうした共通教育プログラムの重要な要素です。全学の教員養成の中核部局である教育
学研究科には、対象を大学院生まで広げた研究総合大学型の新しい教員養成システムの構築が求め
られており、そのためには、本センターの抜本的な拡充が必要であると考えています。
関係者の皆様には、今後とも、本センターの運営ならびに研究活動へのご支援・ご協力をお願い
申し上げます。
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学校教育高度化センターこの１年の活動
小玉 重夫（センター長・基礎教育学コース教授）
（通称イノベーション科研）が採択され、本セン

はじめに
学校教育高度化センターでは、2012年度から２

ターを中心として研究に取り組んできた。本年度

年間（2012、2013年度）の予定で「社会に生きる

は科研の最終年度にあたり、研究の成果発信を視

学力形成をめざしたカリキュラム・イノベーショ

野に入れたまとめの作業に着手した。

ン」をテーマに研究プロジェクトを進めてきた。

このイノベーション科研は、新たなカリキュラ

これは、2011年度に採択された科学研究費補助金

ムの形成を「カリキュラム・イノベーション」と

基盤研究Ａ「社会に生きる学力形成をめざしたカ

して概念化しようとするものである。特に、アカ

リキュラム・イノベーションの理論的・実践的研

デミズムにおける学問体系を高校・中学・小学校

究」
（通称イノベーション科研、2011年度から2013

へとおろしていくように構成されていた従来の教

年度まで）のテーマを、それ自体としてセンター

科カリキュラムの構造を転換し、職業や政治経済

全体の研究活動の中心に位置づけようという意図

を中心とする市民社会生活との関連（社会的レリ

のもとに設定されたものである。

バンス）を有するカリキュラム（社会に生きる学

今年度のセンターは、センター長のもとセンタ
ー研究員（藤江康彦准教授、村上祐介准教授）お

力形成）を構想しようとする点に、その特徴があ
る。

よび専任助教
（植阪友理助教）
のスタッフに加え、

科研の研究組織としては「基幹学習ユニット」

外国人客員准教授として、丁鋼（Ding Gang）教

「生き方の学習ユニット」
「社会参加の学習ユニッ

授（中国華東師範大学教育高等研究院、2013年4

ト」の３つのユニットを設け、さらに、東京大学

月15日から2013年5月14日まで）
、マイケル・バン

教育学部附属中等教育学校との連携を可能にする

バーグ（Michael Bamberg）教授（クラーク大学心

ための組織として「総括ユニット」を設けて大学

理学部、2013年7月1日から2013年7月31日まで）
、

と附属学校等とを架橋するプラットフォーム的役

ケヴィン・クラウリー（Kevin Crowley）教授（ピ

割を持たせている。また、附属学校との連携に関

ッツバーグ大学学習開発研究センター、2013年10

しては、附属学校と研究科の教員が協働して、イ

月22日から2013年11月22日まで）
を迎えた。
また、

ノベーション科研に取り組む13の研究プロジェク

城下賢一氏を協力研究員として迎えた（2013年4

トを立ち上げ、共同研究を進めてきた。

月1日から2014年3月31日まで）
。さらに、非常勤職

最終年度である本年度は、具体的なカリキュラ

員として、高橋徳子学術支援員と石川大貴学術支

ムの提案を含む研究の成果をとりまとめる方向で、

援員が、センターの業務を支えた。

研究を進めた。その具体的な内容は、本年報に報
告が記載されている。

本年度の活動の概要
(２) 院生プロジェクトの実施
学校教育高度化センターでは、センターが設定

(１) 科学研究費補助金基盤（Ａ）の研究
一昨年の2011年度から、科学研究費補助金基盤

した研究課題について、公募型の研究プロジェク

研究Ａ「社会に生きる学力形成をめざしたカリキ

トを実施している。本年度も、院生がカリキュラ

ュラム・イノベーションの理論的・実践的研究」

ム・イノベーションへ向けての研究フロンティア
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を開拓する担い手となることを期待して、
「社会に

ム・イノベーション-新たなカリキュラム像の提案

生きる学力形成をめざしたカリキュラム・イノベ

に向けて-」と題し、イノベーション科研の最終成

ーション」のテーマに即した研究を公募した。そ

果発表へ向けて、各ユニットの進捗状況とそこで検

の結果、大学院生グループ６件を採択し、2013年6

討されているカリキュラム像の中身を公表し、議論

月から2014年2月までの9ヶ月間研究を行った。7

を行った。当日は、130名を超える参加者があった。

月、10月、1月に中間発表会を行い、3月11日には

シンポジウムの詳細は、本年報に収録している。

公開で最終発表会を行った。
本年度の院生プロジェクトの各研究は、具体的

(５) それ以外の活動

なカリキュラムの提案やその実施に関する研究が

「はじめに」でも記したように、外国人客員教

多く、イノベーション科研が最終年度に追求しよ

授として、丁鋼（Ding Gang）教授、マイケル・

うとしている方向性とも重なるものであった。ま

バンバーグ（Michael Bamberg）教授、ケヴィン・

た、科研で追求しているテーマを先取りする先駆

クラウリー（Kevin Crowley）教授を、協力研究委

的な論点も提起され、実りある成果が上げられた

員として城下賢一氏を迎えた。これら各氏の活動

と判断している。

報告はこの報告書に掲載されている。

各グループの成果は、本報告書にもその概要が

また、研究科の教員が関わっている研究会等へ

記載されているので参照されたい。また、それと

の後援を行った。これらについても、本年報に報

は別に、各グループの成果全文を収録した報告書

告が記載されているので、参照されたい。
本センターでは、
以上に記した研究活動以外に、

を作成し、東京大学学術機関リポジトリにも掲載

研究科内での日常的な研究支援業務を行っている。

する予定である。

たとえば、研究科の教員等が関わっている研究会
や学会等へのパソコン、プロジェクタ、スピーカ

（３）国際シンポジウムの開催
本年度は、イノベーション科研の一環として、
Manu Kapur准教授（シンガポール、National

ーなどの貸し出し、ホームページを通じたセンタ
ー関係の研究会情報の提供などである。

Institute of Education）を招聘し、4月18日に講
演会を、4月20日に国際シンポジウム「失敗を教育
に活かす」を開催した。Kapur准教授はシンガポー

おわりに
今年は、イノベーション科研の最終年度で、附

ルの授業研究において中心的な役割を果たしつつ

属中等教育学校との共同研究も進み、具体的なカ

ある研究者で、特に、授業を考えるうえで、失敗

リキュラムの提案を視野に入れた研究活動を行う

を活用するという方法（Productive Failure)を提

ことができた。この成果をふまえて、来年度から

唱している。講演会や国際シンポでもこの点を中

は、新たなテーマを設定して、研究を継続する予

心に活発な議論が行われた。その内容は、本報告

定である。
最後に、本年度のセンターの活動に際して、多

書に掲載されている。

大な支援をして下さった南風原朝和研究科長、運
営委員の藤江康彦准教授
（副センター長）
、
多賀 厳

(４) 公開シンポジウムの開催
12月8日（日曜日）の午後１時から５時まで、本
郷キャンパス内の福武ホール・ラーニングシアタ

太郎教授、村上祐介准教授に、厚くお礼を申し上
げたい。

ーで、センター主催の公開シンポジウムを開催し
た。
「社会に生きる学力形成をめざしたカリキュラ
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センター長
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学術支援職員

小玉 重夫（基礎教育学コース）
藤江 康彦（教職開発コース）
村上 祐介（学校開発政策コース）
多賀 厳太郎（身体教育学コース）
植阪 友理（学校教育高度化センター）
丁 鋼（中国華東師範大学教育高等研究院：4月15日～5月14日）
Bamberg Michael（クラーク大学心理学部：7月1日～7月31日）
Crowley Kevin James（ピッツバーグ大学学習開発研究センター
：10月22日～11月22日）
城下 賢一（京都大学大学院法学研究科機関研究員）
志田 絵里子（基礎教育学コースＤ１）
邊見 信（基礎教育学コースＤ１）
小黒 恵（比較教育社会学コースＤ２）
笹屋 孝允（教育心理学コースＤ３）
大上 真礼（臨床心理学コースＤ１）
井田 浩之（生涯学習基盤経営コースＤ１）
高橋 徳子（学校教育高度化センター）
石川 大貴（教育心理学コース 修士課程）

―- 3
1 -―
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2013 年度 主催シンポジウム 1
社会に生きる学力形成をめざしたカリキュラム･イノベーション
―新たなカリキュラム像の提案に向けて―
司会進行

斎藤兆史（学校教育高度化専攻長・教育内容開発コース）

センター長挨拶 小玉重夫（学校教育高度化センター長・基礎教育学コース）
研究科長挨拶

南風原朝和（教育学研究科長・教育心理学コース）

話題提供

市川伸一（教育心理学コース）
田中智志（基礎教育学コース）
小玉重夫（学校教育高度化センター長・基礎教育学コース）
村石幸正（附属中等教育学校）

指定討論

藤村宣之（教職開発コース）
両角亜希子（大学経営・政策コース）

まとめ・閉会挨拶

大桃敏行（附属中等教育学校長・学校開発政策コース）
日時 2013 年 12 月 8 日（日）
午後 1～5 時
会場 東京大学福武ホール ラーニングシアター

センター長挨拶
小玉 重夫
（学校教育高度化センター長・基礎教育学コース）

ている院生プロジェクトの皆さんにも実行委員と
して関わってもらっています。この場をお借りし
て、お礼を申し上げたいと思います。
それでは、長時間になりますが、これからじっ
くりと議論を進めていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。

本日のシンポジウムのテーマは「社会に生きる
学力形成をめざしたカリキュラム・イノベーショ
ン―新たなカリキュラム像の提案に向けて―」で
す。私たち東京大学大学院学校教育高度化センタ
ーと東京大学大学院教育学研究科の教員が中心に
なって進めてきた 3 年間の共同研究も、本年度が
3 年目ということで、その成果の一端を報告させ
ていただき、一緒に議論していくという内容のシ
ンポジウムになっています。私たちが考えている
新しいカリキュラム像の提案に向けての問題提起
を聞いていただき、ぜひ活発なご意見を頂ければ
と思っています。
本日のシンポジウムを開催するに当たり、学校
教育高度化センターの植阪助教、高橋学術支援職
員をはじめ、学校教育高度化センターで現在行っ

研究科長挨拶
南風原 朝和
（教育学研究科長・教育心理学コース）
本日は多くの方にお集まりいただき、ありがと
うございます。小玉センター長からもお話があり
ましたが、本シンポジウムは研究科全体を挙げて
のプロジェクトの成果報告の場です。このプロジ
ェクトは教育学研究科にとっていくつかの点で非
常に意義深いものです。
第一に研究科の半数を超える教員が参加してい
ます。本日の資料としてカリキュラム案が配付さ

2
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れていますが、そこには哲学教育、バリアフリー
教育、それから図書館を利用した探究型学習など
非常に幅広い領域のカリキュラム案が含まれてい
ます。これは教育学研究科の教員の専門領域の広
がりを反映しているとともに、この幅広い領域の
メンバーがこぞってこのプロジェクトに参加して
いることの表れです。
第二に、附属中等教育学校からもほとんどの教
員が参加し、研究科の教員と一体となって研究プ
ロジェクトを進めてきた点が挙げられます。私は
他大学の附属学校の状況は詳しく把握していませ
んが、このような大規模な研究協力体制が組まれ
ているところは多くないと思います。
そして第三に、いま申し上げた附属学校の参加
とも関係しますが、今回のカリキュラム案は、実
際の教育実践を踏まえて具体的な提案をしていく
ことを志向して作られたということも意義の一つ
です。研究科の教員間には専門の研究内容や採用
する研究方法の違いがあり、また、教育実践に比
較的近い者もいれば、そうでない者もいます。し
かし、このプロジェクト全体として、実践に根ざ
した提案をしていくことを共通の目標として掲げ
たことは大きな意味があると考えています。
そういったことの結果として、本日のシンポジ
ウムがあります。今日のテーマは「社会に生きる
学力形成をめざしたカリキュラム・イノベーショ
ン」ということですが、その提案の有用性を問う
ことは、そのまま、私たち教育学研究科の研究自
体が社会に生きる教育学研究となっているかどう
かという問いにもつながると考えています。参加
者の皆さまには、そういう観点からも忌憚のない
ご意見を頂ければと思います。本日はどうぞよろ
しくお願いします。

話題提供 1
「基幹学習ユニットからの提案―既存の教科内
容を生かして新しい学びを―」
市川 伸一
（教育心理学コース）
私からは、四つのユニットの一つである基幹学習
ユニットからの提案についてお話しします。副題の
「既存の教科内容を生かして」とは、全く新しい内容
を提案するということではなく、これまでの教科内容
を生かしつつ、それを再構成し、再組織化すること
で、社会にも生きてくるような新しい学びにしていく
ということです。そうした発想を基に、このユニットは
成り立っています。

図1

本ユニットのテーマである基幹学習とは、従来のカ
リキュラムでも中心的な存在であった、国語、社会、
数学、理科、外国語などの教科内容的な学習のこと
です（図 1）。これらの内容自体は、そのまま社会で
使われる知識や技能にはならないものも多く、中
学・高校になると、内容が非常に専門的かつ高度に
なってきます。果たしてこれは自分が大人になった
ときに使うのだろうか、自分の両親のことを考えてみ
ても、別に仕事でも生活でも特に使っているわけで
もない、そういった内容が増えてきます。生徒にして
みると、一体何のためにこんなに難しいことを学ば
なければいけないのだろうと思ってしまいます。目
の前には学校での教科の学習時間が必修としてあ
り、そして、テストもあれば受験もあります。そのため
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では内容を学ぶ学習をしています（図 3）。学習指導
要領にもそのように書いてあり、それを具現化したも
のが教科書です。しかし、教科の学習はそれだけで
なく、「学習の仕方について学ぶ機会」でもあります。
そのために、総合的な学習の時間では、学習に関
する認知心理学的基礎的な考え方を身につけ、デ
モンストレーションや実験などを体験します。そして、
各教科の中ではそれに沿った学習方法を経験して
いくことになります。

に、生徒にとってはテストのための勉強になりがち
です。そこで、どのようにして、生徒が意義を感じら
れる学習にするかというのが、この基幹学習ユニット
のテーマとなっています。
1.社会に生きる学力としての基幹学習
社会に生きる学力としての基幹学習とは、従来の
内容にさらに情報や活動を与えることにより、新たな
文脈に置き、学習の再組織化を図るということです。
これには四つのプロジェクトがあります。（図 2）

図3
図2

一つは、学習の仕組みや方法についての学習（メ
タ学習）を扱う「学び方学習プロジェクト」です。これ
は、私、市川がリーダーを務めています。
さらに二つ目に、広い視点から言語的あるいは数
理的知識を統合していくプロジェクトとして、言語的
な能力に着目した「メタ文法プロジェクト」があります。
プロジェクトのリーダーは秋田喜代美先生で、斎藤
先生もメンバーです。それから三つ目の「数理能力
プロジェクト」は、藤村先生がリーダーを務めていら
っしゃいます。
そして四つ目は、「探究学習プロジェクト」です。根
本先生がリーダーを務めています。教科横断的な
探究的学習活動へと展開していくことにより、それぞ
れの基幹学習を意義の感じられるものにしていくと
いう考え方によるプロジェクトです。

学び方学習についてのカリキュラム案では、中 1
から高2 まで、次第に自分の学習過程や認知プロセ
スを振り返るような、つまり内省を要するメタ的な心
理過程を主要テーマとするようにカリキュラムを配列
しています。総合的な学習の時間に学習する、具体
的に各教科ではどのような実践をしているか、こうい
う学習をするときにそういうことを生かしていきます。
学年ごとに、記憶、理解、問題解決、概念について
の批判・討論など、特に重点を置いたテーマを設定
しています。

2.学び方学習プロジェクト
私が担当する学び方学習プロジェクトにおける教
科の学習の位置付けですが、教科の学習は、一方
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3.認知心理学から見た「理解の深まり」

図4
図5

図 4 は、認知心理学の教科書などに出ている人間
の情報処理モデルです。生徒は、先生の話を聞い
たり、教科書を読んだり、黒板を見たりして、情報を
外から受け取っています（入力情報）。そして、その
情報を基に、記憶したり、思考したりします。さらに、
それを発言したり、テストに回答したり、レポートを書
いたり、発表したりすることで表現します（出力情報）。
人間の場合は、既に持っている知識を内的リソース
として使いながら、入ってきた情報を理解して取り込
んでいます。これが人間の情報処理の大きな特徴
で、例えば IC レコーダーやビデオのように外から入
ってきた信号をそのまま電気信号に変えて丸暗記
するという処理の仕方ではありません。それだけに、
どういう知識を持っているかということが非常に大き
な役割を果たします。
それから、人間は道具を使う、あるいは他者と相談
しながら学習することも多く、このように道具や他者
を外的リソースとして知的活動を行う点も人間の大き
な特徴と言えます。こういう枠組みで考えていくのが、
認知心理学的な人間の見方となります。

認知心理学ではこうしたモデルに立って、学習では
理解を非常に重視するということを主張します。（図
5）。学習とは、浅い理解から深い理解へと知識の関
連づけが成立することであり、断片的な知識から構
造化された知識体系になることであると考えます。
例えば歴史であれば、何が何年に起こったというこ
とを、ただ年号を丸暗記したり、語呂合わせで暗記
したりするのは断片的な知識ですが、その事件が起
こった原因や理由を理解し、それがその後にどのよ
うな影響を与えたのかを理解する、つまり歴史を流
れとして理解すれば、それは構造化された知識体
系と言えます。数学であれば、公式を暗記して、問
題が出てきたらそれに値を当てはめて答えを出す
だけでは、断片的な知識にしかなりません。その公
式がなぜ出てきたのか、その公式の中でこの項は
どのような意味を持っているのか、さらに、その公式
が他の公式とどのような関係にあるのかを理解する
と、構造化された知識体系になります。
では、理解の深まった状態とは、どのように考えら
れるのでしょうか。理解は目に見えないものですが、
子どもが理解していることをどのようなことから判断
できるでしょうか。これには三つあります。
一つ目は、学習事項を自分の言葉で説明できるこ
とです。例えば反比例を教えたとします。「分かっ
た？」と聞くと「分かった」とは言ってくれるのですが、
反比例とはどういうものか自分の言葉で説明するよう
に言っても、これはなかなかできないことです。先生
の言ったとおりの言葉でなくても、意味内容としてし
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っかりと説明できれば、この子はよく分かっていると
確信が持てます。
二つ目は、こちらから内容について質問をしたら
答えられること、それから三つ目は、類似問題に応
用できることです。類似問題といっても、数値を変え
ただけの問題などさまざまありますが、状況は大きく
変わっているけれども構造は同じである問題に応用
できる子どもは、深いところで理解しているという確
信が持てます。
理解を深めるために何かを習得するときには、ま
ず、先生の話を聞く、教科書を読むといった、外から
情報を受け取る受容学習があります。その次に、自
分の言葉で要約する、先生に質問するといった能動
的表現があり、さらにそれを用いて問題解決や討論
を行うという段階があります。そして、問題解決では
間違いがよく起こるものですが、間違ったままにしな
いで、なぜ自分は間違えたのか、どうすれば次は間
違えないかというように、自分で教訓を抽出します。
このような学習サイクルは私たち大人も経験してい
ますが、こうした学習を行うことが大切だと考えま
す。
4.理解を重視した学習法の例

図6

理解を重視した学習法として、一つは原因・理由を
つかむことが挙げられます（図 6）。例えば理科で
「海風と陸風、昼間はどちらか」という問いが出たとし
ます。ただ丸暗記していた子どもは、すぐに忘れて
しまいます。一方、比熱の知識から、土は水よりも温
まりやすく冷めやすいということが分かっている子ど

もは、昼間は土の方が温まりやすく、そこにある空気
が上昇気流となって上がっていくので、海から風が
吹いてくる、つまり昼間は海風だということが分かり
ます。一度結果を忘れてしまったとしても、きちんと
理解を伴っていれば思い出すことができます。社会
科であれば、歴史を流れとして理解するようなノート
づくりをすることになります。
二つ目は人に説明することです。用語の意味を説
明する問題は、普段の授業でも、あるいはテストでも
あまり出ないと思いますが、日本の子どもたちはこ
れが非常に苦手です。「平行四辺形とはどんなもの
ですか、説明してください」と聞いても、きちんと説
明できない子どもが多く。中学生でも、ここで定義と
定理を混同してなってしまう生徒がたくさんいます。
私たちが開発している COMPASS という学力診断
テストでは、例えば「逆数とはどういうことか、説明し
てください」といった基礎的な問題を出しています。
試作段階で逆数の問題を出したのですが、珍答誤
答が続出しました。「逆数とは逆の数だから、31 の逆
数は 13」というような解答は決して珍しくありません。
正答率は 2～3 割と非常に低かったのです。それか
ら、「反比例の意味・定義を述べて、何は何に反比
例するという文を作ってください」という問題につい
ては、中学 2 年生の正答率は 1 割以下でした。習っ
たばかりなのに、ほとんど答えられないのです。こ
れはまさに日本の子どもたちが苦手としていること
です。それを克服するには、専門用語の説明はもち
ろん、文章題を見たらまず問題の意味を人に説明
する、あるいは自分の解き方について説明するとい
うことを、児童生徒にしっかりやってほしいと思って
います。
三つ目は間違いから教訓を引き出すことです。自
分の犯しやすいミスを把握したり、こんな誤解をして
いたとか、あるいは、この問題にはこんな解き方の
ポイントがあったのに、それに気付かなかったから
自分は解けなかったのかというように、教訓を抽出し
ます。このような学習方法を、中学・高校と上がるに
つれて取り入れていくといいと思います。
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5.学習観：どんな学習方法がいいと思うか

う事例を、私たちはたくさん見てきました。確かに練
習量は大事ですし、暗記することも大事です。また、
結果が良くないといけないのですが、ただ反復・習
熟をする学習だけでなく、いろいろな考え方を取り
入れていってほしいのです。そのためには、認知的
な考え方の理論的な背景を理解し、そういう学習を
経験してほしいと思っています。

学習観：どんな学習方法がいいと思うか

練習量重視
丸暗記傾向
結果重視
落胆傾向

方略重視
意味理解重視
過程重視
失敗活用

6.メタ文法プロジェクト

中学・高校で重要
図7

しかし、実際のところ、子どもたちはそれぞれがいろ
いろな学習観を持っています（図 7）。練習量重視の
子どもは、勉強は練習量が大事であり、1 日の勉強
時間に比例して学力やテストの点数が決まると考え
ています。それに対して方略重視の子どもは、どの
ような方法で勉強するかが大事だと考えています。
丸暗記傾向の強い子どもは、断片的な知識をどん
どん丸暗記していけばいいと思っていますが、一方
で、なぜこの公式が得られるのかというように意味理
解を重視する子どももいます。
それから、例えばテストが返されたときに、合って
いたか、間違っていたか、あるいは何点だったかと
いうことばかり気にしてしまう結果重視の子もいれば、
自分は一体どこを間違えたのか、解き方のプロセス
に問題があったのか、最後に計算間違いをしてしま
ったのかというようなことを考える、過程重視の子も
います。
また、学習には失敗がつきものです。テストで悪い
点を取ることもありますが、そこで落胆してやる気を
なくしてしまい、自分はもう駄目だと思ってしまいが
ちな子もいれば、自分の失敗をむしろ成功のチャン
スと捉え、失敗の原因を分析して次に活用しようとす
る子もいます。
小学校のときは割と素朴に、それぞれ前者のよう
な考え方で学習をしていた子どもが多いと思います。
中学・高校に上がるにつれて後者のような考え方を
取り入れていかないと、学習に適応できなくなるとい

図8

これまでの言語学習は、国語（現代文・古文・漢
文）と英語というように、教科ごとに学習してきました。
それに対して、このメタ文法プロジェクトでは、それ
を相互に比較対照しながら、共通点や相違点に気
付くという学習をしてほしいと思っています（図 8）。
それは、各教科の中での学びをやめるということで
はなく、むしろそれを生かして、メタのレベルに値す
る学習をしてほしいということです。そして、それに
よって将来の言語学習が組織化されるような学習を
目指します。
具体的は、中 3 以降に「アンカーカリキュラム」を導
入し、構文や談話構造について教示して、共通点
や相違点に関する気付きを促していきます。それか
ら、重要な「核概念」というものがあります。例えば修
飾・被修飾関係、語順、主語と目的語、時制、敬語と
いったことに着目しながら、言葉の共通点や相違点
を探っていくという学習をするのが、メタ文法のプロ
ジェクトです。
これについては、斎藤先生からも補足をお願いし
たいと思います。

6 - 10

（斎藤） 中学・高校の場合、国語科と英語科との横
断的なカリキュラムを考えることになりますが、特に
英語科は、社会に生きる学力が過剰に期待されて
いる教科です。学校教育で習ったことが社会ですぐ
に生かせるようにと、どうも特異な形で教育されてい
て、それが現在のカリキュラムではあまり健全な形で
機能していないのではないかという認識がありま
す。
つまり、今の英語科では、浅い理解・深い理解とい
った理解の段階を飛ばして、この表現は高校を出た
らすぐに実地で使えなければいけないというような
教育をしているのです。そうではなくて、学力はきち
んと中等教育段階で育成しなければいけないという
了解の下、学校教育における健全な言語教育という
ものを考えたいものです。特に中等教育では、国語
科と英語科との教科横断的なカリキュラムにおいて、
メタ文法能力の育成が実現できればと思っていま
す。
具体例を一つ挙げますと、日本語で「黒い目のき
れいな女の子に会った」と聞くと、どこで切れるのか
よく分かりません。ぼんやりと聞き過ごしてしまうので
すが、それを英語に訳してみます。今、英訳するこ
とは非常に嫌われていて、英語は英語で授業を行う
方針も出ていますが、英訳するときには「黒い目の
きれいな女の子」は、きれいな女の子なのか、それ
とも目がきれいなのかということを意識して、メタ的な
レベルで分析しなければなりません。そういう中で
育まれたメタ言語能力が、最終的にきちんとした学
力として社会で生きてきます。そういう認識を持って、
われわれは取り組んでいます。
（市川） 社会に生きるということは、必ずしも即役立
つ、即実用できるということではありません。私たち
は、もう少し深いレベルでの理解を目指していま
す。

7.数理能力プロジェクト

図9

これまでの数学の学習は、学年が上がるにつれて
非常に抽象的な内容になっていました（図 9）。この
数理能力プロジェクトには、日常的事象や理科的内
容と結び付けることによって、学びがもっと社会で生
きたものとなることに気付かせたいという狙いがあり
ます。
そのためには、数学の単元の初めに日常的な問
題を提示します。これまで知っていた方法でも解け
るけれども、これから習う新しい概念を用いることで、
よりうまく解決できるということを、まず経験させます。
また、単元の終わりには、習得した知識や技能で日
常的な課題を解決できることを示し、さらにより深い
概念的理解に到達してもらいたいと考えています。
それでは、藤村先生から補足があればお願いしま
す。
（藤村） 1 点だけ補足させていただきます。小学校
から中 2 ぐらいまでは、数学の内容は比較的日常に
関係付けやすいものが多くあります。関数は一次関
数、方程式も一次方程式で、線形で表すことが可能
なものが多いのですが、それが中 3 に上がると二次
関数や二次方程式になり、理科でも等加速度運動
や力の概念が出てくるなど、高校生にかけての時期
に今までとは質の異なる理解が求められる内容が現
れてくるのです。そこを公式に依存して乗り切るの
ではなく、なるべく日常的な事象に関連付けて考え
させることが重要です。
例えば、高 1 で三角比を学習しますが、単にサイ
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ン・コサイン・タンジェントと覚えるのではなく、身近
にある斜面をどう表したらいいか、それをどのように
測ればいいかといったところで活用させてみること
が考えられます。あるいは、それ以前に中学校で相
似を学んでいるので、その単元と関連付けることも
できます。
数学と理科に関しては、なるべく中3以降の内容を
高2ぐらいの内容と関連付け、また、小学校や中2ぐ
らいまでの学習と同様に日常と関連付けて、その有
用性とともに知識の構造化を図っていくことが考えら
れます。

教育は、国語や社会、あるいは総合などの各教科
でも行われていると思いますが、それを組織化し、
探究学習スキルをカリキュラム化することで、各教科
で学んだ探究学習スキルが早期に活用できるように
していきます。
9.教育課程編成のこれまでとこれから

（市川） 藤村先生の狙いは、単に日常生活や理科
領域に応用できるというだけでなく、むしろそれによ
って深く多面的な理解に到達することを目指すとい
うことだと私は理解しました。
8.探究学習プロジェクト
図 11

図 10

教科や総合での探究学習は今でも推奨されていま
すが、まだ十分に行われているとは言いにくい状況
かと思います。大学や社会の中でも生きてくる問題
解決の方法について、それを学ぶための情報や知
識の受信・発信の技法をもっとしっかり学ぶことを狙
いとしているのが、探究学習プロジェクトです。（図
10）
受信については、例えば図書館やネットの役割を
理解し、それを活用できるスキルを身につけます。
また発信については、文章のまとめ方や発表の仕
方といったスキルを教える必要があります。そうした

全体を通しての提言をまとめます（図 11）。現行の
学習指導要領は 2008 年に改訂されたものです。
「確かな学力」として、基礎基本と思考力・判断力・表
現力を重視するとし、時数や内容が増加しました。
基幹学習は、その中でも重視され、時数が非常に増
えました。習得・活用・探究のバランスを取ることや、
教科横断的に言語力を育てることも特徴です。
実施状況については、全国学習状況調査が行わ
れるようになり、A 問題、B 問題の両方で基礎力と活
用力を育むという趣旨を徹底するということでした。
自治体や学校もそれを受けて、指導改善をかなり行
っています。都道府県間の格差も、今年の結果を見
る限りは縮小の方向にあるようです。
国際的学力調査である PISA では、2003 年、2006
年と落ち込んでいったのですが、2009 年度と 2012
年度の結果では大きく上昇しています。それはある
意味では望ましいことですが、子どもと社会にとって、
より意義のある学びへと組織化されていると言える
かというと、まだまだ足りない面がたくさんあります。
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図 12

図 13

図 12 は、今回の学習指導要領の改訂に当たり、私
が中教審などでの説明に使っていたものですが、
要は習得の学習と探究の学習のどちらもバランスが
取れるようにするということです。知識は最終的に持
っていること自体が目的ではなく、それを活用する
ことで習得と探究が結び付きます。ですから、習得
の中でも、これまでに習ったことを生かして次の習
得が起こるということが言えます。
それから、習得型の授業と探究型の授業には、め
りはりが必要です。また、習得と探究の関係につい
ては、しっかりと習得してから探究へ進むことを、私
は「基礎から積み上げる学び」と名付けました。確か
に日本では、基礎ができるまでは応用や探究はし
ないという考えが根強くあります。しかし、むしろ自
分の興味関心のあることを探究することによって、自
分の基礎力が足りないことが分かり、必要だと思って
基礎へ降りていくという学びも必要なのではないで
しょうか。習得と探究との間で行き来が起こるような
学習を取り込む必要があると思います。
考え方としては、このことは今、それなりに取り入
れられているようにも見えますが、実際にはまだま
だ探究が不十分であり、また、習得から探究へという
積み上げも不十分である気がします。これは今後の
課題です。
最後に関連図書をご紹介して（図13）、私の発表を
終わります。

話題提供 2
「生き方の学習ユニットからの報告」
田中 智志（基礎教育学コース）
生き方の学習ユニットは、三つのプロジェクトから
なっています。「哲学教育プログラム」は私と金森修
先生、「ライフキャリア教育プログラム」は高橋美保先
生、そして「心理教育プログラム」は下山晴彦先生が
分担者となり、この 4 名でユニットを構成していま
す。
本日は、哲学教育については、その基本的な考え
方と授業案を、ライフキャリア教育については、その
考え方と実際に行った授業例を提示します。また、
心理教育プログラムについては、これまでも何回か
報告書をお出ししていますが、現在行っている基礎
作業の概要についてご説明します。
市川先生からお話のあった基幹学習に関する議
論は、われわれの立場からすると、分析的あるいは
考証的なレベルの、要は知識をいかに学ぶかという
方法についての議論に相当します。私がお話する
ことは、それに比べるともう少し経験的・直感的なレ
ベルで、難しい言葉を使えば存在を感知するような
レベルの話で、要は内容に関する話になってきま
す。具体的には、自分を、あるいは世界や社会をど
のようにイメージするかというイメージの問題でもあ
ります。
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1.哲学教育プログラム
1-1.子どもが哲学すること
哲学教育とは、「哲学する授業」を提案することで
す。子どものための哲学について、私と金森先生は
以下のように考えています。
子どものための哲学といえば、一般に「哲学」と呼
ばれる知識を子どもにうまく伝える活動であると思わ
れるかもしれません。しかし、哲学教育をそのように
考えていない人たちもいます。例えば、『子どものた
めの哲学』で永井均さんは、いわゆる哲学に役に立
つ「教え」「価値」「意味」を読み取り、それを人に伝
えること、つまり「人々に正しい生き方を教える」こと
を哲学とは考えていません。永井さんにとって、哲
学とは「哲学する」ことであり、「哲学する」ことは「存
在の意味」を問い続けることだからです。森田伸子さ
んも『子どもと哲学を』の中で、「哲学する」ことは「存
在の意味」を問うことであり、すなわちこの世界が存
在する、言葉で考え知る人間が存在するということ
に驚嘆し、自然科学や人文諸学の知見を踏まえつ
つも、なおも「なぜ人は存在するのか」と問い続ける
ことであるといいます。哲学教育が単なる哲学の知
識の伝達ではなく、「哲学する」ことの喚起であると
すれば、学校のカリキュラムにおいて「哲学する」た
めの授業はどのように行われるべきなのか。これが、
われわれの問いでした。
1-2.哲学する授業
ここで言う哲学する授業の「哲学」とは、端的に言
えば存在論的な意味で思考することであり、その教
育は存在論的に思考することの醸成援助です。存
在論的に思考するというのは、真理に向かって活動
することであり、ここで言う真理とは、「これこれであ
る」と命題として語ることができないものです。常に
新たに現れる「欠如」、すなわち欠けていると分かっ
たときに見えてくるものは大切ですが、まだ具現化
されていません。哲学者はそれをさまざまな言葉で
呼んできました。例えばハイデッガーは「存在」と呼
び、デューイは「自然」と呼んでいます。どちらも日
常言語で言う「存在」でもなければ、「自然」でもあり
ません。一言ではなかなか語りにくい概念です。
近代教育学が十分に果たしてこなかったことは、こ
の欠如としての真理への人の動態を、子どもの成育

過程に位置付けることです。一人一人の子どもが欠
如としての真理に向かって歩み続ける道程を、子ど
もたち一人一人に用意することが、「哲学する授業」
です。従って、ここで言う「哲学」とは、いわゆる教科
ではないと言えると思います。道徳教育といくらか似
ていますが、「哲学（する）」とは、全ての教科におい
て、それぞれの学びの諸活動の中に、子どもたち自
身が見いだす探究活動、とりわけ何らかの「生きる」
ことに関する洞察の連鎖であり、そのことによってで
きる道程です。それは、あらかじめ用意することも、
計画することもできないような、事後的にのみ確認さ
れる道程です。
こうした道程をカリキュラムと呼ぶのは語弊がある
のかもしれませんが、少なくとも哲学教育のカリキュ
ラムについてはそうであると考えています。
1-3.哲学する授業における探究活動
哲学する授業の核にあるものは、子どもたち一人
一人の行う探究活動です。探究活動とは、何かを具
現化しようとして対象に働きかける子どもと、その対
象との応答活動（コミュニケーション）のことです。こ
れは特異な営みのように思われるかもしれませんが、
ごく日常的な営みです。例えば料理は素材との対
話、あるいはコミュニケーションと言うことができます
し、大工仕事は、のこぎりで木を切るにしても、おの
でまきを割るにしても、全ての作業が応答活動であ
ると言えます。
応答活動は、目的を具現化するための材料の活
用であると同時に、材料という、突き詰めて言えば自
然を享受することでもあります。一般に活用の喜び
はよく意識されていますが、他方、享受の喜びは無
視されがちだと思います。手仕事も、いわゆる教育
の中に取り込まれると、多くの場合は活用の喜びば
かりが強調されているように見えます。
存在論的思考についてはさまざまな議論がされて
いますが、その一つは、自然の享受が人による自然
の活用を可能にしているという事実に気付くことでは
ないかと思います。突き詰めて言えば、私たちが経
済的・技術的・政治的な活動、あるいはまさに教育
活動などさまざまな形で活動できるのは、私たちが
一命を享受し、さらにこの世界を享受しているからで
あるということに気付くことです。そして、この存在の
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享受という気付きとは、人の恣意や欲望を抑え、命
への畏敬や感謝を生み出すという意味で、人の根
底的な倫理の基盤となっていくと思います。
1-4.因果論的な伝達モデルから探究論的な支援モ
デルへ
現在、先進的な学校では、授業に探究活動を取り
入れるためにアクティブ・ラーニングやプロジェクト
活動を導入しています。しかし、そうした活動的な授
業が、対象との応答活動としての探究活動、つまり
哲学する授業となるためには、教えることが原因で
あり、学ぶことが結果であるという因果論的な伝達モ
デルを前提にした授業観を教えることが探究活動と
しての学びへの支援であるという、探究論的なモデ
ルへと変えていく必要があります。
そして、この探究論的なモデルを採用するとき、探
究活動を具現化する上で適切な場面（単元）が、初
等段階から中等段階までのさまざまな教科の中に見
いだされます。例えば、水の循環をたどり、人は水
を享受して生きているということを考えさせる「水プロ
ジェクト」は、小学校の段階から既に行われていま
す。あるいは、失われた里山・里海が人の生活を潤
し、また支えていることを実感し、それに参加する
「里山プロジェクト」や「里海プロジェクト」などの総合
的学習における共同活動の中には、さまざまな探究
活動の場があると思います。また、各教科において、
宗教、自然、社会といった問題は抽象的に理解をさ
れていますが、本当にそれは理解されるか分かっ
ていないようなことで、その言葉の意味をたどってい
くことによって、実は具体的な「自然」、あるいは具体
的な「世界」が、抽象的な世界像を、あるいは人間像
というものが生み出されてくると思います。こうしたこ
とを試みるのが、哲学する授業です。
2.ライフキャリア教育プログラム
2-1.問題の背景と目的
ライフキャリア教育は、ライフキャリアレジリエンス
を高める授業であると言えます。臨床現場では、思
うように仕事に就けない人のメンタルヘルスの悪化
や、若年層のニートなど社会的引きこもりが問題とな
っています。従来のキャリア教育は、「思ったような
仕事に就かなければならない」という思考へのとら

われにもつながり得ますが、昨今の厳しい雇用情勢
では、生徒の夢や自己実現をかなえることは容易で
はありません。さらに、終身雇用が崩壊しつつある
中、たとえ思ったような仕事に就けたとしても定年ま
で雇用が維持される保証はありません。そして結果
的に、学生時代の夢と現実のギャップに苦しむ人が
増えています。
このような先行き不透明な社会では、直線的なキャ
リアを歩めるよう支援するだけでなく、思うようなキャ
リアが歩めなくても自分なりのライフキャリアを構築
する力を身につける必要があります。そうしたことか
ら、中学・高校生に社会の厳しい現実を理解してもら
うと同時に、そうした中でも、彼らが生涯にわたって
自らのライフキャリアを構築していくためのライフキ
ャリア教育プログラムを開発していきます。つまり、
人生レベルのストレスマネジメントを行うことでライフ
キャリアレジリエンスを高めることを目指すということ
です。
2-2.研究から得られた知見と今後の課題
研究内容としては、「理論研究」「ライフキャリアレジ
リエンスの尺度作成」「ライフキャリア教育のプログラ
ム開発」「ライフキャリアプログラムを学校現場に導入
するために」の四つがあります。これらの研究から得
られた三つのことについてご説明します。
一つ目は尺度開発です。これは、ライフキャリアに
おけるレジリエンスという概念を、5 因子 28 項目から
成る尺度として作成することです。この 5 因子とは
「長期的展望」「多面的生活」「継続的対処」「楽観的
思考」「積極的受容」のことであり、この尺度を用いて
具体的なプログラムを開発してきました。そして、こ
のプログラムの中で実験授業を行った結果、生徒の
レジリエンスの因子が全て高まったそうです。課題と
しては、これを他のあらゆる様態の学校現場に導入
していくにはどうすればいいかということを検討する
ことが考えられます。
2-3.実験授業の概要
ライフキャリア授業呼ばれる実験授業は、働くことと
生きることをテーマに、2 回に分けて行われました。
授業方法は、講義と個人およびグループによるワー
ク、全体シェアリングです。

9 - 15

1 回目の授業では、「働くこと」を中心テーマとし、
働くことをさまざまな他の生活領域の一つとして捉え
直しました。職業を生活の全てとするのではなく、生
活の中の多様な分野の一つであると位置付けるとい
う視点を提示しています。2回目の授業では「直線的
でないライフキャリア」について考えるために、働い
ていないことから働くことの意味を考えてみることを
促しました。さらに、身近な事例を用いて、人生にお
ける思いどおりにならない出来事について柔軟に
評価することで、人生という歩みを、より長期的に、
あるいは多面的に考えるという提案をしています。
特に 2 回目の授業では、働くということの厳しい現実
を理解しながらも、たとえ思うようにならないことが起
こったとしても、それをどのように捉え、それにどの
ように対処し得るかを検討することで、失敗や挫折
によって直線的なライフキャリアが望めない場合に
も、人生の可能性や希望を見いだすような目標を生
徒たちに求めました。
3.心理教育プログラム
心理教育では、学校現場における主にうつ予防の
心理教育と、災害対策の心理教育の二つを提案し
ます。
3-1.学校現場における予防的心理教育授業に関す
る研究
思春期の子どもたちのいじめや不登校といった
数々の問題は、遭遇する課題を彼らがうまく解決で
きないことが原因であると考えられ、適切な対処法
を知っていれば防ぐことができるものもあります。こ
のことから、課題を乗り越える方法を予防的に伝える
こと、そして発達を促進させるように援助する試みが
重要になってきます。
その一つが、学校現場で行う予防的心理教育で
す。予防的心理教育の授業は「生きる力」につなが
るものであり、子どもたちの対処能力を向上させて、
自分で問題を乗り越えるセルフコントロールができ
るように導いていくものです。さまざまなソーシャル
スキルの獲得を視野に入れて問題への対処能力の
向上を援助することこそが、予防的心理教育である
とされています。
こうした子どもたちの問題に即し、教員とスクール

カウンセラー（SC）が共同で行うTeam Teaching によ
るうつ予防の授業を実施しました。内容としては、子
どもたち自身に自分自身を振り返ってもらい、自分
がどのような考え方をしているのか、その考え方が
どのような行動を生み出すのかといったことを自覚
し、理解させて、自分自身の行動の自由度を広げて
いくというものです。これまでの決まりきった考え方
をやめて、新たなものの考え方や行動を生み出して
いくための働きかけをしてきました。その結果、うつ
という現象に対して低減効果があったということで
す。
3-2.災害対策の心理教育カリキュラム開発に向け
た取り組み
自然災害や事件・事故に子どもたちが巻き込まれ
た場合、子どもたちが大きな不安や心の傷を抱える
ことがあります。このことは、災害大国と呼ばれ、近
年もさまざまな震災や事故が発生しているわが国に
おいて、大きな課題になっています。しかし、スクー
ルカウンセラーのアプローチが統一されておらず、
継続的で有効な支援カリキュラムが十分に集約され
ていないのが現状です。従って、本研究では海外
での支援プログラムの研究を踏まえつつ、日本の学
校文化に適した支援プログラム、トラウマ予防・回復
支援のためのカリキュラムを考えていくこと目的とし
ています。
具体的には、今年 1 月ごろから東日本大震災で被
災した高校生を対象に、認知行動療法を主軸とした
ライフスキル向上のための心理教育が実施されてい
ます。現在、その結果については鋭意分析中で、後
ほど詳しく公表される予定です。
4.まとめ
ご紹介した哲学教育に関する議論と心理教育に関
する議論は、じつは、私の中でまだうまく接合してい
ません。一方で、哲学の基本的な議論の仕方は、わ
れわれの日常生活において、その前提命題をつね
に問い直すというものです。例えば、仕事を頑張ら
なければいけないという課題について、その前提と
なる命題、あるいは規範は何か、また、その規範を
可能にしているのはどのような社会か、と問い直しま
す。他方で、心理学の議論の仕方は、社会はこうい
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うものであって、その規範や構造にのっとって、この
ように行動することが求められていることであり、そ
の求めにうまく応えられないときには、例えば、受容
的なアプローチをした方がいい、というふうに考えま
す。
こうした二つの議論の違いは、根本的には問題で
はないのですが、私の中では、二つの議論の仕方
がまだきちんと結び付いていないというのが、正直
なところです。

1.イノベーション科研の全体構造と、本ユニットの
位置付け
1-1.研究の理念

話題提供３
「社会参加の学習ユニットからの提案―シ
ティズンシップ（市民性）教育の視点から―」
小玉 重夫
（学校教育高度化センター長・基礎教育学コース）

図1

本日は、私がこの共同研究全体の代表者であるこ
とから、最初にイノベーション科研の全体構造につ
いてあらためてご説明し、その上で私の担当する社
会参加の学習ユニットの位置付けについてご説明し
ます。その後、中でも私が個別に担当しているシテ
ィズンシップ教育について二つの特徴を申し上げて、
最後にカリキュラムの提案へ向けてということでお話
ししたいと思います（図 1）。

図2

共同研究全体の構造と本ユニットの位置付けにつ
いてお話しする前に、まずは私たちの研究を進め
ていく上での考え方についてあらためてご説明しま
す。ポイントは三つあります（図 2）
一つは、アカデミズムを起点としたカリキュラム編
成から、社会的レリバンスを起点としたカリキュラム
編成への転換を図ることです。今までの学習指導要
領は、たとえば日本学術会議の中に教科内容を考
える部会があり、あるいは教科内容の関連学会が存
在し、それらが中心となってカリキュラムの内容が考
えられ、それが下に降りてくるという構造でした。そう
した従来のカリキュラム編成の仕組みを、もう少し社
会との関係を意識したものに転換できないかという
ことです。これは、先ほどからの報告で「社会に生き
る」と言われてきたこととも関係します。社会に生きる
とは、もちろん実際に社会に出たときに役立つという
意味もありますが、それ以上にもっと深い意味もある
と思います。学校は、子どもたちが社会を生きていく
上でふと立ち止まって思考をする際に、深い視点を
提供し得るような題材を提供することができるのでは
ないかと考えています。
そのために、二つ目のポイントとしてカリキュラム
の市民化ということを考えています。これについて
は後ほど詳しくご説明します。
三つ目のポイントは、事前規制（内容規制）を中心
としたカリキュラムのガバナンスから、事後規制（ア
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カウンタビリティ）に重きを置いたカリキュラムのガバ
ナンスへの転換を図ることです。今までは、教える
べき内容が学習指導要領の中で決められており、そ
れが単元や教科書という形で構成されて、学校現場
に降りてきていました。教員はそれに基づいて指導
案を作り、授業をして、子どもたちはそれを学ぶとい
うシークエンスが前提となっていました。これに対し
て、私たちが提案する新しい学習についての考え
方を実行に移すには、学校現場や教師自身がカリ
キュラムや授業をつくる、その裁量の余地を拡大し
ていくことが求められます。
その際に、カリキュラムの公共的な質をどこでチェ
ックし保証するかということですが、あらかじめ学習
指導要領で細かく内容を規制するのではなく、学校
教育で教えたことのアウトプット（結果）を事後的にチ
ェックするという方法に変えていくことがあり得ると思
います。実際に、総合的な学習の時間がカリキュラ
ムに導入されて以降、こうした評価が進められてき
ています。それをカリキュラム全体に広げていくこと
を問題意識として持っています。

図3

1-2.研究の組織

図4

そのための研究組織として三つのユニットと総括
ユニットを立ち上げ、3 年間研究を続けてきました。
市川先生のお話が、一つ目の基幹学習ユニットに
相当します。既存の教科の枠組みを前提として、そ
こで何ができるのかということを中心に研究を進めて
いるユニットです。二つ目の生き方の学習ユニット
が田中先生の報告してくださったところで、新たに
付け加えた方がいいと思われる教育内容を中心に、
哲学・心理・キャリア教育について研究を進めていま
す。それから、私がお話ししているのが三つ目の社
会参加の学習ユニットです。
そして、村石先生から後ほどご報告いただくのが
総括ユニットです。この研究を進めるに当たり、東大
の教育学部附属中等教育学校のほぼ全員の先生
方にご参加いただき、協働でプロジェクトを組んで
実施してきました。それを大学教員の研究とつなぐ
プラットフォームとして、この総括ユニットを設けてい
ます。

図 3 は、今の話を概念的に表したものです。アカ
デミズムを起点とした今までのカリキュラムから、カリ
キュラム・イノベーションにより、私たちが考える社会
に生きる学力形成を目指すカリキュラムを作ることに
なります。
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1-3.社会参加の学習ユニットの概要

教育プロジェクト」と、田中先生のお話にあった高橋
先生の「ライフキャリア教育プログラム」が一緒にな
ったものです。職業生活にどう適応するのかというこ
とと同時に、実際に適応できなかった場合にどう考
えるのか、中 1 から高 3 に上がるにつれて、特にこ
の抵抗という形で対処できるようなカリキュラムの実
現が提案されています。
2.シティズンシップ教育の二つの特徴：アマチュア
リズムと政治参加
2-1.シティズンシップ（市民性）とは何か

図5

私がリーダーを務める社会参加の学習ユニットは、
四つのプロジェクトで構成されています。「市民性教
育プロジェクト A」「市民性教育プロジェクト B」「バリ
アフリー教育プロジェクト」「職業教育プロジェクト」の
四つで、昨年度の成果については配付資料をご覧
いただけたらと思います（2012 年度 学校教育高度
化センター年報 64～65 ページ参照）。
「市民性教育プロジェクト A」は、私や川本隆史先
生、片山勝茂先生、金森修先生で実施しています。
「市民性教育プロジェクト B」は牧野篤先生が担当
されているプロジェクトで、主に社会教育をベース
に地域社会との交流を重視しながら、他者とともにあ
ることでもたらされる利他性と近接性をテーマに研
究を進めています。
「バリアフリー教育プロジェクト」は、白石さや先生
と星加良司先生を中心に進めており、さまざまなマ
イノリティを包摂した共生社会を生きる力を涵養する
ための学習を中等教育のカリキュラムに効果的に導
入することを目指しています。カリキュラム案として
は、総合学習を一つの中心としながら、教科の実践
につなげて行うバリアフリー教育が提案されていま
す。
最後が「職業教育プロジェクト」です。本田由紀先
生が中心になって展開されているプロジェクトで、昨
年のシンポジウムでは詳細にご紹介いただきました。
「仕事のリアル」と題して、金融教育と労働法教育の
授業をそれぞれの専門家に担当していただいてい
ます。ここでのカリキュラム案は、本田先生の「職業

図6

ここからは、私が担当しているシティズンシップ教
育についてご説明します。まず、シティズン（市民）
という言葉には、二つの意味があると思います（図
6）。一つは「政治に参加する人」という意味です。そ
してもう一つは、例えば「市民ランナー」の「市民」は
プロではないという意味で使われているように、「ア
マチュア」という意味を持っています。その両方が合
わさって市民性教育の理念を形づくっていると考え
ています。
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2-2.不確実な問題、分からない問題（the issue of
uncertainty and ignorance）についての判断と意思
決定

2-3.無知な市民

図8
図7

現在、市民性教育の分野で問題になっていること
は、全ての教科においても問われています（図 7）。
例えば、原発事故後の放射線のリスク評価・管理の
問題については、リスクコミュニケーションの領域に
おいて専門家間にでも確実な解がない、不確実で
不明な問題（the issue of uncertainty and ignorance）
であるといわれています。つまり、科学的合理性の
みでは解決し得ない不確実な問題が存在し、そうで
あればあるほど、専門家や科学者の知見をどう評価
するかということを、われわれ市民が市民的・政治的
に判断することの重要性が高まってきているのです。
そうした、いわば科学と政治の境界線（インターフェ
ース）において専門家と市民が共同で判断し、意思
決定を行っていくことは、いかにして可能なのか、そ
の方法論が問われています。それとの関係で、学校
教育において市民を形成していくことは重要な課題
であるとされています。

ルクセンブルグの教育哲学者であるGert Biestaは、
このシティズンシップ教育に関して「無知な市民」と
いう論文を書いています。Biesta によると、無知な市
民とは、自分がなるべき市民像が何であるかについ
て無知である人のことです。無知な市民は、ある意
味で社会に適応することを拒絶する、つまり、あらか
じめ決められた市民的アイデンティティに縛られるこ
とを拒絶しますが、だからといって、無知な市民は
単なる社会からの「逸脱者」ではないということです。
では、市民としての学びはどのように形成されるかと
いうと、単に知識やスキル、能力や態度の獲得を目
指すのではなく、民主主義の実験にさらされ、そこ
に関与して初めて市民は市民になると言っていま
す。
これを市川先生の話に引きつけて言うと、今まで
の学校での学びは、積み木のように基礎から応用
へ、あるいは習得から探究へと積み上げていくもの
でした。それに対して、無知な市民をベースにした
市民性教育は、出来上がった積み木を崩してみる
のです。原発の問題は、私たちの社会の中で今ま
で積み上げられてきたものが一回崩され、そこで何
が組み立て直されるのかということがまさに問われ
ている非常に典型的な例だと思います。
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2-4.学力の市民化

図9

そうした学びを、私は学力の市民化と考えていま
す（図 9）。これは、特定の専門家による独占へと閉
ざされている「有能な者たち」のための教育に対し
て、知ることと考えることを結び付けることで知の独
占性を開放しようとする「無能な者たち」のための教
育です。例えば、医者にならなくても医療問題を考
えられますし、大工にならなくても建築問題を考えら
れます。プロのサッカー選手にならなくても、サッカ
ーについて考え、批評することはできます。そして、
官僚にならなくても、行政について考え、発言し、批
評することができます。つまり、職業と結び付いた専
門的な知識や技能を市民化された批評的な知へと
組み替えていくということです。
後ほど藤村先生からリテラシーについて、「できる
リテラシー」から「分かるリテラシー」へと変わる局面
があるということについてお話いただけると思いま
すが、そのように関わってくることが問われていると
思います。

が大人になっていく様子を非常に深く掘り下げた作
品になっています。
学校でいじめられて引きこもっていた東京の高校
生、天野アキが、町おこしの主人公として活躍して
いくという話ですが、その中でアキは「成長しないと
いけないと言われる。でも、成長しなければ駄目な
のかと思う。人間は放っておいても成長する。むしろ
変わりたくない。あまちゃんだと言われるかもしれな
いけれど、それでもいい。プロちゃんにはなれない
し、なりたくない」と言っています。これは作者の宮
藤官九郎さんが、「大人にならなくてもいいけれども、
変わらないことで大人になれることもある」ということ
を、「アマチュアリズム」という言葉に引きつけて言わ
せている場面で、アマチュアリズムの考え方が典型
的に示されています。

2-5.「あまちゃん」にみるアマチュアリズム
今年度、話題になった二つの作品から例を挙げた
いと思います。一つは、今年度上半期に放映された
NHK 連続テレビ小説「あまちゃん」です。批評家の
中森明夫さんや宇野常寛さん、それから社会学者
の大澤真幸さんなどによって既に議論がなされてい
ますが、「あまちゃん」は、高度成長期以降の日本社
会の構造転換の中で見られる新しい東京と地方の
関係、家族や学校のありよう、そして思春期の人間
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2-6.ハンナ・アレントと「考えること」

図 10

日本の大学入試制度との関係で、こうしたカリキュ
ラムを導入することの現実性がよく問われるのです
が、高度成長期以降、日本の学校教育が提供する
学力は、人材選別のためのシグナルとして機能して
きました。そのシグナリング機能が壊れてきているた
め、学力中心の入学選抜の仕方を変えるべきだとい
うことで、いろいろな議論が行われているわけで
す。

図 11

もう一つは、現在上映されている「ハンナ・アーレ
ント」という映画です（図 10-図 11）。戦前、ユダヤ人
としてナチスから迫害を受け、戦後はアメリカで活躍
したアレントという人の生き方が紹介されています。
アレントはハイデッガーの弟子でもありますが、彼女
がテーマにしたのもまさに「考えること」です。アレン
トは「考えることで、人間は強くなる」という信念の下、
世間から厳しい批判を浴びながらも、アイヒマンの
「悪の凡庸さ」を主張することで、自分の考えを世間
に主張し続けました。日本人は空気を読んだり、人
に合わせたりすることが得意だといわれますが、む
しろ空気を読まずに自分の考えを人前で言うのがア
レントの生き方です。この映画も、考えること、考える
市民を目指す上で重要な論点になるかと思います。

図 13

2-7.大学入試改革論議の動向

図 14

図 12

例えば、センター試験を廃止して新しい試験を行
う、あるいは AO 入試や推薦入試を増やすということ
がいわれていますが、その背景には、多くの日本の
高校生が将来に対して非常に不安感を持っている
という現状認識があります（図13）。また、東大はこれ
までのオーソドックスな入試を続けていますが、他
の多くの大学では、AO 入試や推薦入試を経由した
学生数がここ 10 年で全体の半分に迫ろうとしている
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のです（図 14）。恐らく、これが半分を超えるのは時
間の問題で、こうした現状そのものを積極的に制度
に乗せていこうという提案が進んでいます。
2-8.世界的視野を持った市民的エリート

図 17

図 15

図 18

図 16

現在、20 代の若者の投票率が非常に下がってき
ています（図 15）。東京大学はこうした状況の中で、
早い段階から社会問題にさらされること（アーリー・
エクスポージャー）を重視しており、2012 年発行の
『学内広報』では、「将来の入学時期の在り方につい
て―よりグローバルに、よりタフに―」（報告）におい
て「市民的エリート」という言葉を使って問題提起をし
ています（図 16）。

図 19

総務省も若者の投票率の結果をにらみ、政治的な
リテラシーの向上を学校教育でももっと積極的に図
るべきだと提案しています（図 17-図 18）。これを受
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けて文部科学省も、主権者を育成するためのカリキ
ュラムを作らなければいけないと言っています（図
19）。

図 22

図 20

今年 3 月に日本シティズンシップ教育フォーラム
（J-CEF）という団体がつくられて、いろいろな学校
の実践をネットワークする場を創出しています（図
20）。

シティズンシップ教育の政策化も紆余曲折を経て
います。例えば 2010 年に民主党政権が提案した
「子ども・若者ビジョン」では「政治的教養」が中心に
据えられていますが、自公政権になってからは「公
共性」の教育や新科目「公共」の設置が議論されて
います。政権交代はありましたが、公共性をカリキュ
ラムの中心に据えることについては、かなり共有さ
れ、いろいろな立場から議論されています。

2-9.シティズンシップ教育の政策化
3.カリキュラムの提案へ向けて

図 21
図 23

従来、市民は行政の下にいるものでした。しかし、
今では市民が中心となって社会を担っていく「新し
い公共性」がいわれています（図 21）。

シティズンシップ教育のカリキュラム化には二つの
方向性があります（図23）。一つは、既存の教科を横
断するという方向性です。各教科に市民的な資質の
養成につながるものが含まれているので、それをク
ロスさせていくような方法が必要だと思います。神奈
川県教育委員会は「シチズンシップ」教育の研究校
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に県立湘南台高校を指定し、総合学習を一つのプ
ラットフォーム的な時間にして、そこを中心に各教科
のネットワーク化を図っています。
もう一つは、もっと積極的に領域化、教科化してい
くという方向性で、お茶の水女子大学附属小学校は
「市民」という教科（学習領域）を設け、これを軸にシ
ティズンシップ教育を行っています。
私は、さらにこの二つの方向性をクロスさせながら
「政治的リテラシー」（アマチュアリズムと政治参加の
両方の契機を含む）をコアカリキュラムの中心に置く
ことを提案したいと思います。特に中等教育段階の
コアカリキュラムとして、ある種の政治的リテラシーを
コアにしたシティズンシップの時間を置くということ
が、一つの提案としてできるのではないかと考えて
います。

課題が挙げられます（図 24、25）。学校教育高度化
センターの院生プロジェクトでも課題にしているグ
ループがあるので、議論が深まっていけばと思って
います。

図 24

図 25

政治的リテラシーの中心的な課題として、論争的
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図 26

最後に、社会参加の市民性教育に関して私が提
最後に、社会参加の市民性教育に関して私が提案
案したいカリキュラムをご紹介します（図
26）。テー
したいカリキュラムをご紹介します（図
26）。テーマ
マは、大人の社会でもまだ答えの出ていない論争
は、大人の社会でもまだ答えの出ていない論争的
的問題を考えていくことです。実際に、お茶の水大
問題を考えていくことです。実際に、お茶の水大学
学附属小学校では、5
年生の「市民」の授業で八ッ
附属小学校では、5
年生の「市民」の授業で八ッ場
場ダム建設の是非について扱っていますし、東大
ダム建設の是非について扱っていますし、東大附
附属中等教育学校でも原発の是非をめぐる問題を
属中等教育学校でも原発の是非をめぐる問題を取り
取り上げたり、消費税の簡易課税システムの導入は
上げたり、消費税の簡易課税システムの導入は公平
公平か、不公平か、それは中小企業の保護につな
か、不公平か、それは中小企業の保護につながる
がるのかということについて、東京都の議員や税理
のかということについて、東京都の議員や税理士を
士を招いて一緒に議論したりしています。そういう形
招いて一緒に議論したりしています。そういう形で授
で授業実践と具体的な研究を進めています。
業実践と具体的な研究を進めています。
恐らく他の学校でも、このようなタイプの授業は増
えてきていると思います。それをカリキュラムにして
いくことを提案して、私からの話を終わらせていただ
きます。
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話題提供 4

進め方と学校図書館の関係についての研究」です。
そして、今回のイノベーション科研を始めるに当たり、
附属学校から研究テーマを一つ出させてもらうこと
ができました。それが「中等教育学校における総合
的な学習の在り方」です。
先ほど来、「附属の先生のほぼ全員が参加」という
微妙な表現がされていますが、実は参加していな
かったのは私だけです。私は管理職なので授業は
週に 4 コマしか持っておらず、それも 5 年生の物理
です。そのため、なかなか乗りにくいところもあって
形式的には参加していませんが、残りの全教員、の
べ 77 名がこのプロジェクトに参加しています。

「カリキュラム・イノベーションの理論的・実
践的研究 教育連携校の視点から」
村石 幸正
（附属中等教育学校）

図1

今回のイノベーション科研において、附属中等教
育学校では 12 の実践研究プロジェクトが展開され
ました。「ライフキャリア教育の可能性の検討―社会
的レジリエンスを高めるために」「共生の作法と技法
を育てる学習プログラムの開発」「教育の職業的意
義」「中等教育段階における文法指導に関するカリ
キュラムと指導法に関する調査研究」「シティズンシ
ップ教育のカリキュラム開発」「数理能力の育成プロ
ジェクト」「中等教育と高等教育の接続」「メタ学習プ
ロジェクト」の①と②、「学校現場における予防的心
理教育授業に関する研究」「効果的な探究型学習の

1.アンケート調査
イノベーション科研は、本年で最終年度を迎えま
す。そこで先日、全教員に記名式のアンケートを取
りました。
本校は中等教育学校、いわゆる中高一貫校です
が、実はもともと大学に入学させるための教育をして
いないというイメージが非常に強くありました。具体
的に言うと、高 2～3 の 2 年間、「卒業研究」という名
称で、自分が決めたテーマに取り組ませて、レポー
トを書かせています。レポートの提出日が高 3 の 9
月 1 日なので、最後の夏休みをレポートに費やして
しまい、保護者や生徒からだいぶ文句を言われたこ
ともありますが、それでも気にせずに続けていまし
た。高 2～3 の間は大学入試のための補習授業も一
切ありません。そういう意味では、学習指導要領の
教科の枠組内での取り組みに対して、あまり強い抵
抗感がないという素地があると思います。そのことを
念頭に置いて聞いていただくとよいかもしれませ
ん。
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1-1.特定のプロジェクトの成果について：成果を学
習指導要領に取り入れることは可能と思うか

1-2.どのような内容と置き換えることができると思
うか

図2

図3

まず、自分の所属しているプロジェクトの成果を学
習指導要領に取り入れることは可能と思うかという問
いです。「思う」が 22 名、「思わない」が 1 名、「その
他」が19名でした（図2）。「その他」には、「置き換え
るのではなく、組み入れる」、あるいは単純に「可能
かもしれない」「可能なものもある」「学習項目ではな
く、事例としては可能」「教科を越えていくものである
ため、直接的には難しい」「普遍的なところまで整理
するためには、もう少し時間が必要」「方法を変えれ
ば可能。現在のままでは不可能」「教科の枠が残っ
ていると難しい」といった回答がありました。附属の
教員は、先ほど小玉先生がおっしゃったような意味
でのイノベーション科研の取り組みではなく、現在
の学習指導要領を前提にこの質問を捉えているよう
です。

どのような内容と置き換えることができると思うかと
いう質問に関しては、「置き換えというよりは領域へ
の追加」「社会や道徳の一部と置き換えることができ
る」「置き換えではなく、延長上にある」「職業体験や
進路学習」「指導要領や解説の書かれ方を変えてい
く」「学校設定教科として」「現状の教科にそのまま入
れても負担はほとんどない」「家庭科、総合的な学習、
HR（特別活動）などで」「教科書の練習問題に取り
入れる」などの意見が出ました（図 3）。
1-3.置き換えによってどのようなイノベーションが
もたらされるか

図4
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1-4.今回の実践で生徒はどのように変わったか

図5
図6

さらに、置き換えによってどのようなイノベーション
がもたらされるかという問いに関しては、「広い視野
から学習を考えられる学習者が生まれる」「豊富な概
念的知識を獲得し活用しなければならないという
点」「共生社会についての理解がより進む」「論争的
な課題について生徒自身が考え、意見を交流する
ことを軸に置きながら知識を習得していくという授業
の在り方への変化」「生徒主体の学びがさらに広が
る」「普通教育に職業教育を取り入れる」「教科の再
編の可能性」「『多様な生き方』という考え方の提示」
「学習や特別活動への動機付け」「教科内容の見直
し、期待する能力の育成の問い直し、学校教育の在
り方の見直し」「司書の地位の向上」「How to do か
ら How to be, What to be に」「学校内でのより広
い連携」などの回答がありました（図 4-5）。
ここで言う「学校内でのより広い連携」とは、教科の
枠を取り払った取り組み、あるいは教科という概念そ
のものではなく、学校における教育そのものである
ようです。

図7

本プロジェクトは 3 年間行いましたが、1 年目は準
備のための話し合いの時間が多く、2 年目と 3 年目
で実践するというパターンが多くなっています。そ
の実践を通して生徒がどのように変わったかというこ
とも聞いてみましたが、実はほとんどの教員は「まだ
よく分からない」と答えています（図 6-7）。しかし、何
がしかの表現をしてくれた者もいるので、幾つかご
紹介しますと、「教員の視点が変わっていけば、生
徒の活動にも反映される」「物事を少し新しいイメー
ジで見られるようになった」「英語や日本語を言語と
して捉える必要性を感じつつある」「非言語的なテキ
ストを意識的に分析しつつ受容する態度が身につ
いた」「適切な準備があれば、『課題とすべきこと』に
気付くことができる」「学校図書館を利用するようにな
った」「多角的な視点から事象を捉えられるようにな
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った」「職業観、雇用者・被雇用者の関係の理解が
深まった」「生徒が変化した印象はないが、数値で
の変化は得られているので、『種』は植えつけられ
たと思う」「教訓を引き出すコツを見つけることで、ノ
ートの取り方が変わった」「自身の心のありようを客
観的に見詰めることができるようになった」といった
ことが書かれていました。

の関わりについて考えることができた」という回答が
ありました。

1-5.教員はどのようなところがどのように変わった
か

図9

図8

最後に、教員自身はどのようなところがどのように
変わったかを書いてもらいました（図 8）。ここは非常
に書きにくかったようで、先ほどの生徒がどう変わっ
たのかという質問と同様に白紙回答が大変多く見ら
れました。しかし、記名式で全員に回答してもらって
いるので、書いた人間が誰か分かるということからき
ちんと書いてくれている人もいました。
「学校外での活動を知ることができた」は、イノベー
ション科研で行った多くの学校訪問を通して、他の
学校のチャレンジングな取り組みを見て非常に勉強
になったということです。「生徒の誤答の理由が見え
てくるようになりつつある」は、なぜこのような誤答を
したのかということについて先生方で検討会をして
いるのですが、その結果だと思います。
その他に、「教材づくりに幅が出てきた」「教材づく
りの新たな着想を得ることができた」「心の健康につ
いての知見が深まった」「研究をする視点について、
垣間見ることができた」「授業の新たな切り口を気付
かせてもらった」「探求型の学習の進め方と図書館と

「これまで感覚的に良いだろうと思っていたことに
ついて、自信を持てた」についてですが、大学の先
生方と実践授業をし、あるいは他の先生方の実践報
告を聞き、その検討等をしていく中で感じたことだと
思います（図 9）。これは多くの学校で行われている
校内研究会と同じようなものだと思われるかもしれま
せんが、イノベーション科研で行っているのは、そ
れとは異なります。この授業のこの場面で、なぜこの
生徒とこのようなやりとりが行われたのかという学校
の検討会でなされる議論ではなく、このような授業を、
どのような教材をどのように扱い、どのように進めて
いくかという、より前段階での議論なのです。このよ
うな検討会を通じての記述だと理解しています。
それから、「職業人として、社会システムの再考の
機会となった」「学校教育に何が足りないか、不要な
のかを問い直す機会が得られた」「普段の指導を振
り返り、その意義を見直すことができた」「さまざまな
面で、新たな視点を得ることができた」「自分の中に、
これまでの指導に+αの要素ができた」という意見が
出ていました。
「中・高の教員とは異なる視点で、本校の教育を見
直すことができた」について言うと、公立学校の場合、
普通の校内研究会のときは教育委員会の指導主事
や他校の先生が来られますが、もう少し大きな校外
研究会になると、大学の先生が指導助言者として来
られることがあります。このイノベーション科研では、
どのようなことをするのか、なぜそのようなことをする
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のかという問いが、学校教員の視点からではなく、
大学教員の視点からスタートしており、そこに附属の
中・高の教員が入ってきて、相談しながら授業を行
っています。そうすると現場では、そのようなやり方
では授業がしにくいということも擦り合わせながら授
業を進めることができます。従って「中・高の教員と
は異なる視点」については、そもそも出発点が違うこ
とを大前提としているということをご承知おきいただ
ければと思います。

授業が終わった後もまた報告会等を行うため、日常
業務プラスアルファの負担がかかっていたと思いま
す。
しかし、普通の学校教員は恐らく経験し得ないよう
な、非常に貴重な経験ができたと思います。なぜか
というと、学校とは一体何をするところなのか、教員
とは一体どのような職業なのか、そして、学習指導
要領とは一体何なのかということをゼロから問い直し
つつ、具体的な授業をつくっていくわけですが、こ
れは授業を行うためではなく、研究科の研究の実践
の部分を担うためにしているという側面があったから
です。そうしたことから、「東大の研究の一端を知り、
附属学校の立場を理解した」という回答も見られまし
た。
最後に「私はもう変わらない」と回答した剛の者も
いたことをご紹介して、私からのご報告を終えたいと
思います。

図 10

そして、「守備範囲を意識的に広げるようになっ
た」「面談等で成績についての話題をする際、勉強
法について掘り下げて指導するようになった」「教育
内容にはさまざまな観点があることを実感し、自分
の授業に生かすことを考えている」「活用の中で知
識を習得していく際の授業のデザインと評価につい
て、より強く意識するようになった」ということです（図
10）。
2.まとめ
12 のプロジェクトが走ることは、私たち教員にとっ
ては非常に大きな負担であったというのが正直なと
ころです。例えば、普段の授業以外にも、大学の先
生と授業をつくるための打ち合わせをします。しかし、
それが完了すれば授業ができるわけではなく、当
然、実際の授業者として、より詰めた準備をしなけれ
ばなりません。各プロジェクトに 5～10 名の教員が
いるので、その中で相談しながら授業を行っていま
す。つまり、授業の準備も、普通の校内研究会の公
開研究授業とは全く違う形で進むのです。さらに、
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指定討論 1

2.PISA 日本の生徒の平均得点の経年変化

「社会に生きる学力形成をめざしたカリキュラ
ム・イノベーション
―リテラシーの視点から―」
藤村宣之
（教職開発コース）
本日は、先生方からご発表いただいたことについ
て、リテラシーと教育心理学のアプローチの視点か
ら考えたことをお話ししたいと思います。
1.日本の子どものリテラシーや学力の現状
図2

図1

先日、2012 年の PISA 調査の結果が公開されまし
た（図 1）。PISA 調査で考えられているリテラシーと
は、学校で学習した知識・技能を日常場面に活用し
て問題を解決する能力のことで、社会に生きる学力
形成を考える本プロジェクトにも近いものがあるので
はないかと考えています。平均得点の面では、2006
年まで数学・科学・読解の各側面で低下傾向が見ら
れていましたが、それ以降は上昇傾向にあります。
一方で、数学や科学に関する関心は常に低く、下か
ら数えた方が早いという状況です。

OECD の平均を 500 点とすると、2000 年から 2003
年にかけて日本の読解力の平均得点は低下してい
ます（図2）。これは PISA ショックと言われ、以降の教
育改革に結び付いていくのですが、2006 年を底とし
て、その後は上がってきています。リテラシーの種
類によっても違うと思いますが、そのような状況が見
られます。
では、これで万全かというと、実は PISA 調査には
年度を越えて一貫した傾向が見られます。教科内容
をより反映しやすい TIMMS 調査や、日本で 2007 年
から実施されている全国学力・学習状況調査 A 問
題・B 問題についても同様です（図 1）。
心理学用語で言うと、手続き的知識・スキルを直接
適用すること、要は解き方が定まった定型的問題に
対して、一定の解き方で解を導くことが日本の子ども
は得意なようです。それから、定義や性質を述べる
といった事実的知識を再生することや、選択肢を与
えられたときに判断することなども一貫して得意とさ
れています。こうした学力を「できる学力」と呼んでい
ますが、アジアはこうした傾向が非常に強く、日本よ
りも高い国が多くあります。
それに対して、日本の子どもが不得意であるのが
多様な知識を関連付けることで本質を理解する概念
的理解です。解き方が一つに定まらない非定型的
な問題を自分なりに考え、そのプロセスや理由など
を説明した上で問題を解決に導く学力を「わかる学
力」と呼んでいますが、日本の子どもはこれが不得
意です。特に理解の深さが求められる問題に関して
は無答率も高いという傾向が一貫して見られます。
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3.PISA2012 数学的リテラシー：定型的・非定型的問
題の例
具体的に、定型的な「できる」学力型の問題を見て
みます。点滴の滴下速度には「D＝dv/60n」という公
式があります。三つの変数の数値が与えられたとき
に点滴量はどうなるか、公式から正解を導くという問
題です。正答率は、日本が 43%、OECD 平均が 26%
で、日本の方が 20%近く上回っています。無答率は
日本が 19％で、OECD 平均の 26％に比べてやや
低くなっています。このような課題は日本の子どもは
得意ですし、他のアジア諸国も得意で、シンガポー
ルの正答率は 64%でした。既に式が与えられていて、
直接的にその式を適用して解決するという問題で
す。
次に、非定型的問題の例ですが、回転ドアが回転
する仕組みと空気の流れ方を図で示した上で、入り
口と出口の間を空気が流れるのを防ぐためには開
口部分を最大何センチメートルにすればいいかと
いう問題があります。120 度ずつ分割されることは前
の問いで分かっているので、それを使って扇形の
周の部分を引いたり、角度を計算して出したりすると
正解にたどり着きます。それほど難しい問題ではな
いのですが、正答率は日本が 8%、OECD 平均が 4%
でした。高い国ではシンガポールが 13%、台湾が
11%です。この問題で気になるのが無答率の高さで
す。全くアプローチをしない子どもが OECD 平均
（27%）と同程度の 26%みられるのが、日本の特徴的
なところと言えます。

4.PISA で実施されている問題の心理学的分析

図3

PISA が想定しているリテラシーと、実際に出されて
いる問題の内容を分析してみました（図 3）。PISA で
は知識・技能を日常場面に活用して問題を解決する
能力をリテラシーとしていますが、その中でも大きく
分けて二つのタイプがあります。
一つは、定型的問題です。先ほどの点滴問題のよ
うに解き方が一つに定まっており、式を直接適用し
て解決する日常に関わる問題で、これは「できる学
力」型の問題となります。それに対して、もう一つの
非定型的問題は、日常に関わる事柄について、多
様な知識・スキルを関連付けて解決する問題です。
例えば、回転ドアの問題では、空気が入らないよう
にすることと、円周が閉じていることを同時に考えな
ければいけません。いろいろなことを関連付けて、
多様な思考プロセスを説明するような課題です。
本来であれば、リテラシーを測る課題としては非定
型的問題のタイプがいいと私は考えているのです
が、PISAの課題の7割ぐらいが定型的問題です。公
開問題を分析すると、自由記述型でも、結局、解き
方が一つに定まれば「できる学力」型になるので、
定型的問題タイプの問いが多いことがアジアの子ど
もたちの成績を上げているのではないかと思いま
す。
PISA の分析が不十分なのは、非定型的問題のタ
イプの課題が少ないことと、記述内容を分析すれば、
知識を関連付けることで深く理解する問題とも取れ
るけれども、その部分が目標として十分に考慮され
ていないことです。どんな考えでも書ければいいと
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いう緩やかな正解の基準が多いので、そこに概念
的理解の深さを問うことを今後は考えていく必要が
あると思います。
それから、PISA は数学・科学・読解に限られていま
す。リテラシーには社会科学や法律、自然、政治に
関わるものもあるでしょうし、学校での問題解決など、
対人関係に関わるものも想定されるので、幅広いリ
テラシーを育成していくことが必要だと考えていま
す。

6.新たなカリキュラム像の提案に向けて：心理学
の視点から

5.学習観の問題：記述問題の無答率の高さに関し
て
図5

図4

なぜ日本の子どもは「できる学力」が高く、「わかる
学力」が低いのでしょうか。その背景にあるのが、二
つの学習観です（図 4）。子どもは、幼児から小学校
低学年ぐらいまではいろいろと話したがり、いろいろ
な訳を知りたがるのですが、どうも学校内あるいは
学校外の学習で答えのみが強調されると、「暗記・
再生」型学習観が強まる傾向にあるようです。です
から、中・高では「理解・思考」型学習観を持つことが
望ましいと思いますし、カリキュラムとしても、そうい
った学習観も視野に入れて、全体として促していくこ
とが必要だと考えています。

もう少し広く考えてみると、新たなカリキュラム像を
提案するときには、カリキュラムの考え方として三つ
の視点が必要であると考えています（図 5）。
一つ目は、背景となる学問領域との関わりです。
先ほど小玉先生が親学問をそのまま降ろすもので
はないと言われたのはそのとおりで、社会的な意義
を考えると、何らかの関連する学問領域はあります。
そこで、どのような概念や方法論を大事にし、背景と
なる価値観を大事にしていくのか。哲学、政治学、
認知心理学、臨床心理学、労働法など、それぞれに
背景となる学問があるので、それらの何を重視して、
どのような方法論をこの中で取り込むのかということ
をお聞かせいただきたいと考えています。
二つ目は、子どもの発達との関わりです。中等教
育は 6 年間ですが、中 1 と高 3 とでは発達段階とし
て大きな違いがあります。そこで、中等教育の目標
は学年等で区分されるのか、区分されるとしたら、そ
こに質的変化はあるのかということが気になってい
ます。それから、私は認知心理学の立場に立ってい
るので、子どもは何かを獲得していくときには既有
知識が重要で、それをベースにしながら新たに高
めていくことを考えます。ですから、新たなカリキュ
ラムでは何をベースにして、何を獲得させるかという
ところも、ぜひお聞きしたいところです。
三つ目は最もリテラシーに関わりますが、社会との
関わりです。社会に生きる学力として何を形成する
のか、また、それをどう評価するのかということも、今
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後考えなければいけないと思います。
この三つの視点について、それぞれのプロジェク
トリーダーに、ご自身の研究からでも、プロジェクト
全体からでも結構ですので、お考えをお聞きしたい
と思います。
「できる力」と「わかる力」ということで言うと、現実的
に社会生活に役立つスキルは、ある程度用途が限
られている「できる力」かもしれません。一方で、社
会に関わる諸事象についての深い理解、例えば仕
事に関して言うと、ただ仕事について理解するだけ
でなく、それが社会の中でどのような位置にあるかと
いうような幅広い知識の関連付けの下で深く理解す
ることは、「わかる力」に入ると思います。
それ以外に、将来や社会に関わる意識・態度も想
定されるでしょう。スキル、深い理解、意識・態度に
分けることは単純ではないと思いますし、私個人とし
てはやはり深い理解が判断の根拠になると考えて
いるのですが、どのあたりを社会に生きる学力とす
るのか、それをどう評価するのかということを考える
と、カリキュラム構築に生きるのではないかと考えて
います。

にどう見えるか、あるいは二つの異なる立場があると
きに、その葛藤をどのように解決していくか。実際に
葛藤の解決は成人期の発達課題になるのですが、
それに対する弁証法的思考の萌芽が高校後半ぐら
いになるとみられるようになります。そうした中で、ど
のような発達課題が成り立ち、その年齢区分が見え
てくるのかということをお聞きしたいと思います。
それから、発達の様相にかかわって、連続的変化
は累加的に考えますが、非連続的変化については、
量的に充実させたり、それを基に質的に飛躍させた
りするという考え方や、以前の考え方を包括するよう
な新たな枠組みをさらに大きくつくるという考え方な
ど、いろいろな捉え方があります。そうした非連続な
変化についても、お考えをお聞かせいただきたいと
思います。ここで、何をベースにして何を高めるかと
いうことの背景には、構成主義や概念変化など、認
知心理学、あるいは発達心理学の中心になってい
る考え方があります。
学問領域との関わり、子どもの発達との関わり、社
会との関わりは、どれも大きな問題ではありますが、
それぞれのプロジェクトからお考えをお聞かせいた
だきたいと思います。

図6

二つ目の子どもの発達との関わりについては私の
専門ですので、その背景を説明させていただきま
す（図 6）。中学生から高校生にかけての時期は、特
に 14～15 歳が形式的操作期の完成期に当たり、見
えない世界やその質を見抜くということで、背景にあ
る要因に着目できるようになります。さらに高校生の
後半になると、弁証法的思考の萌芽が見られます。
一つの側面からだけでなく、別の側面から見たとき
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指定討論 2
「高大接続の視点から」
両角 亜希子
（大学経営・政策コース）
私は高等教育について研究しています。本日は
高大接続の観点から、あるいは大学での教育や経
営などを研究している観点から、幾つか気付いたこ
とをコメントしたいと思います。
1.全体的な感想

等教育では授業を行っています。また、それと同時
に探究という研究活動も重視しています。高等教育
の場合は中等教育段階と比べて年齢も高くなってき
ているので、先生から強制されて学ぶのではなく、
自主的・自律的に学ぶにようにならなければいけま
せん。いろいろなタイプの学習形態が用意されてい
るのが高等教育の学習だと思っていたのですが、
今回、中等教育カリキュラムの新たな案を見て、非
常に近い考え方が入ってきたという気がしました。
もちろん高等教育側も変化しています。大学など
に多くの学生が進学する状況について「高等教育
のユニバーサル化」や「高等普通教育化」などを言う
先生もいますし、大学によっては担任をつけるなど
して学校のようになっているところも結構あって、高
等教育側が中等教育に近づいている面もあります
が、非常に近い実践が行われています。例えば、講
義で一方的に教えているだけだと知識の定着率が
悪いので自分でやらせる、あるいは、他の人に教え
させるなど、より定着度が上がるようなアクティブ・ラ
ーニングを入れています。また、自治体や企業と協
力していろいろなプロジェクトの中で学習するといっ
たことが高等教育では非常に盛んに行われていて、
とても近い問題関心だと感じました。

図1

いずれのユニットも実践に基づいて、しかも、それ
ぞれの教育ステージにおける具体的なカリキュラム
が提案されていて、非常に興味深く拝見しました（図
1）。一番強く感じた印象は、中等教育と高等教育の
垣根が非常に低くなるような提案だったことです。か
つては、高校までは既存の知識を学び、大学に入
るとちょっと変わった先生たちから既存の知識自体
を疑うことを学んでいたので、非常に大きな断絶が
あり、学生が戸惑うことがありました。そのため、どの
ようにして大学での学びに入ってもらうかということ
に、大学としては神経をとがらせていた面もありまし
た。
また、今回の発表では習得と探究という話が出て
きましたが、高等教育の教育内容にはその両面が
含まれているところに特徴があると思います。例え
ば法学部の先生などは、知識よりもリーガルマインド
を身につけてほしいとよく言いますが、そういう一定
の考え方を身につける習得ということを重視して、高

図3

こうしたことは、学力レベルの低い大学だけでなく、
学力レベルの高い大学でも非常に大きな課題にな
っています。ハーバード大学の前学長の Derek Bok
は、学生が社会で生きていく上で必要な八つの事
柄について、アクティブ・ラーニングやサービス・ラ
ーニング、短期留学など、いろいろな学習をさせて
身につけさせなければならないと述べ、教育改善を
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提案しています（図3）。超エリート大学でも、このよう
な共通の意識で大学改革が行われているということ
です。
2.論点の整理
論点①：新カリキュラムが教員に与える影響

図5

図4

まず、今回の研究目的は、新たなカリキュラムを提
案することです（図 4）。どれも非常に魅力的でした
が、結構チャレンジングな内容も含むのではないか
と思いました。学校の先生方はすでに非常に多忙
だと聞いていますし、実際に附属の先生方と一緒に
研究をさせせていただいて、本当に忙しいということ
を見ていて感じたのですが、ここで提案されたもの
は、現場の先生方にどれぐらいの負担や新たな知
識・技能を求めるものなのでしょうか。カリキュラムと
して多くの学校に導入していくのであれば、ちょっと
した視点の転換と工夫でできるものなのか、学習指
導要領等を改正しないままできるのか、あるいは研
修などはどこまで必要なのかといったところまでを
考慮に入れた上での提案が望ましいと思います。そ
のため、このような質問をさせていただきました。
また、附属では卒業研究などの活動を熱心になさ
っていますが、このようなことができるスキルは学校
ごとに差があるのか、あるいは先生による差はない
のか。国内の多くの大学においても、例えば初年次
教育でいろいろな探究学習をさせようとしているの
ですが、先生による差が大きいという意見がどの大
学でも出ています。素朴な疑問ですが、もし分かれ
ば教えていただきたいと思います。

また、最初の市川先生のお話で、新しいものを増
やすのではなく、既存のものをうまく生かしていくと
いうことをおっしゃっていて、私も非常に良い考えと
思いました。ただ、それ以外は、基本的に教育内容
や教育時間を「増やす」提案のように見えました。教
員数を増やせないのであれば、何かと置き換えたり、
減らしたりすることも併せて考える必要があるのでは
ないかと思います（図 5）。大学教育の現場でも、大
学になじむために初年次にもゼミをすることになり、
1 年生と 3～4 年生はきめ細かくやっている、けれど
も 2 年生は放置されている、「では今度は 2 年ゼミ
だ」というように、どんどん新たな科目が増えていく
傾向にあります。新しい取り組み自体は大変意義が
あるのですが、大学によっては既存の授業負担を
変えないまま、新たなものをどんどん入れていくの
で、先生たちが一つの授業にかける準備時間が非
常に短くなってしまい、授業の密度が低くなるという
問題がいろいろな大学で出ています。ですから、新
しいものを提案するときに工夫できる点について、
何かあれば教えていただけたらと思います。
一方で、大学側もそれぞれ勝手なことを言ってい
ます。学長と話をしていても、高校に対する不満が
出てくるものです。例えば国立大学の先生がよく言
うのが、高校の到達度の低下について、これは初年
次の問題ではなく高校教育の問題が大学に持ち越
されただけだということです。また、私立である程度、
競争率が高く、推薦入試を導入している大学では、
高校の内申点の信頼度の低下を指摘する先生方も
います。あまり多くはないのですが、国立の一部で
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は、未履修問題を何とかしてほしいといった声も聞
かれます。現実にはこうした不満があるので、それ
をどう解決しながら、新しい提案を意義あるものにす
るかということを考えた方がいいと思います。

かを調べてみたところ、学生のタイプによって回答
が大きく異なっていました（図 7）。高校の場合はどう
でしょうか。いろいろな実践の中で出ていたら教え
ていただきたいです。

論点②：生徒のタイプで有効性に違いはあるか

論点③：こうした新しい学習成果を大学入試で問う
べきか

図6
図8

二つ目の論点は、生徒のタイプで有効性に違い
はあるのかということです（図 6）。大学生の場合、授
業方法や内容の工夫について、学生の学力や偏差
値、志向性、自己確立度によって、その効果が違う
ことが分かっています。例えば、先生が分かりやす
く興味を引くように授業をすることは、一定の学習習
慣のある偏差値の高い学生には効果的ですが、偏
差値の低い学生には実はあまり効果がありません。

図7

1 年後に大学での授業が面白くなったという学生
に対して、どのような授業の特徴が影響しているの

三つ目の論点は、こうした新しい学習の成果を、大
学入試という高大接続の一番のポイントとなるところ
でどの程度問う必要があるのかということです（図 8）。
小玉先生の発表にもありましたが、教育再生実行会
議では、学力以外にも意欲や適性を入試で評価す
る、あるいは大学入試センターの「一点刻み」は良く
ないので違う制度を導入するといった提案がなされ
ています。
こうした提案について大学側はどう考えたらいい
のか。実は 8 月から 9 月にかけて、大学の全学長を
対象にリクルートと共同でアンケートを実施しました。
約 6 割の回答が得られていますが、1 月の公表まで
詳しい結果をお示しすることはできません（なお、リ
クルート『カレッジマネジメント』2014 年 1-2 月、184
号、6-21 頁の「『入試制度に関する学長調査』結果
報告」が、現在は公表されています）。
例えば私学で定員割れしているところでは、入学
者の約 6 割を推薦や AO で採っていて、そういう学
校こそ高校の到達度を試験で測った方がいいという
議論がなされています。しかし、それは頭では分か
っているけれども無理だということで、推薦や AO で
学力試験をするべきだという議論に賛成している学
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長は 3 割程度です。また、今は意欲も評価すべきだ
ということが非常によく言われていますが、そもそも
入試を工夫することで学習意欲の高い学生を増や
せると思うかと聞いたところ、6 割の学長は「増やせ
る」、4 割は「増やせない」と回答しました。もちろん、
私学で定員割れしているところは、学生を選んでい
る場合ではないので「増やせない」という回答が多
かったのですが、国公立や、倍率が高い、いわゆる
有名大学の私学の学長にも、それについて非常に
疑念を示している方が多い結果でした。それは大学
教育の問題だとか、できるかもしれないけれども時
間とコストを考えると現実的ではない、数十人単位な
らできるけれども数千人規模の大学ではできない、
あるいは、実際にそのつもりで AO を実施してもうま
くいかないことが多いといった否定的な見方をする
先生もいれば、「増やせる」と信じている先生もいて、
大学側では賛否が分かれています。
今回は、教科でも既存の学力以外のものを育てる
というカリキュラムの提案でしたが、それは入試で問
う必要があるのかどうかということ自体も一つの論点
になるのではないかということで、挙げさせていただ
きました。

では、65%の学長が大学教育と学生のミスマッチを
課題と感じていると回答しており、大きな課題となっ
ています。しかし、特に軌道修正がしにくい大学を
選んだ場合は学生にとっては大きな悲劇になります
が、その原因は高校側ではなく、むしろ大学の側に
ある気がしています。進路がきちんと定まっていな
い生徒に非常に細かな学部・学科単位で募集をか
けて、その時点で無理やり選ばせるという複雑な入
試制度を採用している大学側が悪いと思います。高
校の先生も、入試がどうなるかは分からないので、
塾やコンサルの方に進路相談に入ってもらっている
状況があるそうです。細かな進路指導をするよりも、
もう少し柔軟性のある進路指導や生き方指導を入れ
るということを、大学教育の側としては強く言いたい
と思います。そういう意味で、「生き方の学習ユニッ
ト」の提案は本当に深いものだと思いました。

論点④：進路指導から「生き方」学習へ

図 10

図9

附属は全く違うタイプだと思っていますが、一部の
高校では非常に具体的な職業イメージを持たせて、
それを前提に学部・学科を選ばせるという進路指導
がなされ、入学後の不適応が問題になっている大
学が多くあります（図 9）。先ほどのリクルートの調査
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図 11

論点⑤：新カリキュラムは、大学にどのような変化
を求めるのか

図 12
図 14

図 13

私どもが以前、大学生約５万人対象に行った「全国
大学生調査」によると、大学入学時点で将来の方向
性が確定していない学生がマジョリティでした（図
10-11）。また、大学にやりたいことがあって入っても、
大学教育で何のインパクトも受けなかった学生は、
大学教育で得るものも少なければ、その後の職業
生活もあまりうまくいっていないようです。やりたいこ
とを見つけて、さらにそれを深める人や、やりたいこ
とがなくても大学自体に何かを得た人の方が、獲得
した能力や職業生活の満足度が高いという結果が
出ています（図 12-13）。高校が最後の段階だと思わ
ずに、もう少し柔軟に、長い視点で考えてもらいた
いと思っています。

最後の論点は、新しいカリキュラムが実際に導入さ
れた場合に、大学側にどんな変化を期待するのかと
いうことです（図 14）。今までの論点は、どちらかとい
うと大学の現場で問題になっていることでしたが、こ
ちらはむしろ逆です。まず、大学側は、高校段階で
行われている取り組みについて十分把握していま
せん。私も東大の教員になって初めて、附属で卒業
研究というユニークな学習が行われていることを知り
ました。そのため、「高校段階でそうした面白い教育
をしていれば、大学教育とのギャップはあまり問題
になりませんね」と高校の先生に聞くと、「初年次教
育と同じようなことばかりさせられて迷惑です」と逆に
怒られたりすることがあるのです。ですから、新たな
カリキュラムが定着していったときには、入試だけで
なく、大学教育がどう変わっていけばもっとうまく接
続できるのかという提案が高校側から出されると非
常に面白いと思います。
まとめ・閉会挨拶
大桃 敏行
（附属中等教育学校長・学校開発政策コース）
3 年間の計画で研究課題を進めてきたカリキュラ
ム・イノベーションは、今年が最終年度で、今日が最
後のシンポジウムとなりました。最初のシンポジウム
のときに、私は「今の学校教育は学問の言いなりに
なっている」というような言い方をしたかと思います。
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これは、まず各学問領域があって、それによって学
校教育が規定されてしまっているということで、現実
的に今もそうです。そうした中で、実際に多くの子ど
もたちが学ぶことの意味を見いだせなくなってきて
いるというのが、教育の現状ではないでしょうか。
このカリキュラム・イノベーションの共同プロジェクト
では、「アカデミズムを起点としたカリキュラム編成か
ら、社会的レリバンスを起点としたカリキュラム編成
への転換をはかる」ことが研究理念の一つに掲げら
れており、今日はその最終成果の発表の場となりま
す。具体的な提案としては、何か新しい教科をつく
るということに近いものもありましたが、多くが既存の
教科、あるいは総合的な学習の時間の枠内ででき
るものだったと思います。もちろん、先ほどの質疑に
あったように、学習指導要領が変わらないと教科を
変えていけないという側面も確かにあるとは思いま
すが、今日の報告の多くが、今のままで少しずつ進
めていけるものではないかと思います。
今回のイノベーション研究に関わる附属学校の取
り組みをご紹介しますと、例えば 1 年生の総合的な
学習の時間の一環の「東大探検」では、生徒たちが
中野にある附属学校から 1 時間くらいかけて本郷の
キャンパスまで来て、東京大学について調べ、中間
発表会を何回かに分けて行います。一昨日、最後
の発表会があり、前々校長の南風原研究科長にもご
参加いただきました。テーマは多様で、例えば東大
のキャンパスには銅像が多いので、この銅像は誰だ
ろうか、この銅像の認知度はどのくらいかということ
を調べたところもあります。あるいは、東大の学生は
どの県の出身が多いか、生協以外の店が入ることに
よって生協はどのように変わったかなど、4 人のグル
ープでテーマを決めて調べていきます。東大の学
生について調べる場合は、どのような学生を対象に、
どのような形でアンケートを取るかという課題が生じ
ますし、留学生について調べる場合は、どのように
留学生を選ぶのかという課題が出てきます。南風原
先生から、留学生をどのように選んだのか、どのよう
な留学生にアンケートをするかでアンケートの結果
が限られてくるというお話がありました。そうした中で、
例えばアンケートの取り方、サンプルの選び方など
を指導していく、アドバイスをしていくことになるかと
思います。

田中先生の報告に「教えることが探究活動としての
学びへの支援である」という言葉がありましたが、ま
さに自分で学んでいくプロセスを支援していくという
ことではないかと思います。例えば、東大の学生は
この県の出身者が非常に多くてこの県は少ない、こ
のことが示すのはどんなことなのか、その県の学校
の制度が影響しているのか、あるいは所得が影響し
ているのかということを探究していくことによって、結
果を導く思考が伸びていく。そのようなプロセスは、
今日の報告にも非常につながるものと思います。
カリキュラムや学びの在り方を変えていくことは、
21 世紀を生きる子どもたちをどう育てていくのか、あ
るいは、どのような力を持つ将来の市民を育ててい
くのかということ、すなわち教育の目的にそのままつ
ながっていると思います。各地方で、あるいは各学
校でそうした実践を積み重ねていくことが、やはりカ
リキュラム・イノベーションの根本的な条件だと思い
ます。私たちの出発点は、次の学習指導要領につ
ながるような提案をすることでした。私たちの研究が
次の学習指導要領の改訂に生きていけば、それは
それでうれしいのですが、上で変えて下に降ろすと
いうトップダウン的な改革だけでなく、各地方、各学
校で少しずつ変えていく、そして、それを相互に参
照しながら新しいものが普及していく中で、新たな
カリキュラム・イノベーションが進んでいくと思います。
そのための一つのきっかけを私たちがお示しでき
ていたらよかったと思います。
以上、感想といいますか、閉会挨拶とします。どう
もありがとうございました。
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2013 年度 主催シンポジウム 2
失敗を教育に活かす
進行 Dr Emmanuel Manalo（早稲田大学理工学術院）
主催者挨拶 小玉 重夫（センター長・基礎教育学コース）
話題提供
市川 伸一（教育心理学コース）
Dr Manu Kapur（National Institute of Education,Singapore,Associate Professor）
植阪 友理（学校教育高度化センター）
指定討論
高橋 美保（臨床心理学コース）
日時 2013 年 4 月 20 日（土）
午後 1～4 時 30 分
会場 東京大学本郷キャンパス 経済学部棟地下 1 階 1 番教室

（Manalo） 皆さま、こんにちは。Emmanuel
Manalo と申します。教育心理学者で、早稲田大
学理工学術院の教授をしています。本日のシン
ポジウムの司会をさせていただきます。本日は、
教育の現場において、失敗にプラスの意味合い
があり得ることに焦点を当てていきます。
はじめに、スピーカーの先生をご紹介します。
まず、Manu Kapur 先生です。シンガポールの国
立教育研究所からお越しいただきました。市川
伸一先生、小玉重夫先生、植阪友理先生、高橋
美保先生は、皆さま東京大学大学院教育学研究
科の先生方です。
それでは、開会に当たり、学校教育高度化セ
ンター長の小玉重夫先生に、ご挨拶をお願いし
たいと思います。

主催者挨拶
小玉 重夫（センター長・基礎教育学コース）
本日は、シンポジウムに参加して下さいまし
て、ありがとうございます。挨拶の機会をいた
だき、光栄に存じます。Manu Kapur 先生、日本
へようこそ。また、Emmanuel Manalo 先生には、
本日の司会をお願いしています。配慮深く進行
してくださることと考えています。ありがとう
ございます。
本日のシンポジウムは、東京大学大学院教育
学研究科学校教育高度化センターが主催して
います。シンガポールのナンヤン工科大学国立
教育研究所と東大の教育学研究科が結んでい
る学術交流協定により実現しているものです。
日本とシンガポールには、学校を取り巻く環境
のグローバル化、多文化化という共通の傾向が
あります。その観点に基づいて、両国とも抜本
的な教育改革が行われています。
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東京大学大学院教育学研究科では、私たちが
カリキュラム・イノベーションとよぶ、革新的
なカリキュラム開発の共同研究を行っていま
す。本日は Manu Kapur 先生にお越しいただき、
グローバル化の時代および多文化時代におけ
るカリキュラムのイノベーションについて討
議することを期待しています。
Manu Kapur 先生は、プラスの意味合いを持つ
生産的な失敗を提唱していらっしゃいます。生
産的な失敗の重要な点は、未解決の問題を探究
し、批判することが可能であることを、学生が
知ることができる点です。日本の学生は、解決
済みの、単一の答えがある問題を解くことには
慣れていますが、未解決の問題を解くことには
慣れていない傾向があります。そうした傾向を
克服していくためにも、生産的な失敗から学ぶ
ことにより、数学のみならず言語、社会、公民
などのカリキュラム改革につなげることが重
要と考えています。
両国間の国際協力を強化する意味でも、本シ
ンポジウムが実り多いものとなるよう期待し
ています。

国では、研究科長のようなハイレベルな先生が、
学校現場でスタッフや教員、学生とともに教育
改善に取り組むことなど考えられない。若い先
生に任せてしまうのではないか」とおっしゃっ
ていました。
その市川先生に、最初のプレゼンテーション
をお願いします。
話題提供 1
「心理学において失敗はどのように
扱われてきたか」
市川 伸一
（教育心理学コース）
Manu 先生、植阪先生という二人のメーンスピー
カーのお話の前に、私からは入門的解説をさせて
いただきます。
今日いらっしゃっている方は、心理学が専門と
は限りません。広い意味では、教育に関わってい
る方だと思います。心理学、特に学習や教育に関
する心理学で失敗はどのように扱われてきたかと
いう、失敗に対する考え方の話をさせていただき
ます。

（Manalo） 最初のスピーカーは、市川伸一先
生です。ここにいらっしゃる皆さまには、もは
やご紹介の必要はないはずです。先生は、研
究・出版論文のみならず、学校現場における実
践でも大変著名な方です。最近まで、教育学研
究科長でいらっしゃいました。
市川先生は行動の人です。自ら模範を示して
くださる先生です。そのことを示す、あるコメ
ントを紹介します。ちょうど 1 年ほど前、Manu
Kapur 先生とともにシンガポールの国立教育研
究所にいらっしゃる Christine Lee 先生が東京
にいらっしゃいました。その際、市川先生が、
教員のみならず学生のために学校現場でワー
クショップを実施して、教育学習スキルを教え
ている様子を撮影したビデオをご覧になって、
Christine Lee 先生は「日本は恵まれている。
なぜかと言えば、市川先生のようなトップの人
が、現場で学生と一緒に教育を改善しようとし
ているからだ。これは大変幸運なことで、他の

図1

失敗（failure）や誤り（error）、間違い（mistake）と
いう言葉があります（図 1）。私には、これらの言葉
の細かな意味の違いは、実はよく分かりません。
私たちも日本語で、失敗、誤り、間違いを、同じよ
うな意味で使うことが多いと思います。日常生活で
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も、かつての心理学でも、失敗は悪いことであり、
しない方が良いことであり、できれば避けるべきこ
となのだという否定的なイメージを強く持たされて
います。
日本では、学校に行くと、教室は間違うところ、
間違っていいのですよという意味の標語がよく貼
ってあります。しかし、現実の教室ではどうでしょう
か。アメリカの有名な教育評論家で、学校の先生
もしていた John Holt が、かつて本の中で、「子ども
たちは教室で失敗を恐れる。隠そうとする。そして
分かったふりさえしようとする」という非常に厳しい
指摘をしています。教師は「間違えてもいいんだ
よ」と言うのですが、実際に子どもが間違えてしま
ったときの対応には、かなり冷たいものがあります。
「あんなに教えたのに君は間違えてしまったね。
良くないよ」ということが、表情に表れたりします。
どうも教師には建前と本音があって、間違いはい
いことで、間違えた方がよく学べると言いながら、
できれば間違えてほしくないと思っているのです。
それは子どもが間違えることが、その先生がうまく
教えることができなかったという先生の能力にも帰
せられるからかもしれません。生徒が間違えるとい
うことは、自分の教え方がまずかったのではない
か。そう思うと、やはり子どもには間違えてほしくな
いと思ってしまうわけです。

図2

ですから、失敗というのは良くないこと、避けるべ
きことで、むしろ動物や人間は、そう思わないと学
習しないわけです。学習や失敗は嫌なことだと思
うからこそ、学習が起こるのです。
しかも、賞の効果と罰の効果には、非対称性
（asymmetry）があります。失敗して罰を与えるより
も、成功させて報酬を与える方が、学習をスムー
ズにするといわれています。そうなると、ますます
罰を与えられるような失敗は良くないことと思われ
てしまう可能性があります。
あまり失敗させないためには、できるだけ学習は
小さな段階に分けて形成するのがよい。確かに、
非常に小さな行動のステップに分けることによって、
動物でも高度な学習をすることができます。アシカ
やオットセイが非常に素晴らしい芸をすることがあ
ります。あれも、small step に分けて、それができる
ごとに賞を与えていくという方法をとっているから
です。
行動主義の初期に Thorndike という人が使った、
ネコの問題箱という実験装置があります（図 3）。箱
の中にネコを入れると、ネコは狭いところから何と
か出ようとします。この装置には仕掛けがしてあっ
て、ペダルを押すとネコは外に出ることができ、ミ
ルクという reward がもらえるようになっています。

行動主義心理学
心理学では、まず、行動主義心理学というものが
ありました（図 2）。
行動主義心理学は、19 世紀末から 20 世紀前半
にかけて、心理学が科学になろうとしたときに、最
初に主流になりました。中心的なテーマは学習研
究で、成功したときには賞（reward）を与え、失敗し
たときには罰（punishment）を与える。それによって
人間でも動物でも学習することができる。学習の
基本的な原理は、罰を避け、賞を求めることによっ
て、適切な行為を獲得していくことです。
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認知発達理論
それに対して、認知発達理論というものがありま
す（図 5）。

図3

図5

1920～30 年代に、Piaget という発達心理学者が
非常に有名になりました。その後、1950 年代後半
からは、認知という考え方を取り入れた認知心理
学（Cognitive Psychology）がだんだん盛んになり
ます。発達する過程で、幼児は多くの誤りを犯しま
す。しかし、いちいちそれに賞罰を与える必要は
ないというのが、Piaget の基本的な考え方です。
幼児は、それを自己修正することができる。例え
ば、過剰一般化（overgeneralization）という現象が
あります。言葉が発達するときに、例えばアメリカ
の子どもは、eat の過去形を eated と言う時期があ
るそうです。これは誤りで、正しくは ate と言わなく
てはいけません。なぜそのようなことが起こるかと
いうと、限られた現象、つまり多くの動詞は過去形
にするときに ed をつけるというルールを抽出して、
それを過度に一般化してしまうために間違えてし
まうわけです。
確かに eated は間違いですけれども、認知発達
理論では、それを決して悪いこととは捉えません。
このように過剰一般化するということは、むしろ子
どもたちがルールを抽出するという能力をつけて
きたことを意味する。いちいちそれを修正されなく
ても、また子どもたちは自然に適応することができ、
いずれ ate という正しい言い方を学ぶと考えるわけ
です。こうしたことが他の場面でもいろいろあるで

図4

図 4 のグラフは、横軸に何回ネコを箱に入れる
かという trial（試行）回数、縦軸にネコを入れてか
ら出てくるまでの時間をとっています。学習初期に
は出てくるまでの時間がかなり長いのですが、速く
なったり遅くなったりしながら試行を繰り返すと、ネ
コは入れた途端にペダルを押して出てくるように
なります。これでネコは一つ学習したことになりま
す。学習が進んだ段階だけ見ると非常に賢いネコ
のように見えますが、実は学習するまでにはかな
り長い試行錯誤を繰り返しています。何回も繰り返
すこと、そしてうまくいったときには賞を与えること
が学習にとっては非常に大切だというのが、行動
主義の一種の原理です。
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はないかということで、認知発達理論では行動主
義と違い、子どもたちの間違いや成功に対して、
あまり賞罰を与える必要はないのだという考え方
をとります。

うにします。しかし、何をしても逃れることができな
い状況に置くと、そのうちイヌは何もしなくなってし
まいます。しかも、その場面だけではなく、他に何
かすれば脱出できる状況でも、もう何もしなくなっ
てしまう。一種の悪い意味での転移が起こるわけ
です。
そのイヌが生まれつき無気力だったわけではあ
りません。むしろ、何をしてもだめなのだという経
験を踏むことによって後から獲得した、つまり学習
された無気力ということで、learned という言葉が付
いているわけです。その動物なりの見方、自分が
何か行動しても、結局、成功や失敗には結びつか
ないという一つの認知が形成されてしまったわけ
です。
また、帰属理論という理論があります。これはもと
もと社会心理学での理論だったのですが、それを
動機づけの領域に適応したのが Weiner です。私
たちが学習しているときには、必ず失敗も起こりま
す。そのときに、失敗の原因が一体何に帰属する
と考えるか。これが attribution ということです。
原因には、自分の中にある内的なものも、自分
の外にあるものがあります。それから、安定的なも
のもあれば、可変的なものもあります。私たちは、
失敗が内的で可変的な要因、例えば自分が努力
をしたかしていないかということに帰属すれば、意
欲は減退しないのだと言ってきました。確かに、内
的で安定的なもの、例えば自分の能力は、すぐに
変わるものではありません。私がテストで失敗した
のは自分に能力がないからだと思ってしまえば、
やる気は出ないわけです。外的な安定したこと、
例えば課題が難しいからどうせ自分にはできない
と思っても、やはりやる気は出ません。外的で可
変的なものは、例えば運です。運は自分の外にあ
って、どうしようもない。今度のテストが悪かったの
は運が悪かったからだと思ってしまったら、やはり
やる気は出ません。だから、失敗は内的で可変的
な要因に帰属すると考えることが大切なのだ。そ
れでやる気が保たれるのだという考え方です。
再帰属訓練というものを行った Dweck という人が
います。Dweck は、一種の訓練によって失敗を努
力に帰属させるということを行いました。難しい課
題に取り組んで失敗してしまうたびに、「これは君

動機づけの認知理論
さらに、動機づけの認知理論という一連の考え
方があります（図 6）。

図6

動機づけ（motivation）という言葉は日本語でもよ
く使いますが、心理学では、学術用語として、やる
気や意欲のことを motivation と呼んでいます。
motivation の理論は心理学の中でもたくさんありま
すが、1960 年代後半から出てきたのが、動機づけ
を認知的に解釈するという理論です。この理論で
は、動機づけが高まったり低くなったりすることに
は、自らの行動と結果（成功・失敗）が随伴性
（contingency）を有すると認知するかどうかが、決
定的に重要なのだという考え方をします。
行動と結果の随伴性を感じられない状況とは、
例えば、自分がいくら行動しても、結局は成功に
結びつかないという状況です。こういう状況だと、
動物でも人間でも非常に無気力になってしまいま
す。
学習性無力感（learned helplessness）という現象
があります。例えば、イヌの手足を縛っておりの中
に入れて、電気ショックを与えます。普通の学習
実験では、例えばイヌが鼻でボタンを押すなどの
行動をとれば、電気ショックを逃れることができるよ
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の努力が足りなかったのだ」と何度も教示する。す
ると、子どもたちは次に何か新しい課題に取り組
むときも、非常に意欲が保たれる。たとえ新しい課
題で失敗しても、努力を続けるという結果が得られ
ました。

ておくのが良いということです。
学習の成果とは、どれだけ有効な教訓を抽出で
きたかということであって、間違えてもそこからいい
教訓が抽出できれば、今日の学習は効果があっ
たことになるわけです。ところが、多くの子どもたち
がそういう方略をとっていないという説明が、植阪
さんからもあるかと思います。
これは、Gick と Holyoak の schema induction とい
う考え方の拡張でもあります。これについては、ま
た時間があれば詳しくお話したいと思います。
私たちは、学習者が失敗に対して持っている態
度を測定するための尺度というものを作ってきまし
た。一つは、失敗に対してどれくらい柔軟な態度
を持っているかということ。もう一つは、結果だけで
はなく、学習は思考過程が大切なのだと考える傾
向があるかどうかということ。この二つについては、
子どもたちには非常に個人差があります。大人で
も個人差があります。その個人差について質問し、
答えることによって得点化します。これは何も、そ
れを外から評価するためではありません。子ども
たち自身に、自分で自分の傾向を知ってほしいか
らです。
失敗（Failure）の F、思考過程（Thinking）の T を
取って、F 尺度、T 尺度というものがあります。かな
り相関がありますので、それを合計したものを FT
尺度と呼んでいます。これはその後、認知主義的
な学習観の質問紙に、尺度として取り込まれてい
きます。これも植阪さんからお話はあると思います
が、簡単に言いますと、私たちが学習についてど
のような考え方を持っているか、学習はどのような
仕組みや働きを持っているのかという素朴な考え
方を、学習観と呼んでいます（図 8）。

失敗の積極的活用と学習観
ここまで、幾つかの心理学の失敗に対する考え
方を見てきましたが、今日の話にも関係するのは、
失敗の積極的な活用という考え方です（図 7）。

図7

今日、植阪先生が詳しく話をしてくれる認知カウ
ンセリングというものがあります。これは認知的な
問題、人間の知・情・意で言えば、知に当たるよう
な問題を抱えている人に対するカウンセリングで
す。典型的には学習や理解です。例えば、学校
でなかなかうまくできるようにならない、授業が分
からないというような子どもたちです。
その中の一つに、教訓帰納（lesson induction）と
いう教え方があります。子どもたちがテストで間違
える、あるいは、一生懸命考えたが問題が解けな
かったという場面はよくあります。そのときの問題
解決の経験から教訓を抽出し、次に活かすことが、
学習においては重要なのだという考え方です。
自分が思い違いをしていたことによるミスがあり
ます。自分が起こしやすいミスもあります。また、答
えを見て自分が気付かなかった解法に気付く、こ
ういう問題ではこれがポイントなのかと理解すると
いうことがあります。そういうことを教訓として抽出し
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失敗をどう捉えるか
失敗をどう捉えるかのメッセージを、それぞれ
の理論からまとめました（図 9）
。

図8

中でも、どんな学習方法がいいと思うかが、どの
ような学習方略をとるかの上ですごく大事になって
きます。一方では練習量を重視する考え方があり
ますが、それに対して方略（strategy）を重視する
考え方をする軸があります。
また、学習というのは、いろいろな手続きや事実
を丸暗記していくことだという考えがある一方で、
意味理解、つまり情報同士の関連づけが大事だと
考える子どももいます。
それから、学習というのは結果が大事だ。合って
いればうれしいし、間違えていればがっかりしてし
まうというように、結果を重視する子どもと、学習と
いうのはむしろ答えを出すプロセスが大事だし、
面白いのだと考える子どももいます。
さらに、失敗するとやる気をなくしてしまう落胆傾
向の強い子どもがいる一方で、失敗をむしろ活用
することによって自分がさらに向上できるという思
考を持った子どももいます。
私たちは、高学年になるほど、方略や意味理解、
過程を重視し、失敗を活用するような考え方をす
ることが、学習への適応上かなり大事だと思って
います。もちろん、幾つになっても練習量は大事
ですし、暗記することも大事です。もちろん結果が
良くなくてはいけません。しかし、そういう考え方を
ベースにしながらも、だんだん方略や意味理解、
プロセス、そして失敗の活用というようなことを取り
入れていくことによって、より適応的な学習者にな
れるのではないかと思っています。

図9

行動主義（Behaviorism）からは、恐らく「失敗しな
いようにしなさい」というメッセージが発せられてい
ると思います。認知発達（Cognitive Development）
の考え方からは、「失敗をあまり気にしなくていい
よ」。修正可能で、そのうち直っていくからあまり気
にしなくていい。Cognitive Counseling Approach で
は、「失敗をもっと積極的に、うまく使いましょう」、
失敗はいいチャンスだというような考え方をしま
す。
こういうことを踏まえて、あらためて失敗の意義と
機能をまとめました（図 10）
。

図 10
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失敗というのは、三つの機能を持っていると思い
ま す 。 一 つ は 、 実 質 的 な 機 能 （ substantial
function）です。失敗することによって何か罰が与
えられる、あるいは叱責を受ける。そして、他者か
らの悪い評価という結果がもたらされてしまうという
機能が、失敗にはあります。
二つ目に、失敗には情動的な機能もあります。
つまり、失敗することによってまた失敗してしまっ
たという不愉快、不快感を喚起します。
三つ目として、失敗には情報的な機能もあります。
失敗することによって、一つには自分の能力は低
いのだというような、自分の能力に対する情報が
与えられます。それと同時に、もう一つの情報的
機能として、あなたの知識はここがどうも違うので
はないか。あるいは自分がとっている問題解決の
方略や学習の方略について、どうもこれではまず
いのではないかというような認知情報を与える機
能もあります。
最後に申し上げたいのは、失敗を認知情報と捉
え、しかもその情報に基づいて修正可能性がある
と感じることが大事だということです。いくら情報を
得ても、修正できないと思えば意欲につながりま
せん。こうすれば修正できるのだという修正可能
性が感じられれば、情動的にもポジティブになっ
てきます。そのような学習場面における失敗の活
用が、これから考えられていくといいのではないか
と思います。

話題提供 2 「Designing for Productive Failure」
Manu Kapur
（Head,Learning Sciences Lab
Associate Professor of Curriculum, Teaching &
Learning National Institute of Education,
Singapore）

お招きありがとうございます。大変光栄です。
生まれて初めて東京に来ましたが、暑いシンガ
ポールから来ると、寒く感じます。ご参加いただき
ましてありがとうございます。
私からは、Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ ｆａｉｌｕｒｅ(以下「生産的失
敗」)について、二つに分けてお話ししたいと思い
ます。最初の部分で、教室で行われた研究の所
見と結果を発表し、生産的失敗とは何か、その例
を紹介します。その上で、生産的失敗を通して教
えたい場合には、どのような授業をすればいいの
か、どのような課題や活動を提供すればよいのか、
生産的失敗の授業設計についてお話しします。
皆さんご存じのとおり、私たちは失敗から学ぶも
のです。失敗というのは、生産的に活用することが
できます。間違いから学ぶことで、他よりも多く学
ぶこともあるでしょう。そこで課題となるのは、間違
いが起こるのを待つのかどうかです。失敗が学習
のために重要なのであれば、起こるのを待つので
はなく、あえて引き起こすことはできないか、設計
することはできないか、意図的につくり出すことが
できないか。失敗が重要なのであれば、教育・学
習で意図的に起こそうということです。その一つが、
私が「生産的失敗」と呼んでいるデザインです。

イントロダクションとして、私からは以上とさせて
いただきます。どうもありがとうございました。

8

- 49 -

にフォローアップとして指導を行います。そこに教
員の重要な役割があるのです。

図1

それでは、生産的失敗とは何かということについ
てご説明しましょう（図 1）。ここでお話ししているの
は、全く新しいことを学ぶ、つまり新規の概念を学
ぶ場合の学習の段階（フェーズ）についてです。
生産的失敗とは、生徒（学習者）がまだ学んでい
ないことを理解しようとするときに起こります。試験
での失敗ではありません。初めてその知識を得る
とき、何かを学習する前、ある学習の過程におい
て学びつつあるときの段階です。
活動を設計する際には、学習者がさまざまな表
象や解決方法を生み出し、探索し、批判し、洗練
させるような、複雑な課題を与えなければなりませ
ん。「複雑な」というのは、専門家にとってはさほど
複雑ではないかもしれませんが、その学習者が知
っている知識からすると複雑だという意味です。こ
れによって、学習者は間違いなく失敗するでしょ
う。
もし目標が正しい解を生み出すことで、学習者
が問題解決のための知識をまだ持っていないの
であれば、どんな表象や解決法を考え出したとし
ても、恐らく正しい解にはならないでしょう。まだそ
の概念を学習していないのですから、当たり前で
す。ですから、正しい解を求めるという目標に対し
ては失敗するのです。しかし、この学習初期の失
敗をあえて活用し、将来、長期的な失敗の確率を
減らしたいというのが、生産的失敗の考え方で
す。
ですから、学習の最初の段階で、学習者には表
象と解決方法を自ら考える機会を提供し、その後

図2

設計は、2 段階で行います（図 2）。第 1 段階は、
生成と探索です。学生に対して複雑な課題を提示
します。少人数のグループを作って共同で考えさ
せます。教師は、認知的なサポートは提供しませ
んが、感情的なサポートは提供します。粘り強く頑
張りなさい、大丈夫だよと応援します。失敗しても
いいのだよ、正しい答えが出なくてもいいのだよと、
感情的には促します。ただ、できるだけ多くの表
象解決を考えてみなさいと、感情的に、情動的に
サポートするのです。内容的にこれを出しなさいと
指導するのではなく、感情的なサポートだけを提
供するのが第 1 段階です。
第 2 段階が、知識の定着・構築の段階です。ここ
で教員の役割が特に重要になります。学生にただ
「考えなさい」と言って、放っておくわけにはいきま
せん。学生はそれだけでは十分に学びません。
従って、問題解決のための構造、説明、フィード
バックなどを提供するという教員の役割が極めて
重要です。教員はこれを全て合わせて、最初の失
敗が、正しい解を生み出すための生産的な経験と
なるようにしなければなりません。これが生産的失
敗です。
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合には、学生は何かをしようとします。数学的に何
を試みようとするでしょうか。

図3

皆さんによりよく理解していただくために、具体
例をお示しします（図 3）。
数学を例に使い、このような課題を開発しました。
標準偏差を教える場合です。第 8 学年、第 9 学年
でどのように分布が起こっているかを教えようとし
ています。シンガポールでは、本来第 10 学年で
教えるので、8 年生、9 年生は知らない概念です。
教える前に問題を与えます。
3 人のサッカー選手がいて、何年間にわたり、幾
つゴールを決めたか選手ごとに書いてあります。
概念を教える前に、「最も一貫してゴールを決め
ているストライカーは誰か、できるだけたくさんの
方法で考えてください」という問題を与えます。概
念は知らないわけです。そもそも、標準偏差という
ものの存在さえ知らない学年です。しかし、あえて
その質問を投げています。標準偏差とは呼ばず、
一貫性（consistency）という言葉を使って、自分た
ちなりに標準偏差について形式的、直感的な知
識を考えさせようとしています。
標準偏差の概念を理解していない学生がこの問
いを与えられた場合、何を生み出すと思いますか。
自分の教え子であれば、何をすると思いますか。
例えば、そんなこと知らない、できない、分からな
いと言うかもしれません。そこで、教師からの感情
的な支援が必要です。「正しい答えが出るとは思
っていないよ、でも考えてみなさい。どう考えます
か」と、形式知、あるいは直感知に基づいて考え
てみてくださいと促すことはできるのです。少なく
とも、何かをやろうと始めるでしょう。ほとんどの場

図4

多いのは、平均の計算をする人です（図 4）。平
均値とか、中央値とか、最頻値とか、恐らく生徒が
そうするであろうとこちらも予測しています。そこで、
それだけでは答えが出ないように問題を作ってい
ます。平均はわざと同じにしてあるのです。生徒
には、持っている知識を使って、できるかぎりの答
えを考えてみてほしいのです。恐らくこういうことを
するであろうと分かっているので、それでは答えが
出ないように、もっと新しい考え方を促すようにす
るのです。
例えば、頻度を勘定するかもしれません。右側
に表が書いてあって、3 番目の選手、Ivan Right は
非常に良いのか悪いのか、どちらかであると。な
ぜかといえば、分布が広がっているからです。そ
の他の二人の方が真ん中に分布がまとまっている
ので、一貫性（consistency）が高いと言えるかもし
れません。では、それを定量化できるか、もう少し
精密に説明ができるかと促すと、別の考えで表
象・解決法を考えます。例えばドット数や、分布多
角形、箱髭図でも同じ議論をします。数を定性的
に見て、分布が広がっている、あるいは頻度が集
中しているなど、分布の状況を見ている場合には、
定量化ができるか、もっと精密に説明ができるかと
促します。
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というわけです。
算数や数学、統計学の教科書にこういう説明が
書いてあるでしょうか。私は見たことがありませんし、
多分ないでしょう。しかし、直感的な考え方なので
す。恐らく生徒はこのやり方にトライするはずです。
確かに、標準偏差に関わりのある特性と物性はあ
って、比較的いい線をいっている考え方です。
例えば、範囲（最大－最小）の計算をします。こ
れはあえて同じになるよう問題を設計し、これでは
答えが出ないようにしています。こういう考え方を
させ、これでは答えが得られないから、もっと別の
解法を考えさせようとしているのです。
先ほどお見せした、ゴール数のアップダウンの
グラフを覚えていらっしゃるでしょうか。あれを定量
化するためには、年ごとに偏差・差異を見なけれ
ばなりません。年ごと、選手ごとに違いを見て、そ
の差異を合算し、総和が小さければそのプレイヤ
ーは整合性が高いと。こういうことは教科書には書
いてありません。しかし、これは生徒がよく考える
方法なのです。私の経験では、10～11 歳でもこう
いう計算をします。アップダウンを見て、その違い
を足し算してみるというのは非常に直感で、小学
生でもすることなのです。

図5

図 5 のように、横軸に年数、縦軸にゴール数をと
ったグラフを描く学生もいます。何をしているのか
と聞いてみると、変動が激しい人は一貫性がない、
あまり変動がないのが常にゴールを決めることが
できる選手だと説明するかもしれません。その場
合、「確かに、それは一貫性を考える上で良い方
法かもしれないね。でも、選手 100 人のときに 100
のグラフを書くのかい？ 定量化を考えなさい」と
説明します。完全に解決はできないと分かってい
る問題を提供しながら、感情的なサポートをして、
引き続き解決策を考えるよう促すのです。

図7
図6

しかし、もう一歩進む人もいます（図 7）。これで
はプラスとマイナスの違いが相殺されるので、整
合性を図るにはよくないと気が付くわけです。ある
選手のゴールが少ないときと多いときが相殺され
てしまうからです。そこで、プラスマイナスを無視
するのです。場合によっては、プラスマイナスを足

次に生徒が何をするかと言えば、勘定を始めま
す（図 6）。ある選手のゴール数が平均を超えたり
下回ったりした年がどれだけあるのか、定量的に
考えるわけです。「一貫性＝ゴール数が平均値で
あった年数÷ゴール数が平均値でなかった年数」
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し算して平均を出します。これも考え方としてはい
いのです。何かの差異を考えて、その差異を合算
するとか、平均を計算するとか、標準偏差を知っ
ているのであれば当然の考え方です。差異をどこ
かの時点で取り、その絶対値を合算し、平均を出
すというのが本来のやり方です。つまり、数学的・
統計学的には正しい方法ではありませんが、子ど
もたちは既にこれをやっているのです。直感的な
考え方は存在しているのです。標準偏差の知識
がないまま、しかも教員が指導する前に、こうした
解決方法を思いついているのです。
こうした正しい解法に近い考え方というのは、ま
れにしか出てきません。それはそれでいいのです。
生成・探索の段階で、生徒が正しく解決できること
は期待していません。知りたいのは、どのような思
考方法であるかです。複数の表象と解法を生み出
すことができるか、いわゆる正しい方法ではなかっ
たとしてもいいのです。たくさんの表象と解法を生
み出すことができるかどうかが重要なのです。
場合によっては、非常にクリエイティブな、想像
力豊かな考え方も出てきます。図 8 を描いた生徒
は、アップダウンのグラフをひものように引っ張っ
て伸ばしたらどうかと考えました。その上で、その
ロープの長さを何とか測り、その長さが長いほどア
ップダウンが激しい、一貫性のない選手だというこ
とが分かると考えたのです。ピタゴラスの定理を使
って、どちらのロープの方がどちらより長いかを考
えています。

ょうか。絶対にないでしょう。しかし、非常にいい考
え方です。ほとんど天才的に、標準偏差に近づい
ていると言えます。
何かを教えるとき、生成・探索の段階で生徒に考
えさせたいときには、既有の形式知と直感的な知
識の両方を使わせるような課題を作り、いったん
生成をさせ、考えさせてから、その後で教員が知
識を教え、さまざまな表象、解法を比較することで、
概念を定着させることができるのです。
では、この方法は有効なのでしょうか。生成と探
索をしてから教える方が、最初に概念を教えてか
ら問題を解かせるというよくある方法よりも良いの
かどうか、シンガポールの学級でも試してみました
（図 9）。

図9

これは第三者からも検証を受け、他の国でも再
現されていますが、シンガポールのデータを紹介
します。同じく数学ですが、違うトピックで、平均速
度と標準偏差の問題を使った実験を 7～10 年生
で行いました。同じ教員が、二つの条件で、違う学
校で教えます。能力高い中等度、それほど高くは
ない学級で教えています。シンガポールでは、6
年 生 の と き に PSLE （ Primary School Leaving
Examination：初等教育修了試験）を実施して、優
秀な生徒とそうでない生徒で学校を分けてしまう
ので、あえてそのレベルが大きく異なる学校で行
いました。
一つの教え方は、生産的失敗の環境です。図 9
の赤で示した部分が生成と探索の段階です。何も
教えてもらう前に問題を与えられて、自ら考え、解

図8

このようなことが数学の教科書に書いてあるでし
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決をしてみて、何回か授業を行って、できるだけ
複数の解法を考えさせます。その後、黄色で示し
たのが次の段階で、先生が概念を教え、知識を定
着させます。
もう一つが「Direct Instruction」という教え方です。
ほとんどの学校はこのやり方をしています。先生
がまず概念を教えてしまいます。練習させて、覚
えさせます。その後、設計した問題を与えて、また
もう少し練習をさせるというやり方をとります。
つまり、逆方向です。一方では先に生成をさせ
て、その後教えられる。もう一方では先に教えられ
て、次に応用して学んだことで問題を解きなさい
と。
準実験環境で、プリインポーズのテストで三つの
知識を測ります。一つは手続き流暢性（Procedural
Fluency）です。標準偏差の計算ができるか、平均
速度を計算で出すことができるか、価値の解釈が
できるか。つまり、基礎的な知識です。手続きを適
用することができるか、応用することができるか、
そこから出てきたものを解釈することができるかで
す。
二つ目が概念的理解（Conceptual Understanding）、
していることの理由が分かるかどうかということです。
標準偏差の場合には、なぜ 2 乗をしているのか、な
ぜ加算するのか、なぜ割るのかを分かっているか。
なぜ n で割るのか、なぜプラスなのか、なぜルート
を見るのか、そもそも偏差の意味とは何なのか、な
ぜ平均から出すのか、なぜ平均以外のものを使わ
ないのか、概念的に分かっているのかどうかです。
この概念的理解は非常に重要なところです。これは
ポストテストで、本当に概念が分かっていたかどうか
を確認します。その知識を移転ができるかも確認し
ます。
三つ目が、知識の移転（transfer）です。何かを
学習しても、それを移転して、学んでいない概念
で使うことができなければ意味がありません。例え
ば正規化（Normalization）は、非常にハイレベルな、
大学直前で学ぶような概念です。標準偏差を使い
ますが、よりハイレベルな数学で、数学の側面を
話す時間はありませんが、このような従属変数を
測定しています。

図 10

生産的失敗と直接指導を比較すると分かること
があります(図 10)。手続き流暢性（手続き的知識）
には、ほとんど違いが出ません。基礎知識の獲得
では、あまり違いは出ないのです。しかし、概念的
理解や知識が移転できるかどうかに関しては、大
きな違いが出てきます。われわれの研究では、生
産的失敗の方が直接指導よりも良い結果になりま
した。
また、生産的失敗が機能するのは、成績の低い
生徒の方なのか、成績が高い方なのかを比較しま
した。その結果、もともとの成績による違いはありま
せんでした。これは直感に反するかもしれません。
予想と違います。成績が良かった学生の方がもっ
と多くの表象と解法を出せただろうと皆さんは思っ
たかもしれません。しかし、考えてみてください。
試験・テストで測定するのは、既に知っているもの、
学んだもの、既有の知識を応用する能力です。つ
まり、フォーワードサーチなのです。問題をカテゴ
リに分けて、それを応用して解決をします。
一方で、生成・探索の段階では知識はまだ獲得
していません。知らないことに基づいてデザインを
するので、非常にダイバージェントなプロセスです。
あまり訓練を受けていない、あるいは学習経験が
このようなダイバージェントな考え方に合っていな
い場合には、他の生徒たちと同じような結果になり
ます。
それよりも、複数の表象と解法が出ていて、しか
も多様な答えが出ていることが重要だということが
分かっています。間違っていたとしても、多くの表
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象と解法が出ているほど、学習度合いが高いので
す。より多く考えているということは、より多く学習を
獲得する可能性があるということです。これには大
変重要な意味があります。これは、成績の高い生
徒と低い生徒とのギャップを埋める可能性がある
ことを意味しているのです。
われわれは教員として、その知識、われわれが
教えるべきものについての専門家であるはずです。
ところが、われわれは生徒がそれで何ができるか
を見積もることは不得手です。教員の方に、教え
る前にこの問題を生徒に与えたらどうすると思いま
すかと聞くと、大抵の先生が過小評価するのです。
先生が悪いのではありません。エキスパートはそう
考えるのです。しかし、それは思い込みなのです。
子どもたちは分かっていないから、答えられるわ
けがないと過小評価するのです。分かっていない
人には教えなければいけないと。しかし、そもそも
専門家であるという定義上、まだ学んでいない人
の考えは分かりません。しかし、われわれは、まだ
勉強していない人が何を生み出せるかということ
を考えて教えなければいけません。これは、教え
る側の抱えるパラドックスです。
まず、学生に生成させることによって、教員とし
て、学生が何を知っているか把握した上で、概念
を定着させて教えることができます。生産的失敗
によって教えることは、簡単ではありません。最初
に教えてしまった方が簡単なのです。生徒がバラ
バラのアイデアを出し、それに対応するというのは、
教師にとって大変なことです。しかし、実際に生産
的失敗で標準偏差・平均速度を教えた現場の教
員とやり取りしてみると、大変だったけれども、自
分たち自身がもっとよく分かった、自分たち自身の
知識が高まった、教員として標準偏差と平均速度
が分かったと言います。大学で勉強したのに、自
分たちもよく分かっていなかったのです。しかし、
この教え方をしたことで、自分自身の方が勉強し
たということがあるのです。学生・生徒ももっと学ぶ
ことができるし、教える側も、もっと学ぶことができ
るのです。

図 11

次に、背景にあるメカニズムを説明します（図
11）。一つは、既有知識の活性化と差別化です。
標準偏差を教える際に、関連している全ての知識、
既に持っている知識を活性化したいわけです。あ
りとあらゆる方法を生徒が考え、それを外部化した
い。いったん外部化すると、解法を比較することが
できます。そのときに、重要な特徴に注目します。
例えば、標準偏差を足し算したとして、ある生徒は
n で割らなかったけれども、別の生徒は足し算の
結果を n で割ったとします。それは何が違うのかと
比較をします。違いを比較することによって、先生
は生徒を会話に引き込み、n で割ることの意味、な
ぜその方が良いのかを説明することができます。
既有の知識を活性化し、差別化をし、知識が外
部化されると、対比することができます。比較する
ことによって、気付くことができ、ここに注目をせよ
と言うことができます。ここに違いがある、この違い
が大事だと教えることができる。これが決定的な特
徴です。
そして、生徒と語り合う必要があります。ディスカ
ッションに引っ張り込むということです。問題を考
え、詳しく説明をさせる機会が必要です。認知科
学では、説明効果、あるいはエラボレーション効
果といわれますが、生産的失敗では、これを促し
ているのです。知識の定着と構築も重要です。生
徒が解法を考えた後、そのまま放っておくわけに
はいきません。知識を組み立て、正しい方法、あ
るいは正規な方法、正しいスキルセットにまとめ上
げる必要があります。
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図 12

図 13

生産的失敗のデザインでは、三つの段階を考え
ます（図 12）。まず、活動そのものを考えます。つ
まり、課題の選定です。どういう問題を与えるか、
その問題をどのようにデザインするか。
しかし、これだけでは足りません。問題を考えた
上で、どのように参画をさせるか。個別に作業する
のか、少人数グループで考えるのか、グループで
作業する方法が分かっているか、解決する際の作
業の仕方を考えてデザインしなければいけません。
問題だけではなく、どのように参加させるかまで考
えなければいけません。
最後に、社会的な環境を整えることです。生産
的失敗を生み出すには、「5 分以内で正しい答え
を出しなさい。そうでなければだめだ」という環境
ではうまくいきません。教室内の適切な社会的規
範を考えなくてはいけません。それはつまり、探索
してもいい、試してもいい、違う答えを出してもい
い、でも、諦めることだけはだめだということです。
5 分で正しい答えを出さなくていい、10 分や 15 分
以内に正しい答えを出さなくていい、1 時間かけて
もいい。全部試して、隣の生徒やみんなと相談し
てもいい。そのような社会数学的な規範を教室内
でつくり出さなければ、この活動を実践に移すこと
はできません。

それを表にしました（図 13）。縦に二つのフェー
ズが書いてあります。第 1 段階が生成・探索で、複
数の表象・解法を生徒が考えます。第 2 段階がフ
ォローアップです。下の方が知識を整理して構築
する、知識を定着させるフェーズです。
それぞれのフェーズで考えなくてはいけないこと
が、横軸に三つあります。課題、参加のさせ方、社
会的環境です。生成・探索段階で、どういう問題を
生徒に与えるかというと、十分に複雑で、かつ学
生の知識に関連したものでなくてはいけません。
簡単な問題で、答えが一つしかないものでは意味
がありません。引き込むものがあり、生徒の持って
いる数学の既有知識、リソースに基づいた問題で
なければなりません。また、その問題によってどの
ような知識が活性化されるか分かっている必要が
あり、その上で問題を考えます。問題を作るときに、
その知識では答えが出せないという問題をわざと
作る必要があります。ここが重要です。既に分かっ
ているものでは解決ができない問題を出すので
す。
次に、定着段階で何をさせるか、その場合の教
員の役割は、比較・対比です。異なる表象・解法を
生徒が考えたら、先生はそれを比較・対比し、何
が大事な違いであるかを説明できなくてはなりま
せん。
では、参加をどのような構造にするか。生成の段
階では、生徒がお互いに協力したり、批判したり、
説明しあったりします。例えば、私が先生方と一緒
に問題を考えるには、共通の理解が必要です。そ
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れによって、教室の中で学び合いが発生します。
定着・構築の段階での参加は、先生の説明を受
けるという形です。その際、先生は司会のような役
割で、例えば生徒の説明を言い換えたり、何が違
うのかを気付かせて、知識を整理・構築する必要
があります。
生成の段階では、生徒には認知的支援は何も
与えられていません。内容的なヒントは出されない
ので、感情的なサポートしかありません。規範とし
て、環境づくりが重要です。これは自然にできるも
のでも、1 日でできるものでもありません。一夜にし
てはできないので、学級の風土・雰囲気として、時
間をかけて、生成・探索し、発散的な考え方を促
す環境をつくらなければいけません。先生の方で
は、その期待を醸成しなければいけません。失敗
していい、良いアイデアも悪いアイデアもどんどん
出していいのだ、しかもそれを発言していいのだ
という雰囲気をつくる必要があります。他の生徒の
方がいい考えだからと、しゃべりたがらない生徒も
いるかもしれませんが、全部話していいのだという
雰囲気をつくる必要があります。生成の段階でも、
知識の定着の段階でも、その雰囲気づくりが重要
です。

図 15

7 年生で、尖度を教えました（図 15）。シナリオを
紹介して、お小遣いの分布を考えるのです。学級
ごとに皆さんがどれだけもらっているかを見た上
で、分布の表象を考えます。データの設計は何も
難しい課題ではなく、先ほど紹介したものに基づ
いた課題になっています。生徒は、一つの数字で
分布を表象する複数の方法を考えなければなりま
せん。

図 16

標準偏差は先ほど紹介しました（図 16）。サッカ
ーで一番ゴールが多いのは誰かという問題です。

図 14

生産的失敗を用いた学習では、多くのトピックを
扱ってきました。中等・初等教育だけでなく、大学
前の段階でも試してみました。その例を紹介しま
す（図 14）。何もロケット科学のような難しいもので
はありません。
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続きを考え、概念を考え、表象を考え、解法を考
えることを求められています。教えられる前に、学
習する前に、考えることを促されているのです。生
産的失敗についてご理解いただけたでしょうか。
何か疑問があれば、お受けしたいと思います。ご
清聴ありがとうございました。

図 17

大学入学前の 11 年生、12 年生向けの授業では、
標準化を学習しました（図 17）。数学でトップの成
績を取った学生が、科学・英語でもトップの成績を
何年か取っています。そこで、誰に賞を与えるべ
きなのかという問題です。例えば、マイケル・フェ
ルプスよりもウサイン・ボルトの方が優れた選手だ
とどう決めるのかというような感じです。これは、分
布を見て標準化をすることが必要です。

図 18

次に、12 年生では仮説検証の学習をしました
（図 18）。ある会社が、このチョコレートの重さは 50
グラムであると言っています。しかし、その工場で
製造されたチョコレートを量ってみたところ、50 グ
ラムではなくて、表のような重さになっていました。
どの学生のサンプルが、この工場で製造されたも
のなのかという問題です。
ここでは全て、まだ教えられていない段階で、手
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（Manalo） 次は、植阪友理先生です。先生も東
京大学大学院教育学研究科の先生で、学校教育高
度化センターにいらっしゃいます。他の先生方と
同様、教育の効果を高めることに情熱を燃やして
おられて、とりわけ学生・生徒の自発性を高める
学習方略を研究していらっしゃいます。
私は先生と一緒に既に 11 年にわたって研究を
していて、たくさんのインスピレーションをいた
だいています。
先生は大変な努力家で、
勤勉です。
先生の論文は日英で出ていますが、どれだけ生産
性の高い研究者であるかがよく分かります。そし
て、非常に思慮深く、洞察力がある先生で、これ
をやるとお決めになると、情報を連動させて解釈
をする際に、素晴らしいアイデアを思いつかれま
す。
本日、先生には、教育の現場においては、失敗
が貴重な学習の機会になるという説明をいただき
ます。
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䖃ㄆ▱䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾
䞉ᚰ⌮Ꮫ䜢⏕䛛䛧䛯ಶูᏛ⩦ᣦᑟ
䞉Ꮫ⩦䛻䛴䜎䛪䛔䛯Ꮫ⩦⪅䛸㠃ㄯ
䞉᭱⤊┠ᶆ䛿䛂⮬❧ᨭ䛃
䖃ㄆ▱䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸
䞉⌧ᅾ䛾Ꮫ⩦⪅䛜ⱞᡭ䛺䛣䛸
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図1

話題提供 3
「失敗を生かした学び方の工夫」
植阪 友理
（学校教育高度化センター）
ご紹介ありがとうございました。このような素
晴らしいシンポジウムで発表の機会をいただけて、
うれしく思います。また、学習の科学において、
非常に著名な先生であるManu Kapur先生の前でお
話できることを、光栄に思います。先生の前です
から英語でと思いますが、日本人のお客様が多い
ので、日本語でお話しさせていただきます。
私からは「失敗を生かした学び方の工夫」とい
うことで、学習方法についてお話しさせていただ
きたいと思います。

認知カウンセリングとは、認知心理学を踏まえ
て個別学習指導を行うものです。学習につまずい
てしまった生徒に、最終的にはサポートがなくて
も自立して勉強していけるようになってもらいた
いと思って進めているものです。
1 対 1 で面接をするといろいろなことが聞けま
すので、質問をしてやり取りをする中で、現在の
学習者が苦手なことを、どうやって支援していけ
ばよいのかが見えてきます。今日は、その話を少
しさせていただきたいと思います。
認知カウンセリングから見えてくるのは、やっ
てくる生徒には学習に対する何らかの悩みがある
ことです（図 2）
。

認知カウンセリング
市川先生からも少しご紹介いただきましたよう
に、私は認知心理学者ではあるのですが、長年、
認知カウンセリングに実践的に携わっています
（図 1）
。
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図2
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大人にもあるかと思いますが、うまく覚えられ
ないとか、うまく問題が解けない。努力はしてい
て、いっぱい問題も解いているのだけれども、成
績に結びつかない。やる気が出ない等々、たくさ
んの悩みがあります。もちろん、学んだ内容が理
解できていないことがその原因になることもあり
ますが、それより本質的な問題として、学び方（学
習方法）に原因があることも少なくありません。
私が専門にしている心理学の本をひもといてみ
ると、効果的な学び方がたくさん提案されていま
す。それが学習方略研究といわれるものです。こ
んなに数多く提案されているのに、なぜ利用され
ないのかと、常々不思議な思いを抱いています。
ここにいらっしゃる方は心理学がご専門ではな
い方も多いと思うので、学習のコツとして心理学
で提案されていることを、少し見ていきたいと思
います（図 3）
。
意味理解を進める認知的方略といわれる方法や、
メタ認知的方略と呼ばれる自分の弱点を把握しな
がら勉強する方法、他者や図など、頭の外を活用
する外的リソース方略など、さまざまなものが提
案されています。今日のシンポジウムに関係する
のは、メタ認知的方略でしょうか。自分の弱点を
自分で分析して次に生かせれば、自分が先生にな
れるわけですから、先に進みます。こうしたこと
が有効だということは、かなり広くいわれていま
す。

こととして、ひたすら解くとか、ひたすら書くだ
けではなく、意味を考えたり、手を動かしながら
考えたり、さらには今日のテーマにあるような自
分のつまずきを分析したりと、やり方を工夫する
ということがあります（図 4）
。
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図4

しかし、学習者は自発的にはなかなかそれがで
きていないという実態があります。それをどうや
って支援していくのかという話もしたいと思いま
す。
それから、市川先生も言及してくださいました
が、なぜそのような効果的ではない方法をとって
しまうのかを、インタビューを通して聞いてみた
ところ、信念の問題がかなり根深いことが分かり
ましたので、少しお話しさせていただきます（図 5）
。

Ꮫ⩦᪉␎◊✲䛛䜙䜏䛯Ꮫ⩦䛾䝁䝒
Ꮫ⩦䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䠄Ꮫ⩦ほ䠅䛾ၥ㢟

䠄䠍䠅ㄆ▱ⓗ᪉␎

ព⌮ゎᚿྥ 䋽 ᬯグᚿྥ
ᛮ⪃㐣⛬㔜どᚿྥ 䋽 ⤖ᯝ㔜どᚿྥ
᪉␎ᚿྥ 䋽 ⦎⩦㔞ᚿྥ
⎔ቃ౫Ꮡᚿྥ
ኻᩋά⏝ᚿྥ

ព䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛛䠛
䠄䠎䠅䝯䝍ㄆ▱ⓗ᪉␎
⮬ศ䛾ᙅⅬ䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛛䠛
䠄䠏䠅እⓗ䝸䝋䞊䝇᪉␎
⪅㻛
⪅㻛ᅗ䛺䛹㢌䛾እ䜢ά⏝䛧䛶䛔䜛䛛䠛

ㄆ▱⩏ⓗᏛ⩦ほ

㠀ㄆ▱⩏ⓗᏛ⩦ほ

᳜㜰䞉℩ᑿ䞉ᕷᕝ䠄䠎䠌䠌䠒䠅 ᪥ᮏᚰ⌮ᏛᏛⓎ⾲

ヲ⣽䛿᳜㜰䠄㻞㻜㻝㻜㻕㻌⌧௦䛾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ䠑 Ꮫ⩦䛸Ⓨ㐩

ຠᯝⓗ䛷䛿䛺䛔Ꮫ⩦᪉ἲ䛾⫼ᬒ䠖Ꮫ⩦ほ䛾೫䜚

図3
図5

心理学で提案されている学習のコツに共通する
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いるわけです。

自分の弱点をなぜ分析しないのかというと、自
分の失敗を分析することはいいことだという発想
（失敗活用志向）がないからです。自分の失敗を
見せられることは恥ずかしい、つらいと思ってい
れば、当然、分析しなくなります。ですので、た
だ単にこういうやり方がいいと教えるだけではな
く、子どもの勉強や学習に対する発想そのものか
ら変えてあげることが、非常に重要になります。
このあたりについてもお話しできればと思ってい
ます。
では、
どのようなものを教えるかということで、
認知カウンセリングでは代表的な指導技法が幾つ
か挙げられています（図 6）
。時間の関係で全部を
ご紹介することができないのですが、例えば仮想
的教示では、私が分からない人だと思って説明し
てみて」と、言語化を求めるような指導技法をと
ります。また、教えているときに「分かった」と
言ってくれると大変気分がいいのですが、本当に
分かったかどうかは怪しいものだからです。教訓
帰納では、終わった後になぜ最初は解けなかった
のかを分析するように求めます。

教訓帰納とは
今日は失敗に関するシンポジウムですので、教
訓帰納に焦点を当てたいと思います。教訓帰納
（lesson induction）は、もともとは市川先生が
ラベルを付けられたものです（図 7）
。
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図7

解いた後に、
「なぜ自分は解けなかったのか」を
解く。これは具体的な活動としてよくあることで
すけれども、1 問解くごとに「自分はどういう点
で賢くなったのか」を言語化して取り出します。
ですので、
本当は解けなかったときだけではなく、
解けたときについても分析しておくことが必要に
なります。この問題にはこういう概念的な点が重
要だということや、こういうやり方をしておくと
いい、自分はこんな思い違いやミスをしていたと
いうことが分かれば、それを言語化しておくこと
によって、今後同じ間違いをしにくくなるという
わけです。
では、どのような「教訓」が期待されているの
でしょうか（図 8）
。さまざまなものがありますが、
子どもに教訓帰納をさせると、初めはケアレスミ
スだと言うことが何度もあります。それではなか
なか次につながらないので、学習の中での大事な
ポイントは何なのかをきちんとつかませます。
それから、自分の弱いところを分からせること
も重要です。何が勘違いだったか、何が分かった
かという学習内容に関することもそうですが、次
に同じ間違いを犯さないために、例えば図表を描
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䐤ᩍカᖐ⣡
ᣦᑟ᪉␎䛰䛡䛷䛿䛺䛟Ꮫ⩦᪉␎䛻
図6

もともとは指導技法として提案されたものです
が、ただ単に先生に言われてやるだけではなく、
先生がいなくても自分で「分かっているかな、説
明しよう」と試してみたり、最初は間違えてしま
ったのはこういう理由だと分析したりすれば、学
習者として自立することができます。ですから、
最終的には自分の学習方略にしてほしいと願って
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く、定義に立ち戻るなど、どのような学習方法を
とればよいのかという学習に関するコツを抽出し
ておくことも大事です。
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図 10

e.g., ᅗ⾲䜢䛛䛟䚸ᐃ⩏䛻❧䛱ᡠ䜛

まず、教訓帰納をすれば本当に学習効果が上が
るのかということです（図 10）
。以前、市川研究
室の先輩が、
「教訓帰納してごらん」と言ってみる
と、しないよりも学習効果は高まることを示され
ています。また、After -Event Reviews を提案さ
れているグループも、同じことを示しています。
さらに、ただ単に教訓帰納をするだけではなく、
どう言語化しておくかという質も大切だというこ
とも分かっています。

図8

学力と教訓帰納
では、これから簡単に、教訓帰納に関する研究
として、私のサブワークをご紹介させていただき
ます（図 9）
。
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図9

図 11

教訓帰納を使った方がいいと分かったわけです
が、では、どれぐらいの人がどの程度使っている
のか、最近はいろいろな学生を対象にして高校生
時代の学習方略を調査しています（図 11）
。
項目反応理論を使い、どういう学習方略がレベ
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ルとして難しいのか、どんな人がどういうものを
使っているのかということを解析しています。

Ꮫຊ䛸ᩍカᖐ⣡
䜎䛸䜑

ᩘᏛ

ᩍカᖐ⣡䜢⾜䛘䜀䚸Ꮫ⩦ຠᯝ䛿㧗䜎䜛
ᖹᆒ್

㡯┠






㆑ᅔ
ከ㔜
ู㞴
ẚ㍑
ຊᗘ

ᩘᏛ䛾ຮᙉ䛷䛿䠈ḟ䛻ྠ䛨㛫㐪䛔䜢䛧䛺䛔䜘䛖䛻䠈ὀពⅬ䜢䜎䛸䜑䛶䝜䞊䝖
䛺䛹䛻᭩䛔䛯䚹

㻝㻚㻥㻥 㻝㻚㻤㻣 㻝㻚㻢㻟 㻝㻚㻜㻞 㻝㻚㻟㻢

ᩘᏛ䛾Ꮫ⩦䜢䛩䜛䛻䛿䠈ཧ⪃᭩䜢⏝䛧䛯䚹

㻞㻚㻠㻥 㻞㻚㻟㻟 㻝㻚㻥㻢 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻟㻜

ᩘᏛ䛾බᘧ䜢ぬ䛘䜛㝿䛻䛿䠈䛭䜜䛜䜟䜜䜛ලయⓗ䛺≧ἣ䜢ྜ䜟䛫䛶ぬ
䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛯䚹
ᩘᏛ䛷ศ䛛䜙䛺䛔ၥ㢟䛻ฟ䛳䛯䜙䠈ᅗ䜔⾲䜢䛛䛔䛶⪃䛘䛯䚹

Ꮫຊ䛜㧗䛔䛸䛥䜜䛶䛔䜛Ꮫ䛻㐍Ꮫ䛧䛯⏕ᚐ
䛺䛬㛫㐪䛘䛯䛾䛛䠛
䛹䛣䛜ศ䛛䜙䛺䛔䛾䛛䠛
䛸䛔䛳䛯䛣䛸䜢⮬Ⓨⓗ䛻⪃䛘䛶䛔䜛

㻝㻌㻪㻌㻟

㻞㻚㻣㻣

㻞㻚㻡 㻞㻚㻠 㻜㻚㻤㻣 㻙㻜㻚㻟㻝 㻝㻌㻪㻌㻞
㻟㻚㻞㻥 㻞㻚㻠㻞 㻞㻚㻜㻥 㻝㻚㻞㻤 㻙㻜㻚㻟㻤 㻝㻌㻪㻌㻞㻘㻌㻟

ᩘᏛ䛾ຮᙉ䜢䛩䜛䛸䛝䛻䛿䠈㛫㐪䛘䛯ၥ㢟䜢䜒䛖୍ᗘ⮬ศ䛷ゎ䛔䛶䜏䛯䚹

㻟㻚㻝㻣 㻞㻚㻢㻠 㻞㻚㻠㻡 㻝㻚㻠㻝 㻙㻜㻚㻠㻟 㻝㻌㻪㻌㻞㻘㻌㻟

ᩘᏛ䛾ຮᙉ䜢䛩䜛䛸䛝䛻䛿䠈⮬ศ䛿䛺䛬㛫㐪䛳䛯䛾䛛ཎᅉ䜢⪃䛘䛯䚹

㻟㻚㻞㻠 㻞㻚㻢㻥 㻞㻚㻟㻢 㻝㻚㻢㻢 㻙㻜㻚㻢㻡 㻝㻌㻪㻌㻞㻘㻌㻟

ᩘᏛ䛷䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜ฟ䛯䜙䠈㐩䜔ඛ⏕䛻㉁ၥ䛧䛯䚹

㻞㻚㻣

㻞㻚㻥㻡 㻞㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻟 㻙㻜㻚㻣㻣

ᩘᏛ䛾ຮᙉ䜢䛩䜛䛸䛝䛻䛿䠈ၥ㢟䜢ゎ䛔䛯ᚋ䛻䝜䞊䝖䜔⟅䛾వⓑ䛻ṇゎ
䜢グධ䛧䛯䚹

㻞㻚㻥

㻞㻚㻤㻞 㻞㻚㻣㻥 㻜㻚㻡㻞 㻙㻝㻚㻝㻠

ᩘᏛ䛾ຮᙉ䜢䛩䜛䛸䛝䛻䛿䠈ၥ㢟䜢ゎ䛔䛯ᚋ䛷ゎ⟅䜢ぢ䛶䕿㽢䜢䛴䛡䛯䚹

㻟㻚㻞㻞 㻞㻚㻥㻤 㻞㻚㻣㻥 㻜㻚㻤㻠 㻙㻝㻚㻠㻢

㻝㻌㻪㻌㻟

䛆ཧ⪃䛇
ᩘᏛ䛷䛿䠈ゎ䛝᪉䜢䛷䛝䜛䛛䛞䜚ᬯグ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛯䚹

㻞㻚㻞㻝 㻞㻚㻡㻝 㻞㻚㻣㻥

ᩘᏛ䛾බᘧ䛿䠈䛺䛬䛭䛖䛺䜛䛛䛿Ẽ䛻䛫䛪䛻ᬯグ䛧䛯䚹

㻝㻚㻡㻠 㻞㻚㻠㻜 㻞㻚㻣㻞

㻝㻌㻨㻌㻞㻘㻌㻟
㻝㻌㻨㻌㻞㻘㻌㻟

図 13

図 12

教訓帰納に関わる事例研究
次は、教訓帰納に関わる事例研究です。まずは
理想をお話ししましたが、認知カウンセリングを
していますと、必ずしも理想的には学んでいない
姿が多く見られます。一例として、都内の中学 2
年生の女子のケースをご紹介したいと思います
（図 14）
。

例えば、数学では、上にある項目ほど、とられ
ていない学習方法です（図 12）
。
「数学の勉強をするときには、問題を解いた後
で解答を見て○×をつけた」
、これは誰でもして
いる比較的簡単なものです。
「正解を記入した」と
いうのは少し難しくて、さらに難しいのは、
「数学
の勉強をするときには、自分はなぜ間違ったかの
原因を考えた」や、
「注意点をまとめてノートなど
に書いた」です。ただし、学力の高いグループ、
あまり名前を出すのもよくないのかもしれません
が、東大生などは上にある方法をよくとっている
ということが分かっています。
学力の背景として、
こうした勉強方法が関わっている可能性があるか
と思います。
簡単にまとめました。教訓帰納を行えば、学習
効果があり、定着力は高まります。ここがポイン
トなのかと言葉で述べておくと、それが先につな
がるということです。
そして、一般的に学力が高いといわれている生
徒は、
なぜ間違えたのか、
どこが分からないのか、
どこがポイントかを、人から言われなくても自発
的に考えています（図 13）
。
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図 14

この生徒は、一生懸命問題を解いているけれど
も、なかなか思うように成績に結びつかない。中
学校 1 年生から成績がどんどん下がりはじめ、2
年生になってからは大好きな部活を休んで必死に
勉強しているのに、下がる一方だといいます。や
ってもやっても成績が上がらないので、学習性無
力感の話ではありませんが、もう机に向かう意欲
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が出ないと相談に来ました。この生徒に対して約
9 回のカウンセリングを行い、まず、普段の勉強
の仕方で問題を解いてもらい、そもそも何が問題
なのかを診断してみたところ、
図 15 のような場面
がありました。
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図 16

図 15

ある連立方程式を解いてもらうと、1 回目に間
違えてしまいました。そこで「間違いだ」と指摘
せず、
「このやり方を私に説明してくれる？」と聞
き、説明しながら解いてもらうと、今度は正解し
たのです。符号を無視して計算を進めて間違えて
しまったのですが、
「2 回目の方は合っているのに、
最初はなぜ間違えてしまったのだろう」と聞いて
も首をかしげるばかりで、なぜ間違えたかを分析
しようとしません。
「なぜ間違ったのかな」と促し
てやっと「うーん、どれどれ」と見比べだすとい
うことがありました。
この事例のつまずきの診断をまとめてみます
（図 16）
。まず、問題を解いても全く振り返ろう
としないということが挙げられます。
図 15 のよう
な場面だけではなく、彼女はとてもたくさんのド
リルや問題を解いていましたが、ほとんどはマル
つけをしただけ、ひどいところではマルつけもし
ておらず、なぜ間違えたかを見直しているような
形跡はほとんど見られませんでした。ですので、
自分の弱点を分析するという、いわゆるメタ認知
的方略を全く使っていませんでした。

さらに、その背景には学習観の問題も見られま
した。
「どうやったら成績が上がると思う？」と聞
くと、
「とにかくたくさん問題を解く」という答え
が返ってきて、練習量志向は強いのですが、それ
から失敗を分析して活用しようという発想は少な
かったのです。むしろ、間違った問題は見たくな
い、つらい、小テストのバツを見たくない。だか
らかばんの中にぐちゃっとしまってあるというこ
とが分かってきました。勉強方法に問題があり、
加えて、その背景となっている信念にも問題があ
ることが伺われたわけです。
そこで私たちは、私たちがいなくても教訓帰納
を自発的にできるようになればいい、そして、教
えた教科だけではなくて、他のいろいろな教科で
も使ってほしいと思って指導を始めました。
具体的には、問題を解いて間違ってしまったこ
とは仕方がない、間違えたことをかえって良い機
会と捉えて、なぜ間違ったかをポイントとして書
き記すという指導をしました（図 17）
。
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いう時期が長く続きます（図 19）
。
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図 17
図 19

指導の経過としては、
「なんで最初は間違えてし
まったんだろうね？」と聞きながら分析を促して
いきます（図 18）
。
「分かった。こっちでは x しか
5 倍していなかった」と言うと、次に「本当だね。
じゃあどうしてこっちでは間違わずにできたんだ
ろうね」と聞きます。
「うーん、ちゃんと直した式
を書かなかったからだと思う。ちゃんと書けばで
きたと思う」
「そうだね、それ大事そうだね。じゃ
あそのことはポイントとして書いておこう。今回
は私が言わなくても書けたから、自分で言えたっ
て書いておくね」という感じでやり取りをしてい
きます。

一生懸命やってくれるのに学習方法として定着
しないのは、問題の内容だけを見ていて勉強方法
に注目がいっていないのではないかと考えて、指
導上の工夫を行いました。解き直しノートという
ものを使って、「どうしてこの問題を間違った
の？」
「移項しないで計算したから間違えちゃっ
た」
「そうだね。どこだっけ」
「ここでもやった間
違いだよ」
「じゃあ、もう間違えないように 2 重に
囲っておこうか」というように、教訓帰納の活動
だけに着目させてみると、しばらくすると自分が
何度も間違いを繰り返していることに気付きはじ
めます（図 20）
。
また、勉強方法としてもこれがいいということ
を認識してもらうために、ノートに「解き直した
後には、
もともとなぜ間違ったかを書いておこう。
書きためて、自分の弱点を分析しよう」と、教訓
帰納の教訓として書き残しておくようにしました。

ᣦᑟ䛾⤒㐣
&R

䛂㻔䠐㻔㻞㻕䜢ぢ䛺䛜䜙㻕䛺䜣䛷᭱ึ䛿㛫㐪䛳䛶䛧䜎䛳䛯䜣䛰䜝䛖䛽䠛䛃

&O

䛂䠄䝔䝇䝖⟅䜢═䜑䛶䠅䛒䛳䠈ศ䛛䛳䛯䚹䛣䛳䛱䛷䛿䡔䛧䛛䠑ಸ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䟿䛃

&R

䛂䛹䛣䛹䛣䠛ᮏᙜ䛰䛽䠈䛨䜓䛒䛹䛖䛧䛶䛣䛳䛱䛷䛿㛫㐪䜟䛪䛻䛷䛝䛯䜣䛰䜝䛖䛽䛃

&O

䛂䛖䞊䜣䠈䛱䜓䜣䛸┤䛧䛯ᘧ䜢᭩䛛䛺䛛䛳䛯䛛䜙䛰䛸ᛮ䛖䚹䛱䜓䜣䛸᭩䛡䜀䛷䛝䛯
䛸ᛮ䛖䚹䛃

&R

䛂䛭䛖䛰䛽䠈䛭䜜䛭䛖䛰䛽䚹䛨䜓䛒䠈䛭䛾䛣䛸䛿䝫䜲䞁䝖䛸䛧䛶᭩䛔䛶䛚䛣䛖䚹
䠄᭩䛛䛫䛯ᚋ䛷䠅ᅇ䛿⚾䛜ゝ䜟䛺䛟䛶䠈䛛䛡䛯䛛䜙䠈䛄⮬ศ䛛䜙䛔䛘䛯䛅䛳䛶
᭩䛔䛶䛚䛟䛽䛃

&O

䛂䛖䜣䟿䠄䛖䜜䛧䛭䛖䚹䜹䜴䞁䝉䝷䞊䛾Ꮠ䜢䝬䞊䜹䞊䛷ᘬ䛟䠅䚹䛃

図 18

面白いことに、人間関係もありますので、私の
前ではにこにこしてうれしそうにやってくれるの
ですが、家に帰ると決して自発的にはやらないと
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書くことが大変かもしれないけれど、その結果、
間違いをしなくなったら楽になるよ」という話を
しました。
ここで面白いことに、彼女が「学校では何度も
解きなさいと言われたから、これまで一生懸命し
てきたけれど、
こっちの方がいいなと思った」
と、
学校のことを言いはじめました。多分、学校の先
生は、振り返りもせずに何度も解けと言ったわけ
ではないと思うのですけれども、彼女はそう理解
したということです。ですから、
「繰り返し解くの
はだめなわけじゃないんだよ。繰り返し＋ポイン
トならもっと良いっていうことだよ」と言いまし
た。
しばらくすると、自宅でも「間違えたのはグラ
フの切片を見ていなかったから」など、間違えた
理由を自分なりに記述するようになります（図
22）
。
それから、
「理由が自分で分からないときは先生
に聞く」とも言いはじめます。これは大事なこと
です。
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図 20

クライアントの変化
なかなか自発的には教訓帰納を使ってくれなか
った学習者に、変化が現れます。この方法はいい
ということに気付きはじめたのです（図 21）
。
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「うん，これはいいよ，これまでノートに詳しくまとめるのってめんどくさくて嫌い
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だったし，今まで何度も解いて何とかしようと思っていたけど，こっちのほうが
かいがある。正の字とか書いたら，何回間違ったかも分かるし。」
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「そう，そう。はじめはポイントを書くことが大変かもしれないけど，結局，その間
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図 21
図 22

指導を始めてからしばらくして、彼女は「これ
って、
すごくかいがある気がする」
と言いました。
「かいがあるって何？」と聞くと、
「これをやった
ら、力がつく気がする」と言うわけです。
「そう、
そう思ってくれたらいいよ、
うれしいな」
。
彼女は、
「これはいいよ。これまでノートに詳しくまとめ
るってめんどくさくて嫌いだったし、何度も字を
書いて何とかしようと思っていたけど、こっちの
方がかいがある。正の字を書いたら、何回間違っ
たかも分かるし」
「そう、そう。始めはポイントを

さらに、理科においても、間違った理由を自分
なりに記述したり、
「分からないときには教科書を
確認しよう」と書いたりしはじめます（図 23）
。
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まいます。
この指導では、まず学習方略である教訓帰納を
指導したところ、学習成果が上がってきてから学
習方法の認識が変わり、
「量だけではなく工夫をし
なければ。
失敗は学ぶ良い機会だ」
となりました。
そして、成果や意欲の改善につながったというこ
とです（図 25）
。
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図 23
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この事例研究をまとめると、教訓帰納をすると
いいということは分かったけれども、現実の学習
者、特に量をこなしているのに成果が出ないとい
う学習者の背景には、教訓帰納が自発的に利用で
きていないせいで、成果が上がっていない可能性
があります。
学習方法を指導したわけですけれども、大事な
ことは、
「やるといいよ」と言っただけで、いきな
りやりはじめたわけではないということです。失
敗に対する捉え方が変わって初めて自発的になり、
他の教科でもやりはじめたのです。
残る課題としては、教訓の質が挙げられます。
教訓としてどのようなメッセージを抜き取るかと
いうことが、学習の成果そのものだと思うのです
が、この事例では質が高まりきっていなかったよ
うに思います。ですので、ただ自発的にするだけ
ではなくて、良い教訓をどのように引き出させて
いくのかが、今も私の中で大きなテーマになって
います（図 26）
。
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変化のプロセス
よく起きることなので、プロセスとしてまとめ
ておきたいと思います（図 24）
。
まず、学習観があまり良くありません。量さえ
こなせばよいとか、失敗は恥ずかしいという信念
を持っているので、たくさん問題は解くけれども
見直さず、その結果、学習成果が上がらないので
学習意欲が落ちてしまうという状態に陥っていた
わけです。
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図 24

そう考えると学習観から何とかしたくなります
が、学習観は非常に長い年月をかけてできたもの
なので、そうそう簡単にはひっくり返りません。
また、信念だけひっくり返っても、結局、やり方
がうまくいかないとなると、信念も元に戻ってし
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それぞれ、どのような原理・原則でつくってい
るのかを、簡単にご紹介したいと思います。

ኚ䛾䝥䝻䝉䝇
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学習法方に焦点を当てた授業
普通は学習内容に焦点を当てて、ある知識を獲
得させたいというような授業をしますが、私たち
が学習法講座と呼んでいるものは、普段はサブゴ
ールになりがちな勉強方法を育てるような授業を
指します（図 28）
。
生徒自身が学習方法や学習観を知ったり学んだ
りできる授業を実施しているわけです。実際に、
近所の中学校の 1 年生を対象に、失敗を活用する
学習観を育てたり、実際に教訓帰納を行うスキル
を育てたりということをしてみています。

Ꮫ⩦᪉ἲ
Ꮫ⩦ほ

Ꮫ⩦᪉ἲ

Ꮫ⩦ᡂᯝ

Ꮫ⩦ពḧ

䞉䞉䞉
㐺ᛂⓗ䛺Ꮫ⩦ほ
䞉㔞䛰䛡䛷䛺䛟ᕤኵ䜢䟿 㐺ᛂⓗ䛺Ꮫ⩦᪉␎
䞉ኻᩋ䛿Ꮫ䜆䜘䛔ᶵ 䞉ᩍカᖐ⣡
䛂䛺䛬㛫㐪䛳䛯䛛䜢䜚㏉䜛䛃

図 26

教訓帰納を促す実践研究
最後に、教訓帰納を促す実践研究についてお話
しします。実際には教訓帰納をあまり使っていな
いということが分かりました。では、何が教育実
践の中でできるかということで、幾つか可能性を
考えて、今、自分が関わっているものを挙げてみ
ます（図 27）
。
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図 28
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では、どのようにすれば自発的に使ってくれる
ようになるかということですが、私たちが大事に
しているポイントがあります（図 29）
。
まず、この方法は効果的で大事だと実感しても
らうことです。どんなにこちらが「いいよ」と言
っても、相手が「ああ、なるほど。いい」と思わ
なければ、自発的に使うことはあり得ません。で
すので、私たちが有効性の認知と呼んでいる、大
事だという感覚を認識してもらう機会をつくる。
認知してもらう側には、Manu 先生の生産的な失敗
（productive failure）の発想が有効かもしれま
せん。
それから、方略を使えるスキルが必要です。使
おうと思ったときにさっと使えるだけの力がない
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図 27

一つ目に、学校の先生方と協力して、教訓帰納
を促す授業を特別授業で行うということが考えら
れます。これは後でご紹介します。二つ目に、日々
の教科教育の授業、例えば数学や理科の中でこう
いう発想も併せて育てていくという方法もありま
す。三つ目に、最近ベネッセと一緒にしているの
ですが、学習法を自学できるような通信教材を開
発するということも考えられるかと思います。
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とだめですので、大事だと分かることと、使える
力の両方を育てようと思っています。それから、
先ほども言いましたが、失敗は恥ずかしいと思っ
ていると使ってくれませんので、それも併せて育
てます。
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図 30
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テストも非常にユニークです（図 31）
。普通は
「六角形の内角の和を求めなさい」と出題すると
思うのですが、
「六角形の内角の和は 720°である。
この求め方を下の図を使って説明しなさい」と逆
転の発想をさせて、ポイントを言語化させていま
す。

図 29

教科教育の中で指導
さらに、学校の日々の授業の中で、発想を育て
ていくこともできるかと思います。
岡山県の床勝信先生は、間違いの理由を問うと
いうテストを実践されています（図 30）
。
普通は問題を解きなさいというテストだと思う
のですが、
「先日行った単元テストで、多くの生徒
が間違えた例である」と誤答例を与え、なぜ間違
えたかを説明しなさいと問います。これは実際に
教訓帰納を自分でやる際の一つの練習にもなるか
と思います。

䝫䜲䞁䝖䜢ゝㄒ䛥䛫䜛ၥ㢟䜒
図 31

また、
テストだけでこういう問題を与えるのは、
生徒にとってある意味での裏切りですから、普段
の授業から変えていかなければいけないというこ
とで、授業内容も変えていらっしゃいます（図 32）
。
例えば、多角形の内角の和を計算する授業では、
公式を教えた後、通常はドリルが続くところを、
まず自分が本当に分かっているかを説明させる機
会を設けます。さらに、公式の求め方はこんな図
であるとか、他の図を使ってもできるかという多
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様な導き方を検討させて、協働というようなこと
もさせています。
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図 34
図 32

設計原理の大事なポイントとして私たちが考え
たのは、最初に他人の間違いを自分の言葉で説明
するという段階を設けることでした。正解と誤答
を見比べて違う部分に下線を引き、どうして違う
のかを自分の言葉で説明をする。その後で、今度
は自分の間違いで分析をする。
自分で解いてみる。
答え合わせをする。間違えたものはなぜ間違えた
のかポイントを書いてみるということを求める教
材を作っています。解答も工夫して、他の学習で
も利用するようになったという学習方略の転移が
見られたことが確認されています。
設計原理は、今も申し上げたとおり、まずは他
人の失敗を言語化してみることがステップ 1 です。
ステップ 2 で、自分の間違いから学んでみる。何
がまずかったかの分析・言語化をしてみる。最後
に、教訓の質を高める工夫という私の関心になっ
ているところですが、ステップ 3 として教訓の例
を解答例として示す。普通の解答集には答えが書
いてあるわけですが、どんな教訓がいいのかを例
として見せるということもしています。

さらに、家庭での学習方法をサポートするため
に、数学通信を出しています（図 33）
。
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図 33

学習法を自学できる通信教材の開発
最後が、通信教材の開発です。多くの教材は内
容の学習のために構成されていますが、今回は学
習方法を身に付ける自学教材の開発をしました
（図 34）
。ベネッセと協同で、内容ではなく勉強
方法を学べるような学習教材を作って効果を検証
しています。

まとめ
Manu 先生は、失敗を授業デザインに生かすとい
う話をしてくださいました。私からは、失敗を生
かす学習方略と、それをどう指導するかという話
をさせていただきました。実践してみると、なか
なか質の高い教訓、メッセージを引き出すのは難
しいことが見えてきます。そこで、授業で協同的
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に分析する機会を設けることで質が高まる可能性
があるのではないかと考えています。
通信教材の開発をしていて気付いたのが、親の
影響の大きさです。親の学習観によって、教材の
捉え方が違うのです。
「ドリルをありがとう」と言
った子がいた一方で、そもそも勉強方法に焦点が
当たっていることに目が行かない子どももいるこ
とが分かりました。
この点も興味深いところです。
Manu 先生のご研究は、シンガポールで 21 世紀
型の学力を提案する流れの中で出てきているのだ
と思います。私が研究している、教訓帰納という
自らの失敗や成功から自発的に学ぶ力も、社会に
出てからも大切な学力であり、これも視野に入れ
てもらってもいいのではないか、協働できる可能
性があるのではないかと思っています（図 35）
。

指定討論
「心理臨床の視点から」
高橋 美保
（臨床心理学コース）
本日は、臨床心理学の専門家という立場からお
話しさせていただきます。最初にお断りしておか
なければいけないのですが、私は認知心理学の
専門家ではありませんし、失敗という言葉を使って、
特に失敗学という領域で研究や教育をしているわ
けでもありません。そして、恐らく今日ここにいらっ
しゃる何人かの方が学校教育に関わっていらっし
ゃると思いますが、私は学校教育の専門家でもあ
りません。
しかし、私が専門とする臨床心理学には、本当
にいろいろなものが関わっています。今、私の専
門は働く人の心理学だとご説明いただきましたが、
例えば失業された方や、働いていてメンタルヘル
スの問題を抱えている方がいて、彼らの中にはそ
れを失敗と言う人もいますし、そう言わない人もい
ますが、客観的に見れば失敗と言えるかもしれま
せん。私は臨床家でもあり、そうした数々の事象に
出会う中で、いわゆる失敗と考えることも多々あり
ますので、今日はそれをシェアさせていただきた
いと思います。
そして今、先生方のお話を受けて指定討論をす
ることを求められているのは重々理解しています
が、私の視点からプレゼンテーションさせていた
だきます。その中で、先生方が語られたことに触
発される部分がかなりありましたので、それに言及
していくという形でコメントさせていただきたいと思
います。
大ざっぱに申しまして、Manu 先生のお話は、失
敗をつくっていくというところが面白いと思いました。
植阪先生は、どちらかといえば失敗をしたことをど
う使っていくかにウエートを置かれていたかと思い
ます。私がこれからお話しすることには、どちらも
含まれている気がします。今聞いたことを受けてな
ので、それがどんなところかをうまくお伝えできる
かは分かりませんが、トライしてみたいと思いま
す。
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図 35
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臨床心理学における認知
今、植阪先生が認知、要はどう捉えるかが重要
であると話されたと思うのですが、私が専門とする
臨床心理学も、認知を扱うのは得意中の得意とい
うか、それが介入の一つのアプローチになります
（図 1）。

図2

認知心理学の領域ではこういった流れがありま
すが、実はその全てが療法に使われています。先
ほどお話にあった、いわゆるレスポンデントやオ
ペラントといった学習理論に基づく行動のいろい
ろなルールがありますが、私たちはそれを行動療
法として、逆に元気になるときに使っていきます。
今お話ししたように、認知というのはとても重要な
アプローチなのですが、それを正面から扱ってい
るのが認知行動療法です。認知行動療法には第
1 世代、第 2 世代、第 3 世代があり、まずは第 1 世
代として行動療法があります。私たちは、人が誤っ
て学習してしまった行動を正す際に、行動療法を
用いて介入することがあります。
第 2 世代は認知療法です。先ほどもお話しした
ように認知はとても重要なのですが、例えば、
ABC 理論といわれるものがあります。まず、何かが
起こります（きっかけ）。そして、通常は落ち込む
（結果）ということが起こります。認知療法はそこの
間に認知が介在していると考えます。例えば、テ
ストで悪い点を取って、自分はだめな人間だと思
い、落ち込むとします。その自分がだめな人間だ
と思うことが認知で、ここに Belief（信念）を介在さ
せることによって理解しよう、認知を変容しようとい
うのが、第 2 世代までの認知行動療法の介入で
す。
そして今、第 3 世代の波が来ています。そもそも
第 1 世代・第 2 世代・第 3 世代は偶然発生してき
たわけではなく、おのおの理由があります。まず、
第 1 世代から第 2 世代になるときには、行動だけ

図1

例えば、皆さんご存じかもしれませんが、精神分
析やユング、ロジャリアン、家族療法など、いろい
ろなものがあります。これらは、ある種の認知の転
換を扱うものです。自分に起こっている不幸なこと、
あるいは失敗を、いろいろな文脈からそうではな
いかもしれないとか、違ったものと捉えられるかも
しれないというふうに理解することによって、起こっ
たことは恐らく同じなのですが、その受け止め方な
どが変わり、少し元気になるというものです。認知
が介在することによって感情が変わり、体験の意
味づけが変わってくるということが、あらゆる心理
療法の根底にあります。
認知行動療法の流れ
これは、いみじくも先ほど市川先生が丁寧にご
説明くださった行動と認知です（図 2）。
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では説明できないものが出てきました。例えば、
成人の抑うつや不安というものは、その人がとても
それを不安に思うという認知です。ですから、行動
をどれだけ変えてもなかなか不安感が治まらない
ということがあって、では捉え方を変えましょうとい
うことで第 2 世代が出てきたのです。
しかし、認知の仕方を変えても、意外とうつが再
発してしまうということが起こるのです。また、うつ
が良くなったとしても、実は認知的なファクターに
対してあまり影響力がないということも分かってき
たりして、認知療法、要するに考え方を変えましょ
うというだけでは限界があるのではないかというと
ころに至ったわけです。そして次に来たのが第 3
世代、マインドフルネスとかアクセプタンスというも
のです。これは思考、あるいは認知の内容ではな
く、思考に対する関わり方を変えるというものです。
捉え方を変えましょうということではなくて、その考
え方との距離感をどう保つかが重要だということで
す。
いろいろな流れがあるのですが、認知行動療法
の基本的なモデルでは、いわゆる刺激があり、そ
の間にいろいろなものが介在しています。今、認
知が重要だと言いましたが、実は行動も含まれ、
そこには感情や身体など、いろいろなバイオ、サ
イコ、ソーシャルな次元のものがあります。投薬な
どの生物学的なところは医師の仕事で、私たちは
認知行動療法で、認知あるいは行動に介入して
いき、結果を変えていこうというアプローチをとりま
す。
現実はそんなにシンプルではないので、さらに
バックグラウンドとして社会や家族、学校、職場な
ど、その人の生活場面や社会的文脈を想定し、そ
れらの相互作用の中で認知・感情・行動・身体とい
う四つの領域の反応を扱いながら、何がしか良い
方向に持っていくというのが私たちのアプローチ
です。
ここまでが私の領域の話なのですが、ここからは
失敗に少しフォーカスしてきたいと思います。

いという悩みです（図 3）。

図3

それを失敗と呼ぶ人もいますが、それが果たし
て失敗なのか、失敗だとしても果たしてそれはな
い方が良いのかということです。失敗自体は落ち
込むことがありますが、少し長い目で見て、そのフ
ァンクション（機能）に焦点を当てたときに、ではそ
の失敗はなくした方が良いのかということを、ここ
では問うておきたいと思います。
第 1 世代の認知行動療法
これについて、認知行動療法的なアプローチか
ら考えてみたいと思います。先ほど、第 1 世代の
認知行動療法的は行動を扱うと言いました（図
4）。

臨床心理学における失敗
先ほど申し上げましたように、私たちはよく相談
業務をしていますが、その多くは思うようにならな

図4
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例えば、私たちが何か失敗してしまったとか、失
敗を恐れているという人にお会いしたとします。そ
のようなときには、私たちは心理療法として極めて
行動的なアプローチをとることがあります。
一つ目は、失敗しないような行動目標を立てて、
スモールステップで、できるだけうまく成功体験を
与えるような形にしていきます。植阪先生も、スモ
ールステップのことをおっしゃっていたかもしれま
せん。スモールステップでやると失敗しないので、
小さな成功体験をつくることによって、失敗の恐怖
から逃れることができるということです。この成功が、
先ほどの植阪先生の言う効果です。やったらでき
たという小さな体験を積んでいくというのが、行動
療法の基本的なやり方です。
二つ目は、万が一うまくいかなくても、それを失
敗ではないと位置づけることです。これが Manu 先
生がおっしゃっていたことです。つまり、それを失
敗とは捉えません。私たちはよく、その人が怖いと
言っていることをやってもらいます。そしてその際、
「これはトライアルです。これは失敗しないために
やるのではなく、失敗するためにやるのです。重
要なのは失敗をしないことでも、成功だけを求める
ことでもありません。できなかったことも重要な結果
なのです。もしうまくいかなかったら、むしろどうい
うふうに失敗したか、どこまでがうまくいって、どこ
からがうまくいかなかったのかをぜひ教えてくださ
い」と説明します。つまり、Trial & Error の Error が
重要なのですよということを伝えて、失敗に対する
恐怖感をなくすわけです。
そして、万が一間違えてしまったときには、それ
は目標のつくり方が悪かったですねというふうに
言うことがあります。失敗したのは、別にその人に
能力がなかったからではないのです。私たちは、
タスクを作るときに共同作業をします。共同作業を
するときに、共同において私が十分アセスメントで
きるだけの情報を取り損ねていた、あるいは、取っ
ていたのだけれども、私のアセスメント自体がまず
かったかもしれない、タスクのつくり方が少しハー
ドルが高くなってしまっていたかもしれないと捉え
て、別にあなたができなかったことが問題ではなく、
二人の共同作業において情報が足りなかったの
ではないか、だから次はもっと十分な情報を取りま

しょうというふうに設計し直していくわけです。この
あたりが Manu 先生のおっしゃっている失敗をデ
ザインしていく、どうつくっていくかというところと極
めて似ていると思います。
第 2 世代の認知行動療法
第 2 世代が、感情や認知を扱う認知療法です
（図 5）。割合典型的なものですので、皆さんも聞
かれたことがあると思います。要は、失敗だと感じ
ている事象に対する見方を変えるというものです。
例えば、失敗だと思っていることによって何を得
ただろうかとか、もしそれがなかったらなかったも
のはないだろうかなど、ポジティブな面の意味づ
けをしていくということを、認知療法をされる方々
はよくされています。つまり、認知のバリエーション
を広げるということです。

図5

その人が失敗だと言うのであれば、そこで失敗
だということは否定しません。ここも重要なのです。
失敗ではないでしょうと言うのもあまり良くないので
す。失敗だとおっしゃるのであれば失敗かもしれ
ないと、でもそうではない可能性もまだありません
かというのが、私たちのよくするアプローチです。
重要なのは、その内容が正しいかどうかではあり
ません。考え方のバリエーションを広げて、他の見
方を獲得することによって、その人が元気になるこ
とがゴールです。ここも既にファンクションに注目
しているということになります。そして、リフレーミン
グ（同じことでももう少し良い意味合いをつけて理
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解してもらうこと）も行います。
あとは方法論として、このあたりは先ほど植阪先
生がいろいろ一緒に書いた枠などをやっていらっ
しゃいましたが、図示して目に見える形にすること
は、やはり重要なのです。何か困ったことが起きた
ときに、それを視覚化するということを結構します。
それから、認知の歪みの提示、間違った認知があ
れば、それを最初に提示してしまうということをしま
す。典型的な認知の歪みとされているものが幾つ
かあって、それを提示して当てはまるか聞いたりし
ます。
あとは、自分でやってもらわなければ自分のもの
にならないので、ホームワークを取り入れます。こ
のあたりは教育とも似ているのではないかと思い
ます。具体的には、図示して整理するコラム法を
使って、いつ、どういうときに、何が起こって、それ
に対してどのような気持ちになったか（自動思考）、
それに代わるような考え方にはどのようなものがあ
るか、そう考えてみたらどのような気持ちになった
かと考えていって、認知を変えると気持ちが変わ
るということが実感できるようにしたりします。
先ほど、認知・感情・行動・身体の四つを扱うと言
いましたが、少し複雑なので、ケースフォーミュレ
ーションというものを使うことがあります。例えば、
ストレス状況でテストの点数が悪く、結果として勉
強が進まなくて同じ間違いを繰り返しているとしま
す。そういうときに、私たちは認知・感情・行動・身
体の四つの反応を見ます。
まず、認知レベルです。テストの点が悪いと、自
分はだめな人間だ、勉強しても仕方がないのだと
思います。感情レベルでは、落ち込んで何をする
気にもならなくて焦りを感じます。行動レベルでは、
勉強が手につかずに振り返らないし、勉強以外の
ことをしたくなります。さらに身体レベルでは、夜中
にゲームばかりして眠れないとか、次のテストが嫌
で落ち着いて眠れなくなるということが起こります。
この四つが相互作用して悪循環を生み出し、どん
どん悪い方に思考が循環する、これを何とかしよう
というアプローチを、図示して行ったりもします。
さらに、サポート資源、周りの人をどう使うかも重
要ですし、先ほど言った認知の歪みを提示する、
「落ち込みやすい人の考え方の癖というものがあ

るのですよ、あなただけではなく、みんなよくある
ことなのだけれども」という感じで一般化して提示
して、それを一緒に見る中で、とても当てはまるか
もしれないとか、自分で起こっていることはこれか
もしれないというふうに気付くこともあります。そし
て、さらに自分に起こっていることにどう当てはま
るかを考えてもらいます。これもジェネラライゼー
ションで、別にあなたが特別変な人だとか、間違っ
ているといった意味づけはしません。このように関
わるのが第 2 世代の典型的な認知療法です。
第 3 世代の認知行動療法
そして、皆さまが先ほど分からなくなったのが、
多分、第 3 世代の話だと思います（図 6）。

図6

例えば、先ほどアクセプタンスとコミットメントとい
う言葉を使いました。植阪先生がおっしゃったよう
に、テストの点数が悪かったりすると、間違えたとこ
ろを振り返りたくない、失敗したことを見たくないと
いう嫌な感情が起こります。これはネガティブな感
情なのですが、その感情を押しやったりコントロー
ルしたりすることで、実際にはそれを維持させてし
まうことがあります。これをルミネーションと言うの
ですが、だめだったということを考え込んでしまっ
て、結局一つも解を解いていない状態になること
があります。悩んでいるときには問題に手がつか
ない、考え込んでいて何の行動にも移していない
瞬間が、私も時折あります。
そのようなときには、成果を得るために一生懸命
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努力することをいったんやめて、その物事をある
がままに見つめて受容することを勧めます。テスト
の点が 60 点だったとすると、40 点できなかったこ
とは事実です。でも、60 点できたことも事実です。
その両方を見ましょう。良いか悪いかという評価は
置いておいて、何ができたか、できなかったかを、
事実ベースで受け止めましょうということです。こ
れは感情論としては評価をせずにまずはアクセプ
トするということで、ここでは取りあえず失敗の受容
と呼んでおきます。
そして重要なのは、コミットメントするということで
す。なぜこの人がこんなに動揺するのか、こんな
に不快な感情に引きずられるのかと言うと、この人
はもっと良い点を取りたい人だからです。本当に
どうでもいいと思った人は、そんなに考え込まない
と思います。この人はもっと良い点を取りたいから
悩むのです。しかし、それが全くポジティブな行動
につながっていないわけです。それならいったん
事実をアクセプトした上で、もっと良い点数を取り
たいというこの人の本来の価値観に沿った行動を
するように促していこうというアプローチです。
まだ少し分かりにくいと思うので、別の説明もして
みます（図 7）。

な思考をもう少しポジティブな思考に変えましょうと
いうのが、中身を A から B に変えるというアプロー
チです。
第 3 世代はそうではなくて、A に執着してしまっ
ている自分から逃れましょうというアプローチです。
つまり、これはメタ認知なのですが、中身が正しい
かどうかではなく、既にそこにはまり込んでしまっ
ていることが生産的でないのだから、その状態か
ら脱し、さらに真の価値に向けて必要な行動をす
るということです。事実は受け止めるのですが、悪
者捜しはしません。失敗してこそ分かる事実を元
にして、新しい適応的な方略を身に付けるというこ
とです。
失敗を活かすために
第3 世代も、よく見ていくといろいろな流派がある
のですが、私は今ご紹介したアクセプタンスとコミ
ットメントの間に、リフレクションができるようになる
ことがとても重要だと思っています（図 8）。

図8

そこでメタ認知を獲得するわけです。自分がな
ぜうまくいっていないかということを捉えることは、
ある程度ゆとりが生まれなければ無理です。では、
このゆとりをどうやって生み出すかというとアクセプ
タンス、評価しない態度を身に付けることです。た
だ、今日のお題である教育の領域においては評
価がつきものですので、なかなか難しいと思うの
ですが、私たちの臨床的な感覚からすると、例え
ば問題が解けないということは、ある意味即時的

図7

マインドフルネスというのは、体験に対して、意
図的に、今この瞬間に、評価せずに注意を向ける
ことで現れる気付きであると言われるもので、脱中
心化や客観的事実の受容とも言われます。A から
B というのは、認知だと思ってください。ネガティブ
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な、すぐその場で起こってしまうことであり、それに
ついて絶対的な評価になってしまうのではなく、
長期的・総合的な評価に変えていけるといいだろ
うということです。
例えば、私が扱っている失業の問題などもそうで
す。その場だけを見ればうまくいかなかった人と位
置づけられるかもしれません。そしてその人は、時
に自分は全くだめな人間だと思うかもしれません。
それにもう少し長期的な視点を入れたり、働いて
いるというだけではないその人の価値を見たりしま
す。その人は労働者としての価値だけではなく、
家庭ではとても良い父親である可能性もあります。
そういった長期的・総合的な評価を持っていくこと
が大事ではないかというのが、臨床の現場で感じ
ることです。プロセスと多軸性（多義性）というもの
を視野に入れていけるといいのではないかと思い
ます。

チで、それに対する意味づけを増やしましょうとい
うやり方です。でも、なかなかそう思えない人もい
て、そういう人に対して第 3 世代のアプローチをと
ることもあります。つまり、悪い点は事実なのでそ
れは事実とし、評価なしで受け止めます。しかし、
先ほども言ったように、ではどうしてそんなにだめ
だと思うかというと、もっと良くありたいと思っている
からでしょう。それならば、もっと良くなるためにで
きることをすることが大事なので、気分に惑わされ
て何もしないのではなくて、まず行動しようよという
アプローチになるわけです。そして、ここで第 1 世
代の行動療法がとても役に立ちます。ではどうす
るのかといったときに、具体的にできそうなことから
着手して、成功体験を得てもらいます。大体このよ
うなアプローチになることが多いと思います。
認知カウンセリングとの相違
今回の発表に当たって、先生方の資料なども事
前に読ませていただきましたが、学校の中で問題
を解くというレベルと、私が普段扱っている人生で
つまずきましたというレベルでは、やはり違うなと
思うことが幾つかありました（図 10）。

三つのアプローチ
テストで悪い点を取って、きっと自分はだめな人
間なのだ、だからもう勉強なんてしないという考え
方をする人がいるとします（図 9）。

図9

図 10

今、私は三つのアプローチの話をしたのですが、
実際にはどれかが当てはまるかなという程度で、
どれかがベストだということではありません。そして、
どれにも長所・短所があります。人によっても違い
ますし、状況によっても違います。
私が比較的最初に行うのは第 2 世代のアプロー

似ているところもあるのですが、違うなと思ったの
が、人生については解が一つではないというとこ
ろです。やはり人生では全てに正しい解があるわ
けではありません。もう一つ、もし正しい解があっ
たとしても、人生において正しいといわれることと、
役に立つ、あるいは幸せな感じがするということと
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は別だということで、これが多軸性です。
また、方略も一つではありません。もちろん、い
ろいろな解法があるという意味では教育において
も一つではないかもしれませんが、なかなか先読
みができないというか、方略が人によって非常に
違い、少しバリエーションが広いかもしれません。
あとは、問題解決志向だけではなくプロセス志
向であるということです。ただ、ここは市川先生や
植阪先生の資料を拝見すると、教育はプロセス志
向でもあるのかなと思えるので、ここは似ているの
かもしれません。認知だけではなく、感情や行動
や身体も同時に扱います。例えば、よく勉強がで
きなくて具合が悪くなるお子さんがいますが、これ
は身体への反応です。ですから、問題に対するア
プローチではなく、どこにどんな反応が出ている
のか、私たちは病気や具合が悪くなるというところ
まで視野に入れます。私は基本的に失敗という言
葉を使わないので、失敗学の専門家ではないと言
ったのですが、やはり失敗ではなく、「challenge」
や「trial」と位置づけることが多いです。

だきたいのですが、価値観に触れるところが大い
にあるということで、ぜひ評価しない態度というもの
も育んでいただけるとうれしいです。

図 11

そして逆に、学校教育の失敗を、その後の人生
で活かすこともできるのではないかとも考えていま
す。植阪先生が、数学でとった問題解決のアプロ
ーチが理科でも使えるようになったということで、
転移という言葉を使われていたと思います。学校
教育の失敗を人生でも活かすという転移を起こす
には、やはり事実を受け入れることだと思います。
これにはプロセス志向の獲得が重要です。あとは、
教科教育の価値は認めつつ、他の価値観も持て
ることや、諦めない心、楽しめる意欲の醸成、生き
る術、スキルの獲得も必要かと思います。
また、Manu 先生が失敗を受け入れるようなクラス
の雰囲気づくりが重要だとおっしゃっていましたが、
これは社会にも求められていることです。まだまだ
失敗を受け入れる社会になっていないために苦し
みが生まれているとすると、失敗を受け入れる社
会をどうつくっていくかも課題だと思います。
Manu 先生のお話は、失敗をいかにうまくつくっ
てそこから学びを得るかということで、植阪先生の
お話は、逆に失敗してしまったとしても、それをど
う活かしていくかというものだったと思うのですが、
Manu 先生のやり方は、第 1 世代の行動療法に近
いと思います。わざと trial で失敗をつくり、そこか
ら楽しみなどを感じてやっていってもらうということ
があるかと思います。そして、第 2 世代・第 3 世代

学校教育の失敗体験の意義
最後に、学校教育における失敗体験の意義に
ついて、私の立場から話させていただきます（図
11）。
私が学校教育の専門家ではないので思うので
すが、学校教育における失敗体験というのは、問
題が解けるか解けないかのレベルではなく、人生
においてとても重要だと感じています。なぜならば、
本当に同一化した価値観において、要するに解
が決まっているときに、それができるかできないか
はとても明確な答えなので、できる人、できない人
がはっきりしてきます。なので、できないときにとて
も低い自己評価になってしまい、やる気がしなくて、
スキルも身に付かないのでまたできないという悪
循環を繰り返していくことになります。
その中で獲得していくのはとても悲観的な価値
観で、その価値観に基づいて、自分は何をしても
だめなのではないかとか、1 回失敗したら終わりな
のではないかと考えるようになる、人生観や世界
観にも相当影響すると感じています。ですので、
学校で教育をするときに、もちろん解も教えていた
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の認知的なアプローチは植阪先生のやり方に近く、
失敗を事実として捉え、そこからどう真の意味の学
びを得るかというところにつながっていると感じま
した。
私たちはあくまで臨床心理学の立場なので、全
く教育とは相いれないところというか、お役に立て
ないところもあるかもしれませんが、困っている人
が望んでいる方向に一歩でも近づいていくための
援助職であるというところでは共通性もあるかと思
い、今日は話をさせていただきました。

きに何をすべきか。やはりうまくなりたいと思えば、
負けた後には分析をします。負けたときだけでは
なく、勝ったときも分析します。「何で今日は勝っ
たのだろう」「ここが良かったのだろう」。失敗・成功
にかかわらず大事なことは、自分の経験から何か
を得て、次に備えることです。これは一つの生き方
なのだろうと思います。
2 点目は、言葉の問題です。失敗という言葉を使
うと子どもに刺激が強い、あるいは悪い印象を与
えるので、失敗という言葉を使わないようにしよう、
他のもっと良い言い方にしようという方向があり得
ると思います。しかし、失敗学の畑村さんもそうで
すが、あえて失敗という言葉を使っています。そし
て、失敗という言葉は悪い意味合いではないとい
うように持っていった。Manu 先生の productive
failure もそうだと思うのですが、あえて failure を使
っているのです。でも、良い失敗ということで、失
敗そのもののイメージを変えていく。
私は両方あり得ると思いますが、大事なのは言
葉の問題ではなく、それをどう活用するかというこ
とだと思います。私は認知カウンセリングに子ども
が来たら、「せっかく来たのだから、今日はいっぱ
い間違えていこうね」と言います。子どもは最初は
ぎょっとしますが、「先生もよく間違えるよ。でも、間
違うと、それによって自分がどういう誤解をしてい
たのかが分かるよ」という言い方をすると、だんだ
ん子どももそれになじんでくれます。
3 点目に、今日、Manu 先生と植阪さんの話を聞
いて、productive failure と lesson induction をうまく
組み合わせたら面白いと思いました。Manu 先生
の productive failure で子どもがいろいろ考えると、
間違いもたくさん出てきます。次に、正しいアカデ
ミックな考え方を教わります。最初の自分のいろい
ろなアイデアをみんなで振り返ってみて、「なぜ自
分はこう思ってしまったのだろう」「この考え方だと
批判的な考え方に対して、どこがまずいのだろう、
足りないのだろう」と考えます。場合によると、基本
的なものより良いものがあるかもしれません。大事
なことは、自分たちの生成したいろいろなアイデア
を振り返ってみて、そこから何か教訓を得るという
ように使えれば、ただ概念的な理解が進むだけで
はなく、自分たちのアイデアを再評価して活かす

まとめ
（Manalo） では、締めくくりの言葉、あるいは最後
のメッセージをお願いしたいと思います。主要な
ポイントとして反復したい、このことは今日ぜひ持
ち帰っていただきたいというメッセージやキーポイ
ントがありましたら、お願いします。
（市川） 私からは 3 点申し上げたいと思います。
1 点目は、まず、失敗は認知カウンセリングの中
でもよく扱われるのですけれども、植阪さんが言っ
たように、認知カウンセリングそのものはいろいろ
な問題を扱うわけです。例えば、計算ができなくて
困っている、英単語が覚えられなくて困っていると
いう認知カウンセリングももちろんありますし、浮力
について習ったけれどもどうもよく理解できないと
いう、深い概念理解に関わるものもあります。ここ
ら辺は正しい理解や正しい解き方がある領域で
す。
その先に、例えばなかなかいい作文が書けない
とか、いい卒論ができない、われわれもなかなか
いい研究ができないと思うことがあります。これに
は一つの正解があるわけではありません。でも、
自分でいいと思えるものがなかなかできない、人
からもあまりいいと言ってもらえないというのは、本
人にとってはとても苦しいことです。ですから、正
解が一つではない領域でも、もちろん認知カウン
セリングはあり得るわけです。
そのときに大事なのは、間違いや失敗に対する
共通する姿勢、もっと大げさに言えば人生におけ
る姿勢です。私が教訓帰納と言いだしたのは、自
分がスポーツで試合に負けたときでした。負けたと

38

- 79 -

ことにもつながります。もしかしたらもうしていらっし
ゃるかもしれないけれども、productive failure と
lesson induction のコラボレーションで、新しい研究
が出てくると面白いと思いました。
（Kapur） ありがとうございます。生産的な失敗と
教訓帰納を組み合わせて、相互補完する余地が
あると思います。
まとめとして、より広い文脈で生産的失敗の重要
性を考えたいと思います。根本的に19 世紀から考
えていくと、文脈が変わっています。20、21 世紀に
は応用の文脈だったかもしれません。学校に行き、
勉強をしたという学校の知識だけで長い間十分で、
もっと勉強したければ別の学校に行ってまた新し
いことを学ぶ。10～30 年勉強して学歴があれば、
それで同じ知識を役立てて一生仕事ができる時
代でした。
ところが、21 世紀になると 10～15 年前には存在
しなかった職業が生まれてきます。将来卒業する
学生は、今はまだ存在していない仕事に就くかも
しれません。そうなると、応用の文脈ではなく、設
計の文脈です。学校で身に付けた知識があったと
しても、絶対的に足りないのです。学校で学んだ
ことだけではどうしても足りないので、発明すること
を勉強しなければいけない。結果、自分の知識が
足りないことを活用して、新しい知識を生み出す
力を身に付けなければいけない。それが 21 世紀
に求められることです。学校での経験は、まだ応
用モードなのです。学校で学んだことを使えばい
いということであれば、21 世紀の学生の学習に合
っていません。今の学生は設計モードに対応しな
ければいけないのです。学習経験を時代に合わ
せなければいけない。早めに失敗をするということ
が一つの方法であり、これがより広い文脈です。
（Manalo） どうもありがとうございました。今日のシ
ンポジウムの演者の先生方に、あらためて拍手を
お願いします。
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学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
「社会に生きる学力形成を目指したカリキュラム・
イノベーションの理論的・実践的研究」の概要
小玉重夫（センター長・教育学研究科 教授）
０．はじめに

本研究では、以上の背景を踏まえて、戦後型社

学校教育高度化センターは、2011年度より３年

会の構造転換を踏まえた公教育の新しい方向性を

間にわたって「社会に生きる学力形成を目指した

探り、理論面と実践面から検討を加える。最終的

カリキュラム・イノベーションの理論的・実践的

な目的は、次の学習指導要領およびその後を視野

研究」
（科学研究費 基盤研究Ａ 代表：小玉重夫）

に入れたカリキュラム・イノベーション（革新）

に取り組み、その遂行において中心的な役割を果

の可能性と条件を探ることである。

たしている。本年度は最終年度で、研究のまとめ

２．研究組織と方法

の作業を行った。本研究には連携研究者も含め28

こうした目的を達成するために、図２に示すよ

名（2013年10月現在）の研究者が関わっている。

うな
「基幹学習ユニット」
「生き方の学習ユニット」

以下、本研究の概要について述べる。

「社会参加の学習ユニット」の３つのユニットを

１．研究の目的

設け、理論的な検討を進める。さらに、東京大学

従来の教科カリキュラムは、大きく見れば大学

教育学部附属中等教育学校との連携を中軸にすえ、

（アカデミズム）における学問体系を高校・中学・

研究代表者及び研究分担者が関与している他の学

小学校へとおろしていくように構成されていた。

校や自治体との連携も含めた共同研究を組織し、

こうしたカリキュラムは、職業や政治経済を中心

学校づくりや教育行政の改革も視野にいれて具体

とする市民社会生活との関連
（社会的レリバンス）

的な実践の在り方を探求する。これらを可能にす

を欠くという問題点もはらんでいる。
「ゆとりか詰

るための組織として、上記の３つのユニットに加

め込みか」といった二者択一的な指導観から脱却

えて総括ユニットを設け、附属学校等の実践現場

を図り、社会的レリバンスを有する学力観へと転

とを架橋するプラットフォーム的役割を持たせる。

換を図る必要がある（図１）
。

図２ 研究組織図
図１ 研究の概念図
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３．各ユニットの構成メンバー

ニットから構成されている。各ユニットに参加して

上記に述べたように、本プロジェクトは４つのユ

いるメンバーを表１に挙げる（2013年10月現在）
。

表１ 各ユニットの構成メンバー（2013.10月現在）
研究代表者
ユニット１

ユニット２

ユニット３

ユニット４

小玉 重夫
「総括ユニット」
【研究分担者】
大桃 敏行
小玉 重夫
南風原 朝和
両角 亜希子
植阪 友理
河野 麻沙美
【連携研究者】
佐藤 学
小国 喜弘
村石 幸正
佐藤 和孝
「基幹学習ユニット」
【研究分担者】
市川 伸一
秋田 喜代美
根本 彰
藤村 宣之
【連携研究者】
斎藤 兆史
藤江 康彦
藤森 千尋

東京大学・大学院教育学研究科・教授

東京大学・大学院教育学研究科・教授（ユニットリーダー）
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・准教授
東京大学・大学院教育学研究科・助教
上越教育大学・講師
学習院大学・文学部教育学科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学教育学部附属中等教育学校・教諭（副校長）
東京大学教育学部附属中等教育学校・教諭（副校長）

東京大学・大学院教育学研究科・教授（ユニットリーダー）
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・准教授
埼玉医科大学・教養学部・講師

「生き方の学習ユニット」
【研究分担者】
田中 智志
金森 修
下山 晴彦
高橋 美保
【連携研究者】
今井 康雄

東京大学・大学院教育学研究科・教授（ユニットリーダー）
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・准教授

「社会参加の学習ユニット」
【研究分担者】
小玉 重夫
白石 さや
川本 隆史
牧野 篤
本田 由紀
星加 良司
【連携研究者】
片山 勝茂

東京大学・大学院教育学研究科・教授（ユニットリーダー）
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・教授
東京大学・大学院教育学研究科・講師

日本女子大学・人間社会学部・教授

東京大学・大学院教育学研究科・准教授
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イノベーション科研 2013年度 メンバー一覧表
区分 番号

Ａ

10

星加良司・白石さや・中邑賢 共生の作法と技法を育てる学 勝亦（国・司・１）井口（体・研・３）
龍・飯野由里子・近藤武夫、他 習プログラムの開発（仮）
楢府（家・総・１）松村（英・進・２）

12

４

９

２

３

Ｄ

５

８

Ｅ

附属学校教員

高橋美保

１

Ｃ

タイトル

ライフキャリア教育の可能性 石橋（数・進・６）佐藤（副・数）
の検討―社会的レジリエンス 西脇（数・進）對比地（理・生・３）
を高めるために
小澤（芸・研・２）浅川（体・生・１）

６

11
Ｂ

研究科教員

2013.12現在

13

田邉（理・数・２）沖浜(英･研)
長嶋(情･教･１）廣井(養･総･５)
米原(養･教･３)
佐藤（副・数）西脇（数・進）
両角亜希子
中等教育と高等教育の接続
米原（養・総・３）葛城（英・生）
浅香(国･生･３）梅原(国･教･４)
中等教育段階における文法指
江頭（国･生･５)大井(国･広･２）
秋田喜代美・斎藤兆史・藤江
導に関するカリキュラムと指
康彦
勝亦(国･司･1)岡田（国･教･４）
導法に関する調査研究
沖浜（英･研)越智(英･研･５）
武田(社･生・2)野崎(社･進･3)橋本(社･進･4)
川本隆史・小玉重夫・片山勝 シティズンシップ教育のカリ 村野(社･広･5)小澤(芸･研･2)
茂・金森修
キュラム開発
成合(体・生･6)松村(英･進･2)江頭（国・生・
5）岡野（英・広・6）井口（体･研･3）
石橋(数･進･6)佐藤(副･数)高橋(数・生･6）
西脇(数･進）細矢(数･研・2）今野（数･生･
藤村宣之
数理能力の育成プロジェクト
6)加藤（理･研・6）長嶋(情･教･1)峯岸(情･
広･4）廣井(養･総･5)西島（数・研・1）
メタ学習プロジェクト①：総
市川伸一・植阪友理
合的な学習の時間を活用した
武田(社･生･2)今野(数･生･6）佐藤(副・数)
学び方の学習と支援
西島（数･研･1）
メタ学習プロジェクト②：教
對比地（理・生･3)
植阪友理・市川伸一
科教育における協同を活用し
た学び方の学習と支援
本田由紀

教育の職業的意義

下山晴彦

大井(国･広･2）石橋(数･進･6）高橋（数･生・
学校現場における予防的心理
6)浅川(体･生･1)
教育授業に関する研究
成合（体･生･6)福島(体･教)

根本彰・白石さや

勝亦(国･司･1)前田（理･生･4）志賀（音･総･
効果的な探究型学習の進め方
5)井上(家･総･3)楢府(家･総･1)
と学校図書館の関係について
長嶋(情･研･1)千葉(英・教･4)荒井（理・進・
の研究
5）岡田(国・教・4）

大桃敏行

梅原(国･教･4)江頭（国・生･5)勝亦（国･司･
中等教育学校における総合的 1）今野(数･生･6）前田（理･生･4）
な学習のあり方
西脇(数･進）峯岸(情･広･4）楢府（家・総･
1)松村(英･進･2)戸上（英・進・1)
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学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
総括ユニットにおける本年度の活動
報告者 大桃 敏行（附属中等教育学校長・学校開発政策コース教授）
の解決策についても検討する予定である。

１．総括ユニットの役割

（両角亜希子）

総括ユニットはこの共同研究において二つの役
割を担っている。一つは個別研究の遂行であり、
もう一つは共同研究全体の調整や各ユニットと東
京大学教育学部附属中等教育学校とのプラットフ

(２) カリキュラム・イノベーションに向けた行

ォーム作りである。以下の活動報告はそれぞれの

政の役割の分析
最終年度である本年度は 2 つの自治体（南足柄
市・三戸町）の訪問調査を行うとともに、これま
でのアンケート調査と訪問調査の結果をまとめ、
次の学会発表と論文の発表並びに図書の刊行を行
った。＜学会発表＞梅澤希恵・村上純一・武井哲
郎・押田貴久「先進自治体における外国語カリキ
ュラムの開発と教員の受容―石川県金沢市を事例
に―」日本教育政策学会第 20 回大会（2013 年 7
月 20 日、於：桜花学園大学・名古屋短期大学）
。
＜紀要論文＞武井哲郎・梅澤希恵・町支大祐・村
上純一「教育課程特例校制度の影響と課題―教育
委員会の意図と学校・教員の実施状況に着目して
―」日本教育制度学会『教育制度学研究』第 20
号、2013 年 11 月、167-182 頁。また、学校教育高
度化専攻学校開発政策コースの研究室紀要（東京
大学大学院教育学研究科『教育行政学論叢』第 33
巻、2013 年 10 月）に小特集「自治体におけるカ
リキュラム開発」を組み、次の論文を掲載した。
木場裕紀・讃井康智・押田貴久「自治体独自カリ
キュラムの実施における教育委員会の役割と課題
―教育課程特例校に関する質問紙調査から―」
197
－214 頁／梅澤希恵・町支大祐・木場裕紀・讃井
康智・仲田康一「自治体独自カリキュラムの実施
に対する校長・教員の認識―教育課程特例校への
質問紙調査から―」215－234 頁／押田貴久「先進
自治体における小学校英語教育の導入と展開―石
川県金沢市を事例に―」235－245 頁／仲田康一
「教育委員会と学校の連携による小中一貫カリキ
ュラムの開発―熊本県産山村における教育改革の

担当者によるものである。

（大桃敏行）

２．個別研究の遂行
(１) 高等教育との接続の観点からの初等中等
教育カリキュラムの検討
本年度は、2013年５－６月に、サンプルサイズ
を増やすために、
附属中等教育学校の現６年生
（全
クラス）を対象に、附属での学習、現在の生活、
今後のキャリア展望等についての第１回質問紙調
査を実施した。また、昨年度3月に卒業したものの
うち、卒業後の追跡調査への協力を快諾したもの
に対して、2014年２－３月にかけて、第3回調査を
実施予定である。高校までの学び方やキャリア観
がいかに高等教育入学後にどのように連結・ある
いは変容するのかなどについて、高校生を対象と
したパネル調査から明らかにすることで、中等教
育と高等教育の有機的連携のあり方について検討
する予定である。
また、当初の研究計画にはなかったが、2013年
８－９月にかけて、リクルート・カレッジマネジ
メントと共同で、
「入試制度に関する学長調査」を
全大学に対して実施した（有効回答率60.7％）
。大
学側が考える高大接続の問題と、上述の高校生や
高等教育機関に入学後の学生が考える高大接続の
問題点について、比較し、共通点と差異点がどこ
にあるのかを明らかにすることで、こうした問題
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展開から―」247－256 頁／村上純一・梅澤希恵・
武井哲郎・町支大祐「地域文化を生かした自治体
独自のカリキュラム開発―宇土市と諏訪市を事例
として―」257－272 頁。＜図書＞次の図書を出版
した。大桃敏行・押田貴久編著『教育現場に革新
をもたらす自治体発カリキュラム改革』
学事出版、
2014 年 3 月、全 158 頁。
（大桃敏行）
(３) 中等教育学校における総合的な学習のあ
り方の検討
2013 年度の活動内容として、次のことを行った。
まず、昨年度実施したアンケート調査『
「総合的な
学習の時間」のあり方に関する調査』を集計し分
析した。
このアンケートは 2012 年度までに設置さ
れた、日本全国 48 校の中等教育学校、612 校の中
高一貫校（併設型）の管理職と一般教員を対象と
したものである。この調査の分析をもとに、
「中高
一貫教育における総合的な学習の時間の現状と課
題」と題して日本生活科・総合的学習教育学会全
国大会で成果発表した。
そして、総合的な学習の時間において先進的な
取組みをしている中学校および高等学校への
2011 年度の視察や上記のアンケート、
2013 年度の
視察調査などをもとに論文を執筆し、東大附属論
集で発表した。なお、2013 年度の視察調査は、中
高一貫校として設置さればかりの学校を視察した
ものであり、
その点において 2011 年度の視察と差
別化したものである。
（今野雅典）

いて、同様のフォーマットを用いて整理し、提案
するという活動も行った。これらについて以下、
簡単に報告する。
メンバー全体で本プロジェクトの進捗状況を共
有し、プロジェクト全体での議論を活性化するた
めに、平成25年７月25日の午後に、附属において
全体会を開催した。ここではまず、大学教員と附
属教員が協同で実施している５系列13プロジェク
ト（５系列13プロジェクトについては、2011年度
の当センター年報を参照のこと）の進捗状況を報
告し、それに基づいて各プロジェクトの今後の方
向性について意見交換を行った。その後、附属の
教員も含めて全体で討論を行った。討論ではカリ
キュラムの提案を誰に対して発信してくのか、さ
らに研究成果をどのようにまとめていくべきかと
いった点が議論された。
また、１２月8日には、当センターと共催で、シ
ンポジウムを実施し、３年間の研究成果を発信し
た。年末の忙しい時期にもかかわらず、１５０名
以上の参加者が集まった。
詳細な内容については、
本年報の５ページを参照されたい。この他、2011
年度以来継続している附属と大学とを結ぶ活動
（打ち合わせの日程調整など）は、今年度も継続
して行った。
本年度の総括ユニットにおける特徴的な活動は、
カリキュラム案のとりまとめである。この作業の
ために、各ユニットの代表者の先生に１時間程度

３．全体調整及びプラットフォーム作り

のインタビューを行った。
インタビューを踏まえ、

総括ユニットの第２の役割は、
「理論・思想と実

時間軸×授業タイプ（教科か総合か）という同一

践・授業分析をつなぐ全体の調整とプラットフォ

のフォーマットを用いて、提案内容を表にまとめ

ーム作り」である。本年度も昨年度に引き続き、

た。なお、表の内容はインタビューをさせていた

①全体会及びシンポジウムのコーディネート、②

だいた先生にも確認していただいている。具体的

本プロジェクトにおける中心的な実践校である東

な内容については、本年報の94ページを参照され

京大学附属中等教育学校（以下、附属）と大学と

たい。

を結ぶ活動の取りまとめなどを行った。
この他に、

こうした活動を行った背景として、全体会にお

今年度はプロジェクトの最終年であったため、カ

いて、提案内容が具体的に分かるような形にまと

リキュラムを提案するという当初の目的に鑑み、

めることが研究のインパクを向上させるのではな

③各プロジェクトが提案するカリキュラム案につ

いかと議論されたことが挙げられる。ただし、厳
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密にどの学年でどのような内容を教えるのかとい
ったことについては、学校の実情によっても異な
ることが指摘された。また、どのような教科の枠
組みで行うのかということについては、教科の再
編成の可能性も視野に入れているため、厳密に記
述することは難しいと考えられた。このため、分
かりやすく表にまとめていく一方で、こうした点
については厳密に解釈されすぎないように工夫し
てまとめていくことが必要であると思われた。
以上を踏まえ、最終的には、中学校１年生から
高校３年生までの中で取り上げたい内容を、厳密
ではないものの学ばせたい順に並べる形を採用し
た（具体的な学年に関する提案がある場合には、
それに従った）
。また、どの教科において指導する
のかについても、既存のカリキュラムの中で関連
づけられる領域を例として示すにとどめた。カリ
キュラム案をまとめた表については、ユニット長
会議で吟味された後、主催シンポジウムで紹介さ
れた。シンポジウムではこの提案を受けて、活発
な議論が行われた。なお、総括ユニットの詳細な
活動の記録については、
本年報の
「
『総括ユニット』
における３年間の活動の記録―附属学校との連携
関係の構築とカリキュラム案のとりまとめを中心
に―」を参照されたい。

（植阪友理）
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学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
基幹学習ユニットにおける本年度の活動
報告者 市川 伸一（教育心理学コース教授）
１．基幹学習ユニットの役割

(２) 言語力育成プロジェクト

基幹学習ユニットは、これまでの学校教育の

本プロジェクトでは、中等教育段階において、

中で、内容的には教科や「総合的な学習の時間」

英語科、国語科という、両言語教育教科を横断し

などで行われていた学習を、
「社会に生きる学

て、メタ文法能力を育成する文法指導カリキュラム

力」という視点から見直し、新たなカリキュラ

開発を行うことを目的としている。これまでにも文

ムとして導入しようとするものである。

法指導で独自のカリキュラムや授業方法を試みて

以下では、それぞれのプロジェクトの担当者
が、進捗状況を報告する。

（市川伸一）

きている東大附属中等教育学校英語科、国語科
の先生方との連携協力の中で３年間、カリキュラム
開発に取り組んできた。

２．各プロジェクトの進捗状況

３年目の本年度は３点のことを行った。第一に

(１) 学び方の学習プロジェクト
本プロジェクトでは，効果的な学習方法（学
習方略）や学習に対する考え方（学習観）を身
につけた学習者を育成することを重視し、教科
教育や総合的な学習の時間の中でこれらを育成
するためのカリキュラムを開発することを目指
している。これまでにも学習方略や学習観の改
善を促す授業実践を小学校、中学校、高校にお
いて行ってきた。本年度は最終年度であること
を踏まえ、
こうした試みを継続するのみならず、
発達段階に応じたカリキュラム案を提案し、附
属の教員とともに検討した。また、９月７日に
は、本プロジェクトに参加している附属の教員
を登壇者に迎え、メタ学習をテーマとしたシン
ポジウムを行った。
ここでは、
附属の教員から、
数学や社会の授業や総合的な学習の中で行った
学習方略育成のための試みが紹介された。必ず
しも効果が見られたという内容ばかりではなか
ったが、単発の授業として学習方略や学習観の
改善を促すことの難しさが話題にのぼり、普段
の指導においてどのように指導していくべきか
などが議論された。このシンポジウムの内容は
現在報告書にまとめているところであり、最終
的には東京大大学の機関レポジトリを通じて発
信する予定である。
（市川伸一・植阪友理）

は、これまでの先行研究のレビューをまとめた。ま
た第二は、前期、後期の２回、東大附属中等教育
学校５年生３クラスを対象に、英語科、国語科それ
ぞれの教科授業内においてメタ文法育成のため
のデザイン実験授業を行っていただいた。英語科
では沖浜先生がFocus on formの視点からメタ文
法授業の実践の開発に、国語科では大井先生が
時制に焦点をあて漢文、古文と英語をつなぐメタ
文法授業実践の開発に取り組み参観分析検討を
行った。また第三には、一昨年度、昨年度データ
から、２本の研究論文を教育学研究科紀要に、「メ
タ文法カリキュラムの開発：中等教育における国
語科と英語科を繋ぐ教科横断カリキュラムの試み」
「文法学習に関わる要因の教科横断的検討：文法
課題遂行と有用感・好意度・学習方略間の関連」と
してまとめた。今後さらに本プロジェクトを軸にし
ながら本としてまとめ刊行する予定である。
（秋田喜代美・斎藤兆史・藤江康彦）
(３) 数理能力の育成プロジェクト
本プロジェクトでは，社会に生きる数理能力
を育成する授業過程やカリキュラムを心理学の
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視点から解明することを目的としてきた。2013

業生による報告があり、そのあと72人の参加者

年度は，東京大学教育学部附属中等教育学校の

が３つの分科会に分かれて討論し、それを最後

３年生を対象として，日常的事象に即して立体

にまとめる会をもった。討論は報告書にまとめ

図形と関数の最大値・最小値という異なる単元

て刊行している。

を関連づける学習内容として，牛乳パックの体

＊

積が最大となる条件を推理する授業過程等を分

探究型学習は習得型学習と並んで現行カリキュ

析した。個別探究→協同探究→個別探究という

ラムでの柱とされているが、実際にはそれに焦

共通の展開で，協同探究時にクラス全体の討論

点を当ててしっかりとカリキュラム展開をしな

を重視するクラスとグループ内の交流を重視す

ければ中途半端に終わる可能性をもっている。

るクラスの間で，各生徒の個別探究時の記述内

まして、個々の学習者がしっかりと研究をして

容や協同探究時の発話内容を対比的に詳細に分

論文としてまとめることを課す卒業研究を指導

析した結果，日常的事象に関連づけた発問や場

することは容易ではない。先進的な学校でも試

面設定は数学的知識に限定されない多様な知識

行錯誤しながら進めていることを確認すること

の活性化と構成を促すことや，協同探究時の学

ができた。ひとつのポイントは大学への接続で

習方法の選択は，数学としての本質的理解を深

あり、とくに入学試験が習得型学習の成果だけ

めるか，日常経験と関連づけて理解を広げるか

ではなく、探究型学習の成果を評価することに

という異なる方向での探究をもたらす可能性が

なったときに変化する可能性を指摘することが

示唆された。
また，
同校の別単元の数学授業や，

できる。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校の数学・
理科の授業においても同様に，日常的事象に関
連づけた発問や教材の効果等を検討した。
（藤村宣之）
(４) 探究型学習プロジェクト
東京大学教育学部附属中等教育学校の卒業研究
を中心に検討してきた。今年度は過去２年間に
引き続いて、卒業研究テーマに合わせた図書室
資料の整備、機器の整備（PC等の機器の導入）
書き終えた6年生に対するアンケート調査を実
施した。今年度は最終年度ということもあるの
で、まとめのための議論の場を設けた。11月３
日（日）に同校を会場にして、公開研究会「中
等教育における卒業研究カリキュラム：学校図
書館サービスを視野に入れて」を開催した。講
師に市川伸一教授、竹林和彦教諭（渋谷教育学
園渋谷中学校高等学校）を迎えての講演と筆者
の報告のあと、附属学校の卒業研究の説明と卒
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（根本 彰）

学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
生き方の学習ユニットにおける本年度の活動
報告者 田中 智志（基礎教育学コース教授）
１．生き方の学習ユニットの役割

もが存在論的に問い続ける道程を、子どもたち一

本ユニットは、社会的レリバンスを有するカリ

人ひとりに用意すること、これがここでいう「哲

キュラムの条件を、自己と世界の関係を問う哲学

学する授業」である。したがって、ここでいう「哲

教育、うつの予防を目指した心理教育、ソーシャ

学」は、すべての教科において、それぞれの学び

ルスキルの獲得に着目した心理教育、失業を切り

の諸活動のなかに、子どもたち自身が見いだす探

口に社会との関わりに迫るキャリア教育の四つの

究活動、とりわけ何らかの〈生きる〉にかんする

プロジェクトによって解明する。

洞察の連鎖がつらなってできあがる道程である。

以下では、
それぞれのプロジェクトの担当者が、
進捗状況を報告する。

（田中智志）

３ 哲学する授業における探究活動
哲学する授業の核にあるものは、子ども一人ひ

２．各プロジェクトの進捗状況

とりの行う何らかの「探究活動」(active inquiry)

(１) 哲学教育プロジェクト

である。探究活動は、何かを具現化しようとして

１ 子どもが哲学すること

対象に働きかける子どもと、その対象との、応答

哲学教育の担当者は、
「哲学教育」の基礎である

活動（コミュニケーション）である。それは特異

「哲学」について検討を加え、それを「哲学する」

な営みというよりも日常的な営みである。たとえ

こと、すなわち「存在の意味」を存在論的に考え

ば、料理、大工仕事などの手仕事は、人と材料や

ること、自然科学や人文諸学の知見を踏まえつつ

道具との応答活動である。この応答活動は、目的

も、なおも「人が存在するとはどういうことか」

を具現化するための材料の活用であると同時に、

と問い続けることととらえ直し、この「哲学」の

材料、つきつめていえば、自然を享受することで

定義に基づいて、小中学校で行われるべき「哲学

もある。

する授業」
について、
基本的な構図を描いてみた。

存在論的思考はさまざまであるが、
その一つは、
．．．．．．．．．．．．．．．．．
このような自然の享受が、人による自然の活用を
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
可能にしているという事実に気づくことである。

２ 哲学する授業
人の存在を問う「哲学」の「教育」は、存在論

突きつめて言えば、私たちが経済的・技術的・‥

的に思考することの醸成援助である。存在論的に

‥とさまざまな様態で活動できるのは、私たちが

思考するとは、
「これこれである」と命題として語

一命を享受しているから、さらにこの世界を享受

ることができない答えに答えようとし続ける営み

しているから、
と気づくことである。
そしてこの、

である。ハイデガーにとっても、デューイにとっ

いわば、存在の享受という気づきは、人の恣意や

ても、
哲学とはそうした問い続ける営みであった。

欲望を抑え、命への畏敬や感謝を生みだすという

教育学が充分に果たしてこなかったことは、こ

意味で、人の根底的な倫理の基盤となっていく。

の存在論的に問い続けることを、子どもの生育過
程に位置づけることであった。一人ひとりの子ど
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４ 因果論的な伝達モデルから探究論的な支援

Depression Inventory ）， Ｃ Ｄ Ｉ （ Children's

モデルへ

Depression Inventory）
，ＭＦＱ（Mood and Feelings

現在、先進的な学校で導入している「アクティ

Questionnaire ）， Ｃ Ｅ Ｓ － Ｄ （ Center for

ブ・ラーニング」や「プロジェクト活動」などの

Epidemiological Studies - Depression Scale）４

活動的な授業が対象との応答活動としての探究活

つの尺度の各項目、およびＤＳＭ－Ⅳ－ＴＲの診断

動つまり「哲学する授業」となるためには、教え

基準を参考にし、臨床心理の専門家５名によって計

ることが原因で学ぶことが結果であるという因果

26項目の予備尺度項目を作成した（４件法）
。2011

論的な伝達モデルを前提にした授業観を、教える

年10月にＡ中学・高等学校（東大付属）の高校２年

ことが探究活動としての学びへの支援であるとい

生106名、2012年２月にＢ中学校の中学１～３年生

う探究論的な支援モデルを前提にした授業観に変

409名のデータを収集し、欠損値を含んだものを除

える必要がある。

いた504名のデータを使用して主因子法による因子

この探究論的な支援モデルを採るとき、探究活

分析を行い、Cronbachのα係数を算出した。

動を具現化するうえで適切な場面（単元）が、初

結果：５因子25項目（α＝.66以上）の尺度が得

等段階から中等段階のさまざまな教科のなかに見

られた。一定の信頼性と共に、ＣＥＳ－Ｄ等の既

いだされる。たとえば、
「水プロジェクト」
「里山

存の抑うつ尺度との相関も測定し、妥当性の保持

プロジェクト」
「里海プロジェクト」などの総合的

についても確認を行った。なお、５つの因子はそ

学習は、探究活動の格好の場となりうる。また、

れぞれ「思考」
「感情」
「活動性」
「不登校」
「疲労

たとえば、国語や社会において「宗教」や「自然」

感」となっており、認知・感情・行動・身体のそ

が問われるとき、それもまた探究活動の場となり

れぞれを網羅する尺度となった。

うる。

３.Team Teachingによるうつ予防の授業実践と効

（田中智志･金森 修）

果の検討：方法：2013年１月から２月にかけて、
(２) 学校現場における予防的心理教育授業に

Ａ中学・高等学校（東大付属）の中学３年生120
名を対象として、ＴＴ版うつ予防心理教育プログ

関する研究
１.研究全体の目的：思春期の子どもたちのいじ

ラムを実践する。実施するうつ予防心理教育プロ

めや不登校といった数々の問題は、遭遇する課題

グラムは堤（印刷中）のプログラムを修正した全

を彼らがうまく解決できないことが原因であると

４回（１回50分）の授業である。Ａ中学・高等学

考えられ、適切な対処法を知っていれば防ぐこと

校の保健・体育科の教員とＴＴで実施するため、

ができるものもある。このことから、課題を乗り

役割分担等の打ち合わせを事前に行った上で実践

越える方法を予防的に伝えること、そして発達を

を行った。プログラム実施前後，および３ヶ月後

促進させるように援助する試みが重要となってく

に、１）にて作成した中高生用抑うつ評価尺度等

ると考える。その１つの手法が学校現場で行う予

を使用して、授業の効果について検討する予定と

防的な心理教育授業である。

なっている。

２.抑うつ尺度の作成：抑うつ尺度の開発を行い、

４.災害などによるトラウマの予防／回復支援に

より正確に中高生の抑うつ状態を把握することを

関するカリキュラム導入の可能性の探索：国内外

目指した。方法：National Institute for Health

の子どもの心理的ダメージに関する文献のレビュ

and Clinical Excellence（NICE, 2005）による児

ーと並行して，東北地方沿岸部のB県C町の公立高

童青年期のうつの治療ガイドラインで多くのエビ

校において心理教育実践を行った。

デンスに基づいているとされるＢＤＩ（Beck

結果：トラウマ対策の心理教育プログラム導入に
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対処」
「積極的受容」が高まった。
現場への導入についての検討
多くの関係者の理解が必要であるが抵抗感も強い。
今後プログラムを学校にスムーズに導入する
このため，適切な説明と指示的にならないような
ために、2013 年 6 月に教員の意識調査を行った。
言葉がけと雰囲気づくり，授業内容のさらなる評
結果、
69.6%がキャリア教育は重要であると認識し
価が必要であることが考えられた。 （下山晴彦）
ているが、56.5%が時間の確保が難しく、52.2% は
教員の社会勤労体験やキャリア教育に関する研修
(３) ライフキャリア教育の可能性の検討―社
の必要性を感じていることが明らかになった。ま
会的レジリエンスを高めるために
た、2013 年 11 月にキャリア教育を積極的に推進
１．問題の背景と目的
している福岡の県立高校の視察を行い、最新のキ
臨床現場では思うように仕事に就けない人の
ャリア教育の実際と課題について議論した。
メンタルヘルスの悪化や、若年層のニートなど社
３．得られた知見と今後の課題
会的引きこもりが問題となっている。従来のキャ
今年は現場の教師による汎用化可能性が示唆さ
リア教育は働けることを前提としていたが、先行
れたとともに、発達段階に応じた導入を工夫する
き不透明な社会では、思うようなキャリアが歩め
必要性が示唆された。今後はライフキャリア教育
なくても自分なりのライフキャリアを構築する力
に対する現場の教員の関心を高めること、実施の
(ライフキャリアレジリエンス)を身につける必要
ための枠組み(人、場所、時間の確保)についての
がある。このような背景から、本研究は中学・高
検討が必要と考えられる。
（高橋美保）
校生を対象としたライフキャリア教育プログラム
の開発とその効果評価を目的に行われた。
２．研究
本研究は、①理論研究、②効果評価用尺度の作
成、③プログラム開発と効果評価、④プログラム
の汎用化のためのパイロットスタディ、⑤現場へ
の導入についての検討の 5 つの研究から構成され
る。過去 2 年間において、①理論研究、②ライフ
キャリアレジリエンス尺度の作成、③プログラム
開発と効果評価を行った。今後、現場の教師が実
践者となり他校に汎用化するため、今年度は④プ
ログラムの汎用化のためのパイロットスタディと、
⑤現場への導入についての検討を行った。
プログラムの汎用化のためのパイロットスタディ
2013 年7 月には附属４年生を対象に附属の教員
（石橋）が実践者として授業を行った。結果、授
業後「長期的展望」
「継続的対処」が高まるととも
に、統制群において低下した「多面的生活」が低
下しないという効果が得られた。また、発達段階
を視野に入れるため、100 分×2 回連続で構成さ
れるプログラムを、3・4 年生の 2 年に渡って段階
的に試行することが有効と考えられた。そこで、
2013 年 12 月、附属の教員（對比地）が 3 年生に
第 1 回を施行した。結果、
「多面的生活」
「継続的
際しては，学生のみならず教師や保護者といった
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学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
社会参加の学習ユニットにおける本年度の活動
報告者 小玉 重夫（学校教育高度化センター長・基礎教育学コース教授）
１．社会参加の学習ユニットの役割

会議、9th CitizED International Conference in

本ユニットでは、社会を市民的・公共的世界と

Tokyo）
。

職業的世界に分節化してとらえ、前者の市民的・

また、附属中等教育学校の教員と協働で「シテ

公共的世界については、多文化共生と市民性（シ

ィズンシップ教育のカリキュラム開発」の研究グ

ティズンシップ）を課題とした新しい学習分野の

ループを組織し、
「哲学教育プロジェクト」からも

登場に対応するカリキュラムの条件を、市民性教

一部メンバーが合流して、活動を行った。本年度

育に関する二つのプロジェクト（学校教育の内部

は、昨年度に引き続いて、各教科で授業実践を試

から迫るＡと、外部から迫るＢ）と、バリアフリ

行的に行い、その検討をした。また、シティズン

ー教育プロジェクトによって明らかににするこ

シップ教育を実践している神奈川県立湘南台高校、

とをめざす。後者の職業的世界については、職業

お茶の水女子大学附属小学校、品川区立日野学園、

的レリバンスを有するカリキュラムの条件を、職

京都府八幡市教育委員会を訪問し、授業参観とヒア

業教育プロジェクトによって明らかにすること

リング、意見交換を行った。以上の成果をまとめて、

をめざす。最終年度の本年度は、カリキュラムの

シティズンシップ教育についてのカリキュラムモ

提案を念頭に研究を行った。

デルを提案し、本グループとして報告書を作成す

以下では、
それぞれのプロジェクトの担当者が、
進捗状況を報告する。

る予定である。

（小玉重夫）

（小玉重夫）
(２) 市民性教育プロジェクトＢ（牧野篤）

２．各プロジェクトの成果

市民性教育Bは、引き続き、子ども・青年が他者と

(１) 市民性教育プロジェクトＡ（川本隆史、
小玉重夫、片山勝茂、金森修）

の承認関係の中で自己認識を深め、社会参加へと
至る筋道を探っている。具体的な対象は、a.柏市の

本プロジェクトでは、市民性（シティズンシッ

多世代交流型コミュニティの実践、b.飯田市の集落

プ）教育を学校のカリキュラムに導入する可能性

レベルの社会教育活動、c.ものづくりプロジェクト・も

とその条件を、理論・思想と実践の両面から検討

のラボJAPAN、さらに今年度は、d.東日本大震災

することをめざしている。
後者の実践については、

被災地の大槌町における高齢被災者との交流事業

日本における先進的実践校と自治体の実践成果を

を組み込んだ。今年度も引き続き、これらの実践を

ふまえつつ、附属中等教育学校と協働して、シテ

相互にネットワークする試みを行った。たとえば、a.

ィズンシップ教育のカリキュラム開発を行うこと

とc.を結びつけた「東大キッズセミナー」では、コミュ

をめざしている。

ニティカフェをベースにした、インプロとマジック・セ

最終年度である本年度は、欧米のシティズンシ

ミナーそしておとなたちとの交流を、さらにc.ものラ

ップ教育の思想動向を公共性の観点から整理しつ

ボJAPANとのジョイントでは、遊具をテーマにデザ

つ、日本との比較対象を行い、国際学会で小玉が

インからモデリングまでを行い、彼らが自分の思い

発表を行った（第９回シティズンシップ教育国際

を形にしながら、それを地域社会との交流へと還し
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ていく動きを追った。また、d.では高齢者の語りを聞

後調査を実施する。

き取りながら、若者たちがそれを再構成しながら、新
たな物語を構成する試みを進めた。そこでは、学び
の過剰性を導くのが、他者とともにあることでもたら
される利他性と近接性であることがとらえられた。
（牧野篤）
(３) バリアフリー教育プロジェクト（白石さや、
星加良司）
本プロジェクトでは、様々なマイノリティを包摂し
た共生社会を生きる力を涵養する効果的な学習プ
ログラムの開発を目標とし、参加型の学習モジュー
ルの開発・実践とその効果検証を重ねてきた。その
成果を踏まえて今年度は、開発されたプログラムを
広く中等教育の場で実施することが可能になるよう、
プログラム実施の簡便化と効率化、指導マニュアル
の整備、参考資料等の充実等を進めた。また、それ
らを用いて附属学校の道徳の授業内でプログラムを
実践することにより、中等教育の既存教科の枠組み
の中で汎用的にプログラムが活用されうることを確
認した。それらを受けて、ウェブサイト等でプログラ
ム教材を広く公開するための準備を進めている。
（星加良司）
(４) 職業教育プロジェクト（本田由紀）
「教育の職業的意義」グループでは、昨年度に
引き続き今年度は７月に「国際的な仕事」の授業
を東大附属中等教育学校の沖浜先生に実施してい
ただき、１０月には神奈川県立光陵高校において
昨年と同様の「労働法」および「金融」の授業を
外部の専門家に実施していただいた。いずれも事
前・事後に調査を実施し、
授業の効果を把握した。
並行して、上記以外の分野として「医療・看護・
の仕事」
「運輸の仕事」
「情報システムの仕事」
「も
のづくりの仕事」についても、東大附属中等教育
学校および広島大学附属中学・高校の先生方に授
業案を作成していただいた。加えて年後末には
2011年度に実験授業を実施した生徒を対象に２年
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（本田由紀）

学校教育高度化センター関連事業（イノベーション科研）
「総括ユニット」における３年間の活動の記録
―附属学校との連携関係の構築とカリキュラム案のとりまとめを中心に―
植阪 友理（学校教育高度化センター）
小玉 重夫（プロジェクトリーダー・基礎教育学コース）
大桃 敏行（総括ユニットリーダー・学校開発政策コース）

2011 年度から 2013 年度にかけて当センター
が中心となって行ってきた「社会に生きる学力
形成を目指したカリキュラム・イノベーション
の理論的・実践的研究」
（科学研究費基盤 A; 代
表、小玉重夫）は、今年度で３年目を迎えた。
センターが担ってきた役割は、
「総括ユニット」
の活動内容に位置づけることができる。最終年
度にあたり、この３年間に総括ユニットが果た
してきた役割のうち、
「東京大学教育学部附属
中等教育学校（以下、附属学校）との連携関係
の構築」と「カリキュラム案のとりまとめ」と
いう二つの側面を中心に、本稿において報告す
る。総括ユニットの活動については、当センタ
ーの年報においても毎年報告している。しかし、
これらはごく簡単なものであり、総括ユニット
の活動の全体像や詳細をつかむのは容易では
ない。一方、本プロジェクトのように、多数の
東京大学教育学研究科教員と附属学校教員が
かかわった研究は、これまでほとんど行われて
きていない。今回のプロジェクトは本年度で終
了となるが、今後、同様の研究が行われた場合
には、今回の経験が少なからず役立つものと思
われる。こうしたことを意図して、活動の記録
を残すものである。総括ユニットの活動につい
ては、この他にも附属学校の紀要「東大附属論

集」においても報告されている。本稿とあわせ
て参考にされたい。
1．はじめに：総括ユニットの活動の全体像
総括ユニットの役割は、個別研究の遂行とと
もに、申請書において以下のように記載されて
いる。
「実践面では、東京大学教育学部附属中
等教育学校との連携を中軸にすえ、研究代表者
および分担者が関与している他の学校や自治
体等との連携も含めた共同研究を組織し、学校
づくりや教育行政の変革も視野に入れて具体
的な実践のあり方を探究する。これを可能にす
るための組織として、上記三研究ユニットの研
究を統括しつつ、附属学校等の実践現場とを架
橋するプラットフォーム的な研究ユニットと
して、総括ユニットを設ける」
。つまり、研究
プロジェクトにおける単なる事務局の機能を
果たすのみならず、附属学校をはじめとする学
校現場と連携関係を築き、具体的な実践を提案
することや、それらを通じて提案されたカリキ
ュラム像をとりまとめることなどが期待され
ているといえる。本プロジェクトの特徴は、
「次
期指導要領の改訂を見据えた、具体的な実践を
伴ったカリキュラムの提案」であることを考え
ると、重要な役割を担っていることが分かるだ

1
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ろう。
では、具体的にはどのような活動を行ってい
たのだろうか。大別すると以下のような役割を
担っていたと考えられる。
z
z
z
z
z
z

密に連携を計るという体制は非常に珍しい事
例である。総括ユニットが連携を計った学校の
数としては、必ずしも多いわけではないが、新
しい連携の形を提案しており、連携の質に踏み
込んだ提案を行っていると言えるだろう。

学校現場、特に附属学校との連携関係
の構築
ユニットリーダー会議を通じた参加者
の意見集約と全体への還元
プロジェクト全体での議論の場のコー
ディネート
定期的な公開シンポジウムの企画、広
報、運営
年報やホームページを通じた対外的な
成果発信
各ユニットにおいて提案されたカリキ
ュラム像のとりまとめ

2.附属学校との連携関係の構築：解決すべき問
題と対応策
附属学校との連携をどのようにはかるのか
については、研究プロジェクト開始当初から総
括ユニットと附属学校双方における大きな関
心事であった。附属学校側では、本プロジェク
トの推進のために、連携研究委員会を立ち上げ、
総括ユニットとの連絡調整にあたった（附属学
校において構築された研究体制の詳細につい
ては、附属学校の紀要「東大附属論集」を参照
されたい）
。総括ユニットと附属学校側で議論
を重ねる中で、いくつかの解決すべき問題が持
ち上がり、これに対応する形で研究が進められ
た。以下では、どのような問題が意識化され、
それらをどのように解決してきたのかという
流れで、附属学校と大学との研究連携の形を報
告する。

紙面の都合もあり、本稿においてこれらすべ
てについて詳述することは難しい。そこで、本
ユニットの特徴である、
「学校現場、特に附属
学校との連携関係の構築」と「各ユニットにお
いて提案されたカリキュラム像のとりまとめ」
について、次節以降でより詳しく報告する。な
お、前述した申請書の記述からも分かるように、
総括ユニットは附属学校のみならず、他の学校
現場との連携関係の構築もその役割に含むと
されている。実際、本プロジェクトでは、参加
している大学教員が独自の実践のフィールド
を持ち、そこにおいても研究を展開している。
ただし、こうした附属学校以外の他の実践現場
に関しては、個人単位から学校単位まで実に
様々な参加形態が存在していた。また、様々な
地域や校種で行われており総括ユニットで十
分に把握することが難しかった。そこで、附属
学校以外の実践現場については公開シンポジ
ウムの広報や、研究成果の発信といったかかわ
り方にとどめ、附属学校との連携関係の構築を
中心に活動した。附属学校は最終的に、本プロ
ジェクトに全教員が参加して活動を行うとい
う、まさに学校全体をあげての参加となった。
附属学校が学校全体で、所属する大学の教員と

2.1 大学との相互理解の促進と附属学校全体で
の参加意識の醸成
相互理解の機会の少なさ 第１に問題とな
ったのは、大学と附属学校との相互理解の機会
が少ないということであった。すなわち、
「研
究連携しようにも、附属学校の教員は大学教員
の研究関心が分からない」という問題に直面し
た。特に、今回は具体的な実践を伴ったカリキ
ュラムの提案が目的であったが、今回参加して
いる教員の多くはこうしたことを直接的な研
究テーマとはしておらず、書籍等だけからでは、
提案の具体的な内容を読み取ることが困難と
いう問題がみられた。
附属学校での参加意識の醸成をどう計るか
その一方で、本プロジェクトの開始以前から、
個人的に連携を行っていた附属学校教員も存
在した。例えば、国語の教員が、国語教育を研
究テーマとする大学教員と個人的に連携する
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といったつながりである。当初はこうした教員
を中心に連携することも考えられた。しかし、
こうした既存の関係のみを利用する場合には、
難しい問題も発生する。最も大きな問題となっ
たのは、附属学校全体での参加意識の醸成をど
う達成していくのかということであった。もし
既存の関係を強化するということを軸に調整
を進めれば、これまで参加していなかった教員
が、新たに参加することは難しくなってしまう。
その結果として、
「あれは一部の先生が有志で
参加していることでしょう。私には関係ない。
」
と捉えられる可能性もあった。
解決のため方法：
「この指とまれ」型の研究
体制構築 これまで大学と連携関係がなかっ
た教員についても参加してもらい、附属学校全
体での参加意識を醸成するためにはどうした
らよいか、また、新たな連携関係を作り出すた
めにも、大学の教員が持つ授業に関するアイデ
アをどうやって附属学校と共有し、相互理解を
計るのかを検討するなかで、以下のような方法
が考えだされた。
z
z

z

z

z

z

表１ 大学から提案された 12 の研究テーマ

担研究者の研究費の一部を充当する。
不足する場合には、各ユニットリーダ
ーに上乗せされている、ユニット単位
で自由に使える資金を利用する。

まず、附属学校教員と連携したい大学
教員に手を上げてもらう。
次に、連携を希望した大学教員が附属
学校教員の前で、アイデアを発表し、
その研究に参加したい附属学校教員と
で有志の研究会を作る。
研究会ごとに実践研究を附属学校で進
める。ただし、プロジェクトメンバー
である大学教員と附属学校教員が定期
的に集まって全体を行い、そこで研究
成果を共有する。
個々の研究テーマには参加しない附属
学校教員も、全体会には出席して成果
を共有する。
全体会を聞いて関心をもった附属学校
教員は、途中から参加することも出来
るようにする。
予算的措置として、研究会を立ち上げ
た大学教員の研究費を利用する他、研
究費提供の申し出があった何名かの分

この方針に従い、初年度の７月には附属学校で
大学教員によるプレゼンテーションの機会が
実現した。12 個のテーマにそった研究会が大学
教員から提案された（この際に提案された 12
個の研究プロジェクトを表 1 に示す）
。附属学
校でのプレゼンテーション当日、附属学校教員
には研究テーマが書かれた用紙が配付され、参
加してみたいと思う研究会には印を付けるよ
うに求められた。発表後に設けられた討論の時
間には、活発に質問が出された。質問の中には、
内容確認のための質問にとどまらず、研究テー
マの発展性についての提案が含まれているも
のもみられた。こうしたことからも、附属学校
教員の高い関心と意欲が伺われた。終了後、参
加希望を集計したところ、全員の教員がいずれ
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かの研究会に参加したいと表明したのみなら
ず、多くの教員は複数の研究テーマに参加した
いことを明らかにしていた。また、いずれのプ
ロジェクトにも一定数の希望者が出され、希望
が出なかったプロジェクトはみられなかった。
なお、研究会の冒頭には、副校長から研究への
参加は強制ではないこと、有志で参加するかた
ちになることなどが附属学校教員に対して説
明された。
このように、大学教員側が学校現場をフィー
ルドとして検討してみたい内容を提案し、参加
したい教員に手を上げてもらうという、いわば
「この指とまれ」型と呼べるような、連携関係
作りを行った。この仕組みには、以下のような
メリットがあると考えられた、第１に、大学教
員のプレゼンテーションを通じて、大学教員の
アイデアを広く附属学校の教員に理解しても
らうことができ、相互理解の進展につながると
考えられた。なお、提案された内容は、必ずし
もすぐに授業が行えるものばかりではなかっ
たが、逆にいえば、附属学校の教員の実践研究
によって開発されることが期待されていると
いうことであり、実践研究に大きな自由度があ
るということであった。プレゼンテーションに
対する質問の時間には、こうしたことについて
もやり取りがなされ、相互理解につながったも
のと思われる。第２に、プレゼンテーションの
機会に全教員が参加することで、今回のプロジ
ェクトが一部の教員のものだけではなく、学校
全体のものであるという意識の醸成につなが
った。また、新たに研究会を立ち上げることと
なるため、これまで参加してこなかった教員で
あっても、疎外感を感じることなく、参加出来
るというメリットがあった。さらに、たとえ
個々の研究テーマには参加しなかったとして
も、全体会で進捗状況を知ることによって、
「あ
のプロジェクトは人ごとである」といった意識
にはつながらないと考えられた。ただし、後述
するようにすべての教員が１つ以上の研究プ
ロジェクトに参加することとなったため、全体
会で研究の進捗状況を把握するだけという教
員は、今回はいなかった。

2.2 複数のプロジェクトに無理なく参加するた
めの仕組みづくり
複数の研究への参加希望の存在 上述した
ような、
「この指とまれ」型の連携構築方法を
採用し、附属学校の教員と大学の教員の希望を
調整した結果、多くの研究が開始される可能性
がみえてきた。次に問題となったのは、多くの
教員が複数の研究プロジェクトへの参加を希
望したという点である。例えば、数学の教員は、
数学を専門とする大学教員の研究プロジェク
トには当然参加したいと考えるだろう。しかし、
それだけではなく、学習方法の育成といった、
教科横断的なプロジェクトへの参加を希望す
る場合もありうるといった具合である。
関心を持ってもらえたことは非常に良いこ
とである一方で、複数の研究テーマに参加する
ということは、附属学校教員にとっての負担に
もつながる。また、研究テーマごとに、自由に
研究会の日を設定してもらうと、１人の教員が
複数の研究会に参加している関係上、日程の調
整が難しくなる。また、もし仮に附属学校教員
が日程を調整する役割を果たすとすると、調整
が難しくなり、負担も大きくなってしまう。さ
らに、打ち合わせの日程などが重なればどちら
を優先すべきかなど、複雑な問題も生じる。そ
の一方で、無理に１つの研究会だけに参加する
ように求めるのは、せっかくの参加意欲をそぐ
ことにもつながりかねない。こうした問題を踏
まえて、複数の研究プロジェクトに、負担感や
複雑な問題を生じさせずに参加するためには
どのようにすれば良いのかが、次に解決すべき
重要な問題となった。
解決のため方法：12 の研究テーマの系列化
この問題を解決するための方法として、大学教
員から提案された 12 の研究テーマを、いくつ
かの系列に分けるという方法が考えられた。具
体的には、今回、12 の研究テーマを A から D ま
での４つの系列に分けた（表１の左列参照）
。
それぞれの系列の特徴を簡単に記述しておく
と、A 系列に含まれる研究テーマは、大学教員
側である程度の授業プログラムを開発ずみで
あり、実践にすぐ入ることができるものである。
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B 系列は、調査が中心であり、授業実践を伴わ
ないチームである。C 系列は、授業実践を附属
学校教員と大学教員が協同しながら開発して
いくタイプの研究であり、かつ、数学、国語、
社会などのようにある程度、連携する教科や時
期がはっきりしているものである。D 系列は、
授業実践を附属学校教員と大学教員が協同し
ながら開発していくタイプの研究であり、かつ、
心理教育、学習方法に関する教育など、特定の
教科と結びつかない教科横断的なものである。
附属学校の教員は、それぞれの系列から１つ
は選択することができることとした。逆にいえ
ば、同じ系列については１つ以上選択すること
ができない。一方、異なる系列であれば、複数
選択することが可能であり、最大４つの研究チ
ームに参加することができることになる。この
方法によって、１人の附属学校教員が複数の研
究チームの研究会に参加することを可能にし
た。
また、研究会を設定する際には、系列ごとに
日程を決めて開催することとした。例えば、
「今
週の水曜日 15 時から 16 時半は C 系列の２つの
打ち合わせを実施、来週の水曜日 15 時から 16
時半は D 系列の３つの打ち合わせを実施」とい
った具合である。このように、同じ時間帯に、
同じ系列に属する複数の打ち合わせを設定し
た。それでも同じ系列であれば同一の時間帯に
会議を入れても、１系列について１つしか参加
しないというルールがあるため、重ならずに参
加することができる。
また、研究打ち合わせの負担をどう軽減する
のかについても、議論が行われ、以下のような
方針が決まった。まず、研究への参加は任意で
あり、基本的には有志であるが、学校全体のプ
ロジェクトとして位置づけるため、研究打ち合
わせは、業務時間内に附属学校にて行うことと
した。また、打ち合わせの日程調整は、附属学
校の負担軽減をはかるために、総括ユニットが
行うこととした。具体的には、附属学校から会
議などが入っていない日と時間帯をあげても
らい、会議の枠を設定した。大学教員から参加
可能な日程を集計し、系列が同じ場合には、同

じ日程でもかまわないが、異なる系列は違う日
時に設定する、というルールを設け、総括ユニ
ットの方で日程調整を行った。また、教員の負
担を考え、研究会ごとに全員のメンバーが集ま
る研究打ち合わせは最大年３回程度とした（た
だし、具体的な実践を行う場合には、実践する
附属学校教員と大学教員との間でより緊密な
事前打ち合わせが必要であり、それについては
この限りではなかった）
。日程調整を行う前に
は、打ち合わせの機会が必要かどうかという点
もあわせて大学教員に問い合わせており、必要
ないとの判断が示された場合には、設定しなか
った。
大学から提案された 12 の研究テーマに加え、
実際には附属学校教員側からの提案によって
立ち上げられた研究会「中等教育学校における
総合的な学習のあり方」が存在する。この研究
プロジェクトは、学校長である大学教員が代表
者となるかたちで研究開始後に立ち上げられ、
E 系列として位置づけられた。この系列も含め、
附属教員は実際には最大５つの研究会に属す
ることが可能となっていた。各系列への附属学
校教員の参加状況は、本年報の『
「総括ユニッ
ト」における本年の活動』に最新のものが掲載
しているので参照されたい。
2.3 統制群をおくことの倫理的問題をどう解
消するか
統制群を設けた検討を行いたいという希望
研究体制の概要は，上記で述べた通りである。
この他、附属学校との連携では、この他のいく
つかの解決すべき問題が議論され、工夫が検討
された。以下、これらの中のいくつかに関して
述べる。研究体制作りと関連づけて解決すべき
問題の１つとされたのは、
「実証的な研究を行
うために、統制群を設けて検討したい」という
大学教員からの要望である。学術研究として発
信するためには、実証的データが必要となる。
このためには何らかの比較対象群（統制群）を
おきたいという欲求は容易に理解できる。その
一方で開発された、何らかの指導上の工夫を受
けることができない子どもが出てしまうとい
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う状況が発生する。
「あのクラスだけどうして
新しい試みを受けられるのか、私たち（もしく
は私たちの子ども）は受けられないのか」とい
うことを、生徒や保護者に納得してもらうのは
容易なことでないだろう。
解決の方法：異なる講座の同時実施と生徒の
希望にそった選択 そこで考えられたのが、統
制群をおいて検討したいと考えている複数の
研究テーマをグルーピングし、同じ時間枠の中
で実施してもらう、生徒には希望にそって講座
を選択してもらうという方法である。今回、こ
うした希望を挙げていたのは、３つの研究チー
ムであった。そこで、総合的な学習の時間に、
これら３つの講座を開講し、生徒の希望に従っ
てとりたい講座を受講するという形で実施し
た。この方法を採用すると、ある講座を受けた
生徒は、その講座の受講群（実験群）であるが、
それ以外の講座をうけた生徒はその講座の非
受講群（統制群）となる。生徒の希望に添って
グループ分けを行うため、厳密には実験とはい
えず、準実験とはなってしまうというデメリッ
トは存在する。しかし、生徒としては自分が希
望する講座を受講できるため、保護者や生徒へ
の説明にも大きな問題が生じないというメリ
ットがある。また、何らかの形で統制群を設け
たいという希望もある程度はかなう。このため、
参加教員からもこの方法で実施することへの
同意が得られた。なお、生徒からの希望をとっ
た結果、ほぼ３つに均等に分かれたため、基本
的には生徒の希望に沿ってグループ分けが行
われた。

であった。高いレベルでの議論を行うためには、
共通の知識基盤が不可欠である。こうした点が
共有されていなければ、用語の定義などに関し
てコンセンサスをとることに時間を取られ、カ
リキュラムに関する深い議論を行うことが難
しくなるなどの問題が生じるだろう。また、今
回のプロジェクトには、大学教員も様々な分野
から参加している。このため、いかにして共通
の知識基盤を作るのかという点は、附属学校だ
けではなく大学においても同様に重要な課題
であった。
解決の方法：共通文献の設定 こうした点に
関して共通理解を計るため、総括ユニットで共
通文献を設定し、事前に附属学校教員と大学教
員をあわせた研究参加者全員が一読しておく
という方針が立てられた。総括ユニットのほう
で選定した共通文献は以下の通りである。
【共通文献】

船橋一男（2009） Unit12 カリキュラム開
発 木村元・小玉重夫・船橋一男（著） 「教
育学をつかむ」 有斐閣 pp.110-118.

勝野正章（2001）第 2 章 教育課程論の歴
史的展開 柴田義松（編）
「教育課程論」
学文社 pp.12-30.

佐藤学（2006）カリキュラムをデザインす
る 秋田喜代美・佐藤学（編）
「新しい時
代の教職入門」 有斐閣アルマ
pp.67-79.

山崎準二（2009）第 2 章 教育課程の概念
と構造 山崎準二（編）
「教育課程」 教
師教育テキストシリーズ 9 学文社
pp.21-38.

遠藤貴広・石井英真・二宮衆一・樋口とみ
子・伊藤実歩子 （2009）XIV 諸外国のカ
リキュラム 田中耕治（編）
「よくわかる
教育課程」ミネルヴァ書房 pp.202-211.

2.4 共通の知識基盤をどう共有するか
深い議論に求められる共通の知識基盤 研
究に参加する全大学教員だけでなく、附属学校
教員にも全体会に出来る限り参加してもらい、
議論に加わってもらうことは研究の発展のた
めに重要と考えられた。そこで年１回、全体会
を附属学校において行うという研究体制がと
られた。こうした会議を実施するにあたって、
ユニット長会議で話題となったのが、いかにし
て共通の知識基盤を共有するのかという問題

２年目の全体会では、午前に附属学校での研
究プロジェクトの進捗報告が行われるのみな
らず、午後に共通文献をふまえた提案が行われ、
活発な議論が行われた。
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2.5 その他の論点
最後に、附属学校との連携に関して話題とな
ったこの他の点について、簡単に挙げておく。
１つは、他の研究との兼ね合いである。附属学
校はこれまで独自に研究を受け入れてきてお
り、当然、イノベーション科研以外の研究にも
かかわっている。イノベーション科研に参加し
ていない、本学教員の研究もそうしたものに位
置づけられる。これらの負担と今回のイノベー
ション科研の負担をどう調整するのかといっ
た点も話題となった。実際には、事例ごとに対
処するかたちとなり、必ずしも共通の対応とは
ならなかったが、附属学校全体の負担を考えた
トータルなかかわりの重要性が伺われた。
また、生徒からの研究への同意の取り方につ
いても話題となった。最終的には、今回のイノ
ベーション科研では、暫定的に以下のように対
応することとなった。倫理的な問題については、
今後、附属学校との連携を再び行う場合には再
度考えるべき点と思われる。

生徒から念書等をとるなど、より厳しい基準を
適用する分には問題がないものとする。
注）なお、このルールはイノベーション科研とし
て行われる場合のみに適用されるものとする。
イノベーション科研とは独立して再分析等に
利用する場合には、附属を対象とした個人研
究となるため、改めて所定の手続きを取って
許可を得ること（例えば、イノベーション終
了後に追跡調査を行う場合等には、再度個人
研究としての申請が必要となる）
。

3.カリキュラム案のとりまとめ
3.1 カリキュラムのまとめ方に関する議論
総括ユニットが行った活動の中で、２つ目にと
りあげるのはカリキュラム案のとりまとめで
ある。イノベーション科研に参加している大学
教員は、個人個人が活発に研究を進めている研
究者であり、当初からそれぞれの研究グループ
がそれぞれに活発に研究を進めていくことは
容易に想像ができた。その一方で、全体として
どのような形で最終的なアウトプットをまと
めていくのかということについては、必ずしも
明確ではなかった。この点については、附属学
校教員からも、
「このプロジェクトの成果は最
終的にどのような形でまとまっていくのか」と
いったことについて、附属学校の連携研究委員
に対して質問が出たと聞いている。つまり、カ
リキュラムの提案をどのような形で発信して
行くのかは、プロジェクト全体の大きな課題で
あった。
カリキュラム案をまとめることはできるの
か？できるとすればどのように？ こうした
点が、全体会で最初に議論となったのは、２年
目の半ばであった。佐藤（2006）が指摘してい
るように、カリキュラムという言葉の語源はギ
リシャ戦車競技の「走路」であり、その子ども
が教育の過程において何を学んだのかについ
ても含みうる広い概念のものである。個々の子
どもの学びの総体としてのカリキュラムを考
えた場合には、非常にボトムアップ的な内容と
なり、簡潔な形でまとめていくという方向性は
許容されがたいであろう。その一方で、山崎

【生徒のノートやプリント等を研究のために
保存する際のルール】
・ノート、プリント等を研究のために保存するた
めには、
どこかの時点で必ず研究参加者
（以下、
生徒）に了解をとることとする。研究実施前に
何らかの形で意思確認を行うことが望ましいが、
研究の遂行上、授業開始前にノートコピー等を
取ることなどを伝えられない場合には、授業終
了後にその旨確認する形でも良いものとする。
いずれにしても、生徒本人に記録を取る旨、い
ずれかの段階で伝えることとする。
・保存したノートやプリント類を論文等に掲載す
る際には、匿名とすること。もし匿名であって
も論文等に掲載されたくない、もしくは分析対
象に入れてほしくない場合には、その旨、生徒
が申し出る機会を与えること。
・生徒に確認する方法については、各学会や学術
雑誌等の基準に従って行ってよいこととするが、
少なくとも口頭で確認を取ることとする。口頭
での確認は、ノート・プリント類を研究のため
に保存する際、最低限守るべきルールであり、
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（2009）が論じているように、本来的な意味で
は「curriculum という用語は学校等教育機関を
含めた人生の過程で影響を受け人格形成の糧
ともなった非組織的非計画的な学習経験の総
体を含み込んだ広義の意味内容をもつもの」で
ある一方で、今日では「学校教育機関等におい
て提供される組織的計画的に編成された教育
内容をさす用語として使われる場合が多い」の
が実態である。これをうけて、日本では、指導
要領がナショナルカリキュラムにあたると考
えられている。こうしたことを踏まえると、カ
リキュラムは、どのような内容をどのような発
達段階で教授すべきかの方向性を定めた指針
という考え方も成り立つ。こうした方向性で考
えた場合には、何らかの形で集約を計るという
ことも可能になるだろう。イノベーション科研
が射程に入れているのは、次期指導要領の改訂
に向けた提案である。こうしたことを踏まえる
と、従来の指導要領とどのような点で異なった
提案をしているのかをある程度分かりやすい
形で発信していくことが重要ではないかとい
った議論が行われ、何らかの形で集約するとい
うことが考えられるようになった。
では、どのような形で集約することが可能な
のだろうか。こうした議論を行う中で、新たな
内容を、既存の教科で言えばどの辺りに入るの
かといったことを表にまとめるという案が出
された。既存の教科の再編についても視野に入
れた提案であることを考えると、必ずしも良い
とはいえないといった意見も見られたが、提案
内容のインパクトを向上させるためには、分か
りやすい形で発信していくことも必要ではな
いかという考え方も出され、ひとまずはこうし
た形で発信していくこととなった。総括ユニッ
トでは試行的にいくつかの研究テーマについ
て表にまとめ、全体会で再度議論を行い、必要
な修正を行った上で、他のプロジェクトについ
ても同様のフォーマットで提案内容をまとめ
るという作業を行った。
なお、カリキュラムのイノベーションを考え
る上での視点として、小玉（2013）は誰がカリ
キュラムを決めるのか、どのようにして教える

のか、何を教えるのかという３つを挙げている。
これらはカリキュラムに関する who、 how、
what にあたると考えられる。今回の、縦に発達
段階、横に領域を配置した表にまとめていくと
いう方向性は、what を中心に提案をまとめてい
くということになろう。もちろん、新たなカリ
キュラムを考える上で、これら３つの要素は相
互にかかわりあっていると考えられる。特に、
本プロジェクトで目指すような具体的な実践
を伴った提案を行う場合には顕著であろう。例
えば、新たな指導内容（what）の提案であって
も、新たな指導上の工夫（how）なしに提案さ
れることは考えにくい。また、どのように教え
るのかに（how）についても、どの発達段階の
どのような教科としてということについては、
国が中心になって定めたとしても、どのように
教えるのかということについては、教員自身が
決定するなど、必ずしも１つの主体だけに決め
られるものではない。どの側面から切り取るの
かによっても提案の内容の見え方は大きく異
なると考えられ、どのような形でまとめたとし
ても、一面的な切り取り方にすぎないという批
判はまぬがれられないだろう。しかし、全体会
でも繰り返し議論になったように、提案が十分
に理解され、ある一定の社会的インパクトを有
するためには、個々の研究プロジェクトが提案
する内容を集約していくことも必要という発
想もある。これで十分に提案内容が尽くされて
いると考えているわけではないが、一つのまと
めの方法と考えている。以下、総括ユニットの
ほうでまとめたカリキュラム案について簡単
に紹介する。
3.2 提案されたカリキュラム案
基幹学習ユニット 基幹学習にかかわるカリ
キュラム案は、表２〜表５である。１つ目は、
数理能力の育成にかかわるカリキュラム案で
ある（表２）
。この提案の中心は、
「日常的事象
と関連付けられた数学的内容を学ぶ（日常の中
の数学を学ぶ機会を設ける）
。また、数学と理
科等を相互に関連づけあう、いわゆるクロスカ
リキュラム的な授業も、各教科の中に設定して
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いく。
」ということである。表２にも示されて
いるように、具体的な単元構成の方法に関する
提案も含まれている。具体的には、手続き的な
学習に加えて、①単元の導入に日常の中の数学
に単元内で獲得した知識を活用し、概念的理解
を深める課題を新たに設ける、②単元の終末に
日常の中の数学に単元内で獲得した知識を活
用し、概念的理解を深める課題を新たに設ける
などである。例えば三角比の導入の際に、
「斜
面の角度を測れない場合に、どのように求める
か？」のように既に学習している考え方（ここ
では相似）でも解決は可能であるが、新たに学
ぶ内容の理解（ここでは三角比）にもつながる
課題を実施する、非線形関係の学習の終末に
「１リットルの牛乳パックの各辺の長さを求
める」などように非線形関数を活用する課題を
行うなどである。こうした活動を通じて、手続
き的知識の獲得のみならず、深い理解を伴った
教科学習の理解が促進され、数理能力の育成に
つながると考えられる。
２つ目は、メタ文法の育成にかかわるカリキ
ュラム案（表３）である。ここでは、中学校３
年生から高校２年生にかけて、メタ文法の概念
を自覚化させ理解を促進するような授業を、言
語学習におけるアンカーカリキュラムとして
設定することが提案されている。メタ文法能力
とは、
「言語に関して『文法』を意識化し、文
法構造について自分で考えたり説明できる能
力」のことである。また、アンカーカリキュラ
ムとは、言語間を架橋する学習のあり方を方向
づける錨（いかり）のような役割を果たす授業
を意味する。ここでは例えば、
「黒い目のきれ
いな女の子に会った」といった内容を、日本語
と英語で明示的に対比させ、そのことを通じて
ルールを発見・意識化させるといった指導や英
語と漢文、現代日本語文法と古典文法の対比な
どを訳出を通してとらえ、修飾関係、語順、時
制等に関わる文法概念の理解を深めることが
提案されている。こうした活動を、従来の授業
に加えて定期的に行うことで、これまでに学習
した内容をより深めるとともに、将来の言語学
習をより深めるための機会として機能するこ

とが期待されている。
３つ目は、探究型学習にかかわるカリキュラ
ム案（表４）である。ここでは、中等教育段階
の最後に、研究もしくは論文として、自分の考
えをまとめて発信するということが提案され
ている。中等教育の最後に行う卒業研究などが、
この代表的な例である。ここでいう「論文」と
は必ずしもこれまでに明らかになっているこ
とを踏まえたうえで、オリジナリティを加える
ことを意味しないが、少なくとも自分の考えを
まとめて外に発信するという活動を伴うこと
が期待されている。さらに、こうした活動を実
現するために、「総合的な学習の時間などを活
用して、図書館の使い方など自分の関心に沿っ
て調べ学習を行うための技法を知る」、「論理
的な文章を書くための方法を学び実際に書い
てみる」、「探究の成果を口頭発表しそれを元
に議論する」といった活動を設けることになる。
なお、探究学習の機会は、総合的な学習の時間
に限らず、通常の教科教育にも存在する。こう
した教科教育の探究学習の機会に、これらの過
程で学んだ知識・技能を活用したり、逆に教科
教育の探究学習の機会に卒業研究等で利用す
るような知識・技能を身につけたりするといっ
た、双方向的な学習プロセスも期待される。
４つ目は、メタ学習の促進にかかわるカリキ
ュラム（表５）である。メタ学習とは、学習の
方法やしくみそのものについて学ぶことを意
味している。そうした学習を通じて、効果的な
学習方法（学習方略）や、学習に対する考え方
（学習観）を身につけた学習者を育成すること
が目指されている。中等教育の初期には、記憶
や理解といった学習の仕組みについて学習し、
中等教育の中期以降では、自分の学習過程や認
知プロセスを振り返るといった内省を要する
ような学習も取り入れていくことが提案され
ている。まずは総合的な学習の時間を中心に実
施し、心理学の実験などの体験も交えながら学
習を進めることが想定されている。これらに加
えて、各教科の学習とも連携し、教科学習の中
でなかでどのように具体的に生かしていくの
かについてもあわせて学習するように考えら
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れている。
社会参加の学習ユニット 社会参加の学習ユ
ニットにかかわる提案は、表６〜表８である。
１つ目の提案は、市民性教育に関するカリキュ
ラム（表６）である。このカリキュラムにおけ
る提案の中心は、中等教育全般にわたって、論
争的問題を議論する時間を、授業の中に設けて
いくということである。論争的問題とは、八ッ
場ダム建設の是非、いじめ問題にどのように対
処するのかなど、社会においてもいくつかの立
場が存在し、必ずしも明確な答えの出ていない
問題のことである。こうした問題を授業で扱う
ことを継続することで、社会における争点を知
り、市民として自らの何らかの行動に結びつけ
ていくための素養を身につけることが期待さ
れている。なお、発達段階に応じた指導上の工
夫として、学年が進むにつれて「思考（当該問
題に関する多面的な知識）
」
「判断（それぞれの
立場に対する価値判断）
」
「意志（判断に基づく
自らの行動）
」の３側面をより深く掘り下げて
いくことが想定されている。総合的な学習にお
いてこうした授業を実施するのみならず、道徳
や社会といった各教科での授業実践と連携す
ることも意図されている。
社会参加の学習ユニットからの２つ目の提
案は、バリアフリー教育に関するカリキュラム
の提案（表７）である。中等教育において学ぶ
べきこととして、自らの他者認識のあり方を自
覚することや、社会に存在する目に見えない非
対称性に気づくということなどが挙げられて
いる。具体的な教育プログラムも開発されてお
り、例えば「ザ・ジャッジ！迷惑なのは誰？」
では、はじめに電車の中でのある一場面をスト
ーリーとして聞かせ、子ども達に判断を求める。
その後、
「実は腰痛であった」などといった条
件を次第に明らかにし、その都度判断を求める。
こうしたことを通じて、自らの持つステレオタ
イプを理解するとともに、他者に対する想像力、
多様な生に対する受容的態度などを養うこと
が目指されている。プログラム自体は総合的な
学習の時間を意識して開発されているが、教科
の中で関連する単元との連携も想定されてい

る。
社会参加の学習ユニットにおける３つ目の
提案は、職業的レリバンスのある教育に関する
カリキュラム案（表８）である。このカリキュ
ラムには、各分野の職業のリアルを知ることが
目的である「適応」と、職業生活や社会の問題
を是正していく方法を知ることが目的の「抵抗」
という２つの要素が含まれている。
「適応」に
関しては、
「ものを作る仕事を知る」
、
「国際的
な仕事を知る」
、
「人をケアする仕事を知る」と
いった具合に、仕事をいくつかの領域に分け、
それぞれ学校外からエキスパートを招いて仕
事の実情を紹介してもらうことが意図されて
いる。一方、
「抵抗」に関しては、働く者を守
るものとしての労働法を知る、市民運動につい
て知るなどが含まれる。
「適応」が職業生活の
主にポジティブな側面を生徒に伝えるのに対
して、
「抵抗」にはネガティブな側面の知識も
含まれている。このため、学年配置としては「適
応」を先に学び、理解が深まってきた段階から、
「抵抗」の学習を始めることが想定されている。
生き方の学習ユニット 生き方の学習ユニッ
トにかかわるのは表８〜表 10 である。１つ目
は、ライフキャリア教育に関するカリキュラム
案である（表８）。職業的レリバンスのある教
育と同一の表にまとめられている。職業的レリ
バンスのある教育において論じられていたよ
うに、職業生活には思い通りにならないことも
多く、夢や希望だけでは済まない厳しさがある。
このような働くことのネガティブな側面に対
して、社会への働きかけ方を学ぶのみならず、
いかにして自分の心と折り合いをつけながら
職業生活を含めたライフキャリアを生き抜い
ていくのかについて、自分の内面への働きかけ
方を学ぶことも重要な課題である。以上を踏ま
え、人生における長期的展望と多軸性を理解し、
レジリエンスを向上させることが提案されて
いる。具体的な時期については、働くことと生
きることについて理解と考えがある程度深ま
った後に、働くことと生きることの厳しさにつ
いて学習しはじめるという段階的導入が有効
と考えられる。
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２つ目は、心理教育に関するカリキュラム案
である（表９）
。従来の心理教育の中心は、現
実の人間とどうつきあって行くのかのスキル
を指導するものが中心であった。これに加え、
「うつ予防」などといった教育も加え、自分の
心の健康をどのように維持するのかいった点
についても、中等教育段階から指導していくこ
とが提案されている。また、対人スキルについ
ても、現実の人間に対するつきあい方のみなら
ず、バーチャルな世界（ネット）とどうつきあ
うのかについても取り上げられている。さらに、
自分も他者も尊重しつつ、自分の思いをどう社
会に発信していくかを知るために、アサーショ
ントレーニングなどもとりいれることも企図
されている。これらは保健体育の授業の他に、
道徳などの授業でも行うことができると考え
られている。
３つ目は、哲学教育に関するカリキュラム案
である（表 10）。この提案の中心は、子ども自
身が何らかの＜生きる＞に関する洞察を行う
「哲学の授業」を学校教育の中に取り入れてい
くことにある。一般に「哲学」と呼ばれている
知識を子どもに伝える活動ではなく、存在論的
な意味で思考することを支援する授業である。
存在論的思考については、様々な議論が行われ
ているが、ここでは「私たちが一命を享受して
いるからこそ、さらにこの世界を享受している
からこそ、様々な活動を行うことが可能になっ
ていることに気づくこと」が想定されている。
こうした気づきを得ることで、命への畏敬の念
や感謝を生み出し、人の恣意や欲望を抑え、人
の倫理的な基盤となっていくと考えられる。方
法としては、探究学習として行うことが提案さ
れている。発達段階に応じて異なる内容を取り
上げることが想定されており、例えば、アマモ
の再生を通じて地場産業の再生につながった
事例などを取り上げる「里海プロジェクト」な
どが含まれている。
4. 結びに変えて
３年間の活動の中でも、２つの側面にしぼっ
て報告した。附属学校との連携について附属学

校の副校長の一人は、大学教員も交えた懇親会
において、
「この３年間で、大学との垣根が低
くなりました。
（中略）それなりに大変だった
が、それ以上に得たものは大きかったと思いま
す。
」と述べていた。以前は、
「書店にいけば、
東大の先生方の著書がずらっと並んでいる。そ
んな先生方に自分たちから『一緒に研究しまし
ょうなどというのはこれまではとてもはばか
れた』
」のだという。今回の実践が附属学校に
もたらしたものは、もちろん、ポジティブな側
面ばかりではないだろう。また、全員が同じよ
うな熱心さで今回のプロジェクトにかかわっ
たわけでもないだろう。しかし、全体会や定期
的な研究打ち合わせも含め、全員が何らかの形
で参加する形で進められた。近くて遠い附属学
校が、こうして学校をあげて参加したという事
実は、画期的なことと考えている。このプロジ
ェクトは本年度で終了となるが、今後も何らか
の形でこうした研究連携が継続していくこと
を願うばかりである。
また、２つめのカリキュラムのとりまとめに
ついては、まだまだ不十分な点も残されている。
その一つは、具体的な実践を集めた事例集を作
れなかったことである。今回のプロジェクトは、
次期指導要領を見据えて、具体的な実践つきで
カリキュラムを提案することであったことを
考えると、大変残念である。しかし、実践事例
集は作成されていないものの、ほとんどのプロ
ジェクトで何らかの形で具体的な実践が行わ
れた。今回参加した大学教員は、授業実践を作
ることを専門にしている研究者ばかりではな
い。こうした中でもこれだけ多くの実践が行わ
れたのは、附属学校の協力があったからこそで
あり、教育学研究科にとっても新たな研究の道
を開いた希有な研究であったと言えるだろう。
このプロジェクトの総括については、書籍の刊
行が予定されており、これからも続けられてい
くものと思われる。こうした中で、具体的な実
践についてもまとまった形で発信され、多くの
方の目に触れることを願っている。

11
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引用文献
小玉重夫（2013） 学力幻想 筑摩書房
佐藤学（2006）カリキュラムをデザインする
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高3

中
中１

教科を総合化する
という発想に立
ち 基本的には教
ち、基本的には教
科の中で実施す
る。

総合
総合での学習
学

各教科
各教科での実践
実践

高３
この時期に学習する数学は大学に近くなる 前提をおいて考えていく論理が中心に
この時期に学習する数学は大学に近くなる。前提をおいて考えていく論理が中心に。
必ずしも日常から直接立ち上げられる数学ではなくなる。
必ずしも日常から直接立ち上げられる数学ではなくなる
ただし この時期の数学は全員が選択するわけではない
ただし、この時期の数学は全員が選択するわけではない。

単元の導入 日常の中の数学でありながら 既有知識を用いても考えられる課題を通じて当該単元の理解を深める
単元の導入：日常の中の数学でありながら、既有知識を用いても考えられる課題を通じて当該単元の理解を深める。
例）斜面の角度を測れない場合に どのように求めるか？（相似でも解決可能 三角比の理解へ）
例）斜面の角度を測れない場合に、どのように求めるか？（相似でも解決可能。三角比の理解へ）
単元の中ほど 手続き的な理解 スキルの獲得
単元の中ほど：手続き的な理解，スキルの獲得
単元の終末：日常の中の数学に 単元内で獲得した知識を活用し 概念的理解を深める
単元の終末：日常の中の数学に、単元内で獲得した知識を活用し、概念的理解を深める。
例）１リ トルの牛乳パ クの各辺の長さを求める（非線形関数の活用）
例）１リットルの牛乳パックの各辺の長さを求める（非線形関数の活用）

＜日常の中の数学を学ぶ機会を生かした単元構成のあり方＞

中３～高２
中３
高２
非線形関係が増加し また内容の抽象度が増すため 教科書等も日常との関連づけが少なくなる
非線形関係が増加し、また内容の抽象度が増すため，教科書等も日常との関連づけが少なくなる。
この時期にいかに概念的理解を深めるか このために日常と関連づけて数学を学ぶ機会を設けることが重要
この時期にいかに概念的理解を深めるか、このために日常と関連づけて数学を学ぶ機会を設けることが重要
例）数学：2次関数
理科 等加速度運動
理科：等加速度運動

中1～中2
中1
中2
日常との関連づけがしやすい（教科書も 日常と関連づけた形で提供されることが多い）
日常との関連づけがしやすい（教科書も、日常と関連づけた形で提供されることが多い）
線形関係が中心で 非線形関係が少ないため 直観的にも日常と関連づけやすい
線形関係が中心で、非線形関係が少ないため、直観的にも日常と関連づけやすい
例）数学：１次関数 １次方程式
例）数学：１次関数，１次方程式

数学・理科

日常的事象と関連付けられた数学的内容を学ぶ（日常の中の数学を学ぶ機会を設ける）
日常的事象と関連付けられた数学的内容を学ぶ（日常の中の数学を学ぶ機会を設ける）。
また 数学と理科等のクロスカリキュラム的な授業も
また、数学と理科等のク
また、数学と理科等のクロスカリキュラム的な授業も、各教科の中に設定していく。
スカリキ ラム的な授業も、各教科の中に設定していく。
各教科の中に設定していく

表２ 数理能力にかかわるカリキュラム案（基幹学習ユニット）
数理能力にかかわるカリキ ラム案（基幹学習ユニ ト）
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高3

中3～
古文・漢文の学習

国語
中１～中２
日本語現代文法の体系的理解

※高校3年生は受験期にあたるため、中３～高２に実施
ただし、有用性を最も実感するのは高３あたり
また、大学に入学後も深めていくことが可能

指導する核概念と指導の順序
①修飾被修飾関係
②語順
③主語、目的語、という語の機能
④時制の概念
⑤敬語表現
難易度の関係から、①②、③、④⑤の順に実施する。

日本語と英語、漢文と英語などを明示的に比較
⇒対比を通じてルールを発見させ、意識化させる
※対比させる際には文学や演説など多様なジャンル使用
エラー分析や多義的、多様的使用に注目

中３～高2
アンカー（投錨）カリキュラム1
としてのメタ文法学習
※特に、構文、談話の概念に関する理解

各教科での実践

高１～
英語文法に関するより深い理解

英語
中1～中３
英語文法の基本的な理解

本研究の指導法の開発に当たっては、柾木貴之氏が高等教育向けに開発したメタ文法理解の教材の知見が生かされている。
本カリキュラムは秋田喜代美・斎藤兆史・藤江康彦・藤森千尋・柾木貴之・王林鋒・三瓶ゆき・東京大学附属中等教育学校国語科・英語科教員の共同研究により開発されたものである。

注１）アンカーカリキュラムとは：
学習のあり方を方向づける錨（いかり）のような役割を果たす授業を意味する。
※本カリキュラムに即すると、これまでに学習した内容をより深め、さらに将来の言語学習をより深めるための機会として機能することが期待される授業である。
教科全体を内容を再編するのではなく、従来の学習に加えて、定期的にこうした授業を実施することを通じて言語学習を深めることが模索されている。
注２）教え方に関する問題意識
従来の文法学習は、低学力層がついていけないという理由から、多くの場合、単純反復による暗記中心の指導法であった。
一方、今回のメタ文法プロジェクトでは、低学力層に対しても文法に関する高次の概念理解を達成することを目指す。
このために、十分に文法構造の違いが発見できるように十分な配慮をほどこした課題を用いる。

教科を総合化する
という発想に立
ち、基本的には教
科の中で実施す
る。

総合での学習

メタ文法にかかわるカリキュラム案（基幹学習ユニット）

中１

表３
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高3

中１

※ここで培われた力は、大学に入った後の基礎的な学力に。

※必ずしも論文（これまでに明らかになっていることを踏まえたう
えで、オリジナリティを加える）でなくても良いが、自分の考えを
まとめて外に発信するという活動を伴うこと。

研究もしくは論文として まとめて発信する
研究もしくは論文として、まとめて発信する

調べ学習を踏まえて、自分のアイデアを持つ

※図書館や図書館司書はそうした役割を担える存在

自分の関心を深めるために外に情報を求めるための技法を知る

自分の関心に沿って調べ学習を行い、小レポートを作成する

自分の関心に沿って調べ学習を行うための技法を知る
例）図書館の使い方を学ぶ
文章の構造化の仕方を学ぶ

総合での学習

表４ 探究型学習にかかわるカリキュラム案（基幹学習ユニット）

総合で学んだ技法を生かし
て 教科の探究学習を深め

教科で学んだ技法を使って
自分の関心にあてはめてい
自分
関心にあてはめてい

＜教科と総合のかかわり方＞

総合で学んだ技法によって、教科の探究学習を深めることも可能
例）社会：歴史の調べ学習に図書館を活用。
図書館外の情報にもアクセスして調べ学習を深める。

教科の中にも、習得の後、探究的な学習を行う機会が存在
そこでも研究のための技法を身に着けることができる
例）社会：調べ学習の技法
理科：実験の技法
国語：表現（構造化）の技法
こうした技法を（一部であっても）、総合における探究学習で実
践することで実際に運用できる知識へ
践する とで実際に運用できる知識

各教科での実践
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高3

反復と理解
処理水準
有意味化、精緻化、構造化
デモ実験

立論の構造
論理的錯誤
推論・判断のバイアス

文章理解、問題解決
トップダウン処理

学習に関する総合的考察と実践

創造的思考

批判的思考

教訓帰納

メタ認知
認知モデル

学習観・学習方略
結果主義・暗記主義・物量主義
→認知主義的学習観の取り入れ
理解
表象
先行オーガナイザー
理解診断
説明活動
素朴概念
アナロジー
問題解決方略ヒューリスティックス
問題スキーマ

記憶

総合での学習
漢字練習：部首と筋運動
苦手単語集中法
関連語、例文
記述式問題

素朴概念
アナロジーによる理解・推論
論理的判断
証明問題の思考プロセス

国語
社会
数学
理科
英語

批判的読み、討論、小論文
論点整理、批判的検討
問題作成、論文作成
課題設定、レポート、発表
ビデオ、ＨＰによる作品化
Ｅメールによる討論

国語
要点メモと要約発表
英語
要約作成、未知語推測
全教科 教訓メモ
テストのあとの分析と教訓帰納

数学

理科

工夫計算
用語説明
問題説明、略図化
理科
記述式問題
社会
自作ノート、レポート
全教科 予習、説明活動

数学
数学

社会

国語
英語

各教科での実践

メタ学習の促進にかかわるカリキュラム案（基幹学習ユニット）

中１

表５

批判と創造

メタ認知

問題解決

理解
言語と図式による伝達
国語、数学、理科、社会、英語

記憶
覚えるための工夫
数学、理科、社会

重点テーマ
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高3

自分の思いをどう社会に発信していくかを考える
・ アサーション・トレーニング
アサ ション
シ ン トレ ニング

自分の心とどう向き合うかを考える
・ うつの予防

対人関係のあり方を考える
・ 現実の人とどうつきあうか
・ バーチャルな世界（ネット）とどうつきかうか
チャルな世界（ネット）とどう きかうか
⇒態度とスキルの両面から

総合での学習

心理教育にかかわるカリキュラム案（生き方の学習ユニット）
（ き
）

中１

表９

保健体育（心 健康な
保健体育（心の健康などと関連づけて）
関連 け ）
※ただし、指導する内容から見直す必要性
※ただし 指導する内容から見直す必要性

道徳
家庭科（消費者教育などと関連づけて）

各教科での実践
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高
高3

「適応」

「抵抗」

学年が進むにつれて
より深く より詳しく
より深く、より詳しく
より高度に より実践的に
より高度に、より実践的に

例）物を作る仕事を知る
国際的な仕事を知る
人をケアする仕事を知る
流通 仕事を知る
流通の仕事を知る
お金を融通する仕事を知る
など

自分の内面に対する働きかけ方を知る
（人生における長期的展望と多軸性の理解
レジリエンスの向上）
ジ
向上）

社会に対する働きかけ方を知る
例）働く者を守る（労働法）
市民運動について知る
社会保障・福祉について知る

ライフキャリア
教育として

職業的レリバンスの
ある教育の 環として
ある教育の一環として

重点テーマ

職業／ライフのポジティブな面を中心に知る

職業／ライフのネガティブな側面も知る
それに対する対処方法を知る
・社会をどう変えていくか
社会をどう変えていくか
・自分の内面とどう折り合いをつけるか

金融教育と絡めて
人のケアと絡めて
モノ作りと絡めて
国際的な仕事と絡めて
など

各教科での実践

社会科
家庭科
技術
英語

（職業生活の各分野の仕事のリアルを知る）
（職業生活や社会の問題を是正していく方法を知る）

総合での学習

ライフキ リア教育および職業的レリバンスのある教育にかかわるカリキ ラム案（生き方の学習ユニ トおよび社会参加の学習ユニ ト）
ライフキャリア教育および職業的レリバンスのある教育にかかわるカリキュラム案（生き方の学習ユニットおよび社会参加の学習ユニット）

中１
中

表８
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高3

論争的問題を取り上げることは共通。
発達に応じて
・思考（当該問題に関する多面的な知識）
・判断（それぞれの立場に対する価値判断）
判断（それぞれ 立場に対する価値判断）
・意思（判断に基づく自らの行動）
以上3側面をより深く掘り下げる。

学年による違い：

道徳的責任／共同体への参加／政治的リテラシーの3領域
例）八ッ場ダム建設の是非
TPP参加の是非
原発の是非
日本の財政問題にどのように対処するのか
本 財政問題にど ように対処する か
いじめ問題にどのように対処するのか

論争的問題を取り上げる

総合での学習

市民性教育にかかわるカリキュラム案（社会参加の学習ユニット）

中１

表６

教科で学んだ知識を
総合での判断に生かす

総合での学びを意識した
総合
学びを意識 た
教科学習

＜教科と総合のかかわり方＞

学ぶ知識を、判断の根拠として活用することができる
例）放射能のリスク
セシウムとは何か
アメリカ
アメリカの公民権問題
公民権問題
政治における写真の使われ方（フォトリテラシー）

理科、国語、英語、家庭科、保健体育など

教科の学習の中に、市民性教育と言える内容が含まれる
※上記の教科内で論争的問題を扱うことも可能
※道徳を市民科として再編成することも提案
社会科と道徳に分断されている市民性教育の統合

社会科や道徳

各教科での実践
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高3

総合的考察と実践

・「問題」に対する多角的理解
「
対す 多角的 解
・「問題」解決に向かう柔軟な思考
「問題」解決に向かう柔軟な思考
問題」解決に向かう柔軟な思考

・生の条件の見えにくい非対称性への気づき
・世界認識の状況拘束性の意識化
世界認識 状況拘束性 意識化
・自己の社会的位置についての内省的思考
自己の社会的位置についての内省的思考
（例：「クイズ＆ギャンブルゲーム」）

・「自己」による「他者」認識の意識化
自
他者
意
・ステレオタイプについての理解
ステレオタイプについての理解
・「他者」に対する想像力
・多様な生に対する受容的態度
多様な生に対する受容的態度
（例
（例：「ザ・ジャッジ！迷惑なのは誰？」）
ザ ジャッジ！迷惑な は誰？」）

総合での学習

各教科での実践

国語
社会

小論文（機会平等など、社会問題をテ
小論文（機会平等など、社会問題をテーマとして）
論文（機会 等など 社会
を
マとして）
と
）
国際化 異文化理解などを扱う教材と組み合わせて
国際化、異文化理解などを扱う教材と組み合わせて

社会
国際化 異文化理解などを扱う教材と組み合わせて
国際化、異文化理解などを扱う教材と組み合わせて
家庭科 高齢者・女性等を扱う教材と組み合わせて
道徳
差別問題等を扱う教材と組み合わせて

バリアフリー教育にかかわるカリキュラム案（社会参加の学習ユニット）
バリアフリ
教育 かか
教育にかかわるカリキュラム案（社会参加の学習ユニット）
案（社会参加 学
）

中１

表
表７
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高3

中１

事
実
か
ら
倫
理
へ
／
経
験
か
ら
意
味
２

・・・・・・ 各教科の適切な単元の中で、自然、社会、世界、人間、生命などの、
各教科の適切な単元の中で 自然 社会 世界 人間 生命などの
抽象概念の意味を考える
抽象概念の意味を考える。
抽象概念
意味を考える。
※抽象概念でくくられる諸存在が孤立して存在しているので
が
はなく
はなく、相互にかかわり合ってるという事実を理解する。
なく、相
相互にかかわり合ってるという事実を理解する
わり
事実
解す 。

総合
総合のみならず、教科の探究する学びとしても実施可能
な ず 教
探究す 学びと
も実施 能

各教科
各教科での実践
実践

注１）存在論的思考とは：
さまざまであるが その１ は自然の享受が 人による自然の活用を可能にしているという事実に気づくことである 突き詰めていえば 私たちが経済的 技術的 と様々な様態で活動できる
さまざまであるが、その１つは自然の享受が、人による自然の活用を可能にしているという事実に気づくことである。突き詰めていえば、私たちが経済的、技術的
さまざまであるが、その１つは自然の享受が、人による自然の活用を可能にしているという事実に気づくことである。突き詰めていえば、私たちが経済的、技術的・・・と様々な様態で活動できる
のは 私たちが一命を享受しているから さらにこの世界を享受しているから と気づくことである こうした存在への享受という気づきは 人の恣意や欲望を抑え 命への畏敬の念や感謝を生
のは、私たちが一命を享受しているから、さらにこの世界を享受しているから、と気づくことである。こうした存在への享受という気づきは、人の恣意や欲望を抑え、命への畏敬の念や感謝を生
み出すという意味で 人の倫理的な基盤とな ていく
み出すという意味で、人の倫理的な基盤となっていく。
注２）手作業（体験）を含む活動を通じて 自分がどのように世界に存在しているのかを考えさせる 小学校段階であっても実施可能
注２）手作業（体験）を含む活動を通じて、自分がどのように世界に存在しているのかを考えさせる。小学校段階であっても実施可能。
注３）自然の全体性の中に人が生きていることや 他者との対応関係の中に人が生きていることに気づかせる
注３）自然の全体性の中に人が生きていることや、他者との対応関係の中に人が生きていることに気づかせる。
注４）言葉の他者志向性 言葉の重要性 言葉の持つ力などに気づかせる
注４）言葉の他者志向性、言葉の重要性、言葉の持つ力などに気づかせる。

・・・・・・ 各教科の適切な単元の中で、愛、美、真、善、自己、人生などの、
各教科の適切な単元の中で 愛 美 真 善 自己 人生などの
②社会問題や環境問題を取り上げる３
例）里山プロジェクト（材木の利用から生態系
例）里山プロジェクト（材木の利用から生態系、里山資本主義へ）
里山資本主義へ）
自然とのかかわり 他者とのかかわりを暗示する概念について考える
自然とのかかわり、他者とのかかわりを暗示する概念について考える。
里海プロジェクト（アマモの再生から地場産業、海洋資源・領海問題へ）
プ ジ
※自然の活用ではなく、自然の享受の歓びに気づかせる。
自
自
び
づ
さらに
さらに、一命の享受、生命の享受といった気づきにもつなげること
さらに、
命の享受
命の享受、生命の享受といった気づきにもつなげること
生命の享受とい た気づきにもつなげること
③言葉の持つ意味や力を取り上げる４
例）言葉の歴史プロジェクト（think とthankはなぜ似ているのか？）
で人の倫理観の基盤を形成する
で人の倫理観の基盤を形成する。
言葉と感情プロジ
言葉と感情プロジェクト（言葉にするとなぜ気がおさまるのか？）
クト（言葉にするとなぜ気がおさまるのか？）
例）国語や道徳など
宗教や自然などを扱う際に
宗教や自然などを扱う際に、行う。
行う

①
①日常と関連した素朴な疑問を取り上げる
連
げ
例）水プロジェクト（水道から水源地へ）
例）水
クト（水道
水源
）
風プロジェクト（微風から気圧へ）
プ
光プロジェクト（色から太陽光発電へ）
光
（色
太陽光発電 ）

学年による違い：

※一般に「哲学」と呼ばれる知識を子どもに伝える活動ではない
※一般に「哲学」と呼ばれる知識を子どもに伝える活動ではない。
存在論的な意味 思考する と１を支援する。
存在論的な意味で思考すること
を支援する
プロジェクト活動など 探究する学びとして行う
プロジェクト活動など、探究する学びとして行う。

子ども自身が何らかの＜生きる＞にかんする洞察を行う 哲学する授業」
子ども自身が何らかの＜生きる＞にかんする洞察を行う「哲学する授業」

総合
総合での学習
学習

表10 哲学教育にかかわるカリキュラム案（生き方の学習ユニット）
哲学教育にかかわるカリキ ラム案（生き方 学習
ト）

センター後援事業
第６回 教育研究交流会
報告者 市川 伸一（大学院教育学研究科 教授）
実施日2013年６月８日（土）
於 教育学部１５６教室
はじめに

ワークショップでは，心理学からみた効果的な学

本研究科教育心理学コースの市川研究室主催で、

習方法とはどのようなものか，またこれらを指導

大学院生、卒業生、教育関係者とともに実施して

する際に重視すべきことは何かについて紹介する。

いるこの交流会は、2008年度からはじまり、本年

すなわち，単に心理学の研究知見を紹介するのみ

で第６回目を迎える。その趣旨は、教育実践に関

ならず，学校現場の教科に即するとどのような活

わるような研究を大学から発信するとともに、教

動や指導を行うことが効果的であるのかなどにつ

育実践や教育行政に携わっている方々との研究連

いて，グループ単位に分かれて参加者ご自身にも

携を促進することである。

議論していただく予定である。

はじめに、主催者を代表して市川からシンポジ
ウムの企画趣旨と、市川研究室の中で協同研究と

■心理学からみた学び方の分類

して行われている研究テーマの概要を述べた。本

近年の学校現場では，学び方の手引きといった

報告では、学校教育高度化と関連の深いワークシ

形で勉強方法を解説した冊子などが作成されるよ

ョップ１、ワークショップ２について、予稿集か

うになってきている。その一方で，その内容は，

らその概略を示す。その後に行われた、ポスター

どの時期にどのくらい勉強するとよいのか（例：4

発表については、タイトルと発表者を示した。

年生は40 分）や，どのような内容を勉強するとよ
いのか（例：自宅学習では読書をしましょう）な
ど学習習慣の形成を意識したものが多く，どのよ

ワークショップ１ 心理学からみた学習法

うに学ぶとよいのかといったことを十分にとりあ
げているものは必ずしも多くない。

心理学理論からみた効果的な学習方法のあり方

では，心理学からみた効果的な学び方とはどの
ようなことを指しているのだろうか。心理学では

企画担当：植阪友理 1)・市川伸一 2)

学習方略研究と呼ばれる領域で，多くの効果的な
学習方法が提案されている。そこで提案されてい

1) 東京大学大学院教育学研究科・助教

るものは実に様々あるが，以下の3 つの分類が分

2) 東京大学大学院教育学研究科・教授

かりやすい。
① 認知的方略（浅い処理，深い処理）

■企画趣旨

② メタ認知的方略

心理学では，効果的な学習方法が様々に提案さ

③ 外的リソース方略

れている。その一方で，心理学で提案されている

認知的方略とは「浅い処理の学習方略」と「深

学習方法を指導することは，日本の学校教育では

い処理の学習方略」に分けられる。前者は，何度

これまであまり行われてきていない。そこで，本

も繰り返して読む・書くといった単純反復を中心
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とした学習方略を指すのに対し，後者は単なる反

志向」
，非認知主義的な学習観には，
「答えが合っ

復ではなく意味の理解といった付加的な処理を加

ていればよい」とする「結果重視志向」が含まれ

えることによって記憶の定着を良くしようとする

る。非認知主義的学習観を強く有していると，仮

学習方法を指す。深い処理の学習方略を取ってい

に方略を教えても結局普段の学習で暗記に走って

る学習者は，浅い処理しかとらない学習者よりも

しまったり，頑張って勉強しているのに成果が上

成績が高いことが多くの研究で示されている

がらず学習意欲が減退するという問題が生じてし

(Ramsden, 1988)。

まうことがある。発表では，こうした問題に取り

2 つ目のメタ認知的方略とは，
「自分の認知状態

組んだ個別学習相談の事例（植阪，2010）につい

に意識的に目を向ける」活動を指す。自分がどの

ても簡単に紹介し，学習観も含めて改善する必要

くらい理解しているのかを確認しようとするモニ

性があることを解説する。

タリング方略（Weinstein & Mayer, 1986）や，
「な
ぜ自分は間違ってしまったのか」
「こうした間違い
を繰り返さないためには，どのような勉強方法を

ワークショップ２ 学習方法を育成する実践事例

とったらよいのか」などを教訓として取り出す方
学習方法を育成する実践事例とその展開

略である教訓帰納（市川，1991）は主としてこの
メタ認知的方略である。認知的方略が学習内容に
注意を向け，その覚え方などを工夫するのに対し

企画担当：市川伸一・植阪友理

て，メタ認知的方略は自分の理解や学習の状態に

発表者：深谷達史・田中瑛津子，

注意を向ける点に特徴がある。

谷本登志江，滑澤雅子・齋藤 純

3 つ目の，外的リソース方略とは，道具や他者
を活用するという学習方法を指す。他者に質問す

■企画趣旨

るといった方略（援助要請と呼ばれている）や，

教育心理学では，効果的な学習方法の分析や教

図や表を積極的に利用するという方略（図表利用

授について知見が蓄積されてきたものの，日常的

方略と呼ばれている）がその例である。

な教育実践の中で，その使用をいかに促すかにつ
いては必ずしも研究が多くなされてきたわけでは
ない。特に，短期的・状況的な働きかけだけでは，

■勉強に対する考え方（学習観）の影響
ただし，効果的な方略を教えても，なかなか定

指導した学習方法が自発的かつ持続的に利用され

着しないという問題もその一方で指摘されている

ないという報告がなされており
（cf. 市川，
1998）
，

（市川,1998）
。この背景には，勉強に対する考え

教科の授業の中はもとより，
「総合的な学習の時

方が影響を与えている可能性がある。こうした，

間」やテスト場面など様々な場面において，学習

「学習のしくみやはたらきに対する考え方」は心

方法やその背後にある学習観についての意識を高

理学において学習観と呼ばれている。例えば，植

めていくことが必要だと思われる。

阪・瀬尾・市川（2006）は，先行研究の質問紙を

そこで，本ワークショップでは，研究者と学校

統合・改訂し，8 つの下位尺度が，
「認知主義的学

現場の先生の双方から，効果的な学習法とその使

習観」と「非認知主義的学習観」という 2 つの上

用を支える学習観を育成する3 つの実践事例を紹

位因子によってまとめられるという構造を提案し

介する。はじめに，深谷・田中から，公立高校の

ている。下位尺度の例として，認知主義的学習観

「総合的な学習の時間」の中で「生徒同士の教え

には，意味を理解することを重視する「意味理解

合い」をテーマとし実施した学習法講座の取り組
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みを紹介する。さらに，谷本教諭（岡山県倉敷市

してしまえば，当然生徒がそうした実感を得るこ

立柏島小学校）からは，小学校において日々の教

とは難しいだろう。

科指導と学習法指導を連携させている実践事例を

そこで，2012 年度には，生徒の理解観の変化を

紹介する。また，滑澤教諭（東京都足立区立上沼

意図した形で新たな講座プログラムを実施した。

田小学校）と齋藤校長（東京都文京区立千駄木小

「総合的な学習の時間」6 時間のうち，前半3 時

学校）からは，自らのつまずきに気付くことの重

間を講演，後半を実際の教え合い活動に割り当て

要性を児童や保護者と共有し，学習意欲と学習法

た。前半の講演では，
「学習法を学ぶ意義」の他，

の改善につなげている実践を紹介する。

「理解とはどのような状態であるか」
，
「理解に至

フロアとの討論を行った後，
グループに分かれ，
日々の実践に取り入れられそうなことを参加者ご
自身に議論していただく予定である。

るためにどんなことに気をつけて学習（および教
え合いを）したらよいか」を解説した。
続いて，後半1 回目の教え合いでは，4 つの教
科から作成した4 つの問題のうち2 問で説明役を

■理解観に働きかける教え合い講座の実践（深谷

担当するペアワークを行った。次の時間には，講

達史・田中瑛津子・佐野光・植阪友理・市川伸

師からよかった点と改善可能な点についてふり返

一）

りを行い，最後の時間には，定期試験の範囲から

学習方略には「人に説明することで自身の理解

トピックを選定させ，より自由度の高い状況で2

状態をチェックする」といった様々なバリエーシ

回目の教え合いを実施した。

ョンがあるが，それらの方略が効果を発揮するの

以上が講座の簡単な流れであるが，実際の講座

は「情報同士を関連づける」という過程を伴うと

では生徒の理解観を変化させるために講演や活動

きである。例えば，頭の中で説明できるかをチェ

に工夫を設けた。例えば，
「キーワードは『そもそ

ックする際，単に「主語がhe のときは動詞にs が

も』と『なぜ』
」といったように，生徒にも分かり

つく」と断片的な事例のみを考えるのではなく，

やすい言葉で解説することで，学習（および教え

「he を含む三人称単数の主語には動詞にs がつ

合い）スキルの意識化を図った。二つ目に，3 時

く」というように，事例と規則を関連づけて説明

間目の講演では，単に解説を聴くだけでなく，教

できた方が，より学習効果は高まるだろう。

わった教え合いスキルを確認する機会として，仮

ところが，そもそも学習者自身において「理解

想的な教え合いのやり取りを提示し，改善可能な

とは，情報同士を関連づけることだ」という認識

点を考えるというワークを設定した。さらに，一

が乏しいと，仮に説明などの方略を教授したとし

度の教え合い活動にとどまらず，そのふり返り

ても，期待した効果が得られないと考えられる。

を行った上で，二度目の教え合い活動を実施する

実際，2010 年度に，埼玉県本庄高等学校で，生徒

ことで，質の高い教え合いを経験し，スキルへの

同士の教え合い活動を行う講座を実施したところ，

習熟や理解観の変化をより強く促すことができる

効果的な説明の仕方を教授した後でさえ，断片的

と考えた。

情報を記憶できているかを試す「クイズ大会型」

以上を踏まえ，当日の発表では，実際の講演で

や問題を解かせ答えだけを確認する「答えチェッ

用いたスライドや IC レコーダーなどで記録した

ク型」のやり取りが多く見られた。講座では，教

生徒のやり取りの様子を紹介しながら，教え合い

え合いを通して，人に説明することや質問するこ

講座が生徒のやり取りにどのような影響を与えた

との効果を実感させることが狙いの一つとされて

かのかを考察する。

いたが，やり取り自体が理解を伴わないものに堕

―
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■授業と連動させた学習方法の指導
（谷本登志江）

■つまずきを自覚しつまずきを克服する教室作り
（滑澤雅子・齊藤純・植阪友理）

倉敷市立柏島小学校では，
平成２２年度より
「家
庭・学校・地域が協働して『人間力』をはぐくむ

少人数指導や全体指導の中でつまずきの原因を

学校の創造―「教えて考えさせる授業」の実践と

明らかにし，教師と学習者（そして保護者）が共

学校支援ボランティアの活用―」をテーマに教育

有する中で，学習意欲，学習成果，学習方法を改

実践に取り組んできた。
「教えて考えさせる授業」

善させている実践事例を紹介する。

の実践と学校支援ボランティアの活用により，学

第１著者である滑澤教諭の前任校では，少人数

校力全体を向上させることを通して，子どもたち

指導を取り入れており，教諭は相対的に学力的に

の学力を含む『人間力』そのものを高めていこう

厳しい方のクラスを担当していた。この少人数算

と考えたわけである。今回の発表では，学力向上

数のクラスに来ていた児童は，はじめは算数に対

の核となった「
『教えて考えさせる授業』による授

する苦手意識が強かった。このため，
「苦手だから

業改善・指導法改善」と「家庭学習の改善」につ

やらない，やらないから分からなくなる」という

いて，学習法指導を視点に振り返り報告する。

悪循環に陥っていた。

この実践は，
「教えて考えさせる授業」という授

しかし，頭の中で行うことが当たり前のように

業スタイルには，学習法についても改善しようと

考えられていた過程についても途中計算を書くこ

する意図が含まれていることを知ったことから始

とで，どこまではできていて，どこでつまずいて

まった。当初は，多くの学習方法について，重要

いたのかが明らかになった。こうしたつまずきを

指導項目としてあげていたが，最終的には本校で

児童とも共有し，ともに克服するという経験を繰

は以下の５つを「学び方５（ファイブ）
」として取

り返す中で，
「自分は算数が苦手だ」と考えるので

り上げることにした。

はなく，間違えたときには「どこで」
「どうして」
などの原因を考えるように変わっていった。

１．図や絵にかいて考える

その結果，児童は算数の学習にも意欲的に取り

２．ひとことコメントを書く
３．まちがいを大切にする

組むようになっていった。特に，テストも始めか

４．キーワードを見つける

らだめだとあきらめるのではなく，努力すれば１

５．説明してみる

００点を取ることが出来ると思って取り組むよう

発表では，まず，実際の授業を具体例にしなが

になった。テスト時間の最後まで計算用紙に書い

ら，これらの項目を授業のなかでどのように指導

て考えたり，見直しをしたいする姿も見られるよ

しているのかを紹介する。また，本校では，授業

うなっていった。

だけを単体としてとらえるのではなく，予習→授

学業成績も上がるようになり，算数少人数に来

業→復習という家庭学習も含めたサイクルを一連

ていたほとんどの児童がクラスの平均点を超える

の学習過程として捉え，これらの学び方を授業外

ようになっていった。そして少人数クラスの児童

でも活用することを求めている。また，学び方５

の中から100 点を取る児童が現れだすと，互いに

には明示的に示されていないが，これらの一連の

そのことを喜び，自分もそれに続くようにと努力

学習を進める中核として，自己評価力があると捉

を始めていった。
ここで学んだ児童が，中学校で数学の定期テス

え，これらを発達段階に応じながら育てていくこ
とを試みている。本発表ではこうした取り組み

トで学年での最高点（９５点）を取り，小学校ま

についても紹介する。

で報告に来てくれたということも生じた。

―
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ポスター発表

滑澤教諭は現在，小学校１年生を担任している
が，こうした指導経験は現在の指導にも生かされ
ている。具体的には，家庭では答え合わせを保護

学習行動の先延ばしにおける非適応的ではない側

者にやってもらうように依頼し，○×だけでなく
「どこで」
「どのような」間違いをしたのかを，一

面（石川大貴）
英語の指導内容が学習者の認知に与える影響（木

緒に児童と考えてもらい，一緒に直してもらうよ
うにお願いしている。

澤利英子）
大学生に意味づけられる中学・高校の学校行事体

こうした指導を通じて保護者のテストの見方に

験の特徴―どのように意味づけられるのか，

も変化が見られている。テストの結果（点数）だ

どのような体験が重要なのか―（河本愛子）

けでなく，思考の過程（どうして間違えたのか）

１次的学習観尺度の開発―信頼性・妥当性の検討

を見たり，×が着いていてもできたところまでほ

と自律的動機づけとの関連―（兒玉裕巳・石

めたりするようになった。そして，我が子を「で

隈利紀）

きない子」とみるのではなく，
「〜に間違いやすい

教師の方略指導および授業方略が学習者の予習方

子」とみるようになったことで，児童も「算数が
苦手」と思うのではなく「〜に気をつけたほうが

略に及ぼす影響（篠ヶ谷圭太）
認知診断テストを活用した指導・学習改善の可能

いい」
「４がでてくると間違いやすい」などの見方
が出来るようになってきている。

性（鈴木雅之・孫媛・豊田哲也）
宇宙船モデルを共通基盤として理論を形にする

授業にも工夫を加えている。入学して間もない

（柄本健太郎）

１年生は勉強が好きという気持ちにあふれている

地層のはぎ取り標本を用いた授業実践
（中野英之）

が，初めて分からないことに出会ったときの対処

高校における教え合い講座の実践―学習方略・学

方法でその後の学習意欲に大きな違いがでるよう

習観への効果の検討―（深谷達史・田中瑛津

に感じている。そこで，授業では，①間違えるこ

子・植阪友理・佐野光・市川伸一）

とを恐れずに自分で解いてみる，②分からないと
ころは恥ずかしがらずに質問する，③間違いは隠
さずに正しくできるまで取り組むなどを大切にし
ている。
「間違えた原因に気づく→説明を聞く→自
分でもう一度解いてみる」を繰り返すといった学
習法が身についた児童は，算数が苦手ではなく，
「〜まではできる」と前向きに考え，分かるまで
あきらめずにやり遂げられると考えている。

―
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センター後援事業
第６回 「教えて考えさせる授業」セミナー
報告者 市川 伸一（大学院教育学研究科 教授）
実施日 2013年８月９～10日
於 赤門総合研究棟A200教室
「教えて考えさせる授業」セミナー（略称

第１日目は、入門講座として、市川伸一より「教

ＯＫセミナー）は、全国から「教えて考えさせる

えて考えさせる授業」についての解説を行い、事

授業」の実践者・研究者が集まる機会として実施

例としては、中学校数学の文字式を扱った授業の

されている。第１回（2008年）は箱根、第２回（2009

指導案と授業ビデオを紹介した。午後には、先進

年）は熱海、第３回（2010年）～第５回（2012年）

校からの実践報告をめぐって、質疑応答が行われ

は本郷キャンパスで開催され、今回は第６回にあ

た。

たる。定員60名のところを70名に拡大し、北海道

第２日目は、あらかじめ募集した指導案につい

から沖縄県まで、全国各地から多数の参加者を得

て、
数人ずつのグループに分かれて、
「三面騒議法」

て盛会のうちに終了した。

によって検討した。
「三面騒議法」とは、赤、青、

ちなみに、主催の「教えて考えさせる授業」研

黄色の付箋に、それぞれ「工夫されていてよいと

究開発ネットワーク（代表 市川伸一）は、明確

思った点」
「こうしたほうがよいと思うという改善

なメンバー制をとる団体ではなく、メーリングリ

点」
「他の教科や学年でも応用できそうな点」を書

ストで情報交換をしつつ、年に一度のセミナーを

き込み、模造紙に「教えて考えさせる授業」の４

開催するというフレキシブルな非営利組織である。

ステップごとに貼りながら意見交換するものであ

当日の内容は次のようであった。

る。通常は、授業の事後検討会で行うが、このセ
ミナーでは、指導案検討でも実施している。

＜第１日目＞

午後は、今年度も、実際に筑波大附属小学校の

８月９日(金)

１クラスの児童を招いて、公開授業を実施した。

14：00～15：20 入門講習、質疑応答

４年生の森田和良教諭のクラスで、森田教諭が理

15：30～17：30 実践報告、質疑応答

科で「水の沸騰」の授業、市川伸一が「教えて考

18：30～20：30 懇親会

えさせる授業」のデモとして「折れ線グラフをか
く」の授業を行った。
＊

＜第２日目＞

指導案はあらかじめ募集

＊

なお、
「教えて考えさせる授業」については、市

８月10日(土)
10：00～12：00 指導案検討

＊

川研究室のホームページにそのコーナー
www.p.u-tokyo.ac.jp/lab/ichikawa/ok-toppage.html

小グループに分けて検討、全体会で発表

があるので、そのページを抜粋して下に紹介して

13：20～16：00 公開授業（理科、算数）

おくこととする。詳細については、参考図書等を

筑波大学附属小学校４年生クラス

参照されたい。

16：20～17：30 全体討論

また、岡山では、
「ＯＫセミナー in 岡山」が年
に一度開催されており、これも第６回を迎え、約

―
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力育成会議」の提言（2004年）の中で、
「習得と探

８０名が参加している。

究」
、
「教えて考えさせる授業」
などが盛り込まれ、
２小学校、１中学校、１高等学校が県教育委員会

「教えて考えさせる授業」の趣旨と現状

の研究指定を受けて取り組んできました。

（ＨＰより抜粋）

岡山県では、
（財）福武教育文化振興財団の研究
「教えて考えさせる授業」とは、概念や手続き

助成を受けて、
中学校区を基本とする７地域で
「学

の意味理解を重視した「習得」の授業のスタンダ

力・人間力育成事業（ＩＦプラン）
」が実施されて

ードな設計原理として、2001年に提唱されたもの

います。その第１のテーマが、
「教えて考えさせる

です。教師からの説明、理解確認、理解深化、自

授業」です。
そのほかにも、八戸市立長者小学校、横浜市立

己評価の４つの段階を踏まえて授業を構成するこ

本町小学校、金沢市立犀川小学校、金沢市立清泉

とがその基本です。
「教えて考えさせる授業」は、
「学力の低い子ど

中学校、かほく市立宇ノ気小学校など、早くから

もでも、基礎的な知識・技能を身につけて高度な

「教えて考えさせる授業」に取り組み成果をあげ

課題解決に参加できること」
、
「学力が高い子や先

ている学校があります。

取り学習している子どもでも達成感・充実感が味
参考書籍

わえること」をめざしています。
学力差の大きな現実の学校で、なぜそのような

市川伸一『学ぶ意欲とスキルを育てる―いま求め

ことが可能になるのか、というと、教師のていね

られる学力向上策』
（小学館、2004年）

いな説明と理解確認によって基礎知識の共有をは

市川伸一『
「教えて考えさせる授業」を創る』
（図
書文化、2008年）

かり、その先に、やりがいのある理解深化課題を
用意して、
問題解決や討論を促しているからです。

市川伸一・鏑木良夫編『新判「教えて考えさせる
授業」小学校』
（図書文化、2009年）

また、自分の理解状態を診断するための「メタ
認知」を促す自己評価や、協同学習の機会を入れ

市川伸一編『教えて考えさせる授業 中学校（図
書文化、2012年）

ることも推奨されます。

市川伸一編『
「教えて考えさせる授業」の挑戦』
（明
治図書、2013年）

実践の広がり
2005年から2008年にかけて、
中教審答申の中で、
「教えて考えさせる教育」
「教えて考えさせる指

特集雑誌

導」という表現が使われたこともあり、学校、自

“教えて考えさせる”授業設計のポイント（
『楽し
い理科授業』
、明治図書、2006/9)

治体、民間教育団体などでテーマにするところが

「教えて考えさせる授業」
の工夫
（
『授業研究21』
、

増えています。

明治図書、2010/2）

自治体（教育委員会）としては、福島県郡山市、
栃木県足利市、新潟県小千谷市、長野県千曲市、

「教えて考えさせる授業」の提案（
『国語教育』
、

大阪府貝塚市、広島県江田島市、沖縄県うるま市
などが、教員研修会で「教えて考えさせる授業」

明治図書、2010/4）
連載 教えて考えさせる授業の実践（
『指導と評

をとりあげ、研究校での実践研究を継続的に行っ
ています。

価』
、図書文化、2010/7～2011/12）
連載「教えて考えさせる授業」をめぐって（
『現代

静岡県では、中教審答申に先駆けて、
「確かな学
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教育科学』
、明治図書、2011/4～2012/3）

センター後援事業
シンポジウム「学習方略研究の理論と実践の新しい展開」
報告者 植阪 友理（学校教育高度化センター 助教）
実施日 2014年３月８日
於 赤門総合研究棟 A200 教室
■開催の趣旨
自立した学習者であるためには、効果的な学
習方法（学習方略）を身につけていることが不
可欠である。学習方略研究では、効果的な学習
方法に結びつく要因の検討や、指導法の検討が
盛んに行われてきている。また、近年では心理
学的理論を踏まえて、学校現場においてより実
践的な研究も行われるようになってきている。
科学研究費補助金基盤研究 B「学習方略の自発
的利用促進メカニズムの解明と学校教育への
展開」（代表 Emmanuel Manalo, 早稲田大学）
では、より実践性を高めた理論研究を 2011 年
度より３年間にわたって行ってきた。本シンポ
ジウムでは、こうした研究から明らかになった
最新の研究知見を紹介した。なお、本シンポジ
ウムは、上記の科研基盤 B と東京大学大学院教
育学研究科、市川伸一教授主催の研究会、認知
カウンセリング研究会との共催で行われた。さ
らに、東京大学教育学研究科学校教育高度化セ
ンターの後援を受けて行われた。年度末の多忙
な時期にもかかわらず、７０名の定員がいっぱ
いになるまで申し込みが見られ、当日は６０名
以上の参加があった。質問も多数なされるなど、
非常に盛況であった。

のセッションからなっていた。そ以下、それぞ
れのセッションごとに紹介する。
■午前の内容：最新の心理学的研究知見の紹介
午前のテーマは「最新の心理学的研究知見の
紹介」であった。以下のようなプログラムで実
施した。
【プログラム】
司会：瀬尾美紀子（日本女子大学）
開会挨拶：市川伸一 (東京大学)
1. 学習習方略の使用を促すメタ認知的アプロ
ーチ 深谷達史 （日本学術振興会・法政
大学）
2. 学習者の質問方略使用を促す教員養成プロ
グラムの開発 小山義徳 （千葉大学）
3. 教師の指導行動が学習者の予習に与える影
響―予習方法の指導と授業方略に着目して
― 篠ケ谷圭太 （日本大学）
4. 理科授業における教師の教授スタイルが生
徒の学習方略使用に与える影響 田中瑛津
子 （東京大学）
5. 定期テスト場面における方略使用を予測す
る要因の検討―テスト観と学習動機に着目
して― 鈴木雅之 （国立情報学研究所）
6. 図表利用方略に関する研究の進展：目的や
生徒同士のコミュニケーションによる影響
Emmanuel Manalo （早稲田大学）
7. 学習や問題解決における図の利用とその認

■実施日時と場所
日時は 2014 年３月８日（土曜日）９時半か
ら１７時半にかけて行われた。場所は、赤門総
合研究棟 A200 番であった。午前と午後の二つ

1
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知イメージ

和嶋雄一郎 （東京大学）

これら最新の研究知見について、１５分程度
のショートプレゼンテーションの形式で発表
し、２〜３つの発表ごとに 15 分程度のディス
カッションの時間が設けられた。フロワーも含
めて活発な議論が行われた。
■午後の内容：理論とデータを踏まえた実践的
研究の紹介
午後のテーマは「理論とデータを踏まえた実践
的研究の紹介」であった。以下のようなプログ
ラムで実施された。
【プログラム】
司会：篠ヶ谷圭太（日本大学）
1. 認知心理学者は日本の学習方略教育にどう
関わってきたか 市川伸一 （東京大学）
2. 学習力を育てる中学校教育プログラムの開
発―「教訓帰納」と「記憶の精緻化」方略
の自発的利用をめざして― 瀬尾美紀子
（日本女子大学）
3. 一斉授業と家庭学習を通じたメタ認知の育
成―柏島小学校実践の分析から― 植阪
友理 （東京大学）
総合討論
まとめと閉会挨拶
Emmanuel Manalo （早稲田大学）
※終了後に、１時間ほどの情報交換会を実施。
フロワーには、報告された実践に参加した学
校の教員もおり、そうしたメンバーへの質問も
含めて活発な議論が展開された。シンポジウム
後の感想からは、理論と実践の結びつきを目指
した研究に大きな意義を感じている様子が伺
われた。来年度の開催についても、好意的な反
応が得られた。
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学校教育高度化センター後援事業
丁 鋼客員教授の活動
報告者 牧野 篤（教育学研究科 教授）
滞在時期 2013年4月15日～5月14日
中国教育研究におけるナラティブの方法論とそ
の意義
中国教育の課題
中国では、教育学研究は長らく政治に従属するも
のとしておかれてきた。それは、社会主義中国が教
育は民衆の意識形態に影響を及ぼす社会の「上部
構造」であり、下部構造としての経済構造つまり生産
関係が規定するものだと位置づけてきたからである。
そのため、教育学研究では、政権批判は認められ
ず、また教育学は政権に奉仕するものだと考えられ
てきており、教育学は政策を解釈して民衆に伝え、
民衆の教育現実を批判し、それが政権の意図に従
っていないからだとする論理を持つこととなってい
た。
そして、この性格は、中国が市場主義へと転換し、
急激な経済発展を遂げている今日に至っても、基本
的には変わっていない。政権を握る中国共産党は
既に階級政党であることをやめ、いわゆる国民政党
として自らを規定し直し、社会主義国であれば忌避
されるはずの資本家たちの加入を認めている。しか
し、政権そのものは開発独裁の性格を強めており、
民衆の意識形態にかかわる文化・教育その他の領
域における学術研究は、政権批判を(形式的には容
認されているが、実質的には)認められてはいない
といわざるを得ない状況にある。
反面、中国では急激な経済発展にともなって、30
年前には学歴社会という言葉すら民衆は知らないで
いたが、今や学校教育は学歴競争の場と化し、受験
地獄という言葉が闊歩している。しかも、民衆の学歴
要求はとどまるところを知らず、少しでも我が子に有
利な教育条件を得ようとする保護者の競争が、教育
条件の格差が大きい中国の現状の中で、教師たち
の腐敗を招き、教育界は大きく混乱している。国家
政策的には、民衆の教育需要・学歴要求の高まりが、

9 年制義務教育と中等教育の急激な普及と高等教
育の拡大をもたらし、教育普及という目的を達成した
反面、学歴社会化の急激な進展と教育機会の質の
不均衡がもたらす教育界の腐敗、そしてそれがもた
らすさらに大きな教育の質の不均衡が解決不能な
状態にまでふくれあがることとなった。
しかも、経済が発展しているとはいえ、急拡大した
高等教育の出口を保障することができず、毎年 600
万人もの高等教育卒業者が社会に出てくるのに対
して、200 万人以上が無職状態におかれており、大
都市近郊には高学歴無職者の集住地域が出現して
いる。彼らは中国国内で「蟻族」と呼ばれ、新たな社
会不安の要因と見なされている。蟻族とは、知的に
高い者たちが集団で住み、職を探してぞろぞろと歩
き回って、まるで蟻のようだという庶民の見立てから
来ている。
ナラティブへの着目と改革への志向性
このような状況下、中国の教育学研究は、民衆の
教育行動を批判し、政権の政策を支持して、政策の
示す方向に民衆が従うことでこそ、教育の正常な
「規律」は保たれると主張するものがほとんどであり、
旧態依然たる様相を呈している。それは、政権批判
を許されない教育学研究者たちが取り得るぎりぎり
の論理であるとも読めないことはない。つまり、政権
がこれだけ懸命に教育状況の立て直しを試みてい
ても、民衆の教育行動がそれとはかけ離れていく慣
性力を持っており、政治的に解決できないところに
まで状況が進んでしまっていることを、上記の論理
は示しているからである。しかし、このようなアネクド
ート的な論理は、現状を揶揄することはできても、研
究をより現実に近づけ、現実から教訓を抽出しつつ、
現実を導く力を持つことはできない。ある意味で、せ
いぜい研究者の溜飲を下げることができるだけであ
る。
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このような八方ふさがりの中で、丁鋼教授らが着目
し、実践的に研究を進めているのがナラティブの方
法を応用した教育学研究であり、民衆の感情に寄り
添いつつ、その感情が持つ論理を吸収しながら、教
育行政を改革し、今日の状況を改善しようとする試
みである。この取り組みの特徴は、研究の対象を民
衆の日常生活における論理へと近づけることで、旧
来の教育学研究の持っていた政策解釈学という性
格を変更しつつ、しかし政権の政策を批判するので
はなく、むしろ地方行政の範囲内において、民衆の
生活の論理とその感情を尊重する形の制度設計を
試みながら、今日の教育界が抱える諸課題を解決
へと導こうとするところにある。中国の政治状況にあ
っては、きわめて制約された条件下における、画期
的な取り組みであるといってよい。
丁鋼教授は、本研究科滞在中、この教育現実にあ
る民衆と学校・教師、そしてそれを支える基層レベ
ルの地方政府という枠内で、教育の現状を変え、民
衆が望むあるべき教育の姿を抽出する方法論の検
討を進めてきた。この報告は、丁教授の思索の一つ
の結果としてなされた、ナラティブの方法論とその中
国教育にとっての意義を述べた講義の記録である。
教育と生活、常識と専門知識：ナラティブが要請
される背景
丁教授はまず教育の見方を次のように組み換えよ
うとする。「教育とは生活の様式であり、生活の様式
は事実経験の様式であり、それが流動化し、変化す
るとき、多様で豊かな教育現実を生み出すことにな
る。それが、ナラティブの研究方法論を要請する。」
ここでは、上記のような中国における教育学研究に
対する政治的な要請は破棄されているといってよい。
教育学は、政策の解釈学ではなく、また人々の意識
構造に影響する上部構造でもなく、むしろ民衆が生
活において経験することそのものが教育的な作用
であり、その作用から民衆が経験を通して知見を獲
得していくこと、そのことそのものを取り扱うのが教育
学の課題であるとされている。しかもこの観点は、政
権の教育政策を批判するものではなく、政権との対
立が巧妙に避けられている点に特徴がある。それは
また、政権の政策を一旦括弧に入れておきながら、
改めて民衆生活におけるその表象を課題化しようと

する態度でもあり、それゆえにナラティブが要請さ
れるとされるのだといってよいであろう。
そして、丁教授は、この観点から、ナラティブによ
って得られる知識を「常識」と「専門知識」とし、その
関係について次のように述べる。「常識とは、日常生
活の言語に属するもので、ナラティブによって語ら
れるものである。専門知識とは、日常生活の意義に
ついての理解であり、より抽象度の高いものである。
それ故に、この常識と専門知識との対比が我々を教
育という営みのもつ内実へのより深い理解へと導い
てくれる。」「教育のナラティブ研究は、いきいきとし
た生活経験に対する理解を基礎としたものであり、
それ故にこのことが我々が教育のナラティブ研究を
重視する理由でもある。」
ここでは研究者の立ち位置が課題化される。従来
のような政策の解釈学としての研究ではなく、人々
の日常生活に深く分け入って、その教育という営為
そのものを扱うことが求められつつも、それを抽象
度の高みにまで引き上げつつ、民衆の語る経験と
抽象化された経験との間のズレにおいて、研究者自
身が政策の民衆生活への反映とそれがもたらす諸
問題を、まさに研究者自身の立ち位置へと引き取り
ながら、民衆生活の現実においてそれが構成する
具体的で普遍的な課題を抽出することが求められる
のである。こうすることで、政策の解釈をすることなく、
また政策と対抗関係を結ぶのでもなく、民衆の生活
レベルにおける論理をもとに、教育現実が生み出さ
れる構造が析出され、教育学研究は実践科学へと
組み換えられることになる。政策的ではなく、実践的
な課題解決に向けた提言を行えるようになるのであ
る。そしてそれは、まさに実践レベルにおける政策
批判としての性格を持つことになる（が、飽くまで政
権批判は避けられている）。
主観と客観：ナラティブの方法論
丁教授はこのようにナラティブが要請される研究者
の立ち位置を規定した上で、方法論を次のように語
る。「教育におけるナラティブ研究は、日常の教育実
践に立脚したものである。およそ教育の営みがある
場所はすべて、ナラティブ研究の現場である。研究
者と参与者との関係は、相互に解釈、選択などをと
おして経験を変容させあうプロセスである。研究者
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は、参与者の経験に深く共感を結びつつ、それを相
対化して、自らを参与者との間に立ち上げることが
求められる。そのためにこそ、研究者は参与者のこ
とを十分に理解しようと努めなければならない。」
研究者と対象者との関係が過程であるととらえられ、
その過程としての自己を研究者が対象者との間に
立ち上げることで、研究者自身が叙述する主体とし
て自らを形成することが求められるのである。インタ
ビューや参与観察など、いわゆる質的研究におい
てもとめられる基本的なスタンスであるといってよい
であろう。このような研究者の立ち位置とその方法論
的な構成のあり方は、従来の中国における教育学
研究においてはなかったものであり、丁教授の従来
の中国教育研究に対する課題提起ともなっている。
この後、教授は方法論としてインタビューや参与観
察、介入研究など、私たちにとっても馴染みのある
研究方法論を「主観的方法」として提示するが、特徴
的なのは、さらに「客観的方法」として、歴史的な文
献や周辺資料を駆使して、できる限り対象者の語り
を補強することを求めたことである。ここには哲学出
身で、歴史家でもあり、中国古代の宗教教育で学位
を取った丁教授の学問的な指向性が示されてもい
る。
反面で、このような客観資料の重視は、対象者の
語りが「事実」ではなかったとして、それを否定し、い
わゆる文献的な研究へとナラティブを引き戻してし
まう危険がある。しかし、丁教授がこの危険を冒して
までも、客観的方法を重視するのは、次のような理
由からであった。教授はいう。「これら主観的方法か
ら得られた知見と客観的方法から得られた知見をも
とにして、コーディングを繰り返し、さらに得られた知
見との対話を繰り返して、研究者自身が参与者との
間に自分をつくりだしていくことで、その自分は歴史
的に構成された現在の自分になる。その自分は、構
成された物語となる。この物語を現実に対照すること
で、現実を変える方途を見出すことができるのでは
ないか。」
教授が構想しているのは、客観的方法によって主
観的方法がもたらした知見を修正することではなく、
主観的方法で得られた知見を歴史的に検証する形
で、それが政策の反映であることを研究者と対象者
との間の「現場」において描き出すことを可能にする

ことであるといえる。
問題意識：課題主導型の研究へ
それ故に、丁教授はこれらの議論の最後に、次の
ように強調する。「ナラティブ研究には、問題意識が
必要だ。それは、理論仮説とは違う。我々は問題を
見出すからこそ、経験に参与し、経験を理解し、そう
することでその問題に対するアプローチをしようとす
る。一つの物語は、人をして問題の解決に向かわせ
ようとする。しかしそれは、そのプロセスが向かう目
的と関係があるのではない。」「我々は、研究を通し
て、人々が抱いている問題や社会の様々な矛盾の
ありようを、一つ一つ明らかにすることができる。そ
れらそのものは、人それぞれの生活がつくりだし、
また社会がつくりだしたものであるかも知れない。し
かし、ナラティブの方法論によって、我々はその問
題の普遍性を持った構造を明らかにし、人々に提示
することができる。そこにあるのは、人々の問題を自
分の問題として構成している研究者自身の問題意
識なのだ。」
従来、中国の教育学研究においては「問題意識」
という概念は存在することはなかった。教授は、日本
の研究者との交流でこの言葉を知り、自らの方法論
の中に組み込むことで、民衆生活の中の教育現実と
して表象されている教育の諸課題をとらえつつ、そ
れが歴史的・政策的にもたらされたものであることを
指摘しようとするのだといってよい。しかも、政権との
対立を巧妙に回避しつつ、教育の現場における解
決へと人々を導いていく力を、研究が持つことにな
るのである。
ここに、丁教授の研究方法論の面目躍如たるもの
があるといってよいであろう。今後、課題主導型の教
育学研究のあり方を、私たちとともに探求していただ
きたいと思う。
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学校教育高度化センター後援事業
Michael Bamberg客員教授の活動
報告者 能智 正博（教育学研究科 教授）
滞在時期 2013年7月1日～7月31日
はじめに
心理学や社会学、教育学等の分野で、従来の
伝統的な視点から距離をとって新たな仮説生成
を目指して発展しつつある研究アプローチとし
て、質的研究がある。これは、データ収集・分
析・知見の発表において数量的な表現に頼るの
ではなく、言語を中心とした質的データを重視
していこうとする研究の総称である。従来、自
然科学的な実証性を重視していた心理学におい
てすら、
ここ 10 年ほどの間で質的研究への関心
は急速に高まっている。たとえば、2012 年に出
版されたアメリカ心理学会の “Handbook of
Research Methods in Psychology”では、質的
研究にかなりのページ数が割かれ、正統な心理
学方法論の一部として解説されている。我が国
においても、グラウンデッド・セオリー等のカ
テゴリー分析の方法が、質的研究を行う際のオ
ーソドックスな手続きの１つとして広く知られ
つつある。しかしその一方で、グラウンデッド・
セオリー等が質的研究のドミナントな視点のよ
うになって、研究の方向を拘束したり方法を画
一化したりするという逆説、あるいはそこから
来る不自由さの感覚も生まれているように思わ
れる。
こうした状況のもと望まれるのは、研究の基
本に立ち戻り、対象フィールドとじっくりつき
あってそこから得られたデータを丁寧に読み込
んでいく作業であるかもしれない。そこで注目
されるのは、質的データの言語的な側面に対す
る注意を喚起し、その生成の現場における意味
の構築に焦点を絞って分析する「シークエンス
分析」の視点である。その一部であるナラティ
ヴ分析やディスコース分析では、形式的な手続
きの段階的な連鎖としては示しにくい分析アプ
ローチが工夫され、具体的な質的研究に生かさ

れつつある。
今回招聘したマイケル・バンバーグ教授は、
心理学領域におけるナラティヴ（語り）とディ
スコース（言説）研究、およびその分析法の第
一人者であり、国際学術誌“Narrative Inquiry”
の編集主幹としても長年活躍している。彼の提
唱する「スモール・ストーリーの分析」は発話
データの細かな読みと解釈の積み重ねを特徴と
しており、そこには現在の質的研究が迷い込ん
でいる袋小路を抜けるヒントが含まれていると
考えられる。
今回の滞在においてバンバーグ教授は、ナラ
ティヴ分析の教育と普及を１つの目的とし、レ
クチャー、シンポジウム、大学院生の個別指導
といった形で、本研究科の教育・研究の発展に
多岐にわたって貢献をしてくださった。以下で
はその活動の一端を簡単に紹介する。
ナラティヴ分析の教育
主たる活動の１つは、臨床心理学コース大学
院の授業
「臨床心理学研究法特論Ⅰ」
における、
３回にわたるナラティヴ分析のワークショップ
であった。教育学研究科の複数のコースからの
受講者は、必ずしも質的研究の経験がある者ば
かりではなかったが、ヴィジュアルを多用した
講義と具体的なデータを用いた実習を通じて、
ナラティヴ分析に関する多用な側面の学びが可
能となった。
より具体的には、第 1 回目（2013 年 7 月 1 日
（月）
）として、質的な分析の基礎として京都駅
の雑踏を撮影した自然なやりとり場面の検討か
ら入り、現象の不透明性と解釈の不可避性につ
いて議論した上で、時系列的な観察の反復によ
る妥当化の方法が示唆された。次いで第 2 回目
の授業（7 月 8 日（月）
）では、一人の女性の二
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度にわたる自己語りが授業内で検討され、その
語り内容や語り口についての分析が行われた。
全く同じエピソードの語りに見られた差異を解
釈していくなかで、語り直しを通じて語り手自
身が変容していく可能性が指摘された。第 3 回
（7 月 22 日（月）
）においては、複数の小学生
の子どもが異性について自由にやりとりするビ
デオとそのトランスクリプトを素材に、そこで
の相互作用のなかで、彼らそれぞれに独自の性
的なアイデンティティが構築されていく過程が
分析された。
ナラティヴ研究の事例
また、バンバーグ教授は教育学部授業「質的
心理学研究法」のゲストスピーカーとして、7
月 12 日（金）にナラティヴ研究の事例を紹介し
てくださった。受講者は教育学部の 3、4 年生が
中心だったが、大学院生も参加して熱心に耳を
傾けた。内容は教授のもっとも最近の研究をも
と に し た も の で 、 タ イ ト ル は “ Public
apologizing: The practice of authenticity”
であった。そこでは、公的な謝罪がいかに語り
手の誠実さのイメージを作り上げる方向で構築
されているか
（あるいは構築に失敗しているか）
が分析された。
データとして用いられたのは、スキャンダル
を起こした著名人がＴＶ番組やニュースで謝罪
した場面であった。映像と語りの両方が分析対
象とされ、その共通要素とバリエーションが取
り出された。謝罪の後に人望が回復したと考え
られる事例では、しばしば、責任を引き受けつ
つその時期の自分を現在から切り離したり、後
悔を暗示する身体表現を要所要所に差し挟んだ
りするストラテジーが用いられていた。そのス
トラテジーは、自分とはどういう人間かを構築
する主体のアイデンティティ・ワークでもあっ
た。謝罪場面に限らず誰もがアイデンティテ
ィ・ジレンマ（自分は他者と同じ／違う、世界
との関係で主体的／受動的、時間経過のなかで
一貫／変容）を体験しているというが、そのジ
レンマを適切に泳ぎきろうとする個人の努力が
そこに浮かび上がってきた。

ナラティヴ分析の多様性と評価
今回の滞在も終わりに近づいた7月27日
（土）
、
午後2時から5時まで本研究科第一会議室にて、
「心理学におけるナラティヴ分析の可能性」と
いうテーマでのシンポジウムが行われた。当日
は、学内外の大学院生や研究者を中心に、約 40
名の聴衆が集まった。まずオープニングとして
バンバーグ教授より、
“Discourse and narrative
in qualitative inquiry”というタイトルのレ
クチャーが行われた。このなかでは、なぜ今「質
的研究」なのか、なぜ「ディスコースやナラテ
ィヴ」が注目されるのかという経緯の整理から
始まって、ディスコースとそれを作る人間の二
重性（たとえば現実を反映すると同時に現実を
作り上げるといった二重性）が指摘された。そ
の上で、ディスコースとナラティヴがアイデン
ティティ構築のための場として位置づけられ、
その分析の方法としてポジショニング分析が紹
介された。
このレクチャーを受けとって、3 人の本研究
科所属の院生・研究生が自分の行っているナラ
ティヴ研究の紹介を行った。発表者とそのタイ
トルは以下の通りである。
・松尾純子「物語としての原爆体験」
・橋本望「自死遺族の語り口の分析」
・北村篤司「
『非行』と向き合う親たちのセルフ
ヘルプ・グループにおける語りの構築」
研究発表の後、ディスコース分析を専門とする
大橋靖史教授（淑徳大学）からコメントをいた
だいた。最後にバンバーグ教授が再び登壇し、
各研究の評価とナラティヴ研究としての可能性
についての議論と質疑応答が行われた。
バンバーグ教授のアプローチの意義
近年、ナラティヴは人の認知や行為を理解す
るキー・コンセプトとして、多くの心理学研究
者から関心を寄せられている。しかしそこで捉
えられているナラティヴはしばしば限定的であ
り、
「始め―中間―終わり」といった構造をもつ
１つのまとまりとして意識されることが多い。
そこで注目されるのは、その繋がりを通じて創
発される意味であるのだが、初めから完結した
つながりがあって、それが言葉にコピーされ表
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出されるというわけではない。まだ生成途上の
ナラティヴは、まだ明瞭な形をとらず、ディス
コースの一部として片鱗を示すだけかもしれな
い。また、その創発の過程は単に個人内のそれ
として理解し尽くせるものではなく、具体的な
語りの状況・文脈のなかで、様々なレベルのや
りとりを伴って生成される。こうした場合、ナ
ラティヴは断片的に現れるだろうし、いっそう
相互作用的なものとして捉えていく必要がある
だろう。ナラティヴの分析とは、そうした語り
の過程のダイナミズムを視野に入れた分析であ
ることが望まれる。
バンバーグ教授のナラティヴ分析は、そのよ
うに生きた文脈のなかで生成するナラティヴを
総体として捉えようとする１つの試みである。
詳細に述べることはできないが、そこで提唱さ
れるポジショニング分析の３層構造、つまり、
ナラティヴの内容の分析、やりとりのなかでの
生成の分析、構築されるアイデンティティの分
析は、ナラティヴ分析をさらに精緻化し、豊か
な成果を生み出すための切り口として非常に刺
激的なものである。
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学校教育高度化センター後援事業
Kevin Crowley客員教授の活動
報告者 岡田 猛（教育学研究科 教授）
滞在時期 2013年10月22日～11月22日

During his time at Todai, he worked on
launching a new line of research focused on
educational activities that prepare students
for success in science, technology, engineering,
and mathematics (STEM). This particular
research focuses on the educational
implications of the Maker Movement.
Born from individual basement tinkers and
garage-mechanic hobbiests, the Maker Movement
has evolved to support a strong community among
makers, which has been formed through three
primary means of social meeting and exchange:
Remotely, through the widely distributed publication
Make Magazine, as well as through the development
of online communities such as etsy.com, ravelry.com,
DIY.org and many others; internationally, through
the momentous growth of Maker Faires, annual
showcases of makers’ inventions and investigations
which have become celebrated meccas of maker
culture, attracting hundreds of thousands of makers
of all ages and interests; and locally, through the
development of makerspaces, hackerspaces, tech
shops, and fab labs, where groups composed of
diverse ages, genders and backgrounds are motivated
to learn with and from one another how to use and
combine materials, tools, processes, and disciplinary
practices in novel ways.
While the Maker Movement has been well
documented through popular publications
such as Make Magazine, and as spaces
dedicated to making are becoming widely
recognized for the learning potential they
afford, educational researchers do not yet
have empirical evidence of the current
phenomenon of making as a learning process.

As the Maker Movement gains momentum,
the field demands a better understanding of
making as a learning activity that is
designed with intention, and reflective of its
learning context, be it schools, museums,
libraries or living rooms. In the work he
completed at Todai, he and his colleague
analyzed Make Magazine to identifying the
practices that are at the core of the Making
learning community. In doing so, he hopes to
begin a conversation about how he might
design new educational maker spaces.
Their analyses of the textual contents of
Make Magazine, volumes 30-33, revealed a
set of eight core learning practices that work
to collectively characterize recognizable
participation in the maker community.
Question & Explore: Makers generally
approach a project or making process
through the practice of questioning and
exploring the context of activity and/or
problem space. Makers are curious people,
whose interest in and wonder about a
particular topic leads to inquiry and
exploration. Makers interrogate the past,
researching and referencing former projects
and ideas related to their future intentions.
Tinker, Test & Iterate: Makers explore
materials and processes through purposeful
play,
experimentation,
and
ongoing
evaluation. Makers are doers, rather than
planners. Yet, the doing is iterative and
sequential. Makers model designs with
software, they build and test paper
prototypes, and they evaluate their process to
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discover what is possible or to improve upon
what has come before. Makers try, make
mistakes, and fail—a lot. Makers value the
iterative process of engagement in making
and testing out ideas, as much as the
finished product.
Seek out Resources: Makers are resourceful.
They seek out and rely on the expertise of
others. Makers know where and to whom to
turn for guidance and collaboration. They
willingly seek and give advice and feedback.
They interact flexibly with the distributed
tools, materials and expertise of the
community.
Collaborate: Related to makers’ practice of
seeking out resources, makers collaborate,
utilizing each other’s individual strengths in
the enactment of a collective project or
pursuit, adding depth and dimension to the
making endeavor.
Hack & Repurpose: Makers see the world as
made of component parts; pieces and
platforms that can be opened, deconstructed,
modified, and repurposed to create
something new, improved, altered, or
recombined to better suit the needs and
desires of an individual or community.
Makers would rather repurpose a found
object or salvaged component than buy
something new.
Combine & Complexify: Makers look
towards a future of endless innovative
possibility. Yet, they do so with the
recognition that they are standing on the
shoulders of giants; makers of the past who
created tools, products and platforms, both
analog and digital, which can be harnessed,
combined and adapted to enable future
ingenuity. The practice of putting existing
pieces and processes together differently
extends what is possible and leads to
innovative thinking and action.

Customize: Making is a personal pursuit.
The subtitle of Make Magazine originally
read, “technology on your time.” Through the
practice of customization, makers modify
products; tailor features and function to
make technologies and technological
processes their own.
Share: Makers openly share and access the
stuff of making with the entire community of
makers through diverse platforms for
presentation, reception, and communication.
Often characterized as “open source,” the
make community works to develop
repositories of information, kits and systems
of communication, which make tools,
materials, methods of design and fabrication,
and products accessible, customizable, and
usable by the entire community.
Next Steps. Having identified the core
practices of the Maker Community, his next
steps will be to map those practices to the
core practices of science, technology,
engineering, and mathematics disciplines
and then to design informal learning
environments that support children and
families in learning the core Making
practices.

―
77 ―- 131

研究科内公募プロジェクト要旨
シティズンシップ教育における論争的問題の検討
─目的・選択基準・方法・効果の観点から─
代表 志田 絵里子（基礎教育学コース）
山口 恭平（基礎教育学コース）
宮地 和樹（同上・日本学術振興会特別研究員 DC）
村松 灯（基礎教育学コース）
田中 智輝（同上・日本学術振興会特別研究員 DC）
鈴木 康弘（基礎教育学コース）
永井 領児（基礎教育学コース）
指導教員 片山 勝茂（基礎教育学コース 准教授）

A 研究の背景と問題の所在
本研究の目的は，政治的リテラシーの育成を目的と
したシティズンシップ教育において，「論争的問題」
（controversial issues）についての議論を導入すること
の意義とその可能性を示すことである。
政治的リテラシーの育成を目的としたシティズンシッ
プ教育は，2000 年代以降，理論・実践の双方から注目
を集めている。2011 年度の高度化センタープロジェク
トでのシティズンシップ教育に関する研究でも示され
たように，イングランドにおいてシティズンシップ教育
が中等教育のカリキュラムで必修化されたことをはじめ，
現代日本の中等教育においても政治的リテラシーの
育成を目的としたシティズンシップ教育を導入する試
みが行われている。とりわけ，『クリック・レポート』にお
いてもその重要性が強調されている通り，シティズン
シップ教育の授業に取り組む際に，重要な役割を担う
ものとして位置づけられているのが論争的問題を扱う
授業である。
日本においても近年，論争的問題についての議論
を授業で行うことの重要性を示唆する研究が進められ
つつある。しかしながら，理論と実践の双方において，
いまだ研究の蓄積が乏しいのが現状である。
一方で，シティズンシップ教育をいち早く必修科目と
して位置づけたイングランドや，多様な民族，文化の
共生・共存を極めて差し迫った重要な課題とするアメリ
カにおいては，論争的問題をカリキュラムに導入する

ことをめぐる研究や実践に一定の蓄積がある。しかし，
これらの先行研究も目的・選択基準・方法・効果のいず
れかに対象を焦点化しており，それらの有機的関連や，
論争的問題を授業で扱うことについての体系的な検討
については十分とは言い難い。また，これらの先行研
究では，論争的問題についての議論を行う目的を政
治的リテラシーの育成に限定したものだけではなく，
道徳教育への導入を中心としたものなども含まれてお
り，各研究の前提や射程にずれがある。
そこで，本研究では，こうした先行研究の知見をふ
まえつつ，政治的リテラシーを育成するシティズンシッ
プ教育において，論争的問題についての議論を授業
に導入することがいかなる貢献をなしうるのかに焦点
を絞って検討を試みた。
B 本研究の課題
本研究では，政治的リテラシーの育成という問題関
心から，シティズンシップ教育における論争的問題に
ついて，問題設定を細分化し，次のように目的・選択
基準・方法・効果の観点から体系的に検討した。課題
は以下の四つである。
①目的の観点
「なぜシティズンシップ教育の授業に論争的問題につ
いての議論を導入するのか」（1 章）
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②選択基準の観点
「シティズンシップ教育の授業においてどのような論争
的問題が扱われるべきか」（2 章）
③方法の観点
「シティズンシップ教育において論争的問題について
の議論を行う方法にはどのようなものがあるか」（3 章）
④効果の観点
「シティズンシップ教育において論争的問題について
の議論を行うことでどのような効果があるか」（4 章）
C 本研究の成果
各章の検討により次のような成果が得られた。まず，
1 章では「なぜシティズンシップ教育の授業に論争的
問題についての議論を導入するのか」を検討し，三つ
の目的とその含意が明らかになった。第一に，議論に
必要な能力の育成であり，これは民主的な議論に参加
するために必要となる基底的な価値の理解，そうした
価値へのコミットメントの深化，さらには対人スキルや
批判的な思考力を育成することを意味する。第二に，
政治参加への関心を向上させることである。第三に挙
げられたのは，「真の争点」（authentic issues）に気づく
ことである。「真の争点」とは，個別具体的な問題の背
後にあって，人々の生のあり方や価値観の多様性から
生じる基底的な緊張関係を意味する。子どもは，ある
論争的問題をめぐって，「私たちはどうすべきか」を考
える際に，公的な問題を自分に関わることとして引き受
けつつ，それに私的な関心からではなく，公的な立場
から応答することが求められる。この時，子どもが公的
な立場に立ちつつ，自分自身の意見を述べることを可
能とするのが「真の争点」への気づきなのである。
2 章では「シティズンシップ教育の授業においてど
のような論争的問題が扱われるべきか」という問題を検
討した。ここで示されたのは，授業で扱う論争的問題を
設定する際の三つの選択基準と，その基準を満たす
ことの他に考慮すべき事項である。第一の基準は，理
に適った意見が複数かつ対立する形で存在するとい
うこと，第二の基準は複数の論点から検討しうる問いで
あ る と い う こ と ， 第三の 基準は 公的問題（ public
problems）に対する応答に関わる規範的問題であると
いうことであった。そして，これらの基準を満たしてい

るかどうかの他に，保護者ないしコミュニティとの関連
や，特に配慮を必要とする子どもの存在など，実践が
行われる際の具体的な文脈に即して論争的問題の選
択がなされなければならないことが示された。
3 章では「シティズンシップ教育において論争的問
題についての議論を行う方法にはどのようなものがあ
るか」について，セミナーモデル，公的問題（Public
Issues）モデル，タウンミーティングモデル，論点提示
モデルという四つの授業のモデルを実際に行われた
授業実践に言及しつつ紹介した。そして，これらのモ
デルは以下の二点で共通していることが明らかになっ
た。第一に，教師は論争的問題についての議論を行う
授業の前に子どもに十分な事前学習を課していた。第
二に，教師は議論の進行において，論拠のない意見
がなされないように気を配り，適宜子どもたちの議論に
介入することで一方的な議論の偏りが生じないように
配慮をしていた。
4 章では「シティズンシップ教育において論争的問
題についての議論を行うことでどのような効果がある
か」について検討した。そこでは，すでに実証されて
いる効果を参照するとともに，論争的問題についての
議論を扱った授業実践を観察することによって看取さ
れた効果の今後の可能性を考察した。ここで確認され
たことは，授業において議論を行うことの効果として，
議論に必要な能力の育成，政治参加への関心の向上，
政治的な知識についての理解の深化が実現しうるとい
うことである。さらに，議論の対象を論争的問題に焦点
化することで，上述の効果以外に想定される固有の効
果として，子どもが「真の争点」に気づくという効果が示
唆された。
以上のような各章で得られた知見をふまえ，本研究
では，論争的問題についての議論を授業に導入する
ことが，現代のシティズンシップ教育にどのような意義
と可能性をもたらすのかについて，その展望を示すこ
とができた。論争的問題についての議論を授業で行う
際には，教師が子どもに既存の政治的な価値や意見
について教えることができないがゆえに，それぞれの
意見が等価なものとしてやり取りされる次元が生じうる。
それゆえ，論争的問題についての議論を授業で行うこ
とには，教育的関係を前提としながらも，子どもを来る
べき市民として政治的問題についての議論に参加す
ることへと導く可能性が存在しているのである。
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研究科内公募プロジェクト要旨
子どもの学びを核としたコミュニティ・スクールの構想
―長野県木島平村を事例として―
代表 邊見 信（基礎教育学コース）
古仲 素子（同上・日本学術振興会特別研究員 DC）
園部 友里恵（生涯学習基盤経営コース）
本田 哲也（学校開発政策コース）
村上 純一（学校開発政策コース）
指導教員 小国 喜弘（基礎教育学コース 教授）
１．問題関心
本研究の問題関心は，研究対象とする木島平村の
現状への洞察と，現在ある以下の 2 つの流れについ
ての関心から形作られたものである。
第一に，
「開かれた学校づくり」あるいは「地域と
ともにある学校づくり」
といった言葉で象徴される，
学校と地域が一定の関係を取り結んでの学校づくり
が進められつつある流れである。本稿が対象事例と
した木島平村においても，村にそれぞれ 1 校ずつの
小中学校において，コミュニティ・スクール化に向
けた取り組みが進められている。
第二に，とくに農山村地域において顕著な過疎
化・少子高齢化の流れである。木島平村もその例外
ではなく，
村の高齢化率は全国平均を大きく上回り，
進学等を考えたときに若者が一度村を出ることも常
になっていると言える。
本稿において木島平村での「地域とともにある学
校づくり」の試みを追うことは，過疎化・少子高齢
化に悩む今日の農山村における学校教育のあり方そ
のものを考える契機となりうると確信している。
２．対象事例・研究目的
本稿は，長野県木島平村の教育実践及びコミュニテ
ィ・スクール化の過程を対象として取り上げる。
現在，木島平村においては，1 校ずつの小学校・中
学校を舞台として，「小中一貫コミュニティ・スクール」
の設置に向けた試みがなされているところである。コミ
ュニティ・スクール設置までの準備期間は 2012(平成
24)年度～2013(平成25)年度の2年間設けられており，

本年度はその 2 年目にあたる。
本研究では，中学校でコミュニティ・スクール化以前
に進められてきた実践に具体的に踏み込み，その詳
細を明らかにする。そして，そうした実践がコミュニテ
ィ・スクールとしての教育活動にどう結びつきうるのか，
その中に子どもがどのように参画し，位置づいていく
可能性があるのかについて，考察していくことを目的と
する。
３．先行研究の整理
本稿の先行研究として位置づけられる，コミュニテ
ィ・スクールに関する研究，及び，地域と連携した活
動・地域学習に関する研究を整理する。
まずコミュニティ・スクールに関する先行研究は，以
下の 2 つに整理できる。ひとつは，学校運営協議会の
機能に着目し，コミュニティ・スクールを「学校ガバナン
ス」という視点から分析しようとする研究であり，もうひと
つは，「学校支援」という側面から分析しようとする研究
である。これら先行研究の蓄積においては，多くが学
校長の立場に着目したものであり，保護者や地域住民，
子どもの視点からコミュニティ・スクールを捉える研究
は少ないことが指摘できる。
つぎに， コミュニティ・スクールにおける学校と地域
とが関係を取り結んでの活動については，主に活動に
中心的な立場で関わっている人々による実践記録の
蓄積がある。それらは，メインとなっている地域住民の
活動や教育活動の内容を記述しているが，「周縁」的
な立場で学校の活動を支援する人々や，授業場面で
はむしろ重要な存在である教員や子どもたちの声が
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取り上げられることは少ない。また，単発的な取り組み
が紹介されることが多く，教育課程全体におけるそうし
た取り組みの位置づけが把握しづらいことも指摘でき
よう。
また，コミュニティ・スクール指定を受けていない学
校においても，地域学習は進められてきた。それらを
扱った先行研究は，主に授業場面に限定して分析し
たものであり，地域住民が授業に参画することが学校
経営全体にどのような影響を与えているか，地域住民
はどう認識しているかなどについて詳らかにはされて
いないことが指摘できる。
４．得られた知見
本稿では，ここ数年木島平中学校で取り組まれて
いる「KJH 農村文明塾」「村長への提言」の実践に着目
した。まず，第 1 章で先行研究について述べた後，第
2章では，両実践の担当教員や，地域講師および実践
に参加した卒業生へのインタビュー，さらに関連資料
を分析することによって，実践のねらいや課題を当事
者たちの語りに即して解明した。
その結果，「KJH 農村文明塾」実践の検討を通して
は，学校側の「この村で育ってよかったという気持ちを
持ってほしい」とのねらいがあったこと，実際の講座で
は地域講師による創意工夫，積極的に学ぶ生徒たち
の姿が浮かび上がってきたと同時に，地域講師と教員
の連携においてある種の緊張関係が見られることも指
摘できた。「村長への提言」実践においては，子どもた
ちの成長に関する教員の思いと，村の将来への危機
感が実践の契機となったことが明らかになり，生徒たち
の声からは自身が育った村のことを知るきっかけにな
ったこと，発表の準備は通常の授業とは異なる経験を
する機会となっていたことを解明することができた。
つづく第3 章A 節では，第2 章で明らかにした実践
を総括し，それらの実践を，学校の中に留まらず，子
どもたち自身が学校外に積極的に出て行き，地域の
中で地域の人々との関わりを通して地域について学
び，そして地域へ発信していくという学習活動として意
味づけた。そして，学校から村（地域）へという動きが
可能性として見られる一方で，子どもたちからの働きか
けを村の大人たちが充分に受け止めきれていないこと，
すなわち，村（地域）から学校へという方向の働きかけ
をどのように創出していくかということが課題として浮か

び上がった。
これをふまえ，第 3 章 B 節では，まずこの 2 年間の
木島平村でのコミュニティ・スクール準備過程を資料か
ら振り返り，現在進められているコミュニティ・スクール
化の議論と，地域と結びついた授業実践とをどのよう
に結びつけることができるかを考察した。
本稿の知見として以下の点を示した。
コミュニティ・スクールのあり方に関して，先行研究
においては，学校支援の側面からもガバナンスの側
面からも，地域住民が関わることによって学校がどのよ
うに変化するのか，そこでの成果と課題が中心的に語
られてきた。それに対して，木島平村でのコミュニテ
ィ・スクール構想は，以前から進められてきた，学校か
ら地域へと働きかける動きを持った地域学習を土台と
することが可能であると考えられる。このことはすなわ
ち，現在の学習活動を活かして村づくりまで考えようと
する点，さらに，そのような活動をコミュニティ・スクー
ルを通して持続できるという点で，地域とともにある学
校の新たなあり方を提示している。
５．今後の課題と展望
本稿の残された課題として，実践を詳細に見たとき
に明らかとなった教師と地域住民の間の緊張関係に
ついて，具体的な検討にまで至っていない点が挙げ
られる。緊張関係の理由はどこにあるのか，そして実
践における緊張関係はコミュニティ・スクール化にどの
ように影響を与えるのか，地域と学校の関係をめぐる
重要な論点が残されている。
また，子どもが村の運営に関わっていこうとすること
自体について，本稿では慎重な議論を重ねられてい
ない。シティズンシップ教育に関する研究蓄積とも合
わせて，子どもが学校運営，村運営に参画していこうと
する際に配慮すべき点，より重視すべき点などを検討
することが今後の課題である。
今後の展望としては，今回考察したことを木島平村
に対してどう提示していけるのか，例えばどのような学
校運営協議会のあり方が望ましいのかなどについて，
検討を進めていきたい。
そして，今回得た知見を他地域にも活用していこうと
考えたとき，地理的条件も合わせてさらに精緻に分析
していくことは必要不可欠であり，木島平村だからこそ
できることと，ある程度一般性をもっていることを十分
に区分けしていくことも進めていきたい。
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研究科内公募プロジェクト要旨
公立進学高校における探究学習の教育課程化と
生徒の学習・進路選択
代表 小黒 恵（比較教育社会学コース）
冨田 知世（比較教育社会学コース）
指導教員 本田 由紀（比較教育社会学コース 教授）
１ はじめに
2013 年度施行高等学校学習指導要領では，総合
的な学習の時間の教育課程上の位置づけが強化され
た。同時に，総合的な学習の解説編には「探究的な学
習についても目標に明確に位置づけた」（文部科学省
2009，p.10）と述べられているように，総合的な学習の
時間と探究学習が必要不可分な関係にあることが強調
されている。
総合的な学習の時間および探究学習の学校現場へ
の浸透を望むのであれば，①探究学習を導入した学
校において導入が可能となった要因（探究学習の導
入にかかる課題）と②探究学習導入後に抱える学校の
課題それぞれを明らかにする必要がある。本稿では，
探究学習に比較的親和的な傾向にあり，かつ学習指
導要領の拘束力がより強い公立進学高校から対象を
選定し，上記の課題に取り組む。①については探究学
習を導入している X 高校と導入していない Y 高校の比
較から，②については X 高校を事例として考察した。
これらの課題にアプローチすることは，現在進行中
の大学入試改革が及ぼす学校現場への影響を予測
することができるだろう。大学入試改革は総合的な学
習の時間で目指されている探究型学習を評価できる
テスト，大学入試への変革も目的とされている。課題①
を検討することによって，大学入試のような外圧の強
化が探究学習の教育課程化を推し進めることになるの
かを予測することひができる。また，課題②の結果から
は，新たな大学入試制度が生徒の選抜に及ぼす影響
について予測することができるだろう。
また，本稿では先行研究の課題をふまえ，探究学習
の導入や実践に関する課題を提示するのみならず，
その改善主体についても検討していく。探究学習の実
践面については，探究学習のアウトプット（生徒の学習

や進路選択に及ぼす影響）のみならずスループット
（学習のプロセス）についても生徒を対象としたインタ
ビュー調査によって詳細な実証分析を行う。
２ 調査概要
（1）X 高校の総合的な学習の時間と調査概要
X 高校は中国地方に所在する公立進学高校である。
2000 年代初めに併設型中高一貫校となっている。
X高校の総合的な学習の時間では，「夢実現」をキー
ワードに生徒が進路意識を醸成する機会になること，
5 教科を中心とした教科学習と相互に関連して学力が
高められるという効果がメリットとして想定されている。
X 高校調査は，教師インタビュー・アンケート調査，
在校生・卒業生インタビュー調査，資料収集により構成
されている。調査実施時期は，2013 年6 月にX 高校の
探究学習に携わった経験のある教師3 名に，2013 年9
月～12 月にかけて X 高校卒業生 9 名に，2013 年 11
月に X 高校在校生（2 学年で探究学習を終えた生徒）
10 名にインタビューを行った。2013 年 11 月に全教師
61 名を対象にアンケート調査を実施した。有効回収数
は 49 名，回収率は 80.3%だった。
（2） Y 高校の総合的な学習の時間と調査概要
Y 高校は東北地方に所在する公立進学高校である。
男子校で，普通科と理数科を設置しているが，本稿で
調査対象としたのは普通科である。
Y 高校の総合的な学習の時間は言語リテラシーの
育成という目的が据えられた時間となっている。1 年次
は各教科の代表教師が独自の教材を用意し，言語リテ
ラシー学習を実施している。2 年次では「情報の整理・
運用能力」（まとめる，書く，データの取捨選択能力を
高める）の育成が特に目指されている。
Y 高校調査は，2013 年 9 月に管理職，教務主任や
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学年主任など要職につく教師，Y 高校に長期間勤務し
ている教師など 8 名に，12 月に国語・数学・英語・理
科・地歴公民（社会）の教科主任 5 名に対してインタビ
ュー調査を行った。9 月訪問時に，教育課程表などの
資料収集も実施した。
３ 課題①：探究学習の教育課程化
Y 高校を比較対照とした際，X 高校で探究学習の導
入が可能になった組織内・組織外要因として以下のも
のが挙げられた。
まず，組織内要因の 1 つとして挙げられるのは人的・
時間的資源の存在である。X 高校の一部の入学生は，
併設中学校を卒業した生徒であり，その生徒たちにも
X 高校の総合的な学習の時間や探究学習を動かして
いく力が備わっていた。リーダーシップを発揮する教
師の存在もあった。さらに，X 高校には Y 高校に比べ
放課後時間のゆとりもあった。もう 1 つの組織内要因と
．．
して実践に密着した課題がない，ということが挙げられ
るだろう。実践に密着した課題が教師間で認識されて
いたのは Y 高校であった。X 高校に比べ Y 高校では
教師間で共有されていた「危機感」があった。それは
生徒の言語能力の低下問題である。したがって言語
能力の低下という Y 高校教師の実践から見えてきた課
題への対応が優先され，探究学習の導入という外部の
要請を受け入れる余地が残されていなかったものと想
定される。
組織外要因の 1 つは X 高校所属学区が高校階層構
造の変動を経験したことである。それが 1990 年代に起
きたということが探究学習導入の背景要因を考える際
には重要である。さらに X 高校が探究学習を導入でき
た大きな理由は教育委員会の強力な後押しもあった
ためである。
４ 課題②：X 高校における探究学習に期待される影
響と課題―在校生・卒業生の認識
総合的にいえば， X 高校の探究学習が何ら役に立
たなかったと回答した者はおらず，生徒は探究学習に
何らかの有用性を感じている。 しかしながら，高校で
の学習・進路選択について， 学校側が理想として想
定する「将来就きたい職業→進学したい大学→高校
での学習」という「一本道」を形成し，将来の希望から

逆算して現在につなげるという仕組みは，大学進学と
いう点ではある程度成功しているものの，将来就きた
い職業までは具体的にイメージできている生徒が少な
く，また将来について考えるための十分な外部情報が
不足しがちなことから，意図どおりに機能しているとは
言いがたい。大学での学習については，大学の学問
に対する興味・関心の深まり，大学の学習で必要なス
キルへの「慣れ」について探究学習が貢献していると
いう語りがあった。ただし，大学でも大学卒業後の進路
選択にまで探究学習が影響を及ぼしているのは，元
から「一本道」を属性として持っていた生徒であるとい
う逆説的な状況が描き出された。また，X 高校の指導
体制も「一本道」を属性として持っていない生徒に対し
て有効な指導を提供できていない可能性を指摘でき
た。
５ まとめと考察
課題①・②の検証を通して見出された探究学習の
課題のうち学校現場で改善しうる課題として，探究学習
の実践面では，関心のある学問分野や「一本道」の有
無という属性的な要因による分化を緩和させていくよう
な取り組みがある。例えば，生徒が個人的経験から探
究学習のテーマの着想を得ている傾向を踏まえると，
教師が指導の際に生徒の内在的な関心を掘り起こそう
とするだけでなく，学校内で「気づき」の材料―新聞・
雑誌の記事や書籍など―を提供する・入手可能な状
態にしておくことが有効かもしれない。また，現状にお
ける X 高校の探究学習の進め方自体について改善点
を挙げるとすれば，大学での学習とのレリバンスという
点からすれば重要である論文の書き方について，系
統立った指導を行うということである。しかし，本稿の知
見の大半は学校現場で対応不可能な要因であると判
断せざるを得ない。教育課程化の面・実践面ともに，
資源不足は明らかであり，学校現場では対応が難し
い。
昨今議論が活発化している高大接続問題の観点か
らすれば，確かに進学高校のような大多数の生徒が
大学に進学する学校でこそ探究学習は導入が望まれ
る学習であろう。本稿の事例でもメリットが確かに認め
られていることも考慮すれば，今後は，本来の目的を
最大限に達成させるための方策を考える必要がある。
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研究科内公募プロジェクト要旨
教師と子どもの「授業ルール」認識のズレの特徴と,その解消
―小学校高学年の学級における質問紙調査と授業観察からー
代表

指導教員
１ 問題と目的・方法
本研究の目的は，教師と児童らの「授業ルー
ル」の認識のズレにどのような特徴があり，そのズ
レが解消されるプロセスを明らかにすることであ
る。
近年，小学校高学年の教室における教師と児
童の間の授業ルール認識のズレが問題視され，
その解消が目指されている。そこで本研究では，
授業ルールの認識を調査するために質問紙を作
成し，教師と子どもの授業ルール認識を調査する
とともに，両者の授業ルール認識のズレの特徴を
明らかにする。また，授業ルール認識のズレが子
どもの学校生活に与える影響を分析する。さらに，
授業観察を並行し，事例分析によって授業ルール
の認識のズレが解消されるプロセスとその条件を
分析する。
研究には都内公立小学校 5 年 1 組にご協力い
ただいた。学級担任は藤本先生（仮名），児童数
は 32 名であった。調査期間は 2013 年 10 月から
12 月までの 3 ヶ月間であった。
２ 教師と子どもの「授業ルール」のズレの存在の
同定
2 章は，第一に，学級内の授業ルールがどのよ
うな内容か，どのようなタイプであるかについて同
定する（予備調査）。第二に，同定した教師と児童
の「授業ルール認識について，葛藤場面における
授業ルールの優先度（分析１）と，授業ルールの目
的・理由（分析２）の観点から，ズレや一致の存在

笹屋 孝允（教育心理学コース）
川島 哲（教育心理学コース）
児玉 佳一（教育心理学コース）
秋田 喜代美（教育開発コース教授）

を明らかにすることを目的とした。
予備調査では，学級内の授業ルールが 5 種類
のカテゴリーに分類できることが明らかとなった。5
カテゴリーは，「友人を尊重するためのルール」，
「説得的な意見を構成するためのルール」，「秩序
を維持するためのルール」，「形式的な作法ルー
ル」，「個人作業のルール」であった。
本調査では，授業ルールの優先度と，授業ルー
ルの目的・理由における担任教師と児童の授業ル
ール認識のズレについて検討した。授業ルールの
優先度については，「友人を尊重するためのルー
ル」と「秩序を維持するためのルール」の葛藤場面
において，また，「友人を尊重するためのルール」
と「説得的な意見を構成するためのルール」の葛
藤場面において担任教師と児童の認識にズレが
示された。「授業ルール」の目的・理由については，
「友人を尊重するためのルール」と「秩序を維持す
るためのルール」において，担任教師と児童の認
識にズレがあることが示された。
以上のことから，担任教師と児童の授業ルール
認識には，ズレがあることが示された。
３ 教師と子どもの「授業ルール」のズレが学級生
活に及ぼす影響
3 章では，教師と児童の授業ルール認識のズレ
が，学級生活に対してどのような影響を及ぼすか
を明らかにすることを目的とした。
授業ルール認識のズレについては，著者らが
作成した「ルール認識質問紙」を使用し，学級生
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活の指標については，中井・庄司（2006）の「教師
信頼感質問紙」，伊藤（2009）の「小学生用短縮版
学級風土質問紙」，江村・大久保（2012）の「小学
生用学級適応感尺度」を使用し，担任教師と児童
に回答を求めた。
「ルール認識質問紙」で得られた各項目の得点
について，担任教師と児童の差得点（ズレ得点）を
算出した。このズレ得点の合計を独立変数，学級
生活に関する指標を従属変数とした重回帰分析を
行った。その結果，児童が担任教師よりも「授業ル
ール」を重要と認識していない場合に起こるズレは，
学級生活において負の影響を与えることを示し
た。
４ 授業ルールが明示化される過程とその条件
4 章では授業観察に基づく質的な事例分析を行
うことで，質問紙調査では顕れない授業ルールや
その詳細が授業内で明示化する場面に着目し，
その過程を明らかにすると共に，教師と児童の授
業ルールに対する認識のズレが解消するための
相互行為のあり方に対して示唆を得た。
分析の対象とした事例は，2 つの授業ルールに
関する 5 事例である。主な分析対象とした事例から
結果を示す。
事例：「絶対あり得ないんですけど」と授業とは
関係ないことをこれから発話すると前置きした児童
に対し，発言を止めるよう教師が注意した。発言を
続けたいと質問内容を言い始めることで主張する
児童に対し，教師は児童の前置きが問題であるこ
とを明示化し，「あり得ない」から発言しないのか，
「質問したい」のか「どっち？」と聞く。児童はその
問いに答えることで発言を許可された。
児童が相互行為のはじめに注意されたときは，
もう発言をしないよう求める授業ルールが適用され
ていたが，その後，適用される授業ルールを児童
の発話した前置きの内容に関する授業ルールへと
教師が変更し，適切な前置きをし直せば発言でき
ることを伝えた。ここで，授業ルールの明示化と変
更が行われた。児童は発言を途中で途切れさせ
てはいけないという授業ルールに従い，発言を続
けようとしたが，教師が授業ルールを変更したこと

に伴い，児童も発言を続ける前に前置きをし直し
た。
両者が自らの主張する授業ルールを一部変更
することで，お互いが納得できる形で相互行為を
遂行することができたと考えられる。教師の授業ル
ールに，ただ従うのではない児童が教師の授業ル
ールの変更を引き出したと考えられる。
この結果が示唆することは以下の 2 点である。
第一に，教師が気になる児童に発言権を与え，コ
ミュニケーションを取ることが授業ルールに関する
ズレの認識を可能とするだろう。第二に教師が望
まない行為を児童が行った際，児童の行為を裏付
ける，従っている授業ルールに教師が気づくこと
が，その後児童の従う授業ルールに矛盾しない形
で，教師の望む授業ルールを求めるような相互行
為を可能とし，授業ルールに関するズレが解消さ
れる可能性が生じるだろう。
５ 総合考察
本研究では，教師と児童の間に授業ルール認
識のズレがあること，授業ルール認識のズレが児
童の学校生活や学級風土に負の影響を及ぼすこ
とが明らかとなり，授業ルール認識のズレは解消さ
れるべきであることが改めて示唆された。
また，教師が授業ルールの変更を経て，授業ル
ールの認識のズレの解消に至るプロセスがあるこ
とが示唆された。授業ルールは柔軟に調整できる
ものという児童の理解は，制度というものは柔軟に
調整できるという理解につながり，制度に変化をも
たらす習慣を身につけた市民の育成につながると
期待できる。
今後の課題として，本研究における研究期間と
異なる時期での授業ルールの認識のズレの解消
プロセスの検討が挙げられる。また，授業ルールと
制度の特徴の類似点や相違点を明確にすること
で，本研究で得られた知見をカリキュラム・イノベ
ーション，特に市民性教育に生かすための実践的
な示唆を得ることが挙げられる。
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研究科内公募プロジェクト要旨
災害対策の心理教育カリキュラム開発の可能性
―子どものトラウマからの回復支援プログラムの最適化をめざして―
代表 大上 真礼（臨床心理学コース）
川﨑 舞子（臨床心理学コース）
髙木 郁彦（臨床心理学コース）
樋口 紫音（臨床心理学コース）
指導教員 下山 晴彦（臨床心理学コース教授）
1. 問題と目的

このプログラムは日本語にも訳されているが，被災地

2011年3月に起きた東日本大震災が人々の心やコミ

への導入・適用に関しては現地に派遣される心理職側

ュニティに衝撃を与えたことは記憶に新しい。我が国は

の制約や現地での抵抗感などといった要因があり実

災害大国であり，地震や集中豪雨などの自然災害，事

現に至っていない。

故や犯罪など危機的状況に子どもたちが巻き込まれた

そこで本稿では，トラウマ症状に対する日本での予

場合に，彼らが大きな不安や心の傷を抱えることは想像

防的な認知行動療法の心理教育授業実施，ひいてはそ

に難くない。大きなストレスを受けた児童・生徒数が多

のカリキュラムへの導入を視野に入れ，文献調査（研

い場合や広域にわたる場合，あるいは予防教育には，

究１）と実際の被災地訪問・心理教育授業の実施によ

ある程度構造化されたグループワークなどを含む心理

る情報収集（研究２）を行った。

教育カリキュラムの施行が有効と考えられる。しかしな
がら，SC のアプローチが統一されないことなどが理由

2. 研究１の概要

となり，継続した教育活動，有効な支援カリキュラムにつ
いて知見が集約できない現状がある。

本研究では，我が国における最適な予防的心理教育
カリキュラム導入の可能性やその形態について探ること

現在，世界中で様々な精神的不調に対するアプロー

を目的として，最近のトラウマへの介入法や，関連する

チとして効果をあげている精神療法は認知行動療法

日本の心理教育の実態についての知見を整理した。児

であるが，トラウマに対する介入についても効果は示

童～思春期のトラウマや介入プログラム，コミュニティや

されている。また，認知行動療法はその内容が実践

学校の中でのトラウマからの回復援助などについて述

的・具体的であることや，実効性が高く短期間での介

べている最近 10 年ほどの文献を対象としたレビューの

入を目指す点などから，心理教育などの形態をはじめ

結果，文献は学校現場におけるトラウマからの回復支援

とした子どもへの適用に向くとされる（Stallard，

の必要性・認知行動療法プログラム実施の有効性と，プ

2002／2006）。子どものトラウマ症状に対するパッ

ログラム実施に際して必要な多職種連携やコミュニティ

ケージ化された認知行動療法プログラムにはヨーロ

での協働をはじめとして心理教育をカリキュラムに位置

ッ パ で 開 発 さ れ た TRT （ Teaching Recovery

付けるために必要な条件の 2 つの視点に分けて考える

Techniques: 子どもたちのための集団トラウマ回復プ

ことができた。

ログラム）がある。これは世界の紛争地域や地震・津

学校現場での認知行動療法プログラムによる早期介

波などの被害地域の子どもたちに適用されて効果を

入は，トラウマから引き起こされる症状や認知機能低下

挙げている（たとえば，Giannopoulo et al., 2006）。

を防ぐために重要であり，実際に行われている子どもを
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対象とした介入の有効性も，Cary et al. （2012 ）をは

発見があった生徒もいた。加えて，リラクセーション

じめとする多数の文献から確認できた。また，教師がト

という身体面からのアプローチにより気持ちが落ち

レーニングを受けたり（Baum et al.，2013），子どもの

着き前向きになれた生徒が多く存在し，もしも心理

家族に対しても理解を促すこと（Saxe et al., 2012）は，

的・精神的サポートという言葉では抵抗がある場合に

プログラムの効果を促進する要因となっていた。加えて，

も取り組みやすかったであろうことがうかがえた。

子どものトラウマに関する介入は文化的も考慮する必要
4. 本稿の課題と今後に向けて

がある（Bryant-Davis et al., 2012）。
トラウマ予防／回復支援のプログラムを普及し抵

日本における，認知行動療法を用いたトラウマ予防

抗感をなくすためには，明確にカリキュラムとして授

／回復支援カリキュラムについて，研究１ではその実

業を位置付けることが一つの可能性として考えられ

践のための文献調査を，研究２では実際の実践につい

た。一方，我が国の心理教育の現状としては子どもや

て実施と振り返り・評価をもとに導入の可能性を探っ

周囲の大人の抵抗感からトラウマの題材に踏み込ん

た。今後は， TRTをはじめとする心理教育プログラ

だトレーニングは歓迎されないであろう現状がある。

ムをどの程度まで文化・地域的背景について合わせて

冨永（2012）も述べているように科目としてこころに

調整するべきかについてさらに具体的な調査や授業

関する授業を位置付けながら，子どもを含む関係者や

の実施，そして適切な評価を行っていく必要があると

コミュニティに対しては心理職などをはじめとする

考えられる。また，授業実施に際しては教諭や学生の

専門家が認知行動療法に基づいたプログラムの有効

保護者といった関係者の意思も聴取して考慮してい

性を説明し，子ども援助のために協働しやすくするこ

くことで，心理教育カリキュラムをトップダウン的に

とが求められている。

導入するのではなく，コミュニティ全体で子どもの回
復を援助したりそのための理解を深めたりできる可

3. 研究２の概要

能性があるといえる。

本研究では現場で具体的にどのように認知行動療
主要な引用文献

法に基づいたスキルが紹介・教授されると良いのかに
ついて，実際に被災地域の学校で授業を行い，情報を

Giannopoulo, J., Dikaiakou, A., & Yule, W.
（ 2006 ） . Cognitive–behavioural

得ることとした。

group

授業は2011年3月の東日本大震災の際に町の広域が

intervention for PTSD symptoms in children

津波の被害を受けた，東北地方A県の沿岸部に位置す

following the Athens 1999 earthquake: A pilot

るB町の公立C高等学校に通う高校生を対象として

study.

2013年6月と10月の2回の実践，計4コマで行った。希

Psychiatry, 11, 543–553.

Clinical

Child

Psychology

and
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Stallard, P. （2002）. Think Good-Feel Good A

周知や援助専門職の立会いなど十分な倫理的配慮を

Cognitive Behaviour Therapy Workbook for

行っている。いずれの実践も2日にわたり1日1コマず

Children and Young People John Wiley &

つ行っており，2日目の授業において認知行動療法の

Sons Ltd. （下山晴彦（監訳）（2006）. 子どもと

スキルの紹介や実践を重視した内容を実施した。

若者のための認知行動療法ワークブック 上手に
考え、気分はすっきり 金剛出版）

授業について，参加生徒と実施者である大学院生の
感想をもとに振り返った。第1回実践（6月）では問題

冨永良喜・三浦光子・山本獎・大谷哲弘・高橋哲・小澤

が100％解決すること・落ち込みが0になることを重視

康司・白川美也子・渡部友晴（2012）. 特集・東日

するのではなく自分なりに納得する方法を選んでイ

本大震災-2 大規模災害後の子どものこころのサ

ヤな気持ちを和らげられるということを生徒たちが

ポート授業 トラウマティック・ストレス 10, 1,

新たに学んでいた。10月の第2回実践でも，授業前後

11-16.

の自尊感情尺度の得点に変化は見られなかったもの
の，他の人の意見を知ることでストレス対処について
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研究科内公募プロジェクト要旨
「21 世紀型スキル」をめぐる理論と実践に関する研究
―協調学習を実践する教師の振り返りから―
代表 井田 浩之（生涯学習基盤経営コース）
相良 好美（生涯学習基盤経営コース）
中垣 力也（教職開発コース）
指導教員 三宅 なほみ（教職開発コース教授）
1. 背景と研究目的

れる。(2)『学習指導要領』は日本においてナショナ

本研究の目的は，21 世紀に必要となるスキルの定義と，

ル・カリキュラムで指導内容に関して断片的に様々な

その育成方法を目指した Assessment and Teaching of

要素を含んでいる。その一方で，指導内容と評価は全

21st Century Skills (ATC21S,以下「21 世紀型スキ

国学力テスト（PISAの影響）が乖離しているため，一

ル」)と文部科学省，国内の産業界，経済界から出され

つの学校・教室で何が起きているのかを正確に捉える

ている資質能力に関する文献を比較・対照することで，

ことが難しい，ということである。

21 世紀型スキルの特徴を文献研究から描きだす。そし

また21世紀型スキルの特徴は２点ある。一つは，21

て 21 世紀型スキルの教育方法の一つである「協調学

世紀型スキルの導入による組織の変化であり，もう一

習」(Collaborative Learning)を実践している教師へ

つは学習目標の在り方である。

のインタビューデータから，これまでの実践を振り返り，

Additive change（付加的変化）：現存のカリキュラムに

21 世紀型スキル育成をめぐって教師がどのような変容

新しいテクノロジー等を追加することで，現状維持を

を遂げるのかを明らかにすることから，「指導と評価」が

肯定的にする変化の在り方

一体化した教員養成の在り方への視点を提供すること

Assimilative change（同化的変化）：21世紀型スキルを追

が目的である。

加するものと捉えるのではなく，現存のカリキュラム

21 世紀型スキルの特徴（後述）のうち，「前向きアプロ

や指導方法を批判的思考力，問題解決といった側面に

ーチ」で言われている「指導と評価の一体化」の可能性

重視することで修正を加える

を探ると同時に，教師にどのような変化が迫られるのか。

Systemic change（一体的変化）：学校を21世紀型スキル

実際に「前向きアプローチ」に取り組んでいる教師へイ

育成の場へと変革する。現状は１，２だが，３に向け

ンタビューし，これまでの実践を振り返ってもらうことから，

た変化においては学習目標の在り方を変える必要が

「指導と評価が一体化」するときに教師に何が起きるの

ある。
21世紀型スキルで狙われているのは一体的変化で

かを明らかにする。

ある。例えば，21世紀型スキル育成方法の一例として
挙げられているScardamalia et al (2012)を例にとっ

2. 各研究の概要
21世紀型スキルの中で提唱されている10の能力と

てみよう。21 世紀型スキルの教育方法として

国立教育政策研究所 (2013)で言及されている各種資

Knowledge Forumを用いたオンラインの掲示板による

質能力に関する文献を対象に，21世紀型スキルと資質

知識構築を目指しているが，ここでは学習者の学びの

能力を比較検討した。そこから明らかになったことは，

足場掛けとして文書表現の「書き出し」だけ与えてお

(1)学習（指導）内容と評価方法が外から政策的に押

いて，掲示板上で学習者の知識構築を支援する。その

し進められていることである。OECDの各種テストや全

データにもとづき学習者間，生徒と教師間，教師間で

国学力テストに見られるような大規模なテストの結

共有・吟味することから，指導と評価の一体化のため

果によって，学ぶ内容を規定されている側面が考えら

のデータとする。
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もう一つは，学習目標の位置づけである。従来は「後

ディネータとしての役割を見出し,(3)協調学習時に

向きアプローチ」（backward approach）が採択され，

おいては生徒の理解をもとに次の実践を構築する，

カリキュラム策定者，教師が学ぶ内容を規定し，学習

(4)従来の実践から蓄積した知識も活用することがわ

者の世界から見えるのはテストや課題の世界になっ

かった。

ていた。ところが，21世紀型スキルが提唱しているの

3. 考察

は，Scardamalia et al.(2013)による「前向きアプロ

以後向きアプローチ」（学習指導要領⇒全国学力テ

ーチ」(forward approach)である。カリキュラム策定

スト）といった外からの政策を発展させていく形が見

者も教師も学習者と同じ世界に立ち，学習が学びを深

られる一方で，今後重要なのは「前向きアプローチ」

めていく中で学習者自身が目標を変えていくという

（指導と評価が一体化，内側からの変化）である。
「前

アプローチである。

向きアプローチ」は局所的にではあるが，広まりつつ

ところが，教師は学習者の目標が変わっていくので，

ある。今後どのような広まりをしていくのかを見てい

学習者の「何をみたらいいのか」が課題として浮上し

く必要があろう。そして，「前向きアプローチ」を実

てくる。Pellegrino(2001)の「評価の三角形」でいう

現していくためには，(1)組織による取組みの可能性

「観察」「解釈」「認知」に照合すれば，「観察」に

と(2)教師が持つべき専門知識のあり方が変容してい

該当するところである。いずれにしても文献研究から

くのではないかということを指摘した。これらは十分

見えてきたのは，(1)21世紀型スキルから，学びと育

に「学習指導要領」の一案になりうるのではないか。

成すべき方法がみえてきたこと，(2)これまで育成す

4. 結論

ることが難しいと考えられていた側面が，教師のネッ

従来の資質能力とは異なり，「指導と評価」が一体

トワーク，生徒へのリフレクションなどで何とか指導

化した21世紀型スキルによって学校組織を変えいき，

することができる萌芽が見えて来たこと，(3)指導と

局所的にでもいいので「前向きアプローチ」を可能に

評価が一体化していることで21世紀型スキルの育成

する一体的変化を実現するためには教員養成（研修）

への糸口が示唆された。

の在り方が今後変わっていく必要があることを述べ

21世紀型スキルの育成と各種資質能力の比較検討

た。

から，「指導と評価を一体的化」させ，21世紀型スキ
ルの特徴である「前向きアプローチ」（協調学習）を

引用文献
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東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター規則
（目的）
第１条 東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化センター（以下、
「センター」という。
）は、全国
の大学、研究所、教員養成機関、教育委員会、学校等と連携して、学校教育の高度化を推進するこ
とを目的とする。
（組織）
第２条 センターに、センター長、副センター長、助教、研究員、並びに外国人客員教授（または准教
授）を置く。
２ センターにおける研究プロジェクトを推進するため、協力研究員の参加を求めることができる。
３ センターの組織と運営に関する事項は、別に定める。
（センター長及び副センター長）
第３条 センター長は、大学院教育学研究科の教授のうちから教授会において選出する。副センター長
は、センター運営委員会委員のうちからセンター長が推薦し、教授会の承認を得る。
２ センター長は、センターを統括し、これを代表する。副センター長は、センター長を補佐し、セン
ター長と共にセンターの運営に従事する。
３ センター長及び副センター長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
（センター運営委員会）
第４条 センターに、これを運営するためセンター運営委員会を置く。
２ センター運営委員会に関する事項は、別に定める。
（補則）
第５条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。
２ 東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センター規則
（平成９年２月５日制定）
は、
廃止する。
３ 学校臨床総合教育研究センターが廃止のときまで実施していた事業については、学校教育高度化セ
ンターが引き継ぐものとする。
附 則
この規則は、平成20年９月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年10月５日から施行する。
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東京大学大学院教育学研究科
附属学校教育高度化センター運営委員会規則
（設置）
第１条 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター規則第４条に基づき、東京大学大学
院教育学研究科学校教育高度化センター（以下、
「センター」という。
）に、センター運営委員会（以
下、
「委員会」という）を置く。
（任務）
第２条 委員会は、次の事項を審議する。
(１) 組織に関する事項
(２) 予算及び決算に関する事項
(３) 研究プロジェクトの決定
(４) その他センターの運営に関する事項
（組織）
第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
２ 委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(１) センター長及び副センター長
(２) 研究員若干名
(３) その他センター長が必要と認めた者
３ 前項第２号および第３号の委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。
４ 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
（委員長）
第４条 委員長は、センター長をもって充てる。
２ 委員長は、委員会を招集し議長となる。
３ 委員長に事故があるときは、副センター長、または委員長の指名した委員がその職務を代行する。
（議事）
第５条 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。
２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。
（補則）
第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。
２ 東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センター運営委員会規則（平成９年２月５
日制定）は、廃止する。
附 則
この規則は、平成23年10月５日から施行する。
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東京大学大学院教育学研究科
附属学校教育高度化センターの組織と運営に関する申し合わせ
制定 平成18年５月17日
（趣旨）
１ この申し合わせは、東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター（以下、
「センター」
という）の組織と運営に関して必要な事項を定める。
（センター長の選出）
２ 教授会におけるセンター長の選出にあたっては、センター運営委員会が参考意見を提出する。
（助教の選考）
３ センター助教の任用は、センター運営委員会にて決定する。
（外国人客員教授・准教授の選考・任期）
４ 外国人客員教授・准教授の選考は、教授会の客員教授・准教授の人事選考の手続きに基づいて行う。
５ 外国人客員教授・准教授の任期は、センター運営委員会が教授会に提案し承認を得る。
（研究員の選考）
６ 研究員は、本学教員（附属学校教員を含む）のうちから、センター運営委員会の議に基づき、教授
会の承認を得て大学院教育学研究科長（以下、
「研究科長」という。
）が委嘱する。
７ 研究員には、大学院教育学研究科学校教育高度化専攻の専任教員を２名以上含める。
８ 研究員の任期は１年とし、再任を妨げない。
（協力研究員の選考）
９ 協力研究員は、国内外の他大学・研究機関の教員・研究者及び教育関係機関（教育委員会、国公立
私立諸学校、教育・医療・福祉等に関する機関等をいう）の教職員、並びに本学他部局・教育学部附
属中等教育学校の教員、センター研究プロジェクトに従事する研究プロジェクトリーダー及び本学大
学院博士課程院生あるいはそれと同等の資格を有する者等のうちから、センター運営委員会の議に基
づき、教授会の承認を得て研究科長が委嘱する。
10 協力研究員の任期は１年とし、再任を妨げない。
（事業）
11 センターはその目的に照らして、必要な研究プロジェクトを計画・実施する。研究プロジェクトは、
センター運営委員会で審議し、これを決定する。
12 研究プロジェクトの責任者は、センター長、副センター長もしくは研究員とする。
13 センターは研究会やシンポジウムを開催し、研究内容の公表と、他の教育関係機関との連携に努め
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る。
14 他大学や他機関に所属する協力研究員が、センター開催の研究会やシンポジウムに出席した場合に
は、旅費・交通費についてのみ支給する。本学に在籍する協力研究員についてはすべて支給しない。
15 センターは機関誌、報告書等を発行し、活動内容の公表に努める。
附 則
東京大学大学院教育学研究科附属学校臨床総合教育研究センターの組織と運営に関する申し合わせ
（平成９年２月５日制定）は、廃止する。
附 則
この申合せは、平成20年９月17日から施行する。
附 則
この申合せは、平成23年10月５日から施行する。
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スタッフ紹介
センター長
小玉 重夫（基礎教育学コース教授）
副センター長・研究員
藤江 康彦（教職開発コース准教授）
運営委員・研究員
村上 祐介（学校開発政策コース准教授）
運営委員
多賀 厳太郎（身体教育学コース教授）
専任スタッフ
植阪 友理（学校教育高度化センター助教）
外国人客員教授
丁 鋼（中国華東師範大学教育高等研究院）
外国人客員教授
Bamberg Michael（クラーク大学心理学部）
外国人客員教授 Crowley Kevin James（ピッツバーグ大学学習開発研究センター）
研究協力員
城下 賢一（京都大学大学院法学研究科機関研究員）
協力研究員
志田 絵里子（基礎教育学コースＤ１）
協力研究員
邊見 信（基礎教育学コースＤ１）
協力研究員
小黒 恵（比較教育社会学コースＤ２）
協力研究員
笹屋 孝允（教育心理学コースＤ３）
協力研究員
大上 真礼（臨床心理学コースＤ１）
協力研究員
井田 浩之（生涯学習基盤経営コースＤ１）
学術支援職員
高橋 徳子（学校教育高度化センター）
学術支援職員
石川 大貴（教育心理学コース修士課程）

いる。
今年度は、科学研究費補助金基盤研究Ａ「社会
に生きる学力形成をめざしたカリキュラム・イノ
ベーションの理論的・実践的研究」
の最終年度で、
研究代表者として、研究プロジェクト全体の調整
と統括を行った。また、その延長線上で、個人と
しては、政治的シティズンシップの教育に焦点化
した理論的探究をさらに進め、第９回シティズン
センター長

シップ教育国際会議（9th CitizED International

小玉 重夫（基礎教育学コース教授）

Conference in Tokyo）で学会発表を行った。

教育における人間と政治、社会との関係を思想

また、単著として、
『学力幻想』
（筑摩書房、2013

研究によって問い直すことを研究テーマとしてい

年）と、
『難民と市民の間で－ハンナ・アレント『人

る。特に、ふだん自明のものとしてうけいれられ

間の条件』を読み直す』
（現代書館、2013年）を刊

ている「教育」や「学校」を、歴史的・構造的な

行した。

視点から相対化し、そのうえで、教育改革の筋道
を追究していくことを当面の研究課題としている。
具体的には、教育の公共性に関する思想研究、公
共性の担い手を育てるシティズンシップ
（市民性）
教育、政治的リテラシーの問題などにとりくんで
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副センター長・研究員
藤江 康彦

運営委員･研究員

（教職開発コース准教授）

村上 祐介

学校における子どもや教師の学習と発達および

（学校開発政策コース准教授）
現代民主政における教育政策・行政は高度な専

それを支える環境のあり方について、
教育心理学、
教育方法学、学習科学などの研究知見に学び、学

門性が求められる一方で、政治家や市民による民

校でのフィールドワークやコンサルテーションを

主的統制も必要とされている。しかし、この二つ

行いながら追究している。授業における談話空間

の要素は両立しがたい側面があり、どのように両

の社会文化的構成と子どもの学習との関係性、教

者のバランスを図るかが問われている。こうした

師の学習や熟達を支える校内研修や学校組織のあ

観点から、戦後日本の教育行政の特質を検討する

り方、幼小連携や小中連携などの校種間連携によ

と同時に、民主的統制と専門性の在り方が教育政

る子どもや教師の学校参加や活動の変容、などに

策に与える影響を分析している。

関心がある。
〈主要著書〉
『教育行政の政治学―教育委員会制度の実態と改

〈主要著書〉

革に関する実証的研究』
（木鐸社、2011年）

『発達科学ハンドブック６：発達と支援』
新曜社、

『地方政治と教育行財政改革』
（共編著、
福村出版、

2012年（分担執筆）

2012年）

『授業研究と学習過程』
放送大学教育振興会、
2010

『テキストブック地方自治 第２版』
（分担執筆、

年（共著）
『はじめての質的研究法：教育・学習編』東京図
書、2006年（共編著）
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東洋経済新報社、2010年）

運営委員
多賀 厳太郎

専任スタッフ

（身体教育学コース教授）
発達過程において、脳・身体・環境の間の動的
な相互作用を通じて、運動・知覚・認知が獲得さ
れる原理を追求している。特に、乳児期の発達に
関する研究を行っている。

植阪 友理
「～が分からなくて困っている」といった学習
上のつまずきに対して、認知心理学を生かしなが
ら個別に診断・支援する実践的研究活動（認知カ
ウンセリング）にながくたずさわってきた。この

〈主要著書〉
「脳と身体の動的デザイン：運動・知覚の非線形
力学と発達」（金子書房、2002年)

（学校教育高度化センター助教）

ような活動を通じて、従来の心理学の理論では十
分に検討されてこなかったテーマを見出し、心理
学の基礎研究へと結びつけている。例えば、学校
教育における学び方の指導の不十分さや、つまず
きの診断するテストの不在といった問題意識を踏
まえ、新たな指導法開発やテスト開発にかかわっ
てきた。こうした研究活動の延長として、現在で
は学校の教師ともに、学校の中での個別学習支援
の場づくりや、テストを生した授業づくりなどを
行っている。学位論文では、実践的研究活動から
心理学の基礎研究を立ち上げ、さらに実践の中で
も利用へと結びつける一連の活動をＲＥＡＬ
（Researching by Extracting, Analyzing and
Liking）アプローチと名付けて提案し、
「教師は多
くの図表を使って教えているにもかかわらず、児
童・生徒はなかなか自発的に図表を利用しない」
という学び方の問題について、このアプローチを
用いた一連の研究を展開させた。現在は、当セン
ターの専任助教として、センターにおける研究活
動を支援している。

3 ―-―150

外国客員教授
丁 鋼（中国華東師範大学教育高等研究院）
丁鋼教授は、中国上海の華東師範大学に在籍す
る、中国を代表する教育学研究者である。ながらく
同大学教育科学学院の院長を務められ、本研究科
との学術交流協定締結にも尽力された。教育科学学
院院長退任後は、自ら同大学内に教育高等研究院
を設立して院長となり、教育と芸術の融合やナラティ
ブを基本とした研究方法論の開発など、中国の教育
学研究の革新を試みている。
丁教授の研究領域は広く、哲学で学士号、古文書
学で歴史学修士号を取得の後、教育学で博士号を
授与されており、中国の古代思想・宗教と教育との
かかわりについての深い造詣を基礎に、現代中国
教育の諸問題に積極的な発言を続けている。国家
教育部(日本の文部科学省に相当)の政策立案にも
かかわり、中国の教育政策に影響力を持つとともに、
英文雑誌 Frontiers of Education in China の編
集長を担当するなど、国際的にも活躍されている。
丁教授は、2013 年 4 月 15 日から 1 ヶ月間、本セ
ンターの客員教授として滞在し、本研究科の中国人
留学生たちと交流し、かつ彼らを指導するとともに、
教育学の研究方法論に関して、関係の教員と研究
を進めた他、日本の文化・芸術とくに民衆文化に触
れながら、文化と国民形成の関係についての考察
を進めた。また、「教育学におけるナラティブ研究方
法論の意義」について講演を行うなど、本研究科の
教員・院生との学術交流を進めた。
(文責 牧野 篤)

外国人客員教授
Michael Bamberg（クラーク大学心理学部）
M. バンバーグ教授は、
心理学領域におけるナラ
ティヴ（語り）とディスコース（言説）研究、お
よびその分析法の第一人者であり、国際学術誌
“Narrative Inquiry”の編集主幹としても長年活
躍している。もともとは青年期におけるアイデン
ティティの形成・発達をナラティヴ分析の手法を
用いて検討していたが、近年ではトラウマなど臨
床心理学的なテーマにも応用し、ユニークな知見
を蓄積している。教授の提唱する「スモール・ス
トーリー」の分析やポジショニングの分析は、質
的データの分析手続きとして幅広く注目されてお
り、米国のみならずヨーロッパ、南米、アジア諸
国でもワークショップ等に招かれることが多い。
今回は 2012 年７月 1 日から７月 31 日までの１
ヶ月間、本センターの客員教授として本学に滞在
し、「ナラティヴ分析」を中心にいくつかの授業
において、学生および院生の指導に御尽力をいた
だいた。そのほか、学外の研究者も招いた公開シ
ンポジウム等でも質的研究の新たな方向性を示唆
する講演および啓発活動に従事された。これを機
に、ナラティヴ分析の手法が我が国にさらに広ま
ると同時に、アメリカの質的研究者と日本の質的
研究者の相互交流がさらに緊密になることが期待
される。
（文責 能智 正博）
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研究協力員
城下 賢一（京都大学大学院法学研究科機関研究
員）
戦後日本の（学校）教育をめぐる政治は，主に保革
イデオロギーの対立に焦点が当てられてきたのに対
して，政治家の家族観の変化を実証的に把握しなが
ら，それが学校教育や教育政策の中身にいかなるイ
ンパクトを及ぼしてきたのかを研究している。
外国人客員准教授
Kevin Crowley (ピッツバーグ大学学習開発研究
センター)
Crowley 教授は，ピッツバーグ大学の学習開発研
究センターでUPCLOSE（the University of Pittsburgh
Center
for
Learning
in
Out-of-School
Environments ）のセンター長として，インフォーマル
な学習（ミュージアム等の学校外の学習）に関する
実証的研究を精力的に進めており，ミュージアム学
習の研究領域における第一人者である。Crowley 教
授は今回の客員教授としての滞在期間中の 11 月 9
日と 10 日に，東京大学福武ホールにおいて，国際
シンポジウム（Activating Inspiration and Creativity:
The Tokyo International Symposium for Informal
Learning in Art, Science, and Technology)を岡田猛と
共同で企画開催し，そのシンポジウムにおいて，近
年アメリカで盛んになってきている Maker Movement
に関する研究成果を発表した。この研究は，インフ
ォーマルな学習のあり方について新しい示唆を与
える知見を含むものとして高く評価された。客員教
授としての滞在期間中には，このような研究活動に
加えて教育学研究科の院生の研究に対する指導も
積極的に行っていただいた。
（文責 岡田 猛）

協力研究員
志田 絵里子（基礎教育学コースＤ１）
院生プロジェクト「シティズンシップ教育におけ
る論争的問題の検討―目的･選択基準･方法･効果の
観点から―」のプロジェクトリーダーを務めた。
協力研究員
邊見 信（基礎教育学コースＤ１）
院生プロジェクト「子どもの学びを核としたコ
ミュニティ･スクールの構想―長野県木島平村を
事例として―」
のプロジェクトリーダーを務めた。
協力研究員
小黒 恵（比較教育社会学コースＤ２）
院生プロジェクト「公立進学校における探求学
習の教育課程化と生徒の学習・進路選択」のプロ
ジェクトリーダーを務めた。
協力研究員
笹屋 孝允（教育心理学コースＤ３）
院生プロジェクト「教師と子どもの「授業ルー
ル」認識のズレの特徴と、その解消:小学校高学年
の学級における質問紙調査と授業観察から」のプ
ロジェクトリーダーを務めた。
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協力研究員
大上 真礼（臨床心理学コースＤ１）
院生プロジェクト「災害対策の心理教育プログ
ラム開発の可能性-子どものトラウマからの回
復支援プログラムの最適化をめざして－」のプロ
ジェクトリーダーを務めた。
協力研究員
井田 浩之（生涯学習基盤経営コースＤ１）
院生プロジェクト「
「21世紀型スキル」をめぐる
理論と実践に関する研究－協調学習を実践する教
師の振り返りから－」のプロジェクトリーダーを
務めた。
学術支援職員
高橋 徳子
（学校教育高度化センター）
2011年度より当センターが中心となって行って
いる科学研究費補助金基盤研究Ａ「社会に生きる
学力形成をめざしたカリキュラム・イノベーショ
ンの理論的・実践的研究」
（通称イノベーション科
研）を軸に、センターの研究活動が加速されてい
る。この研究の支援を行うために、2011年10月よ
り非常勤職員として勤務している。本年報の作成
にも携わった。
学術支援職員
石川 大貴
（教育心理学コース 修士課程）
自身の研究対象である学習動機についての知識
を深め、社会に生かす可能性を探るため、主に当
センターで主催・共催しているシンポジウムや院
生プロジェクトに関わりこれを支援すべく、2013
年4月より非常勤職員として勤務している。
本年報
の作成にも携わった。
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