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今これを、秩父

の長瀞元気プラザ

で書いています。3

年生と一緒にゼミ

合宿に来ていろい

ろ感じるところが 

ありました。 

まず，いくら

何でも、英語が弱

過ぎる、というこ

とです。弱いから、

予習もやって来な

い。私が担当した

ゼミ生では、初めてのケースではないか

と思います。 

勉強できない・勉強しない。大学生の

質も落ちたものです（厳しい言い方かも

しれませんが、まあ、大学進学率が５０％

を超えるような時代ですから、本来、高

等教育向きでない者も大学に進学して来

ているのだと思えば、腹も立たないのか

もしれません）。 

今回の合宿では一人一文しかやらせら

れなかったので、この続きを秋学期には

やらなくてはいけないなと強く感じまし

た。少し、今年の３年生には、英語で要

求するところが小さすぎたのかもしれま

せん。いや、前の学年にもあまり要求し

なかったのかもしれません。また、こち

らに来て、学生の実態に妥協しすぎたの

かもしれません。 

次に、やっぱり、教科教育の研究につ

いて、よく分からせていなかった、とい

うことを強く思わされました。でも、今

回の合宿で日・米の社会科教育研究の違

いについて書かれた桑原論文、草原論文

を読んで、「今まで、教科教育の研究っ

て，授業をつくることだけだと思ってい

たけど、実証的に子どもの思考の枠組み

を研究したりする領域もあるんだと知っ

て勉強になりました」という感想をいう

人もいたので、みんなの視野を少しは広

げられたのかなと喜んでいます。 

三つ目は、（これで最後にしますが）、

３年生は、思っていた以上に、みんなが

仲がいいということでした。違うタイプ

の寄せ集めかなと思っていたのですが、

男が打ち揃って手打ち野球などやり出し

たので、びっくりしました（あれっ、で

も若干１名がいなかったかな？）。 

※ ※ ※   ※ ※ ※ 

まだ２日目の早朝なので、今日の予定

を終わらせていませんが、旅行係は気を

配ってよくやってくれました。バーベキ

ューの準備や部屋の割り振りなど、元気

プラザの方との連絡でたいへんだったと

思います。有難う。 

※ ※ ※   ※ ※ ※ 

今回のゼミ合宿は、来る時から大変で

した。武蔵野線の人身事故で予定時間に

着けず、みんなに迷惑をかけてしまいま

した。 

私の他にも３～４人、武蔵野線の遅延

騒動に巻き込まれて、野上駅に９時１０

分に着いた者がいました。この人たちと

私は許容範囲かなと思いますが、若干１

名が個人的ミスで 40分も遅れて来まし
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た。論外です。講義に遅れるやつは、こ

ういう遊びの場にも遅れて来るのです。

おそらく教育実習先にも（４週間もある

のですから、１週間に３度くらい遅刻、

合計１２回位の遅刻をして、文教大学の

どなたかが、小学校に謝りに行くことに

なるのでしょう。わたしも

謝りに行くことになるので

しょうね、実習委員長の栗

加先生にも謝りながら。な

んでゼミ担当者が？と言っ

て逃げるわけにはいきませ

んから） 

 

雨でカヌーに乗れないかもしれません。

釣り堀にもいけないかもしれない。それ

でもまあ、３年生のことを違う目で見ら

れるようになったので、成果はあったと

しましょう。 

 

＜読書してますか？？？＞ 

前回、みなさんに２０冊近い本を紹介し

ました。反省しました。いっぱい紹介され

ても読まないだろうと。そこで２冊だけ、

紹介します。 

■寝転がっていても読める本 

 関川夏央 『砂のように眠る』新潮社（文

庫）：山びこ学校、にあんちゃん（在日

朝鮮人）の章が秀逸。 

■頭を使わないと読めない本 

山之内靖『マックス・ウェーバー入門』岩

波書店（新書） 

  

＜今、私がやっている仕事＞ 

学生に一方的に「勉強しろ、本を読め」

というのは間違っている、自分が仕事をや

っているからこそ、そういうことが言える

のだというのが、私の基本的な考え方です。

そこで、今回も、無理して最近書いたもの

を紹介します。明治図書の『社会科教育』

（９月号）のために書きました。できれば、

買って読んでください。 

 

■ これからの社会のコミュニケーション

力と言語力の育成 ～相手への共感的理

解 他人のことはわからないが前提？～ 

 

１「共感的理解科」の呪縛を解く 

 

おどろおどろしい小見出しをつけた。し

かし、社会科が新しく生まれ変わるために

は、共感的理解を核にした授業構成パラダ

イムから一旦解放される必要がある。その

思いを率直に表現しただけで、別に奇を衒
てら

ったわけではない。 

そもそも現在の小学校社会科の主流であ

る「理解の社会科」とか「共感的理解科」

と呼ばれる授業構成は、社会科発足時から

あったものではない。では、いつ・なぜ・

どのように成立したのか。この点を押さえ

ることが呪縛を解く第一歩であろう。 

そこで先ずこれについて述べる。次に「共

感的理解科」の理念型とその弱点や克服策

とされたものについて言語力・コミュニケ

ーション力という観点を念頭におきながら

論述する。最後に、これからの社会科は「社

会参画」力の育成を最優先課題とすべきこ

と、そのための言語力・コミュニケーショ

ン力をどう育てたらよいのかについて、筆

者なりの改善案を粗いかたちではあるが示

したい。 
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 なおここでは言語力・コミュニケーショ

ン力を次のように定義しておく――言語力

とは、自在に操れる語彙の量と質及び語彙

と語彙を結び付けて紡ぎだすことのできる

文章（話されたもの・書かれたもの双方を

さす）を生み出す力である。コミュニケー

ション力とは、自己の思いや考えを相手に

伝わるように話すなどできる力（技術と態

度）であるとともに、相手の話に耳を傾け、

その底にある感情や大きな思考の枠組みを

くみ取れる力である。 

 

２ 共感的理解科の誕生 

 

 現在、わが国の小学校社会科授業の主流

は、働く人たちの工夫や努力、そしてその

底にある心情を社会認識の対象とするもの

である。歴史的内容になるとそれが先人や

歴史的人物の工夫や努力、心情に変わるだ

けである。主発問は「どんな工夫をしてい

るのかな」（あまりにあからさま）とか「お

いしいお米を作っている農家○○さんのヒ

ミツを探ろう」（ヒミツという語によって子

どもを引き付けようとする涙ぐましい努力）

といったものになる。 

 若い教師たちは（いや、結構ベテランも）、

天地開闢以来こうした授業が社会科の一般

的・理想的な姿であったと思っている節が

ある。しかしそうではない。共感的理解科

は社会科実践史のなかで創られたものであ

る。その源流はいくつかあろうが、筆者が

つきとめたのは東京都大田区立大森第六小

学校の「ゴミの授業」である。これは昭和

五〇年代半ばに同校の社会科部会によって

創られたものである。この指導案を当時大

田区の指導主事をやっていた白石裕一氏が

中野重人氏に送った。中野氏は、当時教科

調査官の職にあり、社会的態度を育成でき

る社会科授業パラダイムを探していた。白

石氏から送られてきた指導案を中野氏は早

速とりあげ、本誌（昭和五八年八月号）で

紹介するとともに、これこそが文部省の社

会科の精神を汲んだ正統的授業構成である

と宣明したのである。 

 大森第六小学校のものは、ゴミ処理にか

かわって働く人々の工夫や努力（苦労）を

とりあげ、子どもたちに自分達にもゴミ処

理に関連して協力できることはないだろう

かと考えさせることをメインの流れとし、

ゴミの減量などに協力する態度の育成を主

たるねらいとするものであった。 

これと対比され異端とされたのが「社会

科は社会の仕組みや社会事象間の因果関連

を科学的に捉える力を育成する教科である」

という主張（「社会諸科学科論」と呼ぼう）

に拠って創られた福井県のある小学校の

「ゴミの授業」プランであった。こちらは、

働く人々の工夫・努力をとらえさせるとい

う側面より、「なぜゴミをたくさん出す社会

になってしまったのか」「ゴミをたくさん出

す社会の仕組みはどうなっているのか」な

ど、社会の仕組み、その推移と規定因をと

らえさせることに重点を置いたものだった。 

中野氏のこの「正統‐異端」宣言を境に

して、小学校社会科の授業パラダイムの主

流は「共感的理解科」に移り、今に至って

いる。歴史授業では、「江戸幕府はなぜ二六

〇年も続いたのだろう」という追究課題よ

りも「江戸幕府を長持ちさせるために家康

はどんなことをしたのだろう」、「義経を腰

越に留め鎌倉に入れなかった頼朝はどんな

気持ちだったのだろう」という人物の工

夫・努力（苦労）や心情を追究させる課題

が主流になっったのである。 

共感的理解科がこうした方向性を強めた

のはなぜか。もともと社会的態度育成の社

会科授業パラダイムとして生まれたものだ

からである。「子どもたちが働く人々の工

夫・努力のすばらしさに心動かされ、さら

にその利他的心情に触れて心が動けば、子
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どもたちは積極的に利他をめざして何かに

取り組もうとする向コミュニティ的心性を

持った人間になっていくだろう」という仮

説の下に作られた授業構成なのである。 

 

三 共感的理解科の弱点と克服努力 

 

 共感的理解科は、社会構造よりも人間を

教材としているために、小学生には取りつ

きやすいだろう。 

しかし弱点もある。工夫や努力の底にあ

る心情が前述のように利他的なものとされ、

（科学的なとまでは言わないが）リアルな

現実認識から遠くなることである。「お店の

人が工夫・努力するのは（売り上げを伸ば

すためではなく）お客さんの笑顔が見たい

から」というまとめをずいぶん前のＮＨＫ

教育放送番組『まちとび』（小三向け）でみ

た。教材としてとりあげた人々の欲望・欲

求はとりあげにくい。したがってこのよう

な現実から乖離した、或いはその一面しか

見せないものとなる。 

「社会科も教育なんだから、小学校三年

生ぐらいの子どもたちには人間の利他的な

面をとらえさせるのがよい」という論を前

提にしているのだろう。しかし、市場やそ

こで動く人間の行為を規定しているものを

冷徹に捉えさせるべきだという科学教育の

観点からすると問題がある。 

そもそも他者の言動の背後にある心情や

思いなど容易にうかがい知れないはずであ

る。にもかかわらず、働く人・歴史上の人

物への「共感」（や評価）がいとも簡単に目

標とされるのは、利他的な側面だけをとら

えさせるという「教育目的」が優先されて

いるからであろう。 

このような共感的理解科で育成される言

語力・コミュニケーション力とはどのよう

なものだろうか。社会諸科学科のそれと比

較すると分かりやすい。社会諸科学科の場

合には、社会の仕組みや事象と事象の因果

連関にかかわる語彙、その語彙を用いて社

会の仕組みや動きを科学的に語る力が言語

力として育成される。コミュニケーション

力としては、そうした科学的な語りを相手

に分かりやすく伝える技術・態度が育成さ

れるのである。 

対するに共感的理解科の場合には、語彙

は工夫・努力に関するものであり、心情に

関するものとなる。社会の仕組みや動きを

人間の工夫・努力からのみ説明する言語力

が育成されることになる。コミュニケーシ

ョン力は人間の工夫・努力や心情を他者と

讃嘆し合う力となるであろう。 

（人間とその工夫・努力を教育内容とす

る）共感的理解科の授業構成パラダイムに

止まりながら、その弱点を乗り越えようと

した努力を三つ紹介する。 

 一つは、働く人の工夫・努力をとりあげ

た後、そうした工夫・努力をしなければな

らない背景を追究させたものである。「損を

しても親会社の注文なら受ける。損を出さ

ないように電気をこまめに切ったり、いろ

んなことをしたりして経費を減らす努力を

して……」。 

こうした工夫・努力をなぜせざるを得な

いのか。そうした追究課題をつくり日本の

工業のピラミッド構造や下請けの弱い立場

を追究した実践があった。 

二つ目の努力である。原田智仁氏が本誌

七月号で他人の心がわかるなどというシン

パシー論はおかしいと論じていた。そして

「チェンバレンはなぜ、ナチに対して宥和

政策をとったのか」という課題の下、エン

パシーに拠る人物歴史学習を推奨していた

が、これも同様のものと考えることができ

る。学習対象とした人々の心情に共感させ

たり感動させたり（して彼らを偉人に祭り

上げてしまったり、逆に必要以上に貶めて

しまったり）する方向ではなく、人の行為・
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そして思いの背景にある社会構造に迫らせ

る方向で授業を作ることを提案しているか

らである。 

三つ目は、工夫・努力の「社会的意味」

をとらえさせる方向で授業を作るというも

のである。越谷市のある教諭が「自動車工

業」という単元をつくった。この単元のお

よそ半分は共感的理解科的な社会事象への

切り込み方をし、「自動車工場で働く人たち

の工夫・努力」をとりあげていた。しかし、

それに感動させたり、その底にある心情を

とりあげたりするという方向には進んでい

かなかった。「この工夫は、社会的に見ると

どんな意味があるのか」――「環境にやさ

しくしようという社会的要求に応えようと

するものだ」「燃費の安い車が欲しいという

消費者のニーズに応えようとするものだ」

等の意味づけを子どもたちに行わせたので

ある。このやり方では社会構造はとらえさ

せられないが、個々の工夫・努力を大きな

社会的要求と結び付けることのできる言語

力は育成できるだろう。 

 

４ 呪縛を逃れて新たな道を 

 

ここまで「共感的理解科」の呪縛を解く

ために、三つのことを述べてきた。①それ

は創られたものであり次第に浸透したもの

であること（自然に存在する授業パラダイ

ムなどない）、②他者の心情に共感させられ

るなどと簡単に考えるべきでないこと（親

子夫婦の間でさえ難しい。ましてや異文化、

異時代の人物を共感的に理解できるなど虚

妄である）、③科学的な社会認識をと思うと、

工夫・努力の底にある（？）心情の理解な

どにとどまっていられなくなり、工夫・努

力の社会的意味の把握などをめざしたりす

るようになること。 

では呪縛を解いて、何を提案しようとし

ているのか。社会的役割を核にして社会参

画力を育成する授業パラダイムをみんなで

開発し、それにふさわしい言語力とコミュ

ニケーション力を醸成していこうというこ

とである。 

ごく手短に自分の案を提示する。 

 先ず、とりあげるべき社会的問題を設定

する。たとえば、「地雷と貧困に苦しむカン

ボジアの人々を救うにはどうしたらいいか」

という問題である。そこに学校を建設しよ

うと頑張っているＮＧＯがある。そこで、

そのＮＧＯとそこで活動する人々をとりあ

げ、どのようなことをどのような思いでや

っているのか、聞き取ったことなどを読み

物風にまとめて子どもたちに提示する。さ

らにこうして活動している人々がいるが、

それでもまだカンボジアを救うためには不

十分だということを認識させる。そのうえ

で子どもたちに、政府（公）は何ができる

か・すべきか（できないか・すべきでない

か）、他のＮＧＯ（共）はどうか、企業（商）

はどうなか、個人（私）はどうかなどを調

べさせ考えさせるのである。子どもたちに

与えられる調べる時間には限りがあるから、

政府グループ（公）、ＮＧＯグループ（共）

などと分担して調べさせ、最後に「交流会」

を持ちそこで他グループの発表を聴き視野

と語彙を増やす。 

 このようにすると、子どもたちは「共」

の学習の部分で利他的な心情や行為につい

て触れることができる。また、政府やある

ＮＧＯが何はでき何はできないのかなどを

調べることで、社会の仕組みに迫ることも

できよう。そのためにどのような発問を設

けるべきか。それは、先に挙げた本誌七月

号の原田論文に見られる一連の発問が参考

になる。 

 紙数が尽きた。舌足らずだがここで擱筆

する。     

 

（文教大学教授）
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