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《大会報告》  

  

第 66３回大会（愛知教育大学）を終えて  

	 	 

 
2014年 6月 21日（土）に愛知教育大学で開催
されました中部教育学会第 63 回大会を予定通り
無事終了することができました。大会には、一般

参加者 22名を含む 95名の参加がありました。学
会大会は一人でも多くの方にご参加いただけるこ

とが、開催校としては何よりの喜びですが、交通

アクセスの良いとは言えない会場にもかかわらず、

このように多くの方にご参加いただきありがとう

ございました。会員のみなさま、学会事務局のご

協力に厚くお礼申し上げます。 
	 午前中の自由研究発表では、7 分科会に分かれ
て 34件の発表がありました。多くのご発表と多くのフロア参加によって、各分科会場とも活発な議論が交わ
され、充実した自由研究発表となりました。その後の理事会・総会では会務の報告と、決算案・監査報告、

活動方針案、予算案の審議が行われ、承認されました。次期大会開催校として名古屋大学が紹介され、吉川

卓治会員よりご挨拶がありました。 
	 午後からの公開シンポジウム「教科書改革を検証する」では、近年の教科書検定制度の動向や課題ととも

に、教科書そのもののあり方について実践を視野に入れながらの提案・議論が行われました。教科書問題に

とどまらない、現在の学校教育が直面する政治と教育というアクチュアルな問題を原理的かつ実践的に問い

直す提案と議論がなされたことは、本大会の大きな意義であったかと思います。登壇者である出版労連教科

書対策部長・吉田典裕氏、日本福祉大学・三橋広夫氏、富山大学・広瀬信氏には、限られた時間の中でのご

報告となりましたが、重要な論点をご提示いただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。 
	 シンポジウム終了後の懇親会には 32名のご参加があり、親睦を深めることができました。 
大会運営にあたっては実行委員会の至らぬ点も多々あり、ご迷惑をおかけいたしましたかと存じますが、閉

会後、多くの方より労いのお言葉をいただき、大きな励みとさせていただきました。改めてみなさまのお力

添えいただき第 63回大会を盛況の内に終えさせていただきましたことに、実行委員会一同、心より御礼申し
上げます。 
 

第 63回大会実行委員長・理事	 大村惠 
事務局長	 竹川慎哉 
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《理事会報告》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

22001144 年度第 11 回理事会（22001144 年 66 月 2211 日開催）  

	 

場所：愛知教育大学第一人文棟会議室	 

出席者：中嶋哲彦（名古屋大学・会長）、大村惠（愛知教育大学・理事、大会実行委員長）、山本理絵（愛知

県立大学・理事）、高橋正教（至学館大学・理事）、豊田ひさき（中部大学・理事）、吉川卓治（名古

屋大学・理事）、佐藤年明（三重大学・理事）、安達仁美（信州大学・理事）、広瀬信（富山大学・理

事）、浅野秀重（金沢大学・理事）、川口洋誉（愛知工業大学・事務局長）、坂野愛実（名古屋大学大

学院・事務局員）、中山弘之（愛知教育大学・会計監査）	 

	 

（報告事項）

１．会員の状況および会費納入状況	 

	 	 【理事会資料 1】の通り、事務局より報告がさ

れました。	 

【理事会資料 1】	 会員の状況および会費納入状況	 

（1）会員数	 264名（2014年6月19日現在） 

（2）2013年度分までの会費完納率	 78.3％（209名／264名） 

	 ＊2012 年度 64.7％／2011 年度 50％／2010 年度 49％／

2009年度46％／2008年度63％ 

（3）2014年度分までの会費完納率	 49.2％（130名／264名） 

（4）2013年度の新入会・退会・除籍	 	 	  

	 	 ・新入会27名	 	 ・退会12名	 	 	 ・除籍43名 

	 

２．前回理事会以降の学会事務局活動報告	 

	 【理事会資料2】の通り、2013年度第 4回理事
会（2013年 3月 13日）以降の学会事務局活動に
ついて、事務局より報告がなされました。	 

【理事会資料 2】	 前回理事会以降の学会事務局活動報告	 

2014.03.14.	 事務局作業（第3回理事会議事録作成、会報作成） 

2014.03.15.	 教育学関連学会連絡協議会総会（＠筑波大学茗荷

谷学舎）に出席（事務局長） 

2014.03.16.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送、会報作成、

名古屋大学学術リポジトリに佐々木論稿登録許

諾の連絡） 

2014.03.17.	 事務局作業（会報発送。アルバイト2名） 

2014.03.20.	 事務局作業（理事委嘱依頼状作成） 

2014.03.23.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.03.24.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.03.31.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.04.08.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.04.13.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.05.12.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送。アルバイ

ト１名） 

2014.05.28.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送） 

2014.06.18.	 事務局作業（会費納入処理・紀要発送、総会・理

事会準備） 

2014.06.19.	 事務局作業（総会・理事会準備） 

2014.06.20.	 事務局作業（総会・理事会準備） 

2014.06.21.	 事務局受付、理事会・総会（アルバイト3名）	 

	 

３．2013年度理事会・事務局活動報告	 

	 下記の通り、2013年度の理事会・学会事務局の
活動について、事務局より報告がなされました。	 

【理事会資料 3】	 2013 年度理事会・学会事務局活動報	 

（1）第62回大会（富山大学）の開催	 

	 広瀬信実行委員長のもと、第62回大会を富山大学において開催

した。約70名の参加、23件（1件辞退）の自由研究発表があった。

午後には「子どもたちを真ん中にした学校づくり」をテーマに公

開シンポジウムが開催され、植田健男会員（名古屋大学大学院）

の基調講演後、中村弘之氏、金枝仁治氏、沼田直実氏からご報告

いただき、パネルディスカッションを行った。 

（2）中部教育学会紀要第13号の刊行、第14号の編集（第63回大

会にて刊行） 

（3）理事会・事務局体制（2012−2014年度）の変更 

	 勤務校の退職により、柿沼肇会員（日本福祉大学）と大西信行

会員（東海学院大学）が理事を退任された。柿沼会員の後任には

亀谷和史会員（日本福祉大学）が選出された。一方、東海学院大

学・東海学院短期大学部に所属する会員数が減少しているため、

大西会員の後任については選出しないこととなった。 

	 域外への異動により、古里貴士会員（東海大学）の事務局員（紀

要編集担当）の職が解かれ、後任が決定するまでの間は川口事務

局長が紀要編集担当を引き継ぐこととなった。また、事務局員と

して、池野千紘さん・坂野愛実さん・服部壮一郎会員（それぞれ

名古屋大学大学院）を任命することが理事会にて承認された。 

（4）学会情報の発信 

	 会報第44・45号の発行、学会ホームページによって、学会情報

の発信に努めた。会報では「わたしの教育学研究」（第43号より連

載開始）を通して、会員からの情報発信の機会を設け、若手会員

を中心に積極的な投稿があった。学会ホームページについては、

管理者の坂本将暢会員（愛知工業大学）の協力を得て、会報、入

会案内、紀要投稿募集、大会案内等を掲載した。 
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（5）高額会費未納者の除籍 

	 会費未納額が高額（12,000円以上）になっている会員に対して、

2012年度・2013年度にわたって3回の会費請求を行った（年度末

の会費請求とは別に）。これにより、理事会によって、支払いのな

かった会員43名について、規約第4条にもとづき除籍処分が決定さ

れた。 

（6）理事選出のあり方についての検討 

	 理事を選出している大学の一部において、この間、会員減少等

の理由により理事選出要件を満たさない事態が続いている状況を

踏まえ、理事会において、会員の意思を広く反映できるような理

事選出のあり方について検討を行った。審議の結果、会員数が増

加している大学もあるため、当面、従来通りの理事選出を継続す

ることが決まった。その際、理事には各大学での会員増加に向け

た働きかけをして頂くとともに、若手会員の声を反映するような

学会運営の必要性にも触れられた。 

（7）教育学関連学会連絡協議会への参加 

	 教育学関連学会連絡協議会の発足に合わせ、情報収集や他学会

との連携を進める観点から、同協議会に加盟した。同協議会総会

には、本学会から川口事務局長が出席した（2014年3月）。 

（8）現在の教育課題に関する公開シンポジウムの開催 

	 現在の教育課題に応ずるテーマを設定して、公開シンポジウム

を開催することを検討しましたが（2013年度学会活動方針）、開催

に向けた十分な用意ができなかったため開催は断念した。 

 

４．紀要編集委員会活動報告	 

 【理事会資料 4】の通り、紀要 14号の編集・刊行
に関わる紀要編集委員会の活動について、事務局

より報告がなされました。	  

【理事会資料 4】 紀要編集委員会報告 

（1）紀要編集委員会の開催 

	 下記の通り、『中部教育学会紀要』第 14号の編集にあたり、

4回の会議を開催した。 

	 	 第 1回（2013.09.19.常任）	 紀要編集日程の確認、特集原

稿の依頼執筆者の選定 

	 	 第2回（2013.12.28.）	 査読委員の決定 

	 	 第3回（2014.03.13.）	 投稿論文の掲載可否の判定 

	 	 第 4回（2014.04.25.常任）	 再査読の投稿論文の掲載可否

の判定 

（2）投稿論文等（研究論文・研究ノート・実践報告）の募集 

	 会報第44号（2013年10月4日発行）にて、投稿の募集を

行い、同年 11月 30日の締め切りまでに、6本の研究論文の

投稿があった。査読委員の査読結果をもとに、編集委員会に

て厳正な審議を行い、紀要第13号への2本の研究論文の掲載

が決定した。掲載が決定した研究論文は下記の通りである。 

	 ・白山真澄会員（東海学院大学短期大学部）「ニューカマ

ー児童の多元的な学びの形成―非母語話者と母語話者

がかかわり合う在籍学級の学び―」 

	 ・富樫千紘会員（名古屋大学大学院）「戦後日本における

「学校づくり」概念の生成過程に関する研究―1950年

代における後藤敏夫の教育実践に着目して―」 

（3）特集「中部の教育Ⅳ－過去・現在・未来－」・第 62回大

会公開シンポジウムの掲載 

	 4回目となる特集では、榊達雄元会長（名古屋大学名誉教授）、

新海英行会員（名古屋柳城短期大学）から寄稿を得た。第 62

回大会公開シンポジウムについては、植田会員、中村氏の報告

を掲載した。 

	 

５．理事・幹事の交代	 

	 理事からの申出により、静岡大学選出の理事が

山崎保寿会員から藤井基貴会員に交代したこと、

同大幹事が藤井会員から石原剛志会員に交代した

ことが、事務局より報告されました。	 

	 

	 

（審議事項）	 

１．新入会	 

	 2014年 3月 13日から 6月 21日までの期間に
以下の方から新入会届の提出と会費の納入があり、

入会が承認されました。 
2014.03.26.	 ■■■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2014.04.02.	  ■■■■（■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■ 
2014.04.04.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■■ 
2014.04.11.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 

／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.04.11.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.04.11.	  ■■■■■（■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.04.12.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.04.18.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■■ 

2014.04.18.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.04.25.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 
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2014.04.28.	  ■■■■（■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■ 

2014.05.09.	  ■■■■（■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■■ 

2014.05.16.	  ■■■（■■■■■■■■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■■	  

2014.06.06.	  ■■■■（■■■■■■） 
／推薦者：■■■・■■■■ 

2014.06.21．	 ■■■■■（■■■■） 
／推薦者：■■■■・■■■■ 

（敬称略） 
	 

２．退会	 

	 2014年 3月 13日から 6月 21日までの期間に
以下の会員から退会の申し出があり、会費の納入

も確認され、退会が承認されました。 
	 	 	 ■■■■	 ■■■	 ■■■■	 	 （敬称略）	 

	 

３． 2013 年度決算案および監査報告 

	 【総会資料4】（6ページ掲載）の通り、事務局
より 2013 年度決算案について提案がされ、会計
監査の中山会員より「適正に処理されている」旨

の会計監査報告がなされました。なお、【収入の部】

の「会費」が予算額よりも大幅に増大しているこ

とについては、2014年度分の会費収入が含まれて
いることが追加説明されました。【支出の部】の「紀

要刊行費」の決算が予算を下回っていることにつ

いては、紀要第 14号の版下作成の学生アルバイト
代が未払いであることが、また「通信連絡費」の

決算が予算を上回っていることについては、高額

滞納者への連絡を行ったことや会費納入率の向上

に伴い、紀要発送代が高額になったことがそれぞ

れ追加説明されました。審議の結果、事務局提案

通り、承認されました。	 

	 

４．2014 年度学会活動方針 

	 【総会資料5】（5ページ掲載）の通り、事務局
から提案がなされ、承認を得ました。	 

	 なお、（2）については、司会者等より自由研究
発表者への投稿の呼びかけを行ってはどうか、と

の意見が出ました。（4）にある「紀要特集」につ
いては、9 月の常任編集委員会に先立ち、理事よ
り特集テーマについて意見募集をすることになり

ました。 
	 また、会長より、今回の自由研究発表のなかに、

レジュメがないものや既発表と思われる内容のも

のがいくつかあったことが指摘されました。文書

での注意喚起や発表予稿集の作成などが今後の検

討課題として挙げられました。 
	 

７．2014 年度予算案	 

	 【総会資料6】（6ページ掲載）の通り、事務局
から提案がなされました。【収入の部】の「会費」

について、すでに 2013 年度内に支払われている
2014 年度分会費があるため、例年（600,000 円）
から減額されていることが追加説明されました。

【支出の部】の「紀要刊行費」について、版下作

成のアルバイト代未払分（21,000円）を含む額で
計上したこと、「教育関連学会連絡協議会関係費」

という費目を新設したことがそれぞれ追加説明さ

れました。審議の結果、事務局提案の通り、承認

されました。	 

	 

８．第 64 回大会開催校について	 

	 会長より、第 64回大会（2015年度）を名古屋
大学で開催することが承認されました。 

（川口洋誉、事務局・愛知工業大学） 
	 

	 

《総会報告》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

22001144 年度総会（22001144 年 66 月 2211 日開催）  

場所：愛知教育大学第一共通棟 3階 301教室 
 
	 中部教育学会 2014年度総会は、2014年 6月 21日（土）、中部教育学会第 63回大会会場となった愛知教
育大学において開催されました。 
	 総会を開催するに先だち、大村惠大会実行委員長（愛知教育大学）と中部教育学会を代表して中嶋哲彦会

長（名古屋大学）からご挨拶をいただきました。その後、総会議長団に石井拓児会員（愛知教育大学）と浅

野秀重会員（金沢大学）が選出されました。2014年 6月 21日時点での会員数は 264名で、総会定足数は 87
名、出席者は 24名であったため、定足数を満たしておらず、本総会は仮総会として開催されました。 
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１．報告事項

	 川口洋誉事務局長（愛知工業大学）から、（1）
会員の状況および会費納入状況（【理事会資料

1】）、（2）2013 年度の学会理事会・事務局の活
動（【理事会資料 3】）について報告が行われま

した。つづいて吉川卓治理事（紀要編集委員長、

名古屋大学）から（3）2013 年度の紀要編集委
員会の活動について報告（【理事会資料 4】）が

行なわれました。	 

	 すべての議事終了後に、中嶋会長より次回第 64
回大会を名古屋大学で開催することの報告があり

ました。	 

	 

２.審議事項	 

① 2013年度決算案および監査報告【総会資料4】	 
	 川口事務局長より、2013年度決算案について説
明があり、中山弘之会員（愛知教育大学）より会

計監査報告をいただきました。審議の結果、承認

されました。	 

	 

②	 2014年度学会活動方針【総会資料5】	 
	 川口事務局長から、2014年度学会活動方針につ
いて説明があり、審議の結果、承認されました。	 

【総会資料 5】2014 年度学会活動方針	 

（1）会員の拡大・会費納入率の向上に努める。 

（2）学会紀要の充実を図る（自由投稿の質的・量的充実、特集

の継続）。 

（3）会報・ホームページなどを通じた学会の情報発信、会員間

の情報交流を促進する。 

（4）学会として現在の教育課題に向き合う取り組みを積極的に

行う（紀要特集、公開シンポ開催、教育関連学会連絡協議

会への参加等。公開シンポについては、日本教育学会中部

地区との共催もしくは独自開催を検討する）。 

	 

③	 2014年度予算案【総会資料6】	 
	 川口事務局長から、2014年度予算案について説
明があり、審議の結果、承認されました。	 

	 

３．本総会決定事項の取扱について	 

	 本総会は、本学会規約に定められている定足数

（会員の 3分の 1以上）に達しませんでした。そ
れゆえ規約第 7条第 2項にもとづき今総会は仮総
会となり、そこでの決定事項は会員に告知し 2ヶ
月をまって会員から異議がないときは、総会で決

定されたものとみなすこととなります。	 

	 したがいまして、会報本号に掲載しました今総

会の報告および配付資料をご覧いただいた上で、

今総会決定事項につきましてご異議がある会員は、

2014年 11月末日までに文書により事務局にその
趣旨をお知らせください。 
 
 
※	 総会で仮承認いただいた【総会資料 6】2014

年度予算案ですが、仮承認後、誤りが見つかり

ました。下記の通り、訂正いたします。 
	 【収入の部】	 前年度繰越金	  
	 	 	 （誤）938,507	 	 →	 （正）938,477 
	 【収入の部】	 計	 	 	 	  
	 	 	 （誤）1,458,507	  →	 （正）1,458,477 
	 【支出の部】	 予備費	 	 	  
	 	 	 （誤）548,507	 	  →	 （正）548,477 
	 【支出の部】	  計	 	 	 	  
	 	 	 （誤）1,458,507	  →	 （正）1,458,477 

	 （川口・事務局）
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【総会資料4】【総会資料6】は掲載省略いたします。	 
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《学会事務局からの連絡》////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

１．『中部教育学会紀要』第 14 号が刊行されました 

	 第 63回大会に合わせて、紀要第 14号が無事、刊行されました。2014年度会費を納入された会員にはすで
にお渡ししております（大会時もしくはメール便送付）。本号より、紀要本文を刊行後 1年を経過して CiNii
にてネット上で公開いたします。 
 

２．多重投稿・発表にご注意ください！！ 

	 第 63回大会時の自由研究発表において、学内紀要等に掲載された既発表論文とほぼ同内容と思われる発表
（既発表論文と同タイトルの発表や、既発表論文の抜き刷りを配るだけで発表レジュメが用意されていない

発表など）が散見されたことが理事会にて指摘されております。多重投稿・発表は、研究者としてのルール

を反する行為であるだけでなく、本学会の品位を著しく傷つけるものでもあります。会員各位につきまして

は、自由研究発表ならびに論文投稿におきまして最善の注意を払っていただくよう呼びかけます。	 

（川口・事務局）	 

	 

	 

《中部教育学会紀要第 15 号原稿募集》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	 

  

「中部教育学会紀要」第 1155 号の原稿募集  

	  
	 編集委員会では、「中部教育学会紀要」第 15号（2015年 6月発行予定）への投稿論文を受け付けておりま
す。投稿の締切は、2014年 11月 30日（日）（消印有効）となっておりますので、会員の皆様には、ふるっ
てご応募くださいますようお願い申し上げます。研究論文のほかに研究ノートおよび実践報告の投稿が

可能となっております。本会報に編集規程および投稿規程を掲載しておりますので、よくご確認のうえご

投稿くださるようお願いいたします。 
原稿を送付される際は、投稿規程第 6条第 1項の規定にしたがって、①原稿・英文摘要には氏名・所属を
記入なさらないようお願い申し上げます。②原稿・英文摘要とは別に、氏名・所属・連絡先・投稿カテゴリ

ー（研究論文、研究ノート、実践報告の区別を必ず明記してください）を記載した別紙も 1 部ご送付くださ
い。このほか、③印刷時に生じうる技術的な問題を予防するために、機種に依存する特殊文字や、黒字白抜

きや網かけ、カラーなどは使用しない、④図表の極度の圧縮は行わない、ことをお願い申し上げます。⑤基

本的にタイトルの変更は認められませんので（紀要編集委員会が特別に認めた場合は除く）、十分に検討のう

えご提出お願いいたします。また、投稿規程第 9 条にしたがって、投稿にあたりましては、⑥投稿原稿およ
びその研究の実施過程において、研究参加者（実験、聴取調査、質問紙調査、授業研究等の対象者等）等の

生命、安全、プライバシーその他人権を侵害することがないようご配慮お願いします。 
	 

	 

	 	 	 	 	 原稿送付先	 	 〒470-0392	 

愛知県豊田市八草町八千草1247	 

愛知工業大学基礎教育センター	 	 

川口	 洋誉宛	 

（投稿論文到着後、事務局より受け取り確認のメールをお送りします。	 

事務局より確認メールが届かない場合はメールにてご連絡ください。）	 

  

※ なお、紀要第 15号掲載の「特集」については現在、編集委員会にて検討中です。会員への論文募集を行
う場合は、12月の編集会議以降、学会ホームページにて告知する予定です。 
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《会報連載「わたしの教育学研究」》//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

	 

授業に表れる子どもの生き方をとらえる分析手法の構築	 
	 

丹下悠史	 

（名古屋大学大学院）	 

	 

	 大学院進学を進路の選択肢として考え始めた学部 2 年生のころ、私は公教育における道徳教育のあり方に
興味を持っていた。また、自身の受けてきた結論の見え透いた道徳の授業に問題意識を抱き、海外で行われ

ている論争的な公民や哲学の教育実践を参考にするべきであると考えていた。当時読んでいた L.コールバー
グの著作に共感してか誘発されてか、認知能力の先端を動員せざるをえないような葛藤的な問題について思

考することで、人間の道徳的な判断能力は発達すると信じていたためである。しかしある時期から、「どうあ

るべきか」を探求する規範的研究について、結論を支える根拠としての価値的な理念が必ずしも学問的成果

によるものではないということに疑問を抱くようになった。そして、それならば学問研究として行うべきは、

これまでに生み出されてきた教育や人間に関する様々な理念が現実においてどのように実現しているのかを、

直観や印象に頼らず明らかにする、「どうあるか」の記述的研究であると考えるようになり、現在所属する教

育方法学領域の授業分析に取り組むようになった。 
	 授業分析が魅力的に感じられたのは、次の 2 点の理由による。第一に、授業が準実験的ともいえるような
特殊な場であるということである。授業は、学校教育の制度的特質や学習内容、教師のねらいに規定されて

行われる、子どもの人格形成に働きかけるためのきわめて計画的な営みである。一方、授業の中で子どもは、

学習課題や他の子どもに触発されて一人一人個性的に考える。その過程は、その子がこれまでに生きてきた

経緯を反映するものであると同時に、その瞬間瞬間において自分を作り変え続ける場でもある。このような

複雑かつ動的な営みの現場には、人間理解において貴重な知見が豊かに埋まっていよう。第二に、授業分析

という手法が、様々な理論を実装することのできる柔軟性を有していることである。哲学や心理学の領域か

ら提案されてきた道徳理論を用いて様々な教育実践を検討しようとするのに、逐語記録にもとづく授業分析

は有用であると考えている。子どもの発言は、事実認識を述べているのみに見える場合ですら、その事実の

切り取り方に、その子がどう生きたいのか、物事がどうあるべきであると考えるのかといった願いや倫理観

が内在している。授業分析は、発言の背後にあるこうした価値観をも対象として、既存の理論から示唆され

た視点に則して、分析を行うことが可能である。 
	 博士課程前期課程では、戦後初期社会科の理念を引き継ぐ問題解決学習に着目し、問題解決学習の性格を

示す授業が持つ道徳教育的意義を明らかにしようとした。問題解決学習は、子どもの生活に根ざした切実な

問題を学習課題として重視するため、授業の中で子どもの価値観が表出し、変容していく過程が顕著に現れ

ると考えたからである。しかし肝心の実践分析の部分において、理論的枠組みのあいまいさ、分析手法の恣

意性、分析結果の可読性など、多くの課題が残された。 
	 現在はこの課題を引き継ぎ、授業分析の手法に焦点を定めて研究に取り組んでいる。実践にもとづく道徳

教育の基礎理論を構築するには、単一の理論的枠組みを所与として基盤に据えるものではなく、複数の枠組

みが併存し、そのそれぞれに即した道徳性がどのように表れているかが見えるような分析のツールが必要で

ある。そのためには、複数の視点から意味づけを行うことのできる柔軟性を残した、発言内容に則した中間

的な分析用記述言語を導入することが必要であると考えられる。そのため、特定の語だけでなく、授業内の

発言を文と見た場合の推論形式を識別し、それによって授業における子どもの思考の特徴を顕在化させるこ

とのできる手法の開発を試みている。 
	 

	 会報連載「わたしの教育学研究」では、現在進めている研究の概要や今後の展望、また教育実践や政策動向分析

などについて、会員からの投稿を広く受け付けます。掲載希望の会員は、学会事務局まで電子メールにてA4用紙で

1ページ（46 文字×40 行）以内の分量で、ご投稿ください。締め切りは学会会報発行の 2 か月前（7月末日、1月

末日）とします。紙面の都合上、投稿者が多い場合などの掲載の可否は事務局にご一任ください。本連載が、会員

間の研究交流の機会となることを期待しております。（事務局）	 


