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牛山榮世による「ひとりひとり」に応じた教育の追究

久　島　裕　介

はじめに

　本稿は、牛山榮世（1943-2011）の教育実践に焦点
を当て、牛山が追究した「ひとりひとり」に応じた
教育とはいかなるものだったのかを明らかにするこ
とを目的とする。
　牛山は1970年１）の初任から長野県各地の小学校
で教壇に立ち、1990年代からは指導主事、小中学校
の教頭、副校長、校長、そして信濃教育会教育研究
所の副会長を歴任し、2011年に死去した２）。また、
牛山は、主に理科教育、総合学習の実践研究を行い、
生活科の新設に際しては、県単位で編集された全国
で唯一の生活科教科書である『あおぞら』、『そよか
ぜ』、同指導書（1992年、信濃教育会編）の編著に
おいて中心的役割を果たした３）。
　牛山は、教育学者の稲垣忠彦と1970年代から親交
があり、信濃教育会教育研究所時代は会長が稲垣、
副会長が牛山といういわば二人三脚の体制で教師の
現職教育に携わり、長野県の教育をリードした。牛
山はその活動の中で、子どもの声を聴くことこそ、
教師に求められるのだと強調していた。

結局は、子どもの言うこと、あるいは子どもの
求めていることを受け止めて、子どもが授業の
中で生きる場をどう拓くか、そう言う問題に
なってくるかと思います。いかに子どもの言う
ことを聴ける教師になるか、ということが今日
的な大きな課題であります４）。

同時に、学校という場が、「子どもにやらせること、
させることがあまりに過剰」であり、子どもの声を
聞くことが困難な場になってしまっていることを憂
慮しており５）、そのような一斉授業などの学習のあ
り方、さらにはその背景にある指導要領や受験体制
などの制度や社会情勢に対する批判意識も持ち続け
ていた。牛山が現職教員だった時期も知る稲垣は、
牛山がもつ「日常的、継続的に子どもととりくむこ

とによって、次々と課題がうみだされ、子どもの活
動、表現を介して子どもを見る目が新しくなり、自
分を変え、実践を生み出していく実践者の持つ迫
力」を「かなわない」と評していた６）。このことか
らは、牛山が教師として実践に取り組んでいた頃か
ら、子どもから学び、実践に活かそうとしてきたこ
とが推察される。牛山の教育論が自身の実践の中で
いかにして形成されていったのか、そして牛山はど
のようにして子どもの声を聞こうとしていたのだろ
うか。

牛山の教育実践についての先行研究として、畔上
（2013）７）、中村（2011）８）が挙げられる。

畔上と中村は、ともに牛山がどのように子どもを
把握しようとしていたのかに焦点を当てて論じてい
る。まず、畔上は、牛山の実践と思想について、子
どもの捉え方を軸に論じている。「条件を制御」し、

「因果関係の真理を解明」しようとする「《科学する
掌》で、子どもに今起こっている真実を掬おうとし
たとき、仮に手の内で子どもの事実を明解に説明で
きたとしても、また思惑通り見事に子どもが動いた
としても、どこかしら子どもの『本当のこと』は指
のあいだからすり抜けていくようなジレンマ９）」を
牛山が抱えていており、それゆえに、牛山は、子ど
もの事実を徹底的に問い続けたのだと論じている。
また、中村も、1981年度の実践における、Ｋくんと
ガチョウの事例について、「自分本位と見えるかか
わりのなかにその子どもにとっての必要性を捉え、
そのあいだに子どものなかにたくわえられているも
のを見つめているからこそ、その後の劇的とも言え
る子どもの変容とのあいだに経験の連続的な再構成
を見出し10）」たのだと論じており、やはり子どもの
内面を把握することに牛山実践の意義を見出してい
る。牛山が「子どもの事実」や「子どもを見つめる
こと」を重視していたのだという畔上と中村の指摘
は重要だと思われる。

しかし、子どもを把握した上で、子どもの成長を
もたらすために、教師はどのような役割を担ってい
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くべきかについて、畔上は深く論じておらず、中村
も、「教師の共感的なまなざしに支えられることに
よって、子どもはその子どもにとって必要な自己形
成の道筋を生ききることが可能になっている11）」と、

「まなざし」という点に回収して論じており、牛山
実践における教師の役割を矮小化させているように
思われる。また、これらの先行研究は、牛山が後年
に自身の教育実践を振り返った記述や、聞き取り調
査の内容が分析の主な対象となっており、牛山が教
育実践の中でどのように自らの思想を深めていった
のかは明らかにできていない。

そこで本稿では、牛山が初任の1970年度から４年
間在籍した安曇野市立穂高南小学校（以下、「穂高
南小」と記す。）ならびに、1978年度から４年間在
籍した信州大学教育学部附属長野小学校（以下、「信
大附属小」と記す。）における当時の実践研究の記
録から、牛山の教育実践を分析する。そのことを通
して、牛山が重視していた「ひとりひとり」や「そ
の子」に応じた教育とそこで求められる教師の役割
を明らかにする。なお、本稿の構成は以下の通りで
ある。１節では、穂高南小在籍時の研究記録を分
析の対象とし、当時牛山を指導していた上田薫の教
育論とも対比させながら、「ひとりひとり」に応じ
た教育を検討する。そこでの牛山は、「ひとりひと
り」に応じた教育を志向しつつも、それを徹底しき
れないというジレンマを抱えていた。それを踏まえ
た上で、２節と３節では、信大附属小在籍時の「そ
の子」に応じた教育実践を検討する。牛山は、「そ
の子」という一人の子どもを徹底的に観察、分析す
ることを通して、「ひとりひとり」に応じた教育を
追究した。この信大附属小における教育実践を牛山
の一つの到達点12）とみなし、牛山における「その子」
の把握（２節）、そして牛山の考える「その子」の
成長を支える教師の役割（３節）を明らかにする。

１�．上田薫の教育論と牛山榮世の「ひとり
ひとり」に応じた教育

牛山は、1970年度に初任校として穂高南小に赴任
した。この時期の牛山の実践を特徴づけているもの
は、子ども「ひとりひとり」への注目である。例え
ば、この年の学習記録文集の冒頭の文章において次
のような記述がある。「この文集は、（中略）学習の
足あとをひとりひとりがたどるためにつくられまし

た」、「のりこえてきたその道すじは、わたしたちひ
とりひとりのこれからの生活のいろいろな場面で生
きて働く力を与えてくれるにちがいありません」13）。
このように牛山は当初から、「ひとりひとり」とい
う言葉を多く用いていた。ここには、上田薫（1920-
2019）の影響がある。

1-1�．上田薫の「ひとりひとり」に応じた教育
論

上田は、戦後直後から長野県の学校に指導に入っ
ており、穂高南小において講師として、牛山を指導
した。上田は、「究極的な目標はあくまでもひとり
ひとりの個をそれぞれにふさわしく伸ばすというこ
とにある」、と述べているように、ひとりひとりに
応じた教育が必要だと考えていた14）。そのために、

「抽出児」、「カルテ」、そして「座席表」を用いた教
育実践の方法を考案した。
「抽出児」とは、授業中に特に注目する子どもの

ことである。集団に対する一斉授業を行わねばなら
ない教師にとって、すべての子どもの実態に迫るこ
とは困難であるという考えから提案された。抽出児
をつくって数人をよく見、学ぶことには、①「その
子を見ることによって、他の子をもよく見よう」と
するとともに、②「教師の目を深め肥えさせる」と
いう二つの意義があるのだという15）。
「カルテ」も、抽出児と同様に、子どもひとりひ

とりの実態に迫ることを目的とする方法である。抽
出児が基本的には「授業中に」、「特定の子を」とい
う限定を持っていたのに対し、カルテは「授業時間
以外にも」、「すべての子を」という包括的な方法で
あった。具体的には、教師が「おやっ」と思ったと
きに簡潔に記し、「それぞれの子どものデータを、
二ヶ月に一度くらい、つなぎ合わせて統一のための
解釈をする」という形で用いる。このようなカルテ
は、時間的・空間的に広い視野で子どもを捉えてい
くことで、教師のひとりひとりの子どもに対する理
解を深め、かつ見る眼を肥えさせる役割を果たすの
だという16）。

最後に、「座席表」について整理しよう。上田
は、「座席表なるものは、カルテを背景にして生ま
れ、カルテに新しい材料を提供する働きをする」と
いう、カルテと相補的な関係にあるものとして座席
表を性格づけた。座席表は単に名前だけを書いたも
のではなく、「その子の能力、特性、注意したい点、
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さらにその時間におけるその子への期待など」を書
き込んだものであり、これを手元に置いて授業を行
うことで、よりきめ細かな授業を展開することがで
きるのだという17）。

このように、上田は、教師はすべての子どもを完
全に理解することはできないという前提に立ちなが
ら、だからと言って子どもを排した教材研究に逃げ
たり、集団の状況を個に還元させたりするのではな
く、あくまでもひとりひとりの子どもを観察するこ
とで、子どもを見る眼を不断に育てていく必要があ
るのだと考えていた。

1-2�．穂高南小における牛山の「ひとりひとり」
に応じた教育

さて、牛山は上田の指導のもと、いかなる教育実
践を展開していたのか。本項では、牛山が1972年度
に実践した３年生の道徳の研究を記述した「道徳
教育指導案」を対象に検討する。

牛山は、上田を講師として、「児童ひとりひとり
の多様な意識の実態をふまえた道徳性を深める指導
はどうしたらよいか　特に他領域とのかかわりから
連続した学習過程における児童の道徳性の変容を中
心として18）」というテーマで研究を行い、12月５日
に研究授業を行った。授業の概要は、「５月以来、
ヘチマの観察にかかってきた自分をふりかえり、継
続できなかった時、継続できた時の気持ちや事情を
話し合うことによって、やり続けることのむずかし
さと大切さを、実感としてとらえさせる」というも
のであった19）。
「児童ひとりひとりの多様な意識の実態をふまえ

た」指導にするために、牛山は、H.E、G.T、N.H
という三人の対象児20）を選定するとともに、観察
期間の子どもの様子や作文などへの記述からすべて
の子どもの実態を把握21）し、それを座席表に落と
し込んで授業を構成した22）。

また、それらの調査結果から、牛山は児童を①
「積極的に続けて」きて、「よくできた」と感じて
いる児童、②「逡巡的」であり、「ある程度の成果
を感じながらも、満足しきれない」児童、そして③

「消極的意識」が強く、「もっとやっておけばよかっ
た」と考えている児童の三種類に類型化した。そし
て、①の児童には「やりとげたよさの心情をさらに
高め、今後への意欲を持たせ」、②の児童には、「や
りぬけなかった心の弱さを実感させ、やりぬいてい

たら、もっと深い満足が持てたことを感じとらせ」、
③の児童には、「やりぬけなかった心の弱さを実感
させるとともに、継続してきた友だちの気持ちや、
事情を知ることによって、やり抜くことの大切さを
感じさせる」というように、それぞれの指導方法を
計画した23）。

このような牛山の子どもの実態の捉え方と、先に
述べた上田の議論における子どもの捉え方には若干
のズレがある。牛山は、子どもひとりひとりの叙述
を丹念に記録し、まとめているが、考察に至ると、
それらの叙述を抽象、類型化し、その類型ごとの指
導方法を模索するという方法をとっている。この方
法は、上田が「ただまんべんなく眼をそそぐだけで
は、明白に限界がある。観察も皮相に流れやすく先
入観におちいりやすい24）」と懸念したものになって
しまっているのではないだろうか。この点につい
て、のちに牛山も次のように振り返っている。

私はかつて、上田薫先生から大変いろいろなこ
とを教えていただきました。カルテ・子ども理
解・思考体制、そういったものをベースにする
重要性について洗礼を受けました。そして私は
かつて、カルテをとって、子どもの中にどうい
う特性があるのかということを、さんざん語り
合いました。そこで指摘されたことは、「初め
に子ども理解ありき」であるかのような私のや
り方はいけない、ということでした。限りなく
私のようにやっていきますと、子どもを抽象化
して観察対象物にしてしまう、というアイディ
アなんですね25）。

このように、穂高南小で上田の指導を受けていた
牛山は、「ひとりひとり」に応じた教育を志向しつ
つも、「初めに子ども理解ありき」という言葉に象
徴されるように、先入観をもって子どもを捉え、子
どもを抽象化してしまっていた。言い換えれば、教
師があらかじめ期待する教育成果を定め、それを基
準として子どもを把握していたがゆえに、ひとりひ
とり異なるはずの子どもの実態に迫ることが困難に
なっていたのである。牛山は、その後の教育実践に
おいて、「先入観」や「抽象化」をいかに避けて教
育実践を行っていくかを追究していくことになる。
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２．「その子の普遍」の追究

牛山は、1978年度に信大附属小に異動し、４年間
在籍した。当時の信大附属小は、重松鷹泰などの
指導のもと、1962年度から「ひとりひとりを土台か
ら」というテーマで、「人間ひとりひとりが自分の
生存を決定していく実存であるという考えに立つも
ので、子どもひとりひとりをかけがえのないひとり
の人格としてみていこう」という立場から、子ども
の能力獲得の基礎となる「土台」は何かを、子ども
ひとりひとりに着目した事例研究によって追究して
いた26）。このように、信大附属小も、1960年代から
継続して子ども「ひとりひとり」に応じた教育を志
向していた。

この信大附属小において、牛山は自らの「ひとり
ひとり」に応じた教育を追究した。１年目の1978年
度に１年生を担任した後、そのまま持ち上がりで
３年生まで担任を続け、４年目の1981年度にはもう
一度１年生の担任をした。また、牛山は、1978年度
から４年続けて、「総合」の担当教員の一人として、
自身の担任学級で教科横断的な総合学習の実践研究
に取り組んだ27）。以下では、この４年間の研究物を
分析の対象とする。

そこで焦点を当てたいのは、牛山が一貫して特定
の子どもを対象とした観察、分析を行っていたとい
う事実である。具体的には、1979年度はＷという児
童、1980年度はＨという児童、そして1981年度はＫ
という児童を観察、分析の対象とした28）。牛山は、
対象とした子どもの観察と分析を通して、「その子
の普遍」を把握し、その子に応じた指導を行うこと
で、その子の成長を支えることを目指していた。

2-1．「その子の普遍」への注目
　牛山は、この時期から「ひとりひとり」という言
葉を継続して用いつつも、「その子」という言葉を
より重視して用いるようになっている。牛山自身は
この使い分けについて論じているわけではないが、
次の記述からは、そこに含まれた意味がうかがえ
る。

長い題材展開の過程ではどの子にも「おや！」
と目を引く動きも出てくる。しかし現象として
おもてに現れる好ましい動きを集めつないで
いっても、その子の成長とは一概に言い切れな

いものを含んでいることを今までのとりくみの
中から示唆されてきた29）。

ここで述べられているのは、上田が提案した「カル
テ」の記述と利用の方法であるが、牛山はただその
方法を適用するだけでは十分ではない、つまり、上
田が論じた「ひとりひとり」に応じた教育を徹底さ
せるためには、カルテでは追いきれない子どもの姿
を捉えなければならないと考えたのである。

そこで牛山は「その子」に注目するようになる。
なぜ「その子」に注目しなければならないのかにつ
いて、牛山は次のように論じている。

生きる力といい、喜びといい、そのありさまは、
ひとりひとりの子どもにより、みなちがってい
て当然であろう。だとするなら、指導の側のそ
れへの対応のあり方も具体的にはみなちがって
きて当然であろう。
こうなるとどうしてもその子をとらえること、
つまりその子はどんな子なのか、その子は何に
よって動いているのか（その子を動かしてい
る、しくみ）に迫らぬかぎり、答えうるものは
何も出てこない。
また、たしかにその子を把えぬかぎり―その努
力を続けぬかぎり―その子における活動の意味
あいはいつまでもあいまいであり、評価の基盤
すら明確にならない30）。

ひとりひとりはみな違っているため、ひとりひとり
に応じた指導をしなければならない。そのためには

「その子」を把握しなければならない。また、「その
子」を把握しなければ、その子が成長したという評
価をすることもできない。きわめて単純な論理であ
るが、教師があるひとりの子どもの事例に遭遇した
とき、それを抽象化しようとする誘惑に常にさらさ
れてしまう。それゆえに、あくまでも「その子」を
把握し「その子」に応じた指導と評価を実行するの
が非常に困難であることは、１節で確認してきた
ことから明らかである。牛山はこの困難を自覚して
いたがゆえに、このように論じたのだろう。このよ
うな問題意識のもと、牛山は、実際の総合学習の展
開の中で、「先入観」と「抽象化」を避けつつ「題
材とその子の相互関係の中にあらわれたものを手が
かりにしながら、その子の普遍―その子の人間」を
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把握しようとした31）。つまり牛山は、「その子はど
んな子なのか、その子は何によって動いているのか

（その子を動かしている、しくみ）」という意味で
の「その子の普遍」を把握することを目指していた
のである32）。
　それでは牛山は、「その子の普遍」をどのように
把握しようとしたのか。このことに関わって、牛山
は「子どもが裸の自分を切実に表す場は、教師に
とって子どもをより確かに把える場であると同時
に、子どもを生かし育てる場でもあることを感じ
る33）」と述べており、子どもが「裸の自分」、つま
り取り繕っていない素の姿を表すときに、教師は子
どもを把握することができるのだと考えていたこと
が読み取れる。それゆえ、家族構成などの外的な環
境や知能指数などの客観的な指標は、牛山の子ども
把握の手がかりとしては一切現れてこない。さら
に、興味深いことに、牛山にとっては、作文への記
述や授業中の発言でさえもその子の把握の手がかり
として無条件に信頼できるものではなかった。牛山
は作文や発言について次のように述べている。

子どもの実際の動きのあり様を抜け落としたと
ころで、子どもの作文をそのまま把えの手がか
りとしたり、変容の証しとして位置づけたりす
ることは、教師のひとりよがりになりかねな
い。
作文に限らず、子どもの発言にも同じことがお
きそうである34）。

牛山は、子どもの作文や発言だけで子どもを把握
することは、「教師のひとりよがり」、つまり教師に
とって都合のいい解釈をすることになってしまうと
考えていた。なぜなら、牛山の「つぶやきを拾うこ
とは、子どもがかまえた表現をとる以前に、思わず
自分を出してしまうという意味で大切な手がかりと
なる35）」という記述からうかがえるように、子ども
の作文や発言は、教師を意識した「かまえた表現」
であると考えていたからであろう36）。それゆえ、牛
山はより子どもの素の姿が表れる「子どもの実際の
動き」や「つぶやき」を、「その子の普遍」を把握
する重要な手がかりとしていた。

2-2�．一人の児童に焦点を当てた「その子の普遍」
の追究

　牛山は実際の教育実際の中で、「その子の普遍」
をどのように把握していったのだろうか。本項で
は、牛山が一人の児童に焦点を当てた研究から、牛
山にとっての「その子の普遍」をより深く検討する。
牛山は1979年度の総合学習の研究では、自身の学級
に所属している２年生のＷという児童を対象児と
して集中的に観察、考察し、「その子の普遍」を把
握することを試み、その成果を「総合学習につい
て」という報告でまとめている。この年度は、1978
年度、つまり子どもたちが１年生の頃から始めた
ヤギの飼育が、教科的なものも含めた学習の中心と
して展開された。本項では、主にこの「総合学習に
ついて」を分析の対象として、牛山にとって「その
子の普遍」を把握するとはいかなることだったのか
を分析する。

牛山は、Ｗについての様々な事例を考察する中
で、「自分に近いものからより多くの刺激を受けと
ろうとする体

マ マ

制」がＷに通底しているのだと結論づ
けた。いくつか事例を挙げよう。Ｗは、オスヤギの
ムータについて、「おむこさんは　お尻の下に　ぶ
らさがっている物が　じゃまでかわいそうです」、

「おむこさんは　どうして　変なにおいがするのか　
ふしぎです」という観察文を書いた。これについて
牛山は、Ｗが「じゃま」という触覚に関わる記述
や、においについての記述をしていることから、「嗅
覚・触覚という、自らが刺激を受けとろうとして対
象に近づいていかなければ得られない種類のものが
他に比べて多い」と考察する。また、鼻をほじった
り、指を口に入れたり、つばいじりや性器いじりを
することが癖になっている事実も、「自分に近いも
のからより多くの刺激を受けとろうとする体

マ マ

制のひ
とつの現われ」だと考える。病死したミーコのお参
りの時に、「首輪もお守りも　ミーコさんの物だか
ら　ミーコさんのそばに置いてやりたいです。自分
の首輪とお守りがあれば　ミーコさんは安心できる
と思うからです。」と述べたＷの事例からも、「自分
が触れられる狭い空間の中で生きているのではない
だろうか」と推測する。さらに、数を扱うことを得
意とするＷについても、「しかも身近において『数』
はいじることもできる」と考察したり、「自分のな
じんでいる環境、自分のできることの中で自らを安
定させていくところがある」というＷの特徴につい
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ても、「より近いものから刺激をとりこもうとする
感覚の用い方とおそらく深くかかわっている」と考
察したりするなど、一見「自分に近いものからより
多くの刺激を受けとろうとする体制」とは関わりが
ないかのように見えるＷの特徴もその体制に結びつ
けて考察している37）。
　このように、牛山は、様々な事例におけるＷには

「自分に近いものからより多くの刺激を受けとろう
とする体制」という通底する対象への関わり方があ
るのだと把握した。Ｗにとっての「自分に近いもの
からより多くの刺激を受けとろうとする体制」のよ
うな、「その子」に通底する、言い換えれば遍く存
在する対象への関わり方こそが、牛山における「そ
の子の普遍」だったのではないだろうか。この「そ
の子の普遍」の把握は、やはり牛山が避けようとし
ていた「抽象化」とは異なっていた。牛山が避けよ
うとしていた「抽象化」とは、１節で述べたように、
上田の言葉で言えば「初めに子ども理解ありき」で
実際の子どもを把握することであった。つまり、あ
らかじめ、子どもとはこういうものだ、という観念
があった上での子ども把握が、子どもを没個性的な
ものに抽象化してしまうということである。しかし
牛山はこの研究において、むしろ一般的な子どもの
特徴と対比させながら考察しており38）、子ども一般
に共通するような特徴を抽象化するのではなく、あ
くまでもＷの固有の特徴を追究していたのである。
　本節では、牛山における「その子の普遍」とはい
かなるものだったのかを検討した。「その子の普遍」
とは、「その子を動かしている、しくみ」、すなわ
ち、その子に遍く存在する対象への関わり方のこと
であった。牛山はこれを、その子の素の姿が表れる
動きやつぶやきを具に観察することによって把握し
ていった。このような「その子の普遍」の把握は、
後述するように、その後の２年間の研究でも同様
に行われており、牛山の教育実践の要であったと言
えよう。しかし、ただその子を的確に把握するだけ
で教育実践が完成するわけではない。教育実践はあ
くまでも子どもの成長を目指すものであり、牛山自
身、その子の「育ち」とは何か、そしてそれに応じ
た「指導のあり方」を探っていた39）。

３�．牛山における、「その子の成長」を支え
る教師の役割

　２節で確認したように、牛山はひとりひとり違っ
ている子どもたちに応じた指導をするために、「そ
の子の普遍」を把握しようとした。ただし、当然そ
の子を把握するだけでその子が自然に育っていくわ
けではない。1980年度と1981年度の総合学習の研究
を通して、牛山は「その子の普遍」を把握した上
で、その子が育っていくための教師の役割を追究し
ていった。その研究記録からは、①「その子の普遍」
に応じた教師の働きかけと、②「その子の普遍」に
応じた場の配慮という２つの教育的配慮を牛山が
試みていたことが浮かび上がってくる。以下、その
２つを順に検討していく。

3-1�．「その子の普遍」に応じた教師の働きかけ
と「その子らしい育ち」

1980年度の総合学習は、ヤギの餌として栽培を始
めたトウモロコシが、前年度と同様、教科的なもの
も含めた学習の中心となっており、牛山は、Ｈとい
う３年生の児童に焦点を当てて、トウモロコシの
栽培をめぐる学習におけるＨの成長を追究した。本
項では、その研究をまとめた「Ｈについて」を対象
として、牛山における「その子の普遍」に応じた教
師の働きかけとはいかなるものだったのかを検討す
る。

報告のはじめに、「Ｈにみるその『あやうさ』に
教師自ら立ちどまり、その育ちをもとめて、この子
を見とり、その指導のありかを探ろうとした（下線
は引用者）40）」と述べており、この研究においては
教師による指導重点が当たっていたことがわかる。
　この報告は２部構成になっており、Ⅰ部では、「学
校園の野菜づくりの計画で〈Ｈのものへのかかわり
方・プロフィール〉」がまとめられ、続くⅡ部では、
トウモロコシの「根」をめぐる様々な活動の展開と
その考察がまとめられている。

まず牛山は、Ⅰ部において「学校園の野菜づくり
の計画で〈Ｈのものへのかかわり方・プロフィー
ル〉」をまとめている。本報告では「その子の普遍」
という言葉は使っていないが、この第Ⅰ部は、２節
で検討したＷの事例と同様、Ｈというひとりの児童
の、「その子の普遍」を把握する試みだと言えよう。
その過程で、牛山は、「Ｈの育ちにあるもの」と「Ｈ
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の育ちに要るもの」をまとめている。まず牛山は、
「根」をめぐる学習が始まる前の事例におけるＨの
言葉や行動から、

㋑　 「僕は知らないけど…」　見込みはなくとも
動こうとするＨ

㋺　 「僕だったら…」　状況の波にのって発想自
体を楽しむＨ

㋩　 「ぼく前やったけど…」　体を通した事実か
らは現実思考にむかおうとするＨ

というＨに通底する対象との関わり方を見出した。
そして、これらの「Ｈの育ちにあるもの」を前提と
して、牛山は、Ｈを「自立」させていく確かな感情
を育てるには、「Ｈが向かっている現実思考にのり
ながら、『現実』がこの子にとって『ねうちあるもの』
となりうる場」、言い換えれば、「体を通して事実に
おどろきわかるよろこび」が「Ｈの育ちに要るもの」
であり、それを「与えなければならない」考察して
いる41）。牛山は、この「Ｈの育ちにあるもの」と「Ｈ
の育ちに要るもの」に基づいて、実際の学習の場面
でＨに働きかけていった。
　報告のⅡ部、「トウモロコシの生長とともに―根
に対するおもいを中心に―〈Ｈのもののとりこみ方
とわかり方〉」では、トウモロコシの「根」をめぐ
る学習の展開をまとめている。特に、Ⅰ部で捉えた
Ｈの「育ちにあるもの」の検証、ならびに「育ちに
要るもの」に基づいた教師の働きかけとそれに応じ
たＨの動きが中心となっている。
　ここでは、「掘り出した根の観察」という学習に
おける事例を取り上げる。この学習では、根は長く
伸びることができないと予想するＨに、実際には根
は長いということを理解させるために、牛山は次の
ようなことを考え、指導をした。

教師は、掘り出した時に切れてしまった根の先
を、前もってＨに渡しておいた。それは
①　 固い土がつきやぶれず畝の部分で止まって

しまうＨの根の予想
②　 部分と全体の関係・連続量の捉えにくいＨ

には、根と切れはしの結びつけが困難であ
ろうとのとらえ、をふまえ

③　 体を通し具体を通して確かなおもいをもつ
Ｈの取りこみ方にのっかって指導を試みる

１つのもくろみであった。

そして、「Ｈ、さっき渡しといた根っこかして」、と
Ｈから根っこの切れはしを受け取り、掘り出した
根っこの先にくっつけてみせたとき、Ｈは「２つ
の根が目の前でつながって連続量として見えて初め
て『長い』とおどろき」、根は長いという事実に気
づいた。このように、牛山は「部分と全体の関係・
連続量の捉えにくいＨ」、「体を通し具体を通して確
かなおもいをもつＨ」という、これまでに捉えてき
たその子の「育ちにあるもの」を踏まえた上で、そ
の子に応じた働きかけをしたのである42）。
　この「根」についての事例を含む一連の活動を経
て、Ｈはその後次のような行動を起こした。クラス
で根から吸い取られた水がどのように移動するのか
が話題になり、色水を使った実験を行うことになっ
たのだが、その実験方法の話し合いの中で、Ｈは茎
を縦に切って観察するという独自の提案をした。牛
山は、この提案は①「実物を見てわかる

4 4 4 4 4 4 4 4

」、そして
②「連続量をとらえきれない」Ｈらしい案であり、
このような「Ｈのわかり方」に合った「Ｈのやり方」
を思いついたことを、「Ｈらしい１つの自立した姿」
だと評価している。このように牛山は、ある学習課
題に対して一つの正しい答えが定まっていて、その
答えに子どもが到達することを目指すのではなく、
ひとりひとりの子どもが自分にとって一番よいやり
方を見出し、実行できるようになることが、「その
子の成長」だと考えていたのである。そして、「根
を握って切り離された部分をつないで見た

4 4

『長い』
根のたくましい生きざまへの感動が、この子を『実
物を見る』ことへと動かしたのだろうか」と考察し
ており、自身の働きかけの成果としてこの事例をと
らえていた43）。
　このように、Ｈを対象児とした実践からは、牛山
にとって「その子の成長」とは、自分にとって最も
よいやり方を見出し、実行できる、という「自立」
を意味していたことが明らかになった。そのような
成長を実現するために、「その子の普遍」から、Ｈ
の成長には何が必要なのかを同定した上で、適切な
タイミングで働きかけていったのである。ただ、こ
のトウモロコシの学習を振り返って、「教師の不必
要な出によって、子どもたちが自然に出会うはずの
動きを止めたことはないか44）」と反省もしている。
牛山は、教師が子どもに直接働きかける必要を感じ
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ながらも、「子どもたちが自然に出会う」ことがよ
り理想的な学習のあり方だと考え、それが生起する
ような学習を模索していた。

3-2．「その子の普遍に」応じた場の確保
牛山が信大附属小に在籍した最後の年度となる、

４年目の1981年度には、牛山は再び１年生の担任と
なり、総合学習の題材としてガチョウを飼育した。
この総合学習の研究においても、これまでと同様、
Ｋという男子児童を対象児として焦点を当て、Ｋと
ガチョウの関わりを追求していった。Ｋとガチョウ
の関わりについての研究において牛山は、「子ども
たちが自然に出会う」ことを保障する「場」をどの
ように作っていくかを模索した。本項では、この研
究をまとめた「題材『ガチョウさん』」（以下、「ガチョ
ウさん」と略記する。）を対象として検討する。

牛山は、この研究の主旨を次のように述べてい
る。

その子の中に学習が成立する前提として、その
子が対象である事柄との関わりを自らもち得る
場が、ひらかれていなければならない。
　このことは、その子が、どのような場に於い
て自ら動きだすのか、動けるのか、というその
子に即した“場”の意味が問われることになる。
　この報告では、その子に即した“場”の意味を
捉えることに努めながら、その子の育ち（学び）
のあり方を問い、そうした場の中で、その子に
おきてきた事実が意味するものについて、考え
てみたい45）。

子どもが「自ら動きだす」、「動ける」ような「場」
への牛山の関心の背景には、前年度の研究における

「教師の不必要な出によって、子どもたちが自然に
出会うはずの動きを止めたことはないか」という反
省があると考えられる。牛山は教師の指導によるの
ではなく、子どもが自然に学んでいくことをより好
ましいものと考えていたのだろう。
　そのような関心のもとで、牛山はＫのガチョウと
の関わりを追究していった。この追究において、ま
ず、「その子をめぐって教師の感覚にとまった“エ
ピソード”を例示しながら、その子を特徴づけてい
るものを」探った。これは、上述したＷやＨの事例
と同様の、Ｋの発言や行動を手がかりとして「その

子の普遍」を把握する試みだと言えよう。そして、
「そのことから、その子が自ら事柄に対して関わり
をもつ場の条件（専心性の動因）を仮設」した46）。
その条件とは以下のようなものであった。

〈対象〉
①　 動きのあるおもしろさがあって身近で触れ

られるもの（関心）
②　 ひとりで思いどおりに動かせそうな

4 4 4

小さい
もの（よろこび）

③　 自分とはちがった存在のありようをしてい
る事実がとらえやすいもの（対象化）

〈操作〉
①　 複雑な協応動作がなく操作に集中できるも

の（視点）
②　 操作の結果が明確に現われ切実さをもって

取り組める（目的の理解）
③　 自分と対象との距離ができるだけ近い小さ

な道具の使用
〈状況〉

①　 友だちが楽しそうにやっている状況の中に
あること（動機づけ）

②　 友だちとの対応は少なくてすむが、助けを
求めれば答えてやる配慮のあること47）

　これらの条件をもとに、牛山はガチョウとＫの
「学習の目標」と「場の配慮」を以下のように考えた。

〈目標〉　 ガチョウに繰り返し直接近づいていき、
ひとりで思いど

ﾏ ﾏ
うりに抱けるようにな

る。
〈配慮〉　 そのために、例えば小屋の掃除などのよ

うに友だちとの対応が欠かせない場面で
の活動には強いて参加させる指示は避
け、Ｋがガチョウと一対一で向き合える
場をできるだけ多くとる48）。

牛山は、このような目標と配慮を設定した上で、Ｋ
とガチョウを出会わせた。もちろん、牛山はただガ
チョウを抱けるようになればよい、と考えていたわ
けではない。牛山は、Ｋが抱けるようになること
で、「ガチョウへの新たな関わりをひらくことにな
るのではないか」、「友だちとの対応のきっかけを自
ら作っていくことになるのではいか」と仮説を立て
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ており、抱けるようになることでＫがどのように変
容していくかを読み取ろうとしていた。
「ガチョウさん」にはその後、約１ヶ月にわたる

Ｋとガチョウの関わりが記述されているが、興味深
いことに、ここには牛山からＫに対する働きかけは
一切記述されておらず、一貫してＫがガチョウとど
のように関わったかと、それについての考察が記述
されている。ここには、場の提供者に徹しようとす
る牛山の意図が表れていると言えよう。
　結局、Ｋは試行錯誤を繰り返しながら、ガチョウ
と出会ってから三週間ほどで、ひとりで抱くことが
できるようになったが、牛山は、その後のＫの言葉
や行動から、Ｋの育ちを見とった。例えば、「ガチョ
ウさんは、ほんとうは何kgなのかな」、「ほんとう
は何歳なのかな」という言葉から、「自分の手によ
る試しでは不可能なことに関心が」拡がったという
成長を、自ら率先して世話をするようになった姿か
らは、「対象を思いやる心情」がつちかわれたとい
う成長を見とった。

このように、Ｋを対象児とした実践において、牛
山は、Ｋという児童の「普遍」を把握した上で、そ
れに基づいてＫが自ら動きだせるような場の提供者
に徹した。Ｋはそのような場に置かれたことで、Ｋ
なりの成長を遂げていったのである。

本節では、牛山が、「その子」の成長をどのよう
なものだと考え、「その子」をどのように成長に導
いていったのかを分析した。ＨとＫの事例に共通し
ているのは、牛山があくまでもその子がその子らし
く自立していくことを期待していたということであ
る。Ｈにおいては、Ｈが実験の予想の中で自発的に

「実物を見る」ことを提案したこと、Ｋにおいては、
自発的にガチョウの世話を行うようになったこと
を、その子らしい成長として評価していた。そして、
そのような自立をその子の成長と考えていたがゆえ
に、牛山は学習の過程の中で教師が積極的に働きか
けることはその子の自立を妨げるものだとして極力
廃し、その子が自然に動き出せる場をいかに作り出
すかを重視していったのだろう。このように、その
子を徹底的に観察して把握した上で、それに基づい
て、その子が自立していけるような場を提供してい
くこと、このことこそが、牛山が信大附属小におけ
る教育実践を通してたどり着いた教師としてのあり
方だったと言えるだろう。

おわりに

　本稿では、牛山榮世における「ひとりひとり」に
応じた教育について論じてきた。
　１節では、上田から直接指導を受けていた当時
の牛山の実践記録から、上田が「ひとりひとり」に
応じた教育のために提唱した座席表などの方法を用
いながらも、先入観をもって子どもを捉え、子ども
を抽象化してしまい、結局は子ども「ひとりひとり」
の実態に応じた教育を実践しきれていなかったこと
を指摘した。
　２節と３節では、信大附属小における牛山の総
合学習の研究の中核にあった「その子」に応じた教
育の内実を明らかにした。

２節では、牛山における「その子の普遍」とは
いかなるものだったのかを検討した。「その子の普
遍」とは、「その子を動かしている、しくみ」、すな
わち、その子に遍く存在する対象への関わり方のこ
とであった。そして牛山は、「その子の普遍」を、
その子の素の姿が表れる動きやつぶやきを具に観察
することによって把握していった。

３節では、牛山が、「その子」の把握に基づいて、
「その子」どのように成長に導いていったのかを分
析した。牛山は、「その子らしい自立」を成長だと
捉えており、そのような成長をもたらすために、「そ
の子の普遍」を把握してその子の成長に必要なもの
を同定し、教師が自ら働きかけたり、場の提供を
行ったりすることによって、その子の成長をもたら
していった。この過程の中で、その子らしい自立を
もたらすために教師は場の提供者になることが望ま
しいのだということを発見してしたのである。
　牛山が追究し続けた「ひとりひとり」に応じた教
育に関連して、文部科学省は、1996年７月の中央教
育審議会答申において、「生きる力」を育むために

「個に応じた指導」を提唱した49）。

［生きる力］をはぐくむ上では、一人一人の個
性を生かした教育を行うことは極めて重要であ
り、そうした観点から、教育課程の弾力化、指
導方法の改善、特色ある学校づくり等を一層進
める必要がある。

この主張は、一見牛山が追究してきた「ひとりひと
り」や「その子」に応じた教育と同様のものを目指
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しているように読み取れる。しかし、それをどのよ
うな方法で実行していくかについては、「子供たち
の発達段階に即し、ティーム・ティーチング、グ
ループ学習、個別学習など指導方法の一層の改善を
図りつつ、個に応じた指導の充実を図る」と述べら
れており、「子供たちの発達段階」という一元的な
基準において子どもを測り、その段階に応じて指導
することが推奨されている。また、現在の「個に応
じた指導」の実施状況を見ると、個に応じた指導が
すなわち「少人数指導」あるいは「複数の教師が
協力して行う指導（TT）」として説明されており、
個に応じた指導が学習集団の問題に回収されてし
まっている50）。結局のところ、文科省が提唱した「個
に応じた指導」とは、能力の高低よって子どもたち
をグルーピングして指導するというものになってお
り、能力主義の教育を助長することが懸念される。

このような状況を鑑みたとき、牛山が「生きる力
といい、喜びといい、そのありさまは、ひとりひと
りの子どもにより、みなちがっていて当然であろ
う。だとするなら、指導の側のそれへの対応のあり
方も具体的にはみなちがってきて当然であろう」と
論じていたことが改めて注目される51）。牛山が試行
錯誤の上に到達した「ひとりひとり」に応じた教育
とは、能力という一元的な基準で子どもを把握し、
類型化した上で類型に適した指導法を実践するとい
うものではなかった。牛山の教育実践が示唆してい
るのは、教育とはあくまでも子どもひとりひとりが
自分らしく生きていけるようになることを支える営
みであり、それゆえに、全ての子どもが到達すべき
目標を定めることも、またその目標達成のためにす
べての子どもに通用する教育方法を開発することも
不必要なのだ、ということである。このような牛山
の教育論は、現在の教育のあり方を問い直していく
上で、非常に示唆に富んでいると言えよう。
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