
http://alce.jp/journal/ 第 13巻（2015）pp. 97-117  ISSN：2188-9600 

97 

【論文】 

「実践者」と「研究者」の協働による学習観を探る実践研究 

元生徒との「座談会」の場によってもたらされる可能性 

 

 南浦 涼介* 柴田 康弘 

 （山口大学） （福岡県飯塚市立小中一貫校頴田校） 

 

概要 

本研究は，異なる立場にある「実践者」と「研究者」の協働による「実践研究」のありか

たを模索する研究である。近年「実践研究」のありかたが提起されてきているが，多くの

場合「実践者」と「研究者」は同一であることが前提である。しかし，教育の分野では異

なる立場にある「実践者」と「研究者」が協働の形で実践の質的向上をねらう実践研究の

パターンも当然想定される。また，近年の学力観の変容から，「学習者にとっての実践の

意味」を考える視点の重要性も謳われている。ただ，これらが「研究者」による実態の解

明としての研究である場合，「実践」の改善や変革につながりにくいという側面はある。

本小論では，「実践者」と「研究者」が協働的な形で元生徒であった子どもたちに「座談

会」を開き，中学校から高等学校に進学した中での子どもたちの学習に対する価値観の葛

藤や変容を聞くことによる実践者と研究者のインパクトのありようを検討する。さらに，

そうした過程を「実践者」と「研究者」が協働的に構築していくことによる実践研究の可

能性について考察する。 
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1．問題の所在 

1．1．「実践＝研究」の教科教育の学問観における

実践者と研究者の関係の問題 

三代，古屋，古賀，武，寅丸，長嶺（2014）に

                                                           

* E-mail: ryosukem@yamaguchi-u.ac.jp 

おいて提唱された「実践＝研究」というパラダイム1

は日本語教育の関係学会や研究会に対して大きなイ

ンパクトがあった。そこには，多くの関係者が「日

本語教育実践」の当事者であるにも関わらず，いざ

研究の場になるとその研究の多くが「基礎科学」的

                                                           

1 「実践＝研究」の定義については，「実践への参加者た
ちが協働で批判的省察を行い，その実践を社会的によ
りよいものにしていくための実践＝研究」とある（三
代ほか，2014，p. 80）。 
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な発信になり，研究の場で「実践」がほとんど語ら

れないという問題にメスを入れる行為であったとい

える（例えば，市嶋，牛窪，村上，高橋，2014）。

しかし，このことは，学校教育に大きくコミットメ

ントする私たち執筆者にとって，日本語教育と学校

教育（とくに教科教育）の分野が大きく異なる研究

文脈にいるのだと気づかされたことでもあった。 

実は学校の教員たちにとって「研究」という言葉

は意外なほどに身近である。現在でも「校内研究」

という言葉があるように，学校では研究課題が毎年

設定され，教師たちはその課題を乗り越えていくた

めに実践（主に授業）を通した研究活動を行ってい

る。「授業研究」が“lesson study”と称されて海外

にも浸透しはじめているように，伝統的に日本の教

師たちは自身の授業に分析のメスを入れ，「よりよ

い授業」を求めてきた（ルイス，2008）。こうした

教師たちにとっての研究活動は，教師たちが多く授

業を通して関わる教科教育（私たちの場合社会科教

育）の研究分野でも同様の傾向を持つ2。例えば草

                                                           

2 『言語文化教育研究』誌はもともと日本語教育の文脈
から発生した研究誌という性格があるため，読者に
とって馴染みの薄い「教科教育学」という概念につい
て若干の補足をしておきたい。すでに『言語文化教育
研究』では，例えば第 12 号に，英語教育と国語教育
の領域からの寄稿論文がある（柳瀬，2014；難波，
2014）。言語文化教育では，「言葉の教育」という側面
を重視してきた性格上，英語教育や国語教育と日本語
教育との関連性について論じられることはこれまでも
幾つか見られたが（例えば，渋谷，川上，2009），「学
校教育」という世界においては各教科ごとに「◯◯科
教育」が存在し，さらにそれを学問的に昇華させよう
とする「◯◯教育学」が存在する。このように，学校
教育のとくに授業実践の研究が「国語科教育」や「英
語科教育」あるいは「社会科教育」というように教科
ごとに語られ，かつそこに「学」が付く形で研究の蓄
積がされるのは日本の学校の研究文化の一つの特徴で
ある。各教科の教科教育学は，それぞれの教科の持つ
科学的性格や行政との距離的性格などの違いから，若
干異なった文脈で歩み続けるようになる。例えば社会
科教育の場合は，人文社会科学の性質上，事象の解釈
や教育目的に思想が入り込むことを避けることができ
ないため，戦後長く政治的思想に巻き込まれる運命に

原，渡部，田口，田中，小川（2014）は以下のよ

うに述べている。 

 

事実，社会科教育の学会誌に掲載されている

論文の約 35％は，現職の実践者を執筆者と

する授業研究の成果で占められている。すな

わち，教科教育の研究の担い手は，第一義的

には教師であり，教科教育の開発・実践・改

善の一連の行為は，イコール教科教育の研究

にほかならない。「実践（者）＝研究（者）」

の思想であり，両者の質的同一性が社会科教

育研究を支える第一の学問観であろう。（草

原ほか，2014，p. 72） 

 

ここには，「実践」と「研究」が分離することな

く，むしろ実践のありようの改善がすなわち研究で

あるという思想が明示されている。この思想は，学

校教育の教科教育，少なくとも社会科教育の研究文

脈においては強く支持される観点であった（ただし

後述するように「実践＝研究」の思想の基底にある

科学観には大きな相違がある）。 

一方で，教科教育の研究において「実践（者）＝

研究（者）」という思想が前提にあった時，反面見

えにくくなったことがある。それは，「実践者」と

「研究者」が同一人物ではなく，異なる人間であっ

たときにどのような関係で何をしていくのかという

問題である。こうした時の関係の問題は，往々に

                                                                                             
 
 
 
 

あった。また，そうしたことから，政治に巻き込まれ
ることなく社会科教育を「学」として成立させるため
に，常に「歴史を教える」「地理を教える」のではな
く「いかに『民主主義社会』『市民社会』を教えるた
めの学問となるか」の問いが存在した。そのため，当
時の科学観とも相まって，「どのような内容・目的を
持って社会科は教えられるべきか」という規範科学を
追求する方向へ動いていった。 
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「研究と実践の乖離」という問題で語られる。多く

の場合この問題は，「基礎科学」を研究する研究者

と実践現場の課題として表出される。例えば「第二

言語習得研究が言語教育にいかに貢献するか」とい

う問いはそれに類するだろう。市嶋（2009）の批

判はそうした研究と実践の関わりについてのものと

してみることができる。こうした「基礎科学」と

「応用科学」としての理論と実践の関わりの問題

は，これまで心理学や社会学と教育現場の実践の関

係でも指摘されてきたことである（例えば，佐藤， 

1998）。つまり「基礎科学が現場実践にいかに貢献

するか，あるいはその問題は何か」という問いは，

いわば「researcher と educator」の関係性のあり方

の問題としてこれまで議論されてきた（例えば，無

藤，2007）。 

しかし「実践者でもあり研究者でもある」という

草原ほか（2014）の指摘にあるような関係が学問

観としてすでに成立している教科教育においては若

干その様相が異なる。そこでは，実践者と研究者の

関わりの問題は，こうした「researcherと educator」

の対立というよりもむしろ，「teacher educator（あ

るいは special educator）と educator」という権力性

の対立関係であるといえる。立ち位置が大学教員で

あろうが小学校教員であろうが，いずれの立場でも

「よい社会科は何か」という問いを持って研究する

世界では，上述のような基礎科学と実践現場の対立

のような問題は発生しにくい。なぜなら教科教育の

研究者自身の問いがいずれも「よい授業をつくる」

であるからである。しかしそこには佐藤（1998）

が述べるように，学校の研究の中に連綿と流れる

「理論の応用としての実践」という研究観が横たわ

り，かつ「規範としての教科教育における授業理論

の提案」という研究観（草原，2012）が横たわる

ことによって，「よい社会科の授業とはこうしたも

のだ」という演繹的な視点のもとに「大学の教員が

学校の教員の授業に『指導助言をする』」という関

係が生み出されやすい。例えば向上心のある学校の

教員が教科教育の大学教員にアドバイスを求める時

に「私の授業を斬ってください」という言葉が見ら

れるが，この言葉はこの教科教育における研究者と

実践者の関わりを端的に表現している。つまりここ

での指導は「斬る」という言葉に比喩されるように，

「前提として存在している論理」によって実践を分

析し，実践を評価するという行為であると同時に，

「斬る側」と「斬られる側」が存在している。立場

が入れ替わったり，まして「斬り合う」行為になっ

たりすることにもならない，固定的な権力関係が横

たわった関係でもある。たしかにそこには一定程度

の意味も存在し，実践者が自身の授業を客観視した

り，問題点を把握したりするという意義もある。し

かしそれでも，「teacher educator（あるいは special 

educator）と educator」という関係としての「研究

と実践の乖離」はやはり存在する。立場の異なる二

者―直接的に実践を行う立場の人間（ここでは

「実践者」と呼ぶ）と，必ずしもその場に直接関わ

るわけではないが，実践者の実践になんらかの形で

関わったり，それを分析したりする立場の人間（こ

こでは「研究者」と呼ぶ）が，どのような関わり方

を持ち，またそこでどのようにして実践者の実践向

上に資するようにしていくかという問いは，たとえ

「実践（者）＝研究（者）」の文化が存在している領

域でも課題として残っている。 

 

1．2．実践研究としての学習者にとっての「学習

の意味」の研究の重要性と課題 

また，近年の 1990 年代以降の人文社会科学にお

ける研究パラダイムの言語論的転回は，ようやく

2010 年代半ばに入り，教科教育の世界にも浸透し

てきた。依然として教科教育の世界は「認知主義」

「客観主義」が強い支配をしめる状況であるが，少

しずつ社会文化的な視点を持った社会文化アプロー

チや研究者の主観的な視座を認める流れが生み出さ
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れつつある。 

そうした潮流の中で，実践による子どもたちの

「成長」の捉え方も多様になりつつある。例えば，

村井（1996）は「社会科を中心とした人文・社会

科学系教科の教育実践を分析する際には子どもにど

の程度『学力』がついたかではなく，その実践が子

どもにどんな『意味』を残したのかということを分

析の包括的な物差しとすべきだ」（p. 11）と述べ

る。この視点は近年の学力育成観を再考する際に非

常に重要である。近年，学校教育でも日本語教育で

も，学力向上の視点や実践向上の視点から「能力

観」を前面に押し出し，「どのような能力が子ども

たちについたか」の観点から実践を論じようとする

傾向は強い。とくに，昨今は「キーコンピテン

シー」（key competency）に代表されるように，従

来のような知識やスキルを分断化したものではな

い，総合的な力としての「能力」の重要性が謳われ

ている（ライチェン，サルガニク，2006/2003）。し

かし，三代（2011）が述べるように，「能力」単体

の議論は，問題を個体の問題に還元する流れを生み

出しやすい。「能力」の観点が重要だからこそ，

「場」のありようを分析の観点とし，「場に人がいか

に関わったか」の視点で学習者のライフストーリー

を通して「学習者にとっての実践の意味」を考察す

る―という三代（2011）の視点は首肯すべき点

である。 

私たち執筆者は，同様に「学習者にとっての実践

の意味」として，「学習観」（learners’ beliefs）もま

た重要な概念だと考えている。「学習観」は学習者

にとっての「なぜその学習をするのか」「その分野

の学習で大事なことは何か」という学習に関する学

習者自身の信条・信念体系をさすものである（例え

ば，岡崎，1999）。言語教育の分野では他の分野に

比べても多くこの研究が蓄積されているが，そのほ

とんどは，第二言語習得研究として，実践を通さな

い静的な実態としての調査研究がほとんどである

（例えば，Horwitz，1987；Sakui & Gaies，1999； 

板井，2000）。 

では実践研究としてこの「学習観」はどう関わっ

てくるのかといえば，それは，実践者の行う授業を

通して，学習者がその「学習」において何が大事

か，どのような意味づけをしているか―といった

「学習観」の形成を見ていくことが，実践者自身へ

の実践のフィードバックに繋がるからであるといえ

る。ところが「学習観」をはじめとする「学習者に

とっての実践の意味」の研究は，直接的な実践者で

はない研究者によって実施される3。そのため，実

践者にそこで得た言葉は直接的には還元されないこ

とも多い。例えば社会科教育において，村井

（1996）の研究では，安井俊夫や本多公栄といった

著名な社会科実践家にかつて授業を受けた子どもた

ちが成人したのちに，そのときの記憶や今の自分の

視点からの意味づけを聞き取っている。その上でそ

うした記録と考察を当該の教員に示し，「手紙」と

いう形で還元をしている。そしてそれに対する教員

の返信をまたもらうという形をとっている。また佐

長（2012）も，かつて附属学校に通っていた大学

生に附属学校の学びの記憶と意味づけを聞き，そこ

から考察された内容を論文にし，その論文を附属学

校の教員に送り，報告書の中でその返事を掲載して

いる。村井（1996）にしても，佐長（2012）にし

ても，共通するのは実践を行った当事者ではない研

究者が単独で聞き取りを行い，そこで得た元学習者

からの言葉から考えられる実践分析の考察を元実践

者に伝達するという形が取られていることである。

                                                           

3  もちろんそれは，「学習観」だけではなく，その他の
「学習者にとっての実践の意味」の研究は概ねそうし
た実践へのフィードバック作用を潜在的には持ってい
る。例えば前掲の三代（2012）の場合，実践者である
三代自身が自身の授業に関わった学習者に対して，そ
のライフストーリーを聞き，自分の授業への関わりの
ありようを聞いているため，その語りは直接実践者で
ある三代に還元される。 
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しかし，この方法の場合，実践者の側にしてみれ

ば，研究実施者が問いかけたり元学習者が答えたり

するその対話の場それ自体を共有していないため，

実践の受け止め方は複雑である。例えば村井

（1996）の中で実践の対象となった久津見は，村井

への返信の中で「卒業生の話はほぼ予想通りでした

が，村井さんの見解と結論にはかなりの見解の違い

から驚きと疑問をもちました」（p. 148）という言

葉がしたためられている。また佐長（2012）で

も，研究の考察を受け取った現場の当事者が，葛藤

と抵抗感をない交ぜにしながら，終章にて言葉を述

べる。たしかに，抵抗感を持ちながらもかつての学

習者の言葉を聞き，その考察を研究者から聞くこと

にはこれからの実践を考えるにあたって実践者に

とっても意味があることである。しかし，ここに横

たわる問題は，これらの研究があくまで「研究者に

よる実態の解明」が先にあり，それを「実践者に伝

達する」という形が取られていることにある。それ

がゆえに結局 1．1．で述べたような，「実践者と研

究者の分断」の状況が発生してしまうことである。 

ここから言えるのは，こうした「学習者にとって

の実践の意味」を聞き取っていく研究は，たしかに

実践を捉え直していく際に重要な方法ではあるが，

それを「実践者の実践のこれから」に還元していく

ものとして行う場合，研究者と実践者がどのような

関わりによって，どのような方法で実施していく

か，一考の余地があるということである。 

また，「学習の意味」を探る内容においても，村

井（1996），佐長（2012）ともに，インタビュー対

象者が成人後であるなど，実践を終えてかなりの時

間が経って後に実施されている。そのために，点的

な意味づけはあっても，学習者たちがどのような形

で実践を意味づけなおしているのか，その動的なプ

ロセスは見えにくい点にある。学習観もまた，その

人の人生の中での経験や環境の中で絶えず変化し，

変形していくプロセスの中にあるはずである。しか

し，現時点ではこうした学習者自身の過去うけた授

業の意味づけの変化するプロセスに焦点を当てたも

のは管見の限り見当たらない。 

 

1．3． 研究の目的 

こうした問題意識から，この論文では以下の課題

について探索していきたい。まず，大きな課題とし

て取り上げるのが， 

（1）実践の質的向上をはかる実践研究におい

て，実践者と研究者が異なる立場にあると

き，両者はどのような関係で何を行うのか， 

という問いである。 

そして南浦と柴田による，柴田の卒業生に対する

社会科授業の「座談会」の事例の中で， 

（2）子どもたちは中学校卒業後，中学時代の社

会科学習の意味をどのように意味づけ，それ

が変化していくか， 

（3）（2）を実践者と研究者がともに聞いていく

ことで，実践者と研究者はそれぞれどのよう

な気づきを得るか， 

を考察する。これをもとにして，（1）を考えていき

たい。 

本誌が拠って立つ「言語文化教育」というこの言

葉の概念は，学会の目的にも掲げられているよう

に，「ことばと文化の教育」であるが，その意味す

る所は大変広い。実際のところ，それはもちろん日

本語教育の分野だけを指すのでもないし，また，日

本語教育，国語教育，英語教育，フランス語教育，

異文化間教育といった，諸言語やそれに関わる文化

の領域だけでもないだろう。本小論では，とくに

「社会科」の教育の場での事例を取り上げるている

が，「社会科」もまた，ことばによってつくられた

社会を読み解きながら，新たな社会を構築していく

ための市民的資質を育成するための重要な場で
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ある4。筆者である私たちは，これもまた，「ことば

と文化の教育」の一つであると考える。 

 

2．研究の方法 

2．1．研究者と実践者の関係と研究の経緯 

この研究は，南浦，柴田（2013）で行った，柴

田の元生徒たちに対する「社会科学習観」に関する

聞き取りの継続である。南浦，柴田（2013）で

は，柴田が中学校で行った社会科授業を受けた生徒

たちに，卒業の時点での「社会科を学ぶ意味」につ

いて尋ね，その意味の形成に資する教師の役割につ

いて考察をした。この研究の関わりを通して南浦と
                                                           

4  注 1 でも少し触れたが，「社会科教育」という分野は
あまり本誌の読者に馴染みがない場合が多いので，少
し詳しく触れておきたい。「社会科教育とは何か」と
いう問いは大変広範で定義は難解である。ただその包
括的理解としてこれまで関係者の間で共有されてきた
古典的な概念定義として，「社会認識の形成を通し
て，市民的資質を育成する教科」（伊東，1971）とい
うものがある。その観点からすれば，社会科教育は
「歴史」や「地理」あるいは「政治や経済」などの社
会諸科学を寄せ集めて理解することを目的としている
のではない。それらを通して，民主主義社会への関与
ができる能力を得ていくことが重要視されている主権
者育成としての教科である。その点で言語教育を市民
性育成の観点から問う論考（細川，2012）にあるよう
に，「市民性育成としての言語教育」と「市民性育成
としての社会の教育」はアプローチとして共通する観
点を多く持つ。 

また，近年の社会的構成主義の観点からすれば，「社
会」とは言語的構成物である（例えば，ガーゲン， 

1996）。したがって社会科の学習には「ことば」が不
可欠に関わってくる（片上，2013）。例えば，「社会」
を知り，分かるためには，「なぜそうなっているのか」
「いつからそうなのか」「誰にとってのものか」といっ
た複雑な背景を読み解くための言語的活動が欠かせな
い。また，これからの「社会」に参加したり，これか
らの「社会」をつくるような活動をするためには，
「どうすべきか」「◯◯とは何か」といった議論による
言語的活動が欠かせない。 

このように，「市民性教育」としての性格を持ち，か
つ学習には「ことば」の吟味や対話が不可欠である社
会科教育は，重要な「言語文化教育」の一端であると
考える。 

柴田は互いに実践や研究の話をする間柄となり，継

続してこの卒業生に対しての聞き取りを行っていく

ことになった。 

2．1．1．南浦の立場 

まず，南浦と柴田の立場，および共同研究に至る

経緯について記述しておく。 

南浦は現在大学で教員養成（初等教育全般，およ

び初等中等における社会科教育）の仕事をする立場

におり，直接小中高の子どもたちを指導する立場に

はいない。しかし，伝統的に地域の教育現場とその

地域の大学は，研修や研究授業などを通して，上述

したようにアドバイザーの形で関わりを持つことが

多い。しかし，もともと日本語教師や小中高等学校

で実践者として仕事をし，特に大学院時代に非常勤

講師として附属小学校でも勤務していた南浦は，指

導助言という形で関わる実践者と研究者の場をよく

目の当たりにしてきた。そこから教科教育の世界に

おける「実践者」と「研究者」の関わりについて，

上述のような問題意識が生じてきた。 

当初この研究を開始した 2010 年ごろ，南浦は

「子どもの社会科の学習観」の問題に関心を持って

いた。これは，その以前に小学校での講師を行って

いた時，授業を工夫して面白い実践を行おうとして

いたにもかかわらず，子どもたちに「なぜ，今，そ

うした方法で私たちは社会科の勉強をしないといけ

ないのか」が伝わらず，結果として「学習の意味」

が教室の中で共有されず，授業が思うように進まな

かった経験が底にあった。 

直接実践現場を持つことができない大学教員に

なったのちに，こうした研究を行うのであれば，実

践現場で直接子どもたちに指導を行う実践者との共

同研究が不可欠になる。そしてそれはできれば附属

学校のような「よりよい授業を，学習を行っていく

ことが当然」という前提が文化的に共有されている

学校よりも，より多様な背景を持ち，「学習の意

味」が共有されているわけでは必ずしも言えないだ
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ろう，公立学校で行う方が有益であると考えてい

た。そして，そうした調査を実行するのであれば，

研究的な行為，とりわけ社会科教育についての理論

的な視点に対する理解がある教員の担当クラスであ

る必要があった。また，南浦が教室に入るのは指導

助言などではないのであるから，当該の教員と南浦

の関わりはよりフラットな形であるに越したことは

ない―と考えていた。そうした中で，学会で同年

代の公立中学校教員であった柴田と出会った。 

2．1．2．柴田の立場 

柴田は教員歴十数年の中学校社会科教師である。

大学教育学部を卒業後，九州地方で教鞭を取る一方

で，その間に長期派遣内地留学として国立（大学法

人）大学で社会科教育の修士号を取得している。ま

た地域あるいは学会でも自身の授業を基にした研究

発表を行い，学会誌掲載経験を持つなどの高度な専

門性を有するトレーニング及び実績を持っている

（例えば，柴田，2009）。柴田は，こうした背景か

ら，社会科授業の教育観を，「議論ができる子ども

を育てること」「その議論のなかで社会を考え，こ

れからを構築していくこと」など，いわゆる社会的

構成主義の視点に基づいた社会科授業を重視してい

た。その点では，実践者であるが，その実践を客観

的に理論的な視点から語ることができる教員であっ

た。 

当時5，柴田の勤めていたその中学校は，九州地

方の北部にあり，古くから炭鉱町として栄えた地域

であった。現在は九州地方の福岡市や北九州市への

アクセスも良く，子どもたちは高校を卒業して福岡

に出る者も少なくない。現在，その中学校は落ち着

きを見せているが，「座談会」対象者であった子ど

                                                           

5  柴田の勤務学校はウェブサイトを見るとさまざまな研
究会発表の情報から類推可能である。学校及び子ども
たちの匿名を保証するためには，こうしたインタ
ビュー実施や「座談会」の実施年を秘匿する必要があ
るため，ここでは「当時」と記す。 

もたちが中学校に入学をした頃は，まだまだ落ち着

きを見せてはいなかったという。柴田をはじめとす

る教員の努力によって，地域との関係を再構築しな

がら子どもたちにも実践を重ねていった6。学校が

次第に落ち着きを取り戻していったことは，子ども

たちも感じるところで，以前の聞き取りでもそうし

たことを述べていた。 

そうした状況の中，社会科教師であった柴田は，

授業において子どもたちを引きつけ，かつ深い考察

を導くために，「リアルな社会との接続」をテーマ

とした学習を繰り返し行った。具体的な事例をいく

つか示すと，例えば，公民的分野経済単元「電子マ

ネー社会の未来について考えよう」では，身近な生

活の中で，すでに普及・拡大している電子マネーに

よる社会の変化の是非について議論した。また，政

治単元「取り調べ可視化について考えよう」では，

警察・検察による取り調べ可視化の是非を取り上

げ，三権分立の考えを基盤にした日本の仕組みの中

で，弁護士・被告・刑事の異なる三つの立場からの

主張を元に，そのあり方を巡って議論した。さら

に，福祉政策に関わる学習では，少子高齢社会を背

景とした「若者の結婚願望減退」をめぐり，議論を

行った。 

これら授業に共通するのは，毎回の授業時間に新

聞記事を紹介しながら，子どもたちの関心を引きつ

けた上で事件や問題の背景を考察したり，これから

どうすればいいかを予測・判断させたりして，クラ

ス全体を巻き込む探求や議論を主体とした学習を

                                                           

6  例えば，子どもたちの学校の中で，授業をはじめ，学
校行事などさまざまな取り組みのたびに新聞記者を呼
び，地域の新聞記事にしてもらう。その記事を地域の
人が目にしていく中で「学校の取り組み」を地域に知
らせていく。そうしていくことで，「以前はうちの学
校の制服を見るたびに『何か悪さをするのではない
か』と思われていた地域の評判が，『あの学校は最近
頑張っている』と変わっていき，次第に子どもたちへ
の評価も，子どもたち自身の評価も変わっていった」
と柴田は述べている（詳細は南浦，柴田，2013）。 
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行っていたということである。（その他詳細は南

浦，柴田，2013）。 

2．1．3．研究の進行と「座談会」に至る経緯 

ただ，研究を持ちかけた南浦は当初，この研究を

「どのような学習観を持っているのか」「それはどの

ように変化していくのか」というように，どちらか

といえば客観的な立場から実態を解明していきたい

と考えていた（南浦，長野，野上，安松，柳生，

2011）。それは，距離的にも南浦と柴田の勤務場所

が離れているために，南浦は，定期的に参与観察を

することはできなかったためである。そのため学期

ごとに柴田と会合を行いながら，時折授業の見学を

しながら関わっていた。そして，子どもたちが卒業

した直後にインタビューを子どもたちに行うという

関わり方をしていた（南浦，柴田 , 2013）。しか

し，子どもたちの卒業後，子どもたちが抵抗なく私

たちのインタビューに応じ，「またいつでも話しま

すよ」と答えていたことや，南浦と柴田の間で「こ

の生徒たちがその後どのように社会科の授業を捉え

ていくかを追ってみたい」と考えるようになり，継

続的に話を聴く会を設けていこうということになっ

た。そうして以下で述べる，高校生になった元生徒

たちとの「座談会」が開かれるようになった。 

 

2．2．分析の方法 

本研究は次のように進めていった。まず，私たち

は柴田の社会科授業を受けて卒業した生徒で，南

浦，柴田（2013）でもインタビューを受けてくれ

た 5 人（以下，「子どもたち」と略記）に，再度聞

き取りを依頼した。そのうち都合のついた 4人（ヒ

ロ・ダイキ：男子 2 名・アヤカ・サキ：女子 2

名，いずれも仮名）が聞き取りに応じ，指定した日

（高校 1 年が終了した春休み中）に柴田とともに

「座談会」形式のグループ・インタビューを行っ

た。グループ・インタビューの手法を採ったのは，

子どもたちと南浦の関係，子どもたちの個人の語り

よりも集団の中で形成される語りを重視し，かつ教

員の柴田も参加できる形を採ったからである。 

当日は，集合のしやすいファミリーレストランの

一席を 6名で囲みながら実施された。あらかじめ半

構造的にインタビューの内容は考えていたが，実際

のところはほぼ非構造で活発に会話がやりとりされ

る場となった。基本的に内容は，①高校の学校の様

子，②高校での社会系の授業の様子，③中学時代の

社会科学習との違い，について話が変遷して行っ

た。 

分析に当たっては，座談会が終了した後日，南浦

と柴田によって再度インタビュースクリプトを見な

がら子どもたちの高校での社会科の学習観について

分析し，子どもたちのその観点の分類，そうしたこ

とが起きた背景の考察を共同で行いながら，その中

で柴田自身も，自分の生徒の変化のインパクトにつ

いても話していった。 

なお，「座談会」は当時教員であった柴田も参加

しているために，一般的には子どもたちが遠慮し

て，語りにくいことは語らないということも考えら

れる。ただ，インタビューを受けた 4 人（本来は 5

人）の子どもたちは，中学時代から柴田とも積極的

な関わりを持っていることや，分け隔てなく話す子

どもたちであることなどから，そうした影響は薄い

と考えている（子どもたちにも柴田の参加による言

いにくさなどの問題はないかどうかの確認は一通り

行っている）。 

 

2．3．記述の方法 

また，本研究では「実践の質的向上を行うために

研究者と実践者がどのような関係で何を行うか」と

いう研究課題に応えるため，論文の記述方法につい

ても述べておきたい。 

まず，以下の 3．1．では，子どもたち自身の語

りと，その語りから見られる，高校 1年生の際の社

会科学習の観点と中学時代との変化について考察す
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る。その後 3．2．では，そうした子どもたちの学

習の観点の変化や中学時代の記憶を聞いた柴田と南

浦の視点の往復による記述を試みる。具体的には，

まず柴田の視点で，子どもたちの聞き取りを行った

ことから考えたことを記述し，さらにそれを見て南

浦が柴田の変化を考察する。 

こうした語りの重ね書きは，伊藤，矢守（2009）

における「往復書簡体論文」の可能性から着想を得

ている。伊藤，矢守（2009）では，質的研究にお

ける知見の導出の仕方として，ローカリティが持つ

固有性を抽象化してユニバーサルな知見を導出する

のではなく，固有性を具体的な形で保ったまま，

ローカリティから離脱させていく方法として，「往

復書簡」の可能性を提示している。二人の異なる場

を持つ研究推進者が，メールのやり取りを行う「往

復書簡」を行い，それをほぼそのままの形で紙面に

掲載することによって，異なるローカリティを往復

する書簡から読み手が知見を読み取っていくという

形で知見を編み出すという手法を行っている。これ

は書き手らが述べるように，非常に実験的な試み

で，多くの検討すべき課題がある。例えば，「対話

全体を俯瞰する超越的な視点が，往復書簡に欠落し

ていた」ことによって，対話の行方が不透明になり

全体の管理が困難であるということなどはその最た

るものであろう（p. 61）。しかし，異なる役割にあ

る研究推進者二者が，論文上で自己の視点を持ちな

がら考察を重ねていく「視点の重ね書き」という点

は，実践を協働的に検討するという点で重要な意味

を持つと考えられる。 

そこで，本研究では「往復書簡」を完全に行うの

ではなく，「座談会」が実践者にどのような意味を

もたらしたか，という部分の考察過程において，こ

の視点を入れる試みを行った。本研究が「実践者の

実践の質的向上」のための実践研究であるために

は，単なる「学習者にとっての実践の意味」を探っ

た記述のみでは不十分である。それだけではなく，

学習者たちの語りを聞いた実践者柴田自身がそれを

どう捉え，自らの実践のこれからに活かしていこう

としたかという視点が論文本文として綴られていく

ことが不可欠と考えた。 

そこで，具体的には 3．1．で，「座談会」の実施

時における子どもたちの語りと，そこから見える子

どもたちにとっての「学習」の意味の変化を考察す

る。それを以って 3．2．では，実践者である柴田

が子どもたちの言葉を聞いてどう考えたかを，柴田

視点で記述する。そして 4．においてそうした観点

から，この「座談会」が実践研究としてもたらした

意味について総合的に考察していく。 

 

3．「座談会」を通した学習者・実践者の意

味づけ 

3．1．学習者にとっての，「社会科を学ぶこと」の

意味 

座談会に出席した子どもたちのうち，アヤカとサ

キは，中学時代から同級のまま，A 高等学校に進学

し，そこでも同じクラスである。A 高等学校は，技

術専門系の学校である。2 人は同じクラスで，その

まま社会系の同じ授業を受けている。一方ヒロとダ

イキは，B 高等学校に進学した。B 高等学校は地域

の中で進学校の位置づけをされており，生活指導に

厳しい学校という評価が地域でもなされている。2

人は同じ教師から世界史を受けている。 

3．1．1．変化しない社会科学習の意味づけかた 

サキは少し斜に構えた生徒で，クラスでも影響力

を大きく持つ女子の友人らと仲がいいようであっ

た。中学時代の柴田の授業を南浦が見学した時に

は，1 時間目の社会科の授業に少し遅れて入ってき

たものの，それに動じることなく友だちの意見に対

して対応を行っていた。そうしたある意味で活発な

風を見せるのがサキであった。 

一方アヤカは，授業見学の際には南浦はそれほど
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注目を置いていなかった。中学 3年時のこのクラス

は非常に活発であったため，サキのように授業中に

目立つ行動を多く起こすわけではないアヤカには，

それほど注目できていなかった。そのため，アヤカ

とは，中学卒業の際のグループ・インタビューで初

めてきちんと会話をした。その当時から落ち着いた

物腰で，重要なことをよく言う生徒だった。 

今回の座談会で，サキが頻繁に口にしていたの

は，「中学校に戻りたい」ということであった。も

ちろんこれは学校経験全般としての話であるが，以

下のように社会系の学習についてもそうしたことを

述べている。 

例えば，サキとアヤカは，高校での社会科（現代

社会）の授業を次のように述べる。 

 

南浦： その授業はどうなの？ 

サキ： それは，教科書の内容をただ全部読むだ

け。 

アヤカ：うん。 

南浦： ああ，ああ。 

アヤカ：やき。 

サキ： やき，そこまで深く学んでないよね。 

アヤカ：聞いてない。あんまり。 

サキ： なんか，あまり，うん。読んで，定期テス

トも，プリント渡されて，覚えてそれがまんま

出たり，ほんとあれやん。サキは中学校の方

が，いろいろ情報は入りよったみたいな。 

南浦： ああ，いろいろ。 

アヤカ：最低限のことしか入らんかった。 

 

このように，アヤカとサキは，高校での社会の授

業について，「教科書の内容を全部読むだけ」（サ

キ）と述べ，アヤカはそれについて，「聞いてな

い，あんまり」と述べる。彼女らにとって，高校で

の社会科は，教科書の内容の説明に終始する教師の

授業を，ひたすらに覚えて学ぶものに映っており，

そうした授業になかなか意味を感じてとれていな

い。 

ここで注目されるのは，彼女らが「そこまで深く

学んでいない」（サキ）ということを述べ，それに

アヤカが同意するところである。彼女らがこうした

授業を「深く学べていない」と判断するということ

は，それは過去に「深く学んだ」という実感がある

がゆえである。それは，サキが別の場面で「ほんま

あれやん。サキは中学校の方が，いろいろ情報は入

りよったみたいな」という言葉に表象される。これ

は次の会話にも表れる。 

 

南浦： やけんさ，4 人はさ，3 年のときは柴田先

生の授業受けてるわけじゃん。 

ダイキ：はい。 

南浦： 今は違う？ 授業の感じが。 

サキ： うん，全然違う。 

南浦： 違う。 

ヒロ： 違いますね。 

アヤカ：しば T（注：柴田のこと）は，関連づいて

いろんなことを話してくれた。 

ヒロ： それは同じ同じ。 

アヤカ：けど，今の先生は，ほんとに，教科書のま

んまを言うき， 

サキ： なんて言ったらいいんだろうねー。 

アヤカ：テスト前に教科書だけ読んだら，なに，先

生が言いよる事と同じになる。 

サキ： やき，書いたことあることしかない。 

アヤカ：物語みたいなのがないき，つながりもわか

らんちゃ。 

柴田： ああ，ああ。 

（中略） 

アヤカ：そう，文字の暗記になる。 

サキ： やき，内容が入ってこない。 

アヤカ：そうそうそう。 

ヒロ： そりゃ柴田先生は，あれ，聞くじゃないす
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か。これ，両方ね，考える時間があるじゃない

ですか。 

サキ： あー。 

アヤカ：確かにね！ 

ヒロ： それがないなっちゅう気がした。 

 

ここで重要なのは，4 人は，中学時代の学習を，

「関連づいていろんなことを話してくれた」と，柴

田が意識していた因果関係であったり，知識の関連

づけであったりということを，自分たちの学習とし

ての印象で捉えられているということである。これ

はサキとアヤカが言った言葉ではないが，「そりゃ

柴田先生は，考える時間がある」というダイキの言

葉に，サキとアヤカは同意をしている点でも，「ど

のような社会科学習がよいか」という学習観が形成

されていることがわかる。こうした学習観の形成

が，サキやアヤカの高校の授業を見る目に繋がって

いる。 

一方，高校の授業については，サキは高校の授業

については「受け方が全然違う」と述べ，一方でア

ヤカは「変わっていない」と答える。 

サキは別の場面で，「私は全部含めての中学校か

も，いろいろあったき」と述べる。このことから

も，中学時代の学校生活に大きなインパクトを感じ

ており，授業もその中に入っている。サキの場合，

中学時代に社会科の学習は，単なる学習観としてだ

けではなく，学校とはどのような場所であるべき

か，という価値観も含んで大きなインパクトを持っ

て形成がされ，それがひいては高校を見る目となっ

ている。 

また，アヤカの場合，サキと同じくインパクトを

持ちながらも，自身の学習観を「小学校から中学校

に上がる時点で，考え方って変わってない」と答

え，「中学校に入る前から同じで，何を言われても

構わなかった」と述べる。アヤカは自身の学習観

は，中学校で着いたというよりは，家庭の中で「意

見を述べること」「自分の価値観をきちんと持つこ

と」といった信念体系が育まれ，むしろそうした考

え方が，中学校時代の社会科の中で語られる学習の

考え方と一致していたのだと推察される。 

サキとアヤカはどちらも「中学時代」の社会科学

習にかなり大きな価値を置き，そして高校時代の社

会科学習との差異に戸惑いを見せている。しかし，

2 人の間では，アヤカの方がいく分信念を強く持っ

ているがゆえに，高校の社会系の授業へ価値を見い

だせずにいる。 

3．1．2. 変化する社会科学習観 

一方で，ヒロとダイキは，先の会話にも出てきた

ように，サキやアヤカと同様のインパクトを中学時

代の社会科で得ており，そうした会話をしている

が，高校の学習の捉え方としては，サキやアヤカと

は異なる捉え方を見せる。 

 

ダイキ：なんか，今は知識を蓄えるときかなってい

うのはある。 

南浦： ああ。なるほど。知識を蓄える。 

ダイキ：で，社会に出て，それを使う？ 

南浦： ああ。 

サキ： 今は覚える段階っちゅうか，そういうこと

やろ。 

アヤカ：え，それってさ，どんくらいね，覚えてお

けばいいん？ 常識程度じゃ。 

サキ： え，じっさいあれやね。わからんとさ，意

見持てなくない？ どうしていいかとかさ。や

ろ？ やろ？ 

南浦： なるほどね。だから，むやみに覚えてる感

じなの？ 

ダイキ：かんじ。 

南浦： なるほどね。 

ヒロ： はい。なんかその，学校の勉強とかじゃな

くて，ニュースとか，そういうこともある。

ニュースを見たら，なんのこと？ っていうふ



南浦涼介，柴田康弘「『実践者』と『研究者』の協働による学習観を探る実践研究」 

 108 

うになったら，意見も言えない。 

 

このように，例えばヒロは，「今は知識を覚える

時かな」と，現在中学校とは大きく異なる高校での

学習に，理解を示そうとしている様子が見られる。

これはダイキも同様で，それに同意をしている。 

ダイキは同意することが多く，あまり言葉数が多

いわけではないのだが，ヒロは次のようなことも述

べている。 

 

南浦： 二人は，変わった？ 

ダイキ：いや，なんかもう，その，（注：中学校

名）のときみたいに騒げばいいちゅうもんじゃ

ないし， 

ヒロ： 積極性が，がっつり叩き折られた。 

南浦： うん，叩き折られた。 

ヒロ： 数学の授業もさ。 

サキ： サキもそれある。発表も全くせん。 

ヒロ：先生が，黒板に書いて話してるのを，待つ。 

南浦： なるほど。 

ダイキ：一年やき。 

 

ヒロとダイキの通う高校は，地域では進学校に区

分される。先にも書いたように生活指導にも積極的

で，学校の雰囲気もそれに合わせたものになってい

るようである。ダイキはこれを「積極性が叩き折ら

れた」と述べ，「先生が黒板に書いて話しているの

を待つ」というように述べる。「積極性が叩き折ら

れた」という発言にもあるように，ダイキやヒロ

も，サキとアヤカと同様に，中学校時代のインパク

トは強く，それと比較して高校の学習を捉えてい

る。 

ただし，ヒロとダイキは，この座談会では，「高

校の先生もストーリー的に話をしてくれる」「今は

こうやって知識を覚える時なんじゃないかと思う。

それがそのうち社会に出たときに役に立つんだと思

う」と，高校の学習に意味を見出そうとしているこ

とがわかる。 

また，ヒロは，「中学の頃は，リラックスして聞

いてましたけど，なにせまた塾でまたするんで。

で，ボーっとしてたんですけど，高校になってば

ちっと切り替わった」と，中学の塾の話をよく出し

ている。中学校時代に意見をやり取りし，じっくり

と問題を考えていくような学習は，塾があったから

できたのだと解釈をしている。それゆえに，高校で

知識の暗記網羅的な学習になったとしても，そこへ

の戸惑いは少ない。先のサキやアヤカが中学校時代

の学習に大きなインパクトを持ち，それを自分の

「あるべき学び」だと信念化している一方で，ヒロ

とダイキ（とくにヒロ）は，中学時代の社会科学習

は「塾があったから成立したもの」と捉え，割と

クールな視点で中学校時代の学習を受け止めてい

る。さらに，高校が進学校であり，大学受験等に向

けて学習をしていく語りが強く反映する学校風土で

あるために，彼の社会系の学習観は，高校で正当性

を持つ学習観に適応しつつある状態であるといえ

る。 

3．1．3．変容する学習者のアイデンティティと教

師の葛藤 

サキとアヤカ，そしてヒロとダイキの語りからみ

えるものについて，筆者らはインタビューの結果か

ら，2点を指摘したい。 

第 1は，子どもたちは，中学時代の授業観を視点

に高校授業の評価を行い，それが高校時代のパ

フォーマンスにつながるということである。中学時

代に柴田の授業を受け，中でも強いインパクトを

持ったサキやアヤカは，その社会科学習の仕方と大

きく異なる高校での学習に戸惑いを持っている。サ

キはそれでも「頑張ろうと思っている」という形で

ノートを書いたりしようとする姿勢を見せるが，そ

れでも戸惑いは隠しきれていない。これはアヤカも

同様である。アヤカは家庭で培われ，さらに中学時
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代の社会科学習で価値づけられた，自身の学習に対

する信念が形成されているため，高校での学習に対

してはさらに無意味さを感じていた。一方で，ヒロ

のように，中学時代の学習にインパクトを受けてい

るものの，それに対して，すでに「塾があったれば

こそ」というクールな視点で捉えていた子どももい

る。この場合，高校の学習に対して柔軟に取り組む

姿勢を見せる。このように，中学時代の社会科学習

のインパクトの度合いは，子どもたちの高校時代の

社会科学習の取り組み方の違いに反映されていく。 

それは第 2の，中学時代に確固たる学習観が培わ

れるとそれは高校時代にも持ち越されるが，そこま

で強い意志ではない場合，高校の風土に包括され，

変化していくということにつながっていく。このよ

うに，中学時代にそれぞれがどのようなインパクト

に社会科授業のスタイルを感じ取っていたかは，高

校の学習で中学時代とは全く異なるスタイルに直面

した際のそこへの適応の仕方に関わっていく。中学

時代に確固たる社会科学習観を得た生徒は，高校時

代でのギャップに対し，その高校の社会系の学習を

受け入れがたく，中学時代に得た議論や因果関係を

探るような学習をより価値づけていく姿勢をみせ

る。一方で，さらに強く高校での学習文化に触れた

場合，以前の学習観にはこだわりを見せず，「今」

の学習文化に包括されていく。 

これは，社会科を教える教員にとってみれば，こ

れは脅威である。「市民的資質」の形成のために，

教員は自身が教育を行う「場」において，どれだけ

質の高い授業を行っても，次の学校ではそうした授

業は多くの場合なされない。すると，生徒はインパ

クトを得れば得るほど，次の学校で葛藤をする。し

かし，インパクトが薄ければ薄いで，簡単に次の学

校の学習文化に包摂されていく。社会科で重要な観

点である「市民的資質」の育成とは，子どもたちの

「今－ここ」に働きかけるものであるというより

は，子どもたちの将来に働きかけることを意図した

「資質」である。しかし，教員は子どもたちにずっ

と関わり続けるのではない。子どもたちが責任ある

大人社会へ参加していく遥か手前の，限定された期

間内でのみでしか，そうした資質育成に関与する機

会は与えられないからである。 

学校種を超えて成長していく子どもたち，さらに

その子どもたちの流動的な学習観に対して，教師が

関わることのできる範囲は限定的である。質の高い

授業をした教師の授業へのインパクトは子どもたち

にとっては非常に大きいものであるが，それゆえ

に，次の学校での葛藤がある。この難題に教師が直

面したとき，教師は何を考えるのであろうか。 

 

3．2． 実践者「私」の「社会科を教えること」の

意味 

そこで次に，中学時代の教師であった柴田が，こ

の座談会での子どもたちの会話を目の当たりにして

何を考えたかという，教師としての「私」を見てい

きたい。 

3．2．1．「私」のこれまでの社会科教育とその研

究に対する捉えかた 

まず，「私」（柴田）が，教員としての新人時代か

らこの共同研究に着手するまでに，どのような社会

科教育とその研究観を持っていたかを述べたい。 

私の教職経験は，約 15 年が経とうとしている。

初めて教壇に立ったその日から，「良い授業がした

い」という気持ちは変わっていないが，何を持って

「良い授業」とするかの基準は大きく変わってき

た。 

まず，初期の頃は「（入試・テスト）で良い点が

採れるか否か」，ただ 1 点だった。しかし，長期派

遣による大学院への入学や，社会科教育の学会・研

究会への参加などによって，社会科教育（社会科教

育学の理論，学問的成果）を学ぶに従って，社会科

教育の目標の基準は次第に「社会に生きる市民の育

成に寄与するものとなり得ているか否か」へと変
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わって来た。そうした目標観の変化に従って，「研

究」というものの捉えも，自らの授業をすでに明ら

かとされている理論に照らして設計・評価・分析・

再構成したり，それらを基盤にほんのわずかでもオ

リジナルな方法や視点の導入を試みたりするといっ

た，（個人的な・小さな）社会科教育“研究”へと

つながった。一介の教師として，「実践的な研究」

あるいは「研究的な実践」に絶えず関わってゆくこ

とが，教壇に立つ者としてまた職業人としての自ら

を高めるためにも，必要な"構え"なのではないか，

そのように捉えるようになった。 

このように，私にとっての社会科研究の対象は，

自らの「実践」であり，「実践」とはイコール「授

業」だった。ある目的に沿って自ら構想した授業が

「結果としてどうであったか？」という点の分析的

検討が主軸となる。そのため，ペーパーテストはも

ちろん，レポートやワークシートといった子どもた

ちの記述物(作品)，実際の議論の様子，授業前後で

のアンケート，参観した先生方の気づきや評価，そ

してもちろん授業者としての自らの見取りなどを元

に考察を行ってきた。正直に，全ての授業でこれら

の「振り返り」を行っていた訳ではない。私にとっ

ての実践研究は，多くの場合，学習指導案の作成・

授業の実施・事後評価(検討会，アンケート，テス

トなど)が一つの「パッケージ」となって実施され

るもの―それが「研究授業」（授業を研究すると

いうこと）であったのである。 

3．2．2．「私」にとっての「座談会」のインパク

ト 

私は社会科の実践研究に対してこのような“構

え”を持っていたわけであるが，卒業した子どもた

ちとの「インタビュー」の場で，大きな衝撃を受け

た。なぜなら，（良くも悪くも）「中学 3年間の自ら

の社会科授業の影響が，後の彼らの学習に多分に影

響を与えている」ことを，彼らの語りから目の当た

りにしたからである。その衝撃とは，「教師として

の責任の大きさの実感」に他ならない。「自分はこ

の子達の成長の過程で何を伝えることができたの

か？」という自問ともいえるだろうか。そう考える

と，いろいろな不安がよぎってくるのである。 

単純に日本の教育制度上，小学校を卒業した子ど

もたちが中学校に入学し，3 年間で卒業して高校へ

進学した。たまたま自分はその子どもたちの中学 3

年間の社会科授業担当者であった。そこで目の前の

3 年間，日々の授業については，もちろん責任を

持って取り組んできたつもりであるが，入学以前の

小学校での学びや，進学後の高校での学びといった

ものは全く考慮したことがないこと，入念に準備を

して臨んだ授業も終わってしまえば「やりっ放し」

であったこと，自分の想像する以上に，授業観や社

会観が子ども達に伝わっている（すり込んでしまっ

ている）こと―など，その責任の大きさに教える

ことが恐ろしく思えてくるほどであった。 

これまでも卒業生と懇談したことは何度もあっ

た。しかしそこでの語りは，「○○の学校行事で△

△が□□した」とか「☆☆が▽▽先生に叱られた」

といった思い出話であって，社会科授業それ自体に

ついての掘り下げた話をここまで行うことはなかっ

たのである。 

3．2．3．「私」はどのような社会科教育実践を目

指すのか 

思えばこのインタビューでの体験は，自らのこれ

までの取り組みを「自己満足で学んだ気に，実践研

究した気になっていた」という反省としてふり返る

機会となった。 

例えば，良く現場で言われるような「小中連携」

とか「小中高のカリキュラム（スコープとシークェ

ンス）を踏まえて」など，理念としてわかったつも

りでも実際マジメに考えたことがなかったことへの

気づきや，社会科授業での学びがその後の社会科授

業や社会生活を営む上でどのように生かされてゆく

のか，といった新たな問いの生成につながった。 
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これらの視点を持てば，実践者としての研究の構

えは，一つの授業（単元）だけにとどまらず，より

大きくより長く継続的に実施していくことも大切

だ，ということになろう。（一時間の授業や指導技

術などがどうでも良いというわけではないけれども

……）そんなことは当たり前だろう，との指摘もあ

りそうだが，理念としてはそうであったとしても，

少なくとも私にはその視点は欠けていたと思うので

ある。 

また，いつまでも駆け出しの気持ちで若いつもり

でいたのが，気がつけば自分よりも若い先生方の採

用もチラホラと見られるようになってきている。教

員の大量退職・大量採用の時代を迎えるにあたっ

て，どんなにイヤでも「教わる立場」から「教える

立場」になってゆかねばならないという現実があ

る。そのときに，「授業はこのようにやるのが良い

のだ」「こうでなければダメだ」などという大それ

たことは，子どもたちへのインタビューの体験から

も悪影響が怖過ぎて到底伝えることができそうにな

い。もしできるとするならばただ一つ，「細々とで

も研究的に実践を続けていくことが大事なのだな」

という「構え」だけなのではないか，と思うのだ。 

 

3．3．子どもたちの語りが教師に与えたインパク

ト 

こうした柴田の文章から見えることを，南浦の視

点から整理をしたい。まず，子どもたちの語りは，

柴田にとって「ロングスパン」の視座を持たせたこ

とである。つまり，自身の実践を一授業をどうする

かで見るのでもなければ，単元レベルでの視点でも

中学校 3年間でどのような社会科の力を身につける

のかという視点でもない。ここでいう「ロングスパ

ン」とは，子どもたちが社会に関わるための成長

を，授業，単元，年間という単位を越えて，さらに

長期的視点の―いわば「社会と関わる学びについ

ての人生単位」で見ようとする視座である。 

柴田は，自身の語りにもあるように，教職に就い

たのちに，大学院で社会科教育の理論的なことを学

んだり，授業の研究会に積極的に参加したりしてい

た。その成果として，柴田は従来からある社会科の

授業研究の方法にも通じ，自らもそれをもって研究

を報告している（例えば，柴田，2009）。しかし，

今回生徒との座談会で得たことは，そうしたこれま

での柴田の社会科の実践観，あるいは研究観に変化

をもたらした。それは，「（良くも悪くも）『中学 3

年間の自らの社会科授業の影響が，その後の彼らの

学習に多分に影響を与えている』ことを，彼らの語

りから目の当たりにした」ということからも見て取

れる。柴田は確かに中学校の社会科の授業に力を入

れており，その結果子どもたちは中学時代の社会科

授業に大きなインパクトを持っていた（もちろん，

ここには授業を超えた学校風土の影響も多分にあ

る）。そうした子どもたちは，高校に上がる段階に

なっても，（学習観が変化するにしろ変化しないに

しろ）中学時代に教員とのかかわりの中で得た社会

科授業を視点として，高校時代の授業を捉え，高校

での学習への適応に葛藤をしていた。こうした場面

を目の当たりにしたことで，柴田は自身の実践が子

どもたちの卒業後にも大きく影響を与えることを実

感した。これまで，「市民的資質の育成」という将

来必要になってくる主権者として必要な能力を社会

科ではつけていくのだ，ということを柴田は理念と

しては理解している。しかし実際にそうしたことを

中学校の教師が卒業後の子どもたちから，実際に

「今，社会をどのように学んでいるのか」「あの時学

んだ意味はなんだったと思うか」という話を聞くこ

とはほとんどない。今回の「座談会」は中学校を卒

業し，高校一年目を終えた子どもたちの語りから，

柴田は社会科を子どもたちが人生の中でどう意味づ

けていくのか，という長期的展望を持って実践にあ

たることの重要性を実感したのだといえる。 

それから，そうした「ロングスパン」の視点を得
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ることが，柴田の社会科の実践観に変化をもたらし

たことである。「ロングスパン」の視点を得ること

が，結果柴田が「社会科授業での学びがその後の社

会科授業や社会生活を営む上でどのように生かされ

てゆくのか，といった新たな問いの生成につながっ

た」と述べることにつながっている。つまり，柴田

自身はこれまで，「単元」や「授業」レベルの実践

を意識してきていた。しかし，これらの観点だけで

はなく，実践の影響を受けて，子どもたちが，自分

の人生を歩んでいく中で，どのような市民的な資質

をつくっていくのか，ということを意識していかざ

るを得ない心境になったことがあらわれている。そ

のため柴田は「継続性」の重要性をあげる。これは

柴田自身が「ロングスパン」の重要性を得たからこ

そ挙げるようになった社会科実践における自身の重

要なキーワードとなったのだといえる。先に述べた

ように，質の高い授業をすればこそ，子どもたちは

次の学校世界に入った時に葛藤を覚える。ゆえに，

質の高い授業を提供しようとする教師だからこそ，

実は「ロングスパン」の視座が欠かせないものとな

る。 

このように，「座談会」という「場」は，子ども

たちの社会科学習観を捉える契機となったばかりで

はなく，その場にいた教師自身の実践観の変化につ

ながっているのだといえる。 

 

3．4．研究者である「私」に与えたインパクト 

そして，こうした「座談会」の一連の場は，研究

者という立場であった南浦にもインパクトを与え

た。先にも述べたように，南浦はもともと，この研

究を，どちらかといえば「調査」の一環として捉え

ていた向きがあった。しかし，この「座談会」が定

例的なものになるにしたがって，南浦の位置は，単

純な客観的観察者やインタビュアーの立場にはいら

れなくなった。例えば，子どもたちは今回見たよう

に，現在高校での学びを，私たち大人がいること

で，中学校時代のそれと比較しながら話をする。と

きに，「昔の方が良かった」という会話にもなれば，

「昔よりは今の方が自分らしい」という会話になる

こともある。こういう話の中で，私はそうした子ど

もたちの会話に，自分の解釈を交えながらときにア

ドバイスもする。決して「なるほど」「うんうん」

と，共感的に傾聴するだけではなく，大人である自

分自身の観点を持って，会話に参加していかざるを

得なくなるのだ。そして，座談会が終わった後，柴

田と南浦で共有された子どもたちの成長を話してい

く。そうしていく中で，やがて柴田と南浦の「実践

者」と「研究者」という役割関係は相当に崩れて，

「教え子の成長を見守る」という共有感覚を持つよ

うになっていく。もちろん，柴田は現時点でも中学

校教員であり，私は大学教員である。その点では，

その共有感覚を今の仕事にどう活かすかという点で

は異なる。しかし，回を重ねていく中で，当初明確

にあった「学習者」「実践者」「研究者」という立場

は，そうした立場を作り上げていた「中学校」とい

う場を卒業していく中で，次第に境界の曖昧なもの

になっていった感は強くある。 

そして，その立場の不明確性は，研究の性格を変

えていった。つまり，「客観的に学習観を探る」と

いう研究は，「研究者」という立場が明確にあって

こそ成立する。しかし，その立場が「座談会」を通

して崩れていく中で，研究は「客観的な性格を持つ

実態解明」のものではなく，南浦自身も場に積極的

に関わり，柴田との共同関係の中で探索されていく

「間主観的な性格を持つ実践」に近づいていくよう

になった。つまり「客観的に相手（実践者と学習

者）の状況を把握していく調査者」としての研究か

ら「自身も相手（実践者と学習者）を変えていく立

場にある実践者」としての研究に南浦自身が変化し

ていったのである。 

たしかに，南浦と柴田の関係はもともとから「斬

る／斬られる」という関係ではなかった。しかし，
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そうはいっても教室で子どもを見せる「情報提供

者」としての柴田と，それを意味付けていく「情報

分析者」としての南浦の中に権威関係はたしかに

あった。柴田はよく「僕は『まな板の鯉』なのでい

くらでも材料は出すのでどんどん料理してくださ

い」と冗談半分に言っていた。しかし，「座談会」

が定例化して以降，そうした言葉はなくなり，私た

ちはともに成長していく子どもたちの実態を知り，

ともにその意味を考えていく関係になっていった。 

 

4．「座談会」という実践が学習者・実践

者・研究者に与えるもの 

本研究の特異点がどこにあるかといえば，まず

もってこの「座談会」の存在であった。実際，当初

の南浦，柴田（2013）で行った頃の研究課題は， 

2．で述べたように，あくまで「子どもたちの学習

観」は授業の場でどのように育つのか，それはどの

ように変わっていくのか，を捉えていくことであ

り，それゆえに行われたグループ・インタビューで

あった。しかし，2．でも触れたように，それを繰

り返していく中で実際のグループ・インタビューは

単に子どもたちの「学習観」を問うためのものでは

なく，子どもたちの現在の学習価値観，過去の中学

校時代の記憶，その捉え直しと，時間の経過の中で

起こる成長の確認や過去の経験の意味づけをフラッ

トに語る「座談会」という場となった。グループ・

インタビューは，聞き取りの場から，「座談会」と

いう場に役割を転じていったのである。それによっ

て，子どもたちが気楽に高校の様子や学習の様子，

中学時代との違いや葛藤を語りながら，お互いが

「社会科とはなんだろうか」という問いを考えてい

く契機の場となり，この「座談会」の開催それ自体

が，重要な「実践」の場となったのである。 

そうした「座談会」の存在によって見えた「学

習」の意味，そして「実践者」と「研究者」の関わ

りという 2点の今後の可能性について書きおいてお

きたい。 

まず第 1に，子どもたちの学習観の捉え方から見

える可能性である。子どもたちは中学から高校とい

う大きな転機の中で，教師も学校文化も異なる中

で，「社会科の学習の意味」を自分たちなりに捉え

ていこうとしていた。この高校 1年生終了の時点で

は，まだ子どもたちは中学時代の記憶も鮮明にあ

り，その中で以前と現在の異なる学習文化の中で，

自分たちの学習の意味を位置付けようとする。おそ

らくこれは，今後も変化していくはずである。子ど

もたちが高校を卒業した頃に再び「座談会」を開け

ば，そこではまた，新たな意味づけで自身の学習を

捉え，その場に立ち会った中学時代の人との対話の

中で，過去の学習の意味づけも変わっていくと考え

られる7。 

第 2 に言えるのは，異なる立場の「実践者」と

「研究者」が「実践研究」を行っていく上での可能

性である。冒頭で指摘したように，日本語教育・学

校の教科教育問わず，実践研究とはすなわち，「実

践者自身の実践の質的向上をめざしていく」という

ことであった。しかし，そうした視点は，「実践者

＝研究者」が同一の存在であれば成立する。が，教

育分野における「実践者と研究者」の関係は必ずし

も常に同一の存在ではない。そのときに，両者がど

のような関係を持っていくかは，なお検討の余地が

あった。本研究で行った「座談会」を行うという形

式が，「実践者」と「研究者」の関係を捉えなおし

ながらかつ，実践者の実践の質的向上に資する点が

あるとすればそれは以下の点であるだろう。 

まず，「座談会」という形式を今回，南浦と柴

                                                           

7  現時点で，私たちはこの子どもたちの高校卒業時点ま
での聞き取りを終えている。鮮明な記憶としては次第
に薄れていく中学時代の学習の記憶の中で，また，高
校の学習と相まっていく中で子どもたちがどのような
社会への見方を身につけるようになっていっているか
は，また改めて別稿に譲りたい。 
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田，そして元生徒たちによるフラットな関係の会に

したことによって生まれた「フラットで協働的な場

の創出」である。これによって，座談会自体は「イ

ンタビューされる／されない」という固定的関係に

ならず，子どもたちは思い思いに高校の様子や中学

校の記憶を振り返る時間となり，元教師の側も，研

究者であった南浦も，思い思いに聞き，語る場と

なった。 

そして，こうした「座談会」で話されたことを，

柴田と南浦が共同研究の形で分析し，考察をして

行ったことの意味も大きい。とくに，今回の試みで

おこなったように，「論文を書く」という行為のプ

ロセスそのものを共同的に行っていくという行為

は，「実践者」と「研究者」がそれぞれの観点で考

察を編んでいくことによって，柴田は自身の実践の

射程を広げ，ロングスパンの実践の必要性を再認識

した。南浦自身も，もともとの「調査」としての研

究（南浦ほか，2011）ではななく，実践者と共に

生徒と関わり，分析を行い，考察を行っていくプロ

セスを行っていくことで，「実践」のありかたの捉

え直しにもつながっていった。このように，「座談

会」という場は，子どもたちの社会科学習について

の「観」を，彼らが現在置かれる社会的状況と関連

付けながらの変化を見る場でもあると同時に，その

場とその構築プロセス自体が，それに関わる実践者

の実践観および研究者の研究観の省察の「場」と

なったといえる。 

研究課題としてあげた「実践の質的向上をはかる

実践研究において，実践者と研究者が異なる立場に

あるとき，両者はどのような関係で何を行うのか」

という問いに暫定的に私たちが答えるとすれば，そ

れは以下のようになるだろう。つまり， 

(a) 実践者と研究者で実践を共有できる関係が持

てること。とくにその関係が持てる具体的な

実践共有の「場」（今回で言えば「座談会」）

を持つということ。 

(b) その「場」の中で，そこに関わる実践者と研

究者が，互いに変化を促し，それぞれの実践

観・研究観を捉えなおす省察を行うものに

なっていること。 

この二点が存在するとき，「実践者」と「研究

者」という立場が異なる者による「実践研究」が生

まれてくるのだといえる。そう考えれば，冒頭に挙

げたようなこれまでの多くの「指導助言」の場は，

実践者の省察を促すものにはなっていたかもしれな

いが，多くの場合，研究者の省察を促すものには十

分なりえていなかったのかもしれない。それは，多

くの論文の中に分析対象としての実践者はいても，

研究者自身が「私」として登場しないことからも見

てとれる。両者が互いに自身の「観」を省みるもの

になっている「場」をどうつくっていくかが重要に

なってくるのだろう。そのときおそらく「私の実践

を斬ってください」という言葉は見られなくなって

いくのではあるまいか。 

無論，本小論は「座談会」という「場」が「実践

者」と「研究者」を結びつけ，互いの省察を促し，

実践者に自身の新たな実践の向上への方向づけを行

うものになっていったが，この形が全てというわけ

ではない。4 人の元生徒たちが比較的自分たちの考

えを臆せずに出せることができ，柴田との関係が良

好で，南浦とも躊躇なく話せるという間柄であった

からこそなしえた「座談会」でもあった。また，現

在も継続的に「座談会」をこの元生徒たちと行って

いるため，今後の聞き取りでまた教員へのインパク

トは変わってくることは十分に予想される。しか

し，中学時代の記憶鮮明でありながら，新しい文化

の中でその記憶を対照化しつつあるのは，この時を

置いてなかったかもしれないし，今後中学時代の記

憶が薄れていく中で，聞き取りの内容も次第に変化

をしていくものになることは大いに考えられる。そ

の意味でこの「座談会」は，文脈に左右される部分

の大きい一回性の要素の大きいものである。 
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それでも，とくにこれまで「授業」という場の単

位で権力性の伴った「実践者」と「研究者」の関係

が強かった教科教育の世界では，「座談会」の中に

込められていた「実践者」と「研究者」の協働のあ

り方，そして「学習者にとっての実践の意味」の聞

き取りが，やがて「実践者」と「研究者」の立場の

境界を緩やかに溶解させながら，ともに実践のあり

よう，そして研究のありようにも省察を迫っていく

ことの事例の意味は大きい。そして，「実践＝研

究」の提唱に対しても立場の違える者同士の介入の

あり方に一定の補完的意義を与えると考える。 
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Article 

An action research cooporating “educator” and “researcher”  

to inquire of learners’ beliefs: Posibbility of  

the “the round table talk” with former students 

 MINAMIURA, Ryosuke * SHIBATA, Yasuhiro 

 Yamaguchi University, Japan Iizuka Municipal Kaita School: Combining Primary  

  and Secondary Curriculums, Fukuoka, Japan 

 

Abstract 

This paper is explorative “action research” cooperating “educator” and “researcher” who are 

standing different position. Recently, Hosokawa and Miyo (2015) set up the theory of “action 

research” in language and cultural education based on Parker (2008). It has assumption that 

“educator” and “researcher” are same person in the practice. But we also have the situation 

that they have different role (divided “educator” and “researcher”) in the practice. In addition, 

the perspective of “meaning of practice for learners” is very important for academic ability and 

assessment of practice in recent years. But most of papers of this theme, they are researched 

as a survey. Therefore it little contribute to improvement of practice. This article find out about 

the impact of “educator” and “researcher” talking with educator’s former students they are in 

high school today in “round-table talk”. And we discuss the possibility of action research 

cooperating “educator” and “researcher”. 
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