
渡邉 大輔

教科学習・総合学習における共通性と差異
―教育内容を基軸とする教育方法学研究の立場から―

Commonality and Difference in Subject Studies and Integrated Studies

東京都市大学共通教育部紀要　抜刷 2 019  Vo l .12

Journal of Liberal Ar ts and Sciences at Tokyo City University Vol.12, 2019



27

　（0）学校教育の存立基盤としての近代自然科学の成立
　近代自然科学の成立によって、それまで生産労働の現場で伝承されてきた
カンやコツの一部は解体され、測定され、定量的に把握され、量と量の関係
が明らかになっていくと、理論によって人々に伝えることができるように
なった。そうすると、個人的・主観的な感覚を突き放して一段高い立場から
自らの考えを見直そうとする認識主体が発生する。この意味で、学校という
ものは、自然科学を中心とした近代科学の成立とそれにともなう新しい伝達
の方式の発見によって普及したこと、そうした教育の充実によってヒトが人
間になれるという大田尭（1995：37-56）の見解に賛同したい。
　大田（1995：49）は、自然科学の成立によって文化の共有財産・共通項―
いろいろな職業を横断するパブリックな知識のプール、誰でもが用いること
のできる―ができたことを示しながら、①こんな感じの時にこうしなさい、
というのではなく、客観的な測量値で示せることになった、②それらを媒介
にした事物と事物との関係の認識が可能になった、③単なる主観から抜け出
た認識主体の成立、④そういうことを通じて横断的な共有財産としての文化
のプールが用意される、という出来事が連鎖的に起こると述べる。
　ここには、学校における知育（授業あるいは広い意味での教科カリキュラ
ム）の内容を検討するための重要な論点が含まれている。
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（1）学問・文化と認識主体：
　　「教師の指導性」と「子どもの自発性」は対立するか
　第一に、自然科学を学ぶことによって主観と客観の落差が生じるが、むし
ろそれによって偏見から解放された自由な人間が育つのであり、そうした
質の高い学問・文化を子どもたち自身が求めている、という基本的見地であ
る。
　かつて遠山啓は新教育批判において、零の概念が 7 世紀のインドにおいて
ようやく発生したことや遠近法を獲得するまでの人類の歩みを例示しなが
ら、文化遺産のなかには自発的には習得できないものがあり、それゆえ教え
る側の能動的な働きかけが必要であることを論じた（遠山 1953）。これは児
童中心主義に内在する、学問の自然発生説の問題点を鋭くえぐり出し、児童
の自発性の限界を示した教育学史上もっとも重要な指摘である。
　しかし、自発性と客観世界が対立するという遠山の把握を無批判に受け入
れるわけにはいかない。自発性とは客観世界を自らの中に能動的に取り入
れることであり、本来的に対立する問題とは考えにくいからである。むしろ
これまでの教育実践が示してきたことは、「世界が切り開けてくるような知
識」を子どもたち自身が求めていた、という事実に他ならない。このような
教室の事実をみつめ、知的欲求に対する枯渇した人間の状況に対して、同じ
人間であり学習者である我々が、自らを実験台としつつ学問・文化・人間に
ついての認識の網の目を豊かにしていくことが重要だろう。
　人間―知性体―はつまらないことには耐えられない。しかし学ぶに値する
楽しい内容があれば積極的に学ぶし、そういう学びは本質的に楽しい、それ
ゆえ自ら学ぶ。したがって、子どもたちが「無意識のうちに求めている学問
への希望、学問に関する哲学 ※ 1」（須田 2009）に教育が応えることは、子ど
もの能動性や自発性を損なうどころか、むしろ彼らがもともと備えていた内
的なものに働きかけ、成長・発達を一層促すために決定的に重要な契機（モ
メント）となりうる。
　したがって「教師の指導性と子どもの自発性は矛盾する」という常識的な
見解が歴史的に形成されているとすれば、学問・文化の本質を子どもたちの
力で発見していく過程、「楽しくわかる授業」を具体的に作り出し、教育実
践の事実によって批判的に検討していく必要がある。百万という単位を認識
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していたエジプトの数学でさえ「零」の概念は発生しなかったのである。こ
の意味で、学問・文化の本質を抽出することは、近代科学の成立とコメニュ
スによる近代教授学の発生以降、教育方法学に要請され続けてきた本質的課
題だといえる。このことは、学校における知育の部分、広い意味での教科カ
リキュラムにおいては、教科・総合学習の区別を問わず、常に意識しなけれ
ばならない事柄だと考える。

（2）学問の発生基盤としての生活、生活のなかにある学問：
　　普通教育における基礎・基本
　第二に、「学問・文化は生活や労働のなかからうまれたものであり本来的
に二者択一の問題ではない。あらゆる職業を横断し、それをもとに多くの知
識等が構成される適用範囲の広い知識として、生涯にわたる学習の基礎・基
本として学校教育の内容をどう構成できるか」という論点がある。
　城戸（1941；1956）は F. ベーコンの「知識は力なり」という言葉を引用
し、知識に力をあたえるのが教育でなければならないと述べ、生活と教育を
つなぐ論理を生活科学論として展開した。教育が知識に力をあたえるのは①
教育が生活ときりはなすことのできないものであり、②教育が単なる理論と
してあるのではなく、教育が実践であり、③実践が人間生活の理想を実現す
る方法にほかならないからである（青木 2006）。
　それゆえ、学問か生活か、という二項対立的な把握は最初の形態としては
ありうるとしても、対立と相互浸透の過程で両者を統一しようとしてきた試
みこそが「教育実践」である、という把握も成り立つ。
　そのことを数学教育史に即して展開した須田（2004a）は明治以来の日本
の数学教育の発展を「学問としての数学を教える立場とそれを否定する立場
の対立と相互浸透の過程」と捉える。対立というのは、生活の用としての数
学教育か、学問としての数学教育か、という選択だが、本来的には二者択一
の問題ではない。人間生活は学問を含み、学問は人間生活を基盤として生成
される、のだから。
　したがって、学問と生活の双方にまたがる、とっておきの基礎・基本を、
子どもの認識発展の論理として統一的に構成していくことが教育方法学の本
質的かつ永続的課題となる。
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【基礎・基本】通常、基礎と基本は次のような意味で区別される。基礎は
「読み・書き・算」のように、子どもの現在および将来のあらゆる生活に
必要とされる知識・技術・技能であり、基本は教科に対応する学問・文化
領域の中で適用範囲が広く、それをもとに多くのより高度の知識等が構
成される知識等である。前者は要素的知識、後者は学的知識という意味
もあろう。
　しかし、初等的な内容、例えば簡単な 1 つの文であっても、その習得
は 1 つの文法形式の習得であり、要素的知識が 1 個増加したわけではな
い。基礎と基本を区別することの有効性はあろうが、普通教育における
基礎・基本は両者の共有部分にあるとみることもできよう。
　この見地から、学校で教えることは「たくさんの知識」ではなく「た
くさんのことが見えてくる知識」であろう。基礎・基本の習得は子ども
の学ぶ楽しさの形成と一体であり、けっして「たたき込む」ものではな
いのである。　　　　　　　　　　　　　　　―――――須田（2004b）

　それゆえ「学校教育におけるすべての内容を、生涯にわたる学習の “ 基
礎・基本 ” として位置づけられなければならない」（佐藤 1996）。むろんこれ
らが「教育内容・方法の問題として具体化ずみ、というわけではない。…基
礎・基本が生涯にわたる学習の基礎・基本となるという事実を授業実践とし
て積み上げることが、永続的な課題として求められている」（須田 2004b）。

（3）教科学習と総合学習の共通性と差異：小論の課題
　普通教育における基礎・基本の学習は、教科教育がその大部分を担ってい
る。それゆえ教科教育において基礎・基本を明らかにしていく研究過程は、
当然のことながら領域特定的である。
　この議論に関して「領域特定的な教育内容構成論が、領域特定的であるこ
とによっておのずから、対象自体の内的関連の世界に触れるのだろう」（須
田 2009：4）という示唆は、教科・総合の区別を問わず、教育内容構成にお
ける視点として理論的な発展の可能性を想起させる。
　須田のサジェスチョンには、総合や領域横断が「大目的」としてあるので
はなく、教育の存立基盤としての対応する学問、対象世界の本質を抽出する
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働きかけの結果として、それが真に基礎的・基本的であれば自ずと対象自体
の内的連関が見えてくる、という批判がある。
　このことは「総合学習」においても十分な根拠をもっている。すなわち

「学習は総合的であり、教科を横断して構想されているが、それはトピック
の追究の結果として、必然性をもった横断・総合である。広がりをもった
テーマを追究することにより教科を横断する学習が、必然性をもって展開さ
れるのである。横断、総合が自己目的とされるのではない。昨今のわが国で
の “ 総合学習の時間 ” をめぐる論議においては、“ はじめに総合ありき ” と
いう倒錯が多くみとめられるのであり、この特徴は重要」（稲垣 2000：129-
130）な批判的視点といえるからである。
　このように、須田と稲垣の議論は本質的な点で共通している。学習対象の
追究の結果、中身そのものが真に基礎的・基本的であれば、その中身は子ど
もにとっても大人にとっても、要するに人類にとって大切なことであり、も
ともと領域横断的である。そのような学ぶに値する基礎・基本を学問・文化
のなかから抽出することによって結果的に横断的・総合的な学習を展開しう
る、ということだろう。このことは、教科学習であれ総合学習であれ、授業
の研究においては教育内容研究がもっとも重要な局面であること、教育内容
を基軸とする方法論的立場の正当性を根拠づけるものである。小論では、こ
のような立場から、教科学習・総合学習における共通性と差異について検討
することを課題とする。

（0） 学習指導要領における「総合的な学習の時間」の「目標」
　学習指導要領における「総合的な学習の時間」の「目標」ないし「ねらい」
には、大きく二つのことが示されている。

（1）自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよ
く問題を解決する資質や能力を育てること、

（2）学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体
的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることがで
きるようにすること。　　　　　　 ―――――文部科学省（2008）

１. 方法論としての教育内容研究
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　目標やねらいについては、小中高の校種を問わず共通しており、2009 年
の改訂でも基本的にかわらない（文部科学省 2008a；2008b；2009）。ここ
で目指されているものは端的には、①問題解決能力、②学び方、ものの考え
方、③生き方というように要約されている（山口2001）。これは目標（1）が

「問題解決能力」に、目標（2）が「学び方・ものの考え方」「生き方」に対応
する。
　ただし①の「問題解決能力」についてでさえ慎重な議論を要する。戦後の
教育は、生活単元学習・問題解決学習、現代化の破産という歴史があり、課
題が多様すぎるからである。目標（1）において協調されている「自ら」「主
体的」という言葉の内容を見極めていくには、「総合的な学習の時間」の設置
の経緯にてらして検討する必要がある。

（1）「総合的な学習の時間」の設置の目的：定型的な一斉授業の質的改造

“ 学級崩壊 ” と “ 総合的学習の時間 ” という二つの言葉は、授業の質をめ
ぐって、相互に関連したものとしてとらえることが今日の教育の改革に
とって必要であり、その確信は、明治以来現在にいたるまで学校教育に
おいて支配的である、定型的な一斉授業の質的改造である。

――――――（稲垣 2000：ⅷ）
　
　1998 年ごろ、日本の教育界では「学級崩壊」と「総合学習」という二つ
の言葉が流行した。この問題をめぐる議論のなかでは、家族、地域、社会の
変化など、総合的な考察、対応が求められた。学校においても家庭や地域
との協力が課題となったが、問題の中心には「授業の崩壊」、より正確には

「一斉授業」では授業が成りたたない現実があった、といわれている（稲垣
2000：ⅴ - ⅷ）。
　文部省（当時）から委託された「学級経営研究会」の調査によれば、小学
校 102 学級のうち、①「教師の学級経営が柔軟性を欠いている事例」（74 学
級）、②「授業の内容と方法に不満を持つ子がいる事例」（65 学級）がある
と報告されている。①にたいしては、教師が独善的、閉鎖的となり学年・学
校における連携や協力が機能していない傾向が指摘され、②の対策として
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は、授業方法の柔軟な選択と研修等の充実、多様な組織的工夫、体験的な
活動の充実、授業時間外の言葉かけ、があげられている（『日本教育新聞』
1999 年 9 月 17 日）。
　こうした問題性の把握、授業の質的改善の必要性は、それより 15 年以上
前の1983年第13期中央教育審議会教育内容等小委員会の審議経過報告で指
摘されている。ここでは「我が国の学校教育の現状は、画一的で硬直に過ぎ
る」ので、今後、「自己教育力の育成、基礎・基本の徹底、個性と創造性の伸
長」が重視されなければならないとされた。こうして 1989 年の学習指導要
領改訂では、「個性重視」が強調され、「生活科」の設置、「新しい学力観」と
いう用語が登場する。以上のような系譜の上に、「総合的学習の時間」が設
置（1998 年学習指導要領改訂）されたのである。
　「教師が柔軟性を欠いている、授業の内容・方法に不満を持っている（学
級経営研究会）」ことから授業を質的に改造することが意図され、これに対
応する「目標」のなかに「自ら」「主体的」という言葉が協調されていること
からすれば、教師の指導性はタブーなもの、「子どもの自発性」と矛盾する
ものとして捉えられている可能性がある。
　前述の遠山（1953）の指摘に加えて、現代化の導入過程においては「知識
偏重教育の否定と子どもの自発性を強調するあまり、教師が教え込まずに子
どもが理解することを目指すという趣旨が、教師は教えなくてよいという論
調に変化」（石井 2012）した。このことは記憶してよい史実である。歴史的
に形成されてきたこのような弱点を「総合的な学習の時間」をめぐる議論の
中で克服している保証、十分な根拠はない。※ 2

　粗い近似ではあるが、ここでは教育内容の質が問われたというよりも、と
にかく授業方法、授業スタイルの質的変革が求められていた、というおさえ
方が重要と思われる。

（2）解決の指針：「教師の指導性と子どもの自発性」を結ぶ教育内容研究
　「教師の指導性と子どもの自発性」は矛盾・対立するかもしれない、という
議論にたいして、総合学習において「学習の内容」あるいは「テーマ」の重
要性を指摘してきたのは佐藤（1999）、稲垣（2000）、堀江（2001）、木内

（2001）らである（佐藤（1999）の議論は 2 で敷衍する）。
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　重要なのは学習の内容である。授業において、一人ひとりの教師が、
何のために、何をえらび、どのように教えるのか、そして、そこでおこ
なわれる学習は、その子どもにとって、どのような意味があるのかを問
い、吟味することが重要である。そのためには、何のために何を選ぶの
かというトピック選択の動機と、教える内容についての教師の理解が重
要だろう。教科書や、教師用初、マニュアルによる受動的、表層的な内
容の理解ではなく、その意味とさらに背後にある学問や文化への理解、
そして探求の方法の理解が求められる。（稲垣 2000：179-180）

　教師が主題・題材を選択肢、それを自分の研究として捉えることが大
事にされていることである。主題に対する教師の追求と選択があり、主
題についての教師独自の願いがある。だが、その願いは押しつけにはな
らない。子どもが意義を感じとれる題材との出会いを用意し、子ども
とともに教師も一人として対象に向き合い、発見しているからである。

（堀江 2001）

　ねらいを達成するには適切な学習テーマの設定が重要なカギになる。
学習する価値が感じられ、生徒の心性や関心とかみ合った学習内容を持
つこと、ねらいに沿った活動を展開する必然性のある課題内容を内に持
つこと、の両面が大切である。こうしたねらいを意識しないと、単なる
体験活動、浅い発表学習に終わってしまう場合が生じうる…中身や実施
形態は、担当者、テーマ、時期・時間配分、学習集団サイズ、最終目標
などで多様な組み合わせがある。…実施にあたり、要となるのはやはり
テーマ設定（木内 2001）

　何よりもまず、引用した論者のすべてが「学習の内容」あるいは「テー
マ」の重要性を指摘している点に注目したい。とくに、稲垣（2000）の「何
のために、何をえらび、どのように教えるか」という言葉は、授業の目的・
内容・方法という各レベルに対応している。この概念系自体は、目新しいも
のではない。ただしそのルーツは、生活単元学習からの脱却過程において、
数学教育協議会や科学教育研究協議会などの各教科における理論的・実践的



35

成果から得られたものである。教育内容と教材の区別の重要性、教育内容
を学問の成果と対応させるという試みは、社会科や日本語の教育はもとよ
り、美術科や体育科にも拡張されその有効性が明らかになっている。このよ
うな意味で「何のために、何をえらび、どのように教えるか」という言葉を
理解してよいとすれば、稲垣の認識は、教科学習の歴史的知見を総合学習
に拡張しようとした言葉として意味を帯びてくる。内容を充実したものに
するということは、学校教育における知育の部分、広い意味での教科指導
においては、教科学習のみならず総合学習においても通底する本質的課題
といえよう。
　さらに、堀江（2001）は田中（2001）による「“水”の研究―子どもの問い
を生かして」の教育実践のなかから、①子どもの自発性と教師の指導性は決
して矛盾するものではなく、②子どもが学んで価値のあるものは大人である
教師が探究しておもしろいと感じられるものでもあること、③それゆえやは
り教育内容研究が重要であることの 3 点を読み取っている。
　したがって「自ら課題を見付ける」というねらいを達成するには、第一義
的には教育内容（学習内容やテーマ）の理論構築の水準によって決まる。そ
して、それを保証する時間数や実施形態によって「自ら課題を見付ける」こ
との中身は変わってくる。何か固定化された「自ら課題を見付ける」という
何らかの「フォーマット」が存在するのではなく、教育の内容と実施形態に
よって決まると考えるのが適当なのである。このことは、総合的学習の時間
においても、教育内容研究が不可欠である、との見地を導く。
　それなら、教育内容を構成していく際の共通性と差異はどこにあるのだろ
うか。

（0）「四つの原則」とは何か
　佐藤（1999：83-94）は「総合学習」に関する見解を四つの原則で説明し、
教科学習・総合学習における内容構成上の共通点と差異、全体構造を見出そ
うとしている。

２.「 総合学習の四つの原則 」（ 佐藤 1999）の批判的検討
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①「教科学習」と「総合学習」はカリキュラムの二つの課程を構成する。
　問題は、この二つの課程の存立基盤をどこに求めるかにある。教科学
習の存立基盤を「知識（科学・学問）」とし、「総合学習」の存立基盤を

「経験（興味・生活）」に二分する俗論がいまだに浸透している。両者の
いずれもが「知識（科学・学問）」と「経験（興味・生活）」を基盤として
成立しているとみなすべきだろう。両者の違いは存立基盤にではなく、
知識と経験を組織する構成原理にある。「教科学習」は「知識」と「経
験」を学問分野の構造に対応させて組織するのにたいして、「総合学習」
は、「知識」と「経験」を現実的な「課題（主題）」を中心として組織する
のである。

②「総合学習」は子どもたち（人々）が生涯を通して直面する切実な問題※

を「課題（主題）」として設定するべきである。
  ※誰もが人生で具体的な解決を迫られる切実な問題や、人類や国民が直

面している課題（これらの多くが従来の学校教育が排除し、タブーと
してきた諸問題。これらは「総合学習」の題材の宝庫である）。

例：生と死、家族、生、人権と差別、暴力、環境保護、平和、老人福
祉、育児と教育、宗教、情報化、マスメディア、国際化、大衆文化

③「教科学習」も総合的な学習へと脱皮するべきである。「教科学習」を
「系統的知識」で規定する考え方も俗論である。学問分野（ディシプリ
ン）を特徴づけているのは系統性（体系性）」ではなく、議論や言説の

「構造」（概念の構造〈内容的構造〉と論理の構造〈構文的構造〉）であ
る。

④「教科学習」と「総合学習」の二つの課程で組織されるカリキュラムは、
いくつかの「文化領域」によって全体性とバランスをもって組織される
必要がある。ここでいう「文化領域」とは、学校教育の全体を通して教
育されるべき文化の公共的領域（共通教養の領域）を意図している。
　文化の公共的領域（7 領域）：言語の思慮深い活用の経験、シンボルを

活用し論理的に思考する経験、科学的な探究の経験、社会問題を認識
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し議論する経験、想像力による鑑賞と表現の経験、労働と技術の経
験、身体の健康と表現の経験

　①は教科学習と総合学習における存立基盤と構成原理について（共通性：
存立基盤、差異：構成原理）、②は総合学習の対象について（問題性・課題性
が内容）、③は教科学習の構成原理（？）について、④は教科学習・総合学習
の内容・公共的領域のバランスについてデザインあるいはチェック機構とし
てはたらく、ということだろう。

（2）「四つの原則」の不明箇所（その 1：議論のレベル）
　慎重な検討が必要なものは②、根拠不明なものは③である。
　まず、②は、総合学習における教育内容の構成原理を展開しているのでは
なく、学習対象となる課題（主題）の内容を指している。佐藤（1999：176-
177）は「子どもたちが生涯を通して直面する切実な問題」「生き方の選択を
迫られる問題」「誰もが人生で具体的な解決を迫られる切実な問題」「人類
や国民が直面している課題」を総合学習の「課題（主題）として設定すべき」
と提案している。従来の教科学習とは異なる学習対象を示していることか
ら、総合学習の対象となりうるテーマ設定の方法と見做す立場もあるだろう
が、「知識と経験を現実的な “ 課題（主題）” を中心として組織する」方法、

「構成原理」について具体的に展開しているわけではない。この点には注意
が必要である。
　教科学習における新単元構成の際には、その単元で目指すものの領域全体
のなかでの位置づけが問われる。部分と全体の対応関係、部分と全体で前提
とされている内容を問う視点も重要である。この把握のもとでは、第四の原
則における公共的領域との対応関係が問題となろう。
　したがって「切実な問題」「課題（主題）」とは総合学習において「何を教
えるか」という教育内容レベルの議論であると考えられる。
　それゆえ、第二の原則とは、教科学習・総合学習という教科・科目レベル
の議論でないことはもとより、教育内容を構成するための方法論の議論でも
ないものとして把握する必要があるだろう。そこで教科の内容（総合として
の教科の内容）と同レベルの議論であることを明示するために、「問題性・課
題性が教育の内容」と記した。
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（3）「四つの原則」の不明箇所（その 2：系統的知識とは何か）
　次に、③の前書きには「“ 教科学習 ” を “ 系統的知識 ” で規定する考え方
も俗論」で「“ 教科学習 ” も総合的な学習へと脱皮すべき」とあり、「学問分
野（ディシプリン）を特徴づけているものは “ 系統性（体系性）” ではなく、
議論や言説の「構造」（概念の構造〈内容的構造〉と論理の構造〈構文的構
造〉）である」（佐藤 1999：177）とする。この文のなかには、慎重に検討し
なければならない用語が多数存在し、規定が不十分な用語が複雑にからみ
あっている。
　第一に、「“ 教科学習 ” を “ 系統的知識 ” で規定するという俗論」という部
分に関してである。
　これに先立つ第一の原則では「“ 教科学習 ” の存立基盤を “ 知識（科学・学
問）” と “ 経験（興味・生活）” に二分する俗論がある」と述べている。この
指摘は正しい。そして第一の原則における「存立基盤」の議論（共通性）に
よって解決される。
　それゆえ、「“教科学習”を“系統的知識”で規定するという俗論」とは同じ
議論を指しているとは考えにくい。とすれば「系統的知識」とは何を指すの
か。教育学研究とは独立した形で展開されている学問研究における系統的知
識か、教育研究が検討の対象としてきた教育における系統性の議論か、双方
にまたがった議論か。俗論にたいする教育学の理論としてシュワブ（後述）
の議論を援用するなら、豊富に蓄積された民間研究運動における議論との異
同、用語の意味を丁寧に明らかにせねばならない。しかし、そのような慎重
な議論がなされていないまま、シュワブの理論が一方的に紹介されている。

（4）佐藤（1999）が依拠するシュワブの「構造」：
　　概念の構造〈内容的構造〉と論理の構造〈構文的構造〉とは何か
　佐藤（1999）における「第三の原則」、すなわち「学問分野（ディシプ
リン）を特徴づけているものは “ 系統性（体系性）” ではなく、議論や言説
の「構造」（概念の構造〈内容的構造〉と論理の構造〈構文的構造〉）であ
る」（佐藤 1999：177）という根拠は、1960 年前後以降のアメリカにおける
教育の現代化運動、ディシプリン中心カリキュラム開発を行ったシュワブ

（Joseph Schwab）の議論に拠っている。佐藤はシュワブにおける「ディシプ
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リン」の概念を 4 つの特徴にまとめる（佐藤 1996：86-87）。

①学際的性格：「ディシプリン」は多様に存在し一元的なものではない

②探究（enquiry）としての科学教育の実現：「ディシプリン中心の教育」と
は個別科学の学習を目的とする科学者の教育ではなく、科学的探究とし
て展開される「教養教育」として位置づく民主的市民の教育

③「ディシプリン」の構造：科学的知識の実体的構造だけでなく、科　　
学的探究の構文的構造を示す概念

④科学を探究する共同体形成としてのディシプリンの教育：科学が保持す
る特有のディスコースを教育することによって、科学のディスコースで
結ばれた探究の共同体を形成する

　いま、ここで展開するべきなのは③のディシプリンの構造であるが、「構
造」の意味を明らかにするためにも、①②④に通底するディシプリン概念の
奥行に迫らねばならない。
　シュワブはディシプリンの原義（「弟子」や「訓練」や「陶冶」をも含意す
る）に立ち戻り、特定の学問を探究する師と弟子との関係、学問的探究の
ディスコースを共有する共同体を意味するとの根拠から、「ディシプリン」
を個別科学の知識の構造としてのみ理解するのではなく、「探究」のディス
コースと共同体の両面から「ディシプリン中心の教育」の可能性を探ってい
た（佐藤 1996：88）。
　それゆえシュワブのディシプリンの構造とは、一元的ではなく、多様性を
前提として展開される。その上でシュワブは個々の「ディシプリン」の「構
造」を「科学的知識の内容と用語に関する名辞的構造（内容的構造、実体的
構造）：substantive structure）」と「科学的知識の認識と表現のレトリックに
関する構文的構造（syntactic structure）」の二つの概念から提起する（佐藤
1996：89）。
　名辞的構造とは、ある学問が対象や問題を抱えるときに活用する用語の構
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造を意味し、学問の構成する命題化された知識や概念、原理や法則の構造の
ことである。だが、学派によって名辞的構造は様々なので（引用者注：多様
性）、逆にどの用語が中心概念として採用されるかでその学派の「ディシプ
リン」を特徴づけられる。それにたいして「構文的構造」は、ある学問の認識
の仕方や表現の仕方や論じ方に現れるレトリックの「構造」を意味する。そ
れぞれの学問にはその学問に固有なものの見方や論じ方があり（引用者注：
シュワブによれば多様性ということだろうが、正確には学問の固有性・特殊
性か）、その「構文的構造」が、その学問の本質的な特徴を表現している、と
いう（佐藤 1996：89）。
　シュワブは「構文的構造」を「探究としての科学」の本質とみており、名
辞的構造と構文的構造を科学教育の内容と方法に組み込むことを、「ディシ
プリン中心カリキュラム」の開発の中心課題に設定していた。一般のディシ
プリン中心カリキュラムが、現代科学の基本概念を教育内容に組織すること
を追究したのに対し、シュワブは「科学的探究」そのものを教育内容と教育
方法に導入することを追究した、と佐藤（1996）は総括する。
　この把握のもとでは、「“ 教科学習 ” を “ 系統的知識 ” で規定するという俗
論」とは、「一般のディシプリン中心カリキュラム」のことを指すようであ
る。これは佐藤（1996：425-426）が別のところで展開する「教科を構成す
る知識（of の知識）」と「教科を性格づける知識（about の知識）」をみると一
層明らかになる。

　教科内容の理解、高校教師が教科を構成する知識とは、数学の公理や
定理や概念の理解を意味するというように、その教科に対応する学問の
知識の理解をさしている。一般にいわれる教科内容の理解の重要性と
は、授業の前提に教科内容の知識（学問の知識）が必要であるという常
識的な事柄を意味しているにすぎないのである。この内容知識を「教科
内容を構成する知識（of の知識）」と呼ぶことにしよう。
　しかし、学問は、その学問の実体を形成する命題化された概念や原理

（of の知識）だけで構成されているわけではない。その学問を特徴づけ
る認識の方法や表現の方法（ディスコースの側面）も、その学問の重要
な構成要素をなしている。むしろ、教科の学習では、その教科に対応す
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る学問の語り口や論じ方（ディスコース）の側面こそが、本質的な要素
であるといってもよいだろう。「数学とはどういう学問か」と問われた
とき、数学の命題化された概念や原理（of の知識）を提示しても答えに
ならない。数学には数学らしい認識の方法と論証の方法があるのであ
り、そのディスコースの固有性こそ、数学的認識の本質的特徴を表現し
ているからである。
　このように、それぞれの学問は、その学問を特徴づける固有の性格
を、その学問の方法において表現している。このような学問の固有性を
特徴づける知識を「学問を性格づける知識（about の知識）」と呼ぶこと
としよう。
　教科の知識を「学問を構成する知識」と「学問を性格づける知識」の
二つに分けて理解することは、決して新奇な試みではない…「of」の知
識は、シュワブのいう「名辞的構造」の知識に対応し、「about の知識」
は「構文的構造」の知識に相当している。

　「“教科学習”を“系統的知識”で規定するという俗論」とは「一般のディシ
プリン中心カリキュラム」のことを指し、それが「of の知識」のみで構成さ
れるということだとすれば、それこそが「俗論」であると考える。この「俗
論」はむしろ、系統学習の総括、すなわち日本における民間教育研究運動の
理解が不十分なことに起因すると思われる。

（5）科学教育研究協議会における系統の意味
　「系統」という言葉は、系統学習の到達点や課題を明らかにする上でも、
民間研の歩みを含めた理論的・実践的成果の到達点を正確に把握するために
も、慎重に使用するべき用語である。

理科学習の系統性を明らかにする方法として、次の二点が強調されて
います。1 つは、自然科学の体系や法則の論理的構造から、学習の正し
い系統性を見出すことです。もう 1 つは、子どもが自然科学的な事実や
法則をどのようなすじ道で認識していくか（認識の順次性：引用者注）
を明らかにし、そこから学習の正しい系統性を見出すことです（玉田
1990：10）
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　玉田（1990：10）は「内容・教材の系統性と、認識の順次性は多くの場合、
たがいに関連し、重なりあう場合が多いのですが、内容や教材を選択し、構
成する場合、この二点は抜きにすることができない重要なもの」だとして、

「内容・教材の系統性を明らかにすることにより、子どもの認識の順次性が
より明確になったり、認識の順次性を見出すことが、教材の系統性を明らか
にする基礎ともなる」という。
　重要なのは、①「自然科学の論理的構造」と「教育における系統性」を区
別する視点、②「教育内容・教材の系統性」と「子どもの認識の順次性」を
区別しつつも両者を相互連関においてとらえる視点である。科学教育研究協
議会においてはこのことが追究されていた。
　初代委員長の真船（1962）は、系統性と順次性を次のように説明する。

　理科の内容（教材）の構成や配列は、自然科学の諸法則の間にある本
質的連関に合致するものでなければならない。これが自然科学教育の内
容（教材）に関する系統性の原則である。…
　子どもがさまざまな自然法則を認識していく過程は、それぞれの法則
と子どもの心的な特性に支配されたある順序をふんで発展していく。こ
れが認識の順次性である。理科の学習はこうした認識の順次性に合致し
たものでなければならない。
　系統性の原則は、たとえば物、化、生、地の各分野毎に内容を構成す
るとか、各学年を通ずる内容の配列順序の大筋を考えるときの原則であ
り、順次性の原則は 1 つの概念や法則を学習して行くときのこまかな手
順を考えるさいに考慮しなければならない原則である。
　しかし、1 つの法則（概念）を学習していくときの手順と、いくつか
の関連のある法則（概念）をつぎつぎと学習していく順序とは、互に無
関係ではない。だから、授業のなかで、子どもの認識のこまかな順次性
を見出していく現場研究は、内容（教材）のおおまかな系統性を見出す
ための基礎にもなるのである。
　　　
　生活単元学習の批判から生まれた系統学習の成立背景、そして①の整
理からすれば、「自然科学の論理的構造」と「教育における系統性」を本
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　このように、「子どもの心的な特性」と「自然科学の法則」の双方によって
教育研究の対象としての「認識の順次性」を明らかにすること、「認識の順次
性」を解明しつつ「系統性の原則」と「順次性の原則」によって自然科学教育
が創りだすことが系統学習における本質的な課題とされていたのである。
　そして、そのような系統学習を推進してきた代表的論者たちは、「of の知
識」と「子どもの認識」から系統性を追究してきた、というのは誤りである。
むしろ具体的な教育内容の議論に即して、「about の知識」をも検討の射程に
入れて、自然科学教育の内容構成に大きな仕事を遺した。以下、そのことを
化学教育の成果に即して示そう。

（6）教育に有効な学問の把握：基礎・基本を抽出する方法
　教育科学研究会第二代委員長の大田尭（1995）は「実用主義的勉強のため
の授業を克服し、学校でなくては保障できないような質の情報」を子どもと

質的な点において合致させること、「2 つの方法」から内容の系統性を明
らかにしようというのが最大のポイントである。
　そして細部においては、「理科の学習はこうした認識の順次性に合致
したもの」として具体化するときの、「内容の配列順序の大筋を考えると
きの原則」が「系統性の原則」で、「1 つの概念や法則を学習して行く細
かな手順を考える原則」が「順次性の原則」ということになる（図 1）。

子どもの心的な特性

「系統性の原則」 「順次性の原則」

カリキュラム
レベルの
内容・順序

授業プラン（単元）
レベルの
内容・順序

認識の順次性

自然科学の法則

図 1：真船和夫による系統性と順次性の構造
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わかちあえる授業をつくるためには「それぞれの専門分野の学問が、人類の
歴史の中でどういう事情で生まれ出たのか、どういう学問探究上の興味・関
心からその分野の研究がはじまったのか、その専門分野はどういう独自の探
求方法をもっているのか、人間の行ういろいろな事物認識の方法の中で、ど
んな独自の認識の仕方をする専門分野なのか」という検討が重要と指摘して
いる。
　これが「about の知識」に対応することは明らかである。各教科教育に対
応する民間教育研究諸団体が取り組んでいたことは、このような「about の
知識」と「of の知識」にまたがる本質追求としての系統学習に他ならない。
　その証拠に、科学教育研究協議会の理論的指導者であった田中実、高橋
金三郎による、「化学教育のために有効な化学論の抽出」という仕事が挙げ
られよう。
　田中（1967）は「化学教育論序論」（大竹三郎（編）『化学教育の体系と方
法―小学校から高校まで―』明治図書出版）において、化学教育のための化
学論を検討し、化学を「諸原子が核外電子を媒介とする相互作用をすること
によっておこる諸原子の結合と分離を研究する自然科学の一部門」と規定し
た。これはユルバンによる『一般化学』のなかから化学者の仕事の直接的な
対象である「塊り（mass）」としての物質から離れないで化学を定義してい
ることを読み取った上で、自然の階層性の見地から化学を規定しようとした
ものである。
　それゆえ、現在の化学実験室における直接的課題が電子のふるまいを探る
ことであったとしても、その源泉には、①未知の化学的物質を「塊り」とし
て捕捉すること、経済的に有利に材料生産する実践としての化学（社会的実
践に結びついた自然科学）があり、②塊りの性質のなかに構成粒子の性質を
知る手がかりがある。そのようなものとして田中（1967）の規定の意義を読
み取らねばなららない。

　化学はどのように定義するにしても、これが 1 つの社会的実践に結び
ついた自然科学であることを無視することができない。それは未知の物
質を自然のなかから発見したり、人工的に像出したり、また既知物質を
時と所によって異なる資源やエネルギーの状況に応じた方法で、経済的
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により有利に生産したりすることができる。このような実践の対象とな
る物質は、小はマイクログラムの単位から大は数百、数千トンの単位に
わたる、ともかく容器におさめられ、秤量し、もろもろの性質をしらべ
ることのできる塊（マッス）として補足できることが必要とされる。わ
れわれは 1 個の電子、1 個の陽子、1 個の原子や分子も物質という名で
呼ぶ…1 個の酸素物質でも、substance という語でいいあらわすけども、
そのようにいう場合には、無数の酸素分子が集合してできた酸素ガス
や液体酸素を背景においているのである。どちらかといえば化学でいう
substance とは巨大数の原子やイオンや分子が集合した mass のことをさ
す語である。
　…材料生産という人間の実践が意図するのも、このような意味での物
質を手に入れることである。そして化学が対象とする “ 物質 ” とはやは
り無数の粒子が相互に作用しあって集合したマッスであり、またマッス
をつくる個々の粒子である。マッスの性質は構成粒子の性質から導き出
されるのであるが、逆に後者を知る手がかりは前者である。

―――田中（1967：14-15）

　このことを、材料としての物質（substance）と、その基礎にある化学技術
の重要性に即して展開していたのが同じ科学教育研究協議会で、極地方式研
究会のリーダーであった高橋金三郎（1965）である。高橋は「科学の基礎に
は必ず技術があります。…無用のものから有用のものをつくり出し、分離す
る技術が化学である」として「材料としては役に立たないものが化学変化に
よって、天然には存在しない新しい性質を備えた材料」になり「変化するが
ゆえに役立つもの、別な物質になるからこそ役立つもの、それが物質（化学
的物質）substance」であると捉えていた。
　したがって田中・高橋の化学論には、「化学的物質」を捕捉しようとする
人間の実践的活動（生活現実、労働、経済的動機、技術的可能性にたいする
チャレンジ）があり、やがて認識が相対的に自立し、高度な科学的認識へと
発展する論理が含まれている。これは「of の知識」と「about の知識」が結合
した授業を念頭にした教育内容研究だろう。こうした議論を受けて、教育実
践が生み出されてきたのである。
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　アメリカにおいて構造や探究という議論がなされ、それがアメリカにおけ
る教育実践のなかでどのような教育内容・方法として具体化されていたのか

（されなかったのか）を明らかにすること、そうした仕事が日本の歴史的・社
会的制約のなかでどのような形で変換されたのか（なされなかったのか）の
丁寧な総括が必要である。シュワブの探究学習論はこうした問題意識から今
後、丁寧に検討していかない限り、教育内容構成における方法論としての真
の価値を論ずることはできないだろう。
　一方、日本における系統学習の議論では、課題の把握の仕方は細部にお
いて異なるにせよ、シュワブの議論となんらか共通しているかもしれない理
論的・実践的な展開があった。少なくとも化学教育においては、「of の知識」
と「about の知識」を含む形で、化学教育に有効な化学論の議論、それが化
学教育における教育内容構成・教材構成における根拠となり実践が展開され
てきた。しかもその中身は、経済的動機や技術的可能性を含むものとして議
論がなされていた。教育内容に関するこのような理論的追究は、小論の課
題を設定する際に引用した「領域特定的な教育内容構成論が、領域特定的で
あることによっておのずから、対象自体の内的関連の世界に触れるのだろ
う」（須田 2009：4）という示唆、「教科・総合の区別を問わず、教育内容構
成における視点として理論的な発展の可能性を想起させる」と述べたことに
対応する。
　知識を二つにわけて理解することもできようが、普通教育における基礎・
基本と両者の共通部分にあるとみることもできる。そしてこれが、子どもの
生活とどう結びつくか、発見の過程として具体的な教育実践をどう創り上げ
られるかという課題は依然として残っている。こうした具体的な課題に向き
合いながら、基礎・基本とは何かを探究する学問、学問・文化から本質を抽
出する学問としての教育方法学研究を展開していきたいと考えている。

3. まとめ
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をうけて行ったものの一部である。

※１　「数学とは何か、歴史とは何か、現代をどう見るか、自然をどう見るか、といった問いかけ…（中
略）…に対する明確な答えは、それらに対応する学問の内部から聞くことは本来的にできない。しか
し、カリキュラム構成にしても教育内容構成にしても、授業過程構成にしても、私たちの教授学研究
は必ず、その問いに具体的に答えねばならないのである。その問いかけを学問に関する哲学と呼ぶこ
とにしよう。哲学などは時代遅れで、今は個別の学問が存在するだけだ、という立場は、少なくとも
教育内容構成の理論構築を不可能にするだろう。このことこそ、現代科学から教育内容を抽出する方
法だったのである」（須田 2009a）

　　　この見地に基づけば、「学問の本質を抽出する学問」あるいは「基礎・基本とは何かを問い続ける学
問」として教授学（教育方法学）研究を対象化し展開していくことが必要だろう。

※２　一方で、次のような須田（2004c）の指摘もある。「1989 年学習指導要領は “ 学力を単なる知識や
技能の量の問題として考えるのではなくその後の学習や生活に生きて働く資質や能力との関連 ” にお
いて考える必要があり、そのた自ら学ぶ意欲や能力、思考力、判断力および実践力などが “ 学力の基
本 ” となった。学力はここで教育内容から離れ、資質、能力、意欲など、重要ではあるが漠然とした
概念に解消されることになる。19988 年学習指導要領はこのような、実体を失った学力観への批判
に応えるという意味がある」 


