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シティズンシップの教育原理と実践の検討
Educational Principles of Citizenship and the Examination of the
Educational Practices
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⑵

Ⅰ

シティズンシップの教育原理について

⑴

新しい授業づくりとしての授業研究
私の研究室では，授業のあり方を検討するさい，
ＯＢ教員に「授業研究」をお願いすることになって
いる。授業研究のテーマ決めには共同研究も個人研
究も関与するが，いずれの場合も学生たちが資料集
めに奔走する。書物やネットの情報はもちろん，研
究会や学会にも参加して，新しい情報を集める。だ
から，授業研究を行う先輩教員は，教材選択や授業
計画に責任をもつが，いつも通りの授業を見せるの
ではない。むしろ研究者，教員，学生・院生が互い
の情報を出しあい，子どもの実態なども検討しなが
ら，一体となって「新しい授業づくり」をするのだ
といえる。当然，既存の教材の場合，従来の授業は
「のりこえ」の対象となる。こうした授業研究を年
６回程度行い，現地の公民館などを借りてほぼ１日
がかりで分析と検討会を行ってきた。
さて「シティズンシップの教育」は，すでに卒論
や修論でも扱われたが，まだ本格的に授業研究され
てきたとはいいがたい。今年は，このテーマとかか
わって修論を書いた木村哲郎氏が，中学校教諭から
大学教官（新潟薬科大学・准教授）になった。この
ため授業研究を頼める教員が１人減ったわけだが，
そのぶんこのテーマとかかわる研究や資料集めは格
段に進展すると期待している。本論文では，シティ
ズンシップ教育の本格的な授業研究・授業づくりに
向けた情報整理を行うとともに，木村氏には最新の
研究動向を紹介してもらいたいと考えている。
2012.11.12
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これまでにわかった教育原理
シティズンシップの教育原理とは何かを考えるこ
とは，それをわかりにくくさせる背景を考えること
とセットになる。その背景の一つは，Ｂ．クリック
のような学者が構想し，提案した革新的な教育のあ
り方が，ご当所の英国でさえ，実施にさいしては教
育行政サイド（資格カリキュラム機構）の思惑が入
り込み，変質してしまうという点である。この変質
はさしあたり教育内容レベルで生じる。
1998年の「クリック報告」の場合，義務教育３段
階目（７～９学年）では，現在生じている時事的問
題はもちろん，貧困・失業などの経済的問題が発生
していることや社会的不平等が大きくなっているな
ど「変えなくてはならない現実」を扱うことが奨励
される。ところが行政側の資格カリキュラム機構が
作った同段階の内容では，青少年司法制度にした
がって犯罪を起こさないようにすることや，英国政
府が歴史的にのりこえてきた紛争や政治改革につい
て理解を深めるような「適応すべき現実」を考えさ
せることが中心内容となっている。
こうした学習内容のちがいは，これまであたりま
えだった知識を，議論すべき知識・変えるべき知識
として見直すか否かのちがいにも通じる。クリック
報告では「協力と紛争」「平等と多様性」「自由と
秩序」「権力と権威」など，多くの議論すべきキー
概念が提案されるが，行政サイドにはその指摘がみ
あたらない。要するに＜変えなければならない現実
と変えなければならない知識＞という相互変革的な
教育のあり方が，いつのまにか「適応すべき現実と
習得すべき知識」のような現状維持的な教育内容に
なってしまうわけである。
シティズンシップの教育原理をわかりにくくさせ
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る二つ目の背景は，教育改革の現実である。市民性

教師の課題意識はどうすれば子どもたちの課題意識

の教育という新たな教育のあり方が，出どころの英

へと転化するのか，ということである。

国でさえ，「市民科」という一つの教科としてしか

社会的な不平等，経済的な格差，環境破壊の実態

実現されなかった。このことは教育行政のあり方の
問題であると同時に，急激な転換を受けとめきれな
い教育現場の限界でもあろう。しかしその影響は，
他教科の教育内容が見直されない，というだけにと
どまらない。結局は新たに取り組む「教科」が増え
るだけという改革では，従来の教科指導のあり方を
しっかり反省するような改革にはなりえない。
例えば，資格カリキュラム機構の学習内容に「犯
罪」がある。教師が提示する犯罪一覧表や青少年に
犯罪が多いという年齢別表を考えさせる学習のよう
だ。現実問題の学習が「教科書中心の授業」と変わ
らないおしつけ教材で行われる。環境問題では子ど
もたちが調べたり，議論する学習も想定される。し
かし，地方議会の環境部門から代表者を招待して，
解決事例の聞き取り調査をすることが重視される。
「教師中心の授業」が地域代表者による教示に変わ
るだけのように思える。クリックは諸問題の議論と
かかわって，テレビやラジオ，ドキュメンタリー
フィルム，新聞やネットなどから「ちがった意味」
をもつ情報の収集を提案している。こうした当初の
方向性とは異なり，「教科的」な市民性教育では，
模範的教材を批判的に越境し，能動的に調査・探究
する学習はあまり期待できないようだ。
資格カリキュラム機構がつくったカリキュラムの
なかには，自主的な生徒会のあり方を問題にする単
元もある。しかし地域問題などに関しておとなと協
議するような生徒会自治を考えさせるのではない。
むしろ生徒会での選挙のあり方や決議を必要とする
議論のあり方を，現実の議会運営などから学ばせよ
うとしている。いわば生活指導的な内容を「45分授
業」の枠組みのなかにとりいれるだけであり，教科
的な学びと教科外活動との関連を問うなかで，現実
に変革的に働きかけていくような行動的主体を育て
るという視点は希薄である。

などを，教師が由々しき問題だと感じても，小さい
ときからそういう事態に慣れ親しんできた子どもた
にしてみれば「世の中はそんなものだ」と思ってし
まう。汚染された川や湖を見ながら「昔はみんなで
泳いだのに……」と嘆くのは，老人だけだろう。教
師が気づいてもらいたい課題意識は，どうすれば子
どもたちのものになるのか。
この問題をめぐっては，従来の授業傾向を温存さ
せがちな「市民科」実践より，地域に乗り出すこと
を前提にしたわが国の「総合的な学習」の動向が気
になる。クリック報告と同年（1998年）に成立した
総合的な学習の時間は，当初はきわめていいかげん
だったがゆえに，かえって一つの焦点課題を投げか
けた。とりあげる課題が「例えば国際理解，情報，
環境…などの横断的・総合的な課題」でもいいし
「児童の興味・関心に基づく課題」や「地域や学校
の特色に応じた課題」もいい。この「課題があれば
何でもいい」の気楽な提案では，単発的な調べ学習
は成立しても，探究的な深まりを持つ単元計画は成
立しない。教師による課題の押しつけか，それとも
子どもの思いつき学習かの「選択」では，真剣で持
続的に発展するような学習は望めない。だからこそ
2008年の学習指導要領では，「探究」をめざす単元
計画づくりが強調されたのだと思う。
子どものなかに真剣で，持続的に発展していくよ
うな課題意識を成立させるという問題は，いくつか
の関連問題も考慮させる。教室の外に出て行く探究
学習はたいていテーマ別グループ編成になる。追究
すべき小テーマを選択的に設けて，個人の興味・関
心が入りやすくするわけである。しかし，その種の
「一時的に集うグループづくり」をするだけで，果
たして協同的な探究が成立するのだろうか。自らの
課題意識を十分に表明できないまま，阻害される子
はでないか。また他方では，別々のテーマを追究す
る子どもたちに，どうすればお互いのがんばりにも
注目させ，協同的な探究へと導けるのか。
要するに，「変えなければならない現実」に立ち
向かわせるという教育原理は，教師と子どもまた子
ども相互の課題意識のすりあわせをどうするかとい
う「教室のなかでの対話」のあり方へとつき返され
る。安易に教室の外に連れ出すだけでは，持続的で
協同的な探究学習は決して生じないだろう。
ただし，学習指導要領による行政的な誘導ともか

⑶

新たな教育原理の検討
上では，シティズンシップを育てるための教育原
理として，何よりも＜変えなければならない現実と
変えなければならない知識＞に注目させるという教
育のあり方が強調された。この場合，教師が子ども
たちに「これだけは気づいてもらいたい」とか「こ
こをさらに探究してもらいたい」と思うような課題
意識を持つことが出発点となる。そのさい問題は，
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純な順番論は要注意だ。新学習指導要領は教科書知

げることができる。⑴
そうした世界のシティズンシップ教育に呼応する

識の「習得」から「活用」への発展を重視しつつ，

日本の動きとして，東京都品川区の小中一貫教育に

諸教科関連活用としての総合的な探究では「地域の
おとなからの激励や指摘」を強調した。その「協同
的な学び」では，取り組む内容から，広報などの成
果の公表に至るまで，市役所職員などの誘導と管理
に終わっている実践が多い。
子どもたちを「変えなければならない現実」へと
方向づける実践は，彼らを状況変革的な創造的実践
に導くことである。そして市民性の教育は，その創
造的営みのなかで，政治的リテラシー（公共生活に
関与できる知見とスキル）を育てる実践だといえよ
う。この重みをしっかりと受けとめるなら，授業で
学んだことをクラブ的な有志活動で深めるといった
教科指導⇆教科外活動のあり方や，その成果を他校
に発信したり，地域住民との協同活動に反映させて
いくような生徒会づくりなど，複線的な道行きが検
討されなくてはならない。

おける「市民科」の設置，複数の国立大学付属小中
学校における「市民科」の授業，文科省の指定を受
けた桶川市や八幡市の授業などが取り上げられ，日
本におけるシティズンシップ教育の「代表的な実
践」とされている。⑵

かわって，「教室のなか」→「教室の外」という単

主要参考文献
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⑵ 川口広美「ストランド型シティズンシップ教育
カリキュラムにおける政治的リテラシーの位置と
特質」日本教育方法学会発表資料，2010年。
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Ⅱ
⑴

教室での対話の重要性について

シティズンシップ教育の多様な実態
1990年代から2000年代にかけて，シティズンシッ
プ教育への関心は世界的な高まりを見せて，教育改
革の潮流をなした。よく知られているように，イギ
リスでは「シティズンシップ諮問委員会」が設置さ
れ，その報告書（いわゆる「クリックレポート」）
に基づいて2002年度より中等教育（11歳から16歳）
で，「シティズンシップ」が新たな法令教科として
誕生した。他にも，フランスにおける教育課程全体
を通しての「シティズンシップ教育」（éducation
à la citoyenneté）の重視政策や，カナダ・オンタ
リオ州の中等学校最終学年（16歳）における新教科
「市民科」（civics）の設置など，数多くの例をあ

しかし，ここにいくつかの論点が浮かび上がる。
第一は，日本におけるこれらの実践を，シティズ
ンシップ教育の「代表的な実践」と位置づけること
が妥当か否かという問題である。
一般的にシティズンシップとは，市民権，市民性
と訳され，市民が行使する権利と義務，資質や能力
をさす。しかしひとたび内容に踏み込めば，「市民
共和主義的市民権」と「自由主義的市民権」という
伝統的な類型をはじめ，その意味するところは多義
的であり，具体的な在り方をめぐっては多様な議論
が存在する。⑶それにも関わらず，シティズンシッ
プ教育が世界の教育改革の潮流となり得ているの
は，国境を越えた人・物・情報の移動が活性化し相
互依存関係が高まるグローバル化が進行する中，互
いの差異を理解・受容しながら連帯していくための
国際人としての教育が求められてきたからである。
また，人々を繋ぐ社会的紐帯として従来の「国民」
「民主主義」という概念そのものが揺らぎ，新しい
市民社会を創造する能動的な市民が求められている
ということでもある。⑷
では，先に挙げた日本の諸実践は，そうした認識
をどれだけ反映するものとなっているのだろうか。
例えば，品川区の「市民科」は「道徳」「特別活
動」「総合的な学習の時間」を統合した科目として
注目されるが，行政サイドが抽出した市民としての
「資質」を，言わば道徳的規範として教え込むとい
う側面が強い。また肝心の「資質」自体の内容につ
いても「自己管理能力」や「人間関係形成力」の
ウェイトが高く，「政治的リテラシー」や「文化的
多様性」にあたる内容は極めて僅かである。⑸こう
した問題を等閑にして，「市民科」という名前を持
つことだけで，シティズンシップ教育の系に位置づ
けることは，この教育の意義や必然性の論議に混乱
を生じさせることにつながるであろう。
第二の論点は，第一とも関わって，日本における
シティズンシップ教育の実践は，生涯教育やNPO
などの分野では様々な取り組みとして広がってきて
いるものの，⑹肝心の学校教育の中では極めて限定
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て通ることはできない。今，そうした問題について

この背景としては，今日の「学力向上」至上主義

のこれまでの教育実践を検証し，シティズンシップ

とでもいうべき政策の中で，教科教育中心のカリ

教育として，豊かに発展させるべき視点を抽出し，
実践の基本構図を描き出していくことが求められて
いる。それは，日本におけるシティズンシップ教育
の原理を確立する基礎的な作業であるとも言えるだ
ろう。
こうした問題意識から，本稿では望月一枝のシ
ティズンシップ教育論に着目する。長年中高一貫校
で主に家庭科授業や生活指導の実践に携わってきた
望月は，自身の実践分析を通して，日本の学校にお
けるシティズンシップ教育のあり方を論じている。
具体的には，現行教育課程の中で，いかにシティズ
ンシップ教育の実践構図を描くかという点で，注目
すべき議論を展開している。⑼
前半では，望月の論考を土台にして，従来のシ
ティズンシップ教育では自明とされていた「学校の
外で学ぶ」ということの意味を問い，逆に「学校の
内で学ぶ」ことの重要性を浮かび上がらせたディビ
ソンの「ディスコース論」を整理し，その意義を検
討する。
後半では，望月の提起する実践構図の視点から，
中学校における社会科・総合的学習の時間の実践を
分析する。その分析を通して，今日の日本で求めら
れるシティズンシップ教育の原理を考察していきた
い。

キュラムが強調されているという点が指摘されなけ
ればならない。また，シティズンシップ教育への社
会的な関心が高まり，他の省庁で設置された研究会
からのの提案⑺も含めて様々な研究報告がなされて
いる一方で，教育行政サイドでは，教育課程上の位
置づけを，未だ明確にしようとしていないという問
題もある。つまり現実問題として，日本の学校で
は，どの時間を使って，どのような内容，方法でシ
ティズンシップ教育を実践していくかという見通し
が持てない状況が続いているのである。
こうした，言わば日本のシティズンシップ教育を
めぐる隘路を切り開くために，改めて次の２つのこ
とを指摘しておくことは重要であろう。
第一は，シティズンシップ教育は，取り立てて新
しい「教科」や「時間」が設定されなくとも，そ
の実践を展開しうるという点である。言うまでも
なく社会科は「国際社会に生きる平和で民主的な国
家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎
を養う」⑻ことを目標にする教科であり，「公民的
資質」とシティズンシップの異同について多様な解
釈はあるにしても，極めて密接なつながりがあるこ
とは論をまたない。また技術・家庭科では，特に家
庭分野はその目標を「家庭の機能について理解を深
め，これからの生活を展望して，課題をもって生活
をよりよくしようとする能力と態度を育てる」とし
ており，家族や家庭についての学習を通して，この
社会で自らがどう生きるかを問う学習内容へと発展
させることができる。更に，前次の学習指導要領改
訂（1998年）から新設された総合的な学習の時間は
「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
成する」ことを目標として掲げている。これらの教
科や時間の内容と方法をシティズンシップ教育の視
点から見直し，その実践を発展させることは大いに
可能であると言えるであろう。
第二は，これら既存の教科や時間の中で，今まで
に取り組まれてきた実践の中に，今後，シティズン
シップ教育として発展させるべき教育内容や教育方
法が含まれているという点である。シティズンシッ
プ教育は，その重心を「市民共和主義」「自由主
義」のいずれに置こうとも，そこに生きる子ども・
青年たちの生活現実や固有の社会的問題を，何らか
の形で教材や学習課題として取り上げることを避け

⑵

ディスコースを学ぶ社会的舞台としての教室
① ベントリーのシティズンシップ教育論
まず望月は，シティズンシップ教育を学校の外に
出て行うべきだとするベントリー（Bentley,T.）の
議論を紹介する。ベントリーは労働党政権のシティ
ズンシップ教育の導入で大きな役割を果たしたブラ
ンケット教育・雇用大臣と密接な関係にあり，その
政策を支えたとされている。⑽
ベントリーは学校の内側で学ぶ形式的，観念的な
知識が実践的に活用されないのは，学校の内側で学
習が完結しているからであり，子どもは学校の外に
出て実践的，直接的に学習する経験が不可欠である
と主張する。ベントリーは子どもの発達を四層か
らなる同心円で説明する。それは具体的には，中
心部から自己（Self），身近な人間関係（Personal
Relationship），共同体（Communities），社会
（Society）に到るという発達観である。若者は，
自分と他者との葛藤，身近な人間関係やコミュニ
ティからの要望や葛藤，社会のニーズとアイデン
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ティティの葛藤などを経験し，その学びを緩やかに

②

外側へ広げていくことによって，シティズンシップ

しかしこのベントリーの言わば「学校の外側」へ

を獲得する。従って，若者が教室を超えてコミュニ

のシティズンシップ教育論に対して，「学校の内

ティに出て実践的に学ぶことは不可欠であると結論
づけられる。⑾

側」の学習の意義を強調する論者に，望月は着目
する。それがディビソン（Davison,J.）である。リ
テラシー教育，教師教育の研究者であるディビソ
ンは，イギリスのシティズンシップ教育の教員養
成関連大学協議会（citizED）の中核メンバーでも
ある。⒁ディビソンは，イギリスの教育改革につい
て，シティズンシップ教育が必修化されたことを評
価すると同時に，教育内容と方法においてはそれは
まだ保守的であるとの批判を行っている。
望月によれば，ディビソンは若者が市民となる本
質を獲得するためには，教室における対話こそ重要
であるとして，ディスコース（ディビソンはそれを
単なる「言葉のやりとり」という狭い意味ではな
く，「言葉のやりとりとその背景にある言葉の使い
方や考え方，行動の仕方などを含む」という広い意
味で用いている。）の概念に着目して以下のような
議論を展開するという。
子どもが家庭や身近な関係で培った考えや価値を
第一次ディスコースとすると，学校や教会，クラブ
などの家庭の外で出会う考えや価値観は第二次ディ
スコースと言える。中でも複雑な談話社会である学
校の教室には二つの特徴がある。一つは，教師の優
位なディスコース（ドミナントディスコース）が大
きな役割を果たしていることであり，もう一つは対
話の過程で，第一次ディスコースと第二次ディス
コースの相互作用が起こり，子どもの発達が促され
ることである。
そしてディビソンは，学校の内側の学習と学校の
外側の学習が連続的に広がるというベントリーの見
解を批判し，以下のように述べる。

では，「教室を超える」ことによって，具体的に
どのような学習を目ざしているのか。ベントリーは
以下のように述べている。
 原則的に，全ての子どもが，多くの異なる学習
の組織やプロジェクトに，登録すべきではないと
いう理由は存在しない。（……）学校は学習機会
を供給する中心の役割を果たし続ける一方で，そ
れ自身が地域のコミュニティに広がる様々な活動
やつながりの拠点や中心としての役割を果たす。
初等教育の後半，そして中等教育全体を通して，
青年は，プロジェクトに基づいた小グループで
自立性のある学習のための機会を得るべきであ
る。そこで彼らは，自分たちの目標を協議したり
（negotiating），明確化したり（defining），洗
練したりする（refining）。また，責任や役割を
割り当てたりする。そして自分たちの目的を成し
遂げることに役立つ組織や人物を見定めたりす
る。⑿
ここでは「教室を超え」て，「プロジェクトに基
づいた」「自立性のある」小グループを作った子ど
も（青年）たちが，「協議する」「明確化する」
「洗練する」ような活動を展開することが期待され
ている。そうした姿はコミュニティや社会に面した
活動（outward-facing activities）で確立されるとい
うのがベントリーの主張である。
望月は以下のようにベントリーを評価する。
 ベントリーの優れた点は，アカデミックなイギ
リスの学校の内側の学習を批判したこと，それを
克服するためには学校で学ぶ知識を現実世界や社
会と連続性を持たせる必要があると論じたことで
あると考える。⒀
つまり，シティズンシップ教育の必要性は言われ
ながらも学問的な色彩の強い「地理」や「歴史」と
いった教科が依然として重視され，現実生活や社会
との接点が見つけにくいものとなっていた1990年代
イギリスの学校教育への批判として，ベントリーの
主張は大きな意味を持っていたとするのである。

ディビソンのディスコース論

 単純に生徒を地域社会のボランティア活動に従
事させる（クリックレポート及びガイドライン文
書より引用）こと，それ自体が生徒に力を与える
わけではない。地域社会や社会の様々な側面，そ
して正に生徒が教えられようとしているシティズ
ンシップに埋め込まれた価値や信念は，それが何
かが可視化され，熟考され，そして議論される必
要がある。⒂
つまり，直接教室の外へ出すだけでは，地域社会
にある第二次ディスコースに巻き込まれるだけで，
活動的な市民となることはできない。ディビソンに
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よれば，活動的な市民になるための最も重要な特質

げる。すなわち，教室の中は，教師と子どもが参加

は，ソーシャル・リテラシーであるという。それ

する単純なディスコース・コミュニティではなく，

は，「複雑で相互に絡み合った社会を理解し，社会

教師のドミナントディスコース（優位なディスコー

に働きかける能力」であるとされる。具体的には言
葉とその背景にある「信条・価値観・考え方・行動
様式・言葉の使い方」などを読み解く力であり，更
にその言葉が語られている社会を変革する力であ
る。
このソーシャル・リテラシーを身につけるために
は，学校の内側で，第二次ディスコースにおける言
葉の第二次的な使用をコントロールする力をつける
ことが重要である。即ち，自分の身の回りの第一次
ディスコースの言葉ではなく，教室の第二次ディス
コースの中で通じるような知識と言葉を使って，自
分の主張を述べたり，議論したりして，そのディス
コースを変容していく経験こそが肝要であるという
のである。
ディビソンは，以下のようにも述べる。

ス）が大きな役割を果たしているコミュニティであ
るということである。
教師のドミナントディスコースはシティズンシッ
プを身につけさせるように機能することもあれば，
差別的に機能する場合もある。後者の例として，
ディビソンは労働者階級の子どもが身につけている
第一次ディスコースが「だらしない」とされ，教室
で教師から「正しく」教授される第二次ディスコー
スと衝突し，成績不振に陥るケースをあげている。
従って，教室の学習を「ディスコースを学ぶ社会
的舞台」とするためには，教師の役割は極めて重要
である。教師自らも対話によってソーシャル・リテ
ラシーを発展させ，自らの権力的なドミナントディ
スコースを乗り越えることが必要であると望月は指
摘している。
ディビソン自身は，結論的に学校の内側で獲得さ
れるソーシャル・リテラシーについて，以下のよう
に述べる。

 どんな教科であっても，教室での話し合い
の役割，とりわけ教室内での「探求的会話」
（exploratory talk）の役割を過小評価すべきで
はない。それは社会の多くの場面で，高い価値を
持つ原則－説明責任，明晰さ，建設的な批判，よ
く論議された提案の受容－を具体化する言語の象
徴となるからである。⒃
「探求的会話」とは手探りの会話を意味し，新し
い考えや意味づけを得るための仮説的な言い回し
や，ためらい，論旨の変化を含んだ不完全な話し方
が，その特徴である。
ここで期待される学習の姿は，前節で述べたベン
トリーのそれとは一線を画すものとなっている。す
なわち，自立的な組織で，進んで学校外のプロジェ
クトに取り組む中で，「協議」「明確化」「洗練」
といった活動を発展させるという姿ではなく，いつ
もの教室の中で，学習をめぐって試行錯誤的に交
わされる話し合い（talk）と，それによって学び取
ることが期待される可視化された基本原則（grand
rules）こそが，ソーシャル・リテラシーの基盤で
あるというのがディビソンの主張である。
更に，望月はディビソンのディスコース論の特
色として，第一次コースと第二次コースという概
念をシティズンシップ教育論に取り入れることに
よって，複雑な教室のディスコースにおける教師の
特別な位置を視野に入れることを可能にした点をあ

 最終的には，シティズンシップ教育それ自身の
ディスコースが生徒に明らかにされなければなら
ない。それは，彼らがその教育を支えている社会
的な価値や信念を批判できるようにするためであ
り，そのことによって活動的で変革を遂げた市民
となるためである。このような考え方は，カリ
キュラムの開発者や学校の教師には，とても困難
を伴う。なぜなら，このことは提供されたどんな
カリキュラムをも批判できる十分な知識を持ち，
はっきりと意見を述べることができる生徒をつく
り出すからである。⒄
つまり「複雑に絡み合った社会を理解し，社会
に働きかける能力」を発揮するようになった学習
者は，自らが学んでいるシティズンシップ教育自
体をも相対化し，批判の俎上に乗せる。そうした
生徒を育てることは困難だが，やりがいがある
（challenging）ということが述べられているので
ある。
③ 望月の提示する実践構図
こうしたディビソンのディスコース論に基づく，
シティズンシップ教育論を，望月は以下のように評
価する。
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 ディビソンは，シティズンシップ教育における

本稿では，家庭科と並んで，シティズンシップ教

教室の学習の重要性を指摘した。それは，教室の

育の発展に重要な役割を果たすと考えられる社会科

学習がアカデミックな学習がナショナルカリキュ

と総合的な学習の時間を中心に取り組まれた実践を

ラムとテストによって，統制され，制限されてい
ることを重視し，その変革なくしてはシティズン
シップ教育は実践できないという見解にあった。
（……）（それは）学校の外に出て学校のアカデ
ミックな知識と生活現実のつながりを持たせるこ
とがシティズンシップを身につけることであると
いう意味を再定義していくことである。授業を
ディスコースを学ぶ社会的舞台として位置づけ，
学校の知識と生活現実を読み解くこと，社会の第
二次ディスコースを批評することが欠かせないと
いうことである。⒅

取り上げて分析し，この実践構図の有効性を検証し
てみたい。

つまり，教室内で自分の生活の文脈から生み出さ
れる考えや言葉を，相手が理解できる言葉に置き換
えて伝えること，更には話し合いによって相手の考
えを変容させたり，自らの考えが変容するような経
験を積む場が授業である。そうした経験を積み重ね
ながら，学校の外のディスコースに出会ったとき
に，学習者はただそれに流されるだけではなく，そ
の背景にある信条や価値観を読み解くようになる。
正にそのことが，シティズンシップ教育がめざす，
市民としての資質につながるというのである。そう
した意味を込めて，教室は「ディスコースを学ぶ社
会的舞台」と位置付けられるのである。
こうした望月の主張は，現行の教育課程の上に，
シティズンシップ教育の実践構図を描いていく上
で，重要な視点を提示している。ともすればシティ
ズンシップ教育やそれを志向する実践は，「学校の
外で調査活動をする。」「ボランティア活動を行
う。」「市民をゲストティーチャーとして招く。」
といった学習活動を当たり前のものとして組み込む
傾向がある。そのことが，一方で「時間が確保でき
ない。」「せっかく外に出ても，学習者が意欲的に
ならない。」という否定的な見方にも結びつきやす
かった。しかし，望月は，教室での対話を軸にディ
スコースを学び，それをコントロールする力を育て
つつ，共同体や社会と出会うことによってシティズ
ンシップ教育を立ち上げるという基本構図を明らか
にした。
更に望月は，教師の「ポジショナリティ」（立場
性，立ち位置）という概念を用いて，家庭科授業の
談話分析や，高校の生活指導実践の分析を行い，こ
の実践構図を具体化している。

⑶

教室での対話から社会の学びへ
① 門馬実践をとりあげる理由
ここまで述べてきたように，現代日本の様々な授
業の中に，教室を「ディスコースを学ぶ社会的舞
台」とする構図に繋がる実践を見いだすことが，シ
ティズンシップ教育の原理を確立する上で，不可欠
な作業となる。
ここでは，福島県の中学校教師である門馬寛の実
践「自分の暮らす地域を見つめて」⒆を検討する。
門馬実践を取り上げる理由は，以下の２つである。
第一は，この実践が，取り立てて「市民科」や
「シティズンシップ教育」という冠をつけず，公立
中学校の一般の教育課程の中で行われていることで
ある。実践者は卒業期の逼迫した時間の中で，社会
科，総合的な学習の時間，学級活動（進路指導）を
横断的に結びつける形で実践に取り組み，その過程
において，シティズンシップ教育の中心であるソー
シャル・リテラシーを獲得する学びが展開されてい
ることが注目される。
第二に，教師が中３の受験期を迎えた生徒の願い
や葛藤を汲み取り，それを意図的にクラス（学年）
全体に広げながら，学習活動の枠組みを設定してい
る点である。すなわち，生徒の第一次ディスコース
が教室の第二次ディスコースとの相互作用によって
変容し，学習活動につながっていく過程を追うこと
ができる報告となっている。ただ，全ての発言や活
動が記録されているわけではないので，次頁の表１
によって，実践を構造化し，その展開を分析すると
いう方法にとどめざるを得なかったことを断ってお
きたい。⒇
② 実践の展開
人口減少が続く山間部の中学校で中学３年生の学
級を担任する門馬は，受験期を前に以下のような問
題意識を持つ。
 多くの生徒は中学校卒業後，近隣の都市の高校
への進学を希望しており，そのまま自分の地域と
向き合うことなく離れていく場合も多い。卒業を
前に，自分たちの暮らす地域の姿を自らの進路と
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変遷を調べるという学習活動につなげることによ
り，生徒たちは自分たちの悩みが，社会の構造的な

こうした意図から，地域の変遷をたどる第一歩と

変化とつながっていることに気づいていくのであ

して，学校の卒業台帳を基にした生徒数の変化の
データを示し，「町を離れた人調査」なども行っ
て，人口減の要因を考えさせようとした。（表１中
の教師2，3 ※以下表１を省略）
しかし，この学習は中断を余儀なくされる。Ⅰ期
選抜（自己推薦）の入試が始まり，多くの生徒は志
願理由書を書くという作業に取り組まなければなら
ないからである。特に地元のE高校総合学科を志望
する生徒は，自分の本来の希望学科ではないこと，
自分のやりたいことが定まらないことなどの矛盾が
頂点に達し，生徒指導上でも問題が発生する状況と
なる。（生徒1, 2, 3）
そこで門馬は「自分の志望校の沿革史を調査す
る」という課題を提示する。（教師８）生徒は学校
の要項やホームページを使って調べ学習に取り組ん
だ。
その結果，高校の変遷は社会の変化を反映してい
ることに気づいていく。「普通・農業・畜産」→
「普通・商業・産業技術」という流れは，先に学ん
でいた地域の変遷と見事に一致する。（生徒４）し
かし，その気づきと共に，「なぜ，総合学科ができ
たのかわからない」という疑問や，進路決定につい
ての本質的な悩みである「まだ何がやりたいかわか
らない」「高校に自分たちの希望を合わせなければ
いけないのか？」などの声が発せられる。（生徒
５）
それに対して，門馬は以下のように,生徒に応答
する。「（志願理由書が）書けないのは仕方がない
ことで，自分が悪いのではないということ」「で
も，『とりあえず決める』ということも大切なこ
と」（教師９）やがて，不安を抱えていた学級が変
わっていき，生徒たちは「こうなりそうな《ウソ》
人生作文」などに，「ほぐれた雰囲気」で取り組む
のであった。（生徒７）
義務教育から高等学校への進路決定は，多くの生
徒にとって初めて「自らの進路を選び取る」場面と
なる。しかし，そこは日本の学校制度の諸矛盾が集
約的に現れる局面でもあり，門馬学級の生徒たちも
「希望」「不安」「苛立ち」が入り交じる思いにと
らわれていた。門馬はそれを個別のカウンセリング
や「目標の達成は努力次第」といった精神主義の世
界に囲い込むのではなく，学級全体でその悩みを共
有し合おうとしている。更に志望校の変遷，地域の

る。不安を抱えていた生徒たちが，「ほぐれた雰囲
気」となったのは，教室に各自の悩みや問題意識を
安心して出し合い，更に教室の外の社会と自分たち
を結びつける新しいディスコースが形成されていっ
たからに他ならない。
門馬自身も，いろいろな場面で生徒が繰り返す
「何で総合学科なんだよ」という悲痛な声に苦慮し
ながらも，一方で「気持ちの一端がほぐれる」思い
を味わう。（教師A）そして「根拠のない明るい未
来を無責任に提示するのはどうか」という思いと，
逆に「この時期にわざわざ暗くなる情報を提示する
こともないのかな」（教師B）と迷いながらも，更
に地域・仕事の置かれている状況を掘り下げる学習
を進めていくのである。
学習の切り口は，生徒の父親たちの「リストラ」
や「長期海外単身赴任」などの就労問題であった。
これらの問題は生自身の進路選択に大きく関わって
いた。「この地域の雇用の問題についても触れる必
要がある」と考えた門馬は，高度経済成長期の中学
生の進路をえがく映画を見せ，主人公の生き方を考
えさせると同時に，産業構造や労働力の質の変化を
理解させる。（生徒８）
そして，ここで生徒は学校外のディスコースと本
格的に出会うことになる。映画の舞台となっている
首都圏の工業地帯から，近年学校の周辺に移転して
きた工場を訪ねて，インタビュー活動を行うのであ
る。（市民２）そこで工場側から出された「労働者
の中に多くの南米出身者がいる。」という話を受け
て，６年前に来日したミキオから，ペルー人である
父親の仕事の様子を話してもらうことになる。（市
民３）生徒は「自分たちの仕事を外国と争うことに
なっているとは思わなかった。」（生徒８）など，
グローバル経済下での労働コスト削減が自分たちの
身の回りに大きな影響をもたらしていることを実感
するのである。
門馬は更に，こうした雇用状況をもたらす経済の
潮流にも目を向けさせる。２年生で行った「町調
べ」のレポートを再び教室に持ち込み，町にでき
た地区最大のショッピングセンター理事長から聞き
取った「大手ハンバーガーチェーンに出店を頼ん
だら断られた。」（市民１）という話の意味を考え
させる。社会科公民の教科書には，ちょうど『ハン
バーガーショップの経営者になろう』という経済単
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表１

門馬実践の分析表（実践記録より筆者が作成。複数の発言に１つの番号を充てている場合もある。教師Ａ～Ｃは心の中の発言）
進路指導・生活指導
時

教師のディスコース

３年生
12月③

３年生
1２月④

教師４：高校のⅠ期選抜
に向けて，志願理由書を
書くことを指示する。
教師５：「やりたいことは
何？」
「じゃ，高校で何を
学びたい？」
「将来の福祉
の仕事に就きたいの？」
（教師Ａ：「（志 願 理由
を）書かせている自分もス
トレスがたまる。」
「 （生
徒の叫んだ言葉は）気持
ちの一端をほぐしてくれ
た。何で総合学科なんだ
ろう？」）
教師７：
「書けないのは仕
方がない。自分が悪いの
ではない。」
「でも，
とりあ
えず決めることも大切で
ある。」

社会（学校外）の
ディスコース
市民１
（ショッピングセンタ
ーの理事長）
：
「大手ハン
バーガーチェーンに出店を
頼んだら断られた。」

生徒１：江田高（総合 教師８：自分の志望校
学科）を希望する生徒 の歴史（沿革）を調査
たちが，志願理由書を することを提示する。
書けない。
生徒２：
「父親がリスト
ラにあって家庭が落ち
着かない。」
「土木 科
の学 科に進学したい
が，近くにない。」
「書
けねえよ。なんで総合
学科なんだよ。」
生徒３：
「もう受験した
くない。どうせバカだ
から」

生徒４：
「町の中学生数で学ん
だ社会の変化と重なる。」
生徒５：
「何で総合学科なのか
わからない。」
「まだ，何をやり
たいかわからないから，
そんな
に急いで決められない。」

教師９：書き上げた志願 生徒６：Ⅱ期受験者も 教師10：「こうなりそ
理由書を公開することを 含めて，放課後の作文 うな《ウソ》人 生 作
提示する。
（希望者）
や面接練習に積極的 文」を書くことを提示
に参加する。
する。
（教師Ｂ：「根拠のな
い明るい未 来を無責
任に提示するのはどう
か？」
「この時期にわざ
わざ暗くなる情報を提
示することはない」）

生徒７：※ほぐれた学級の雰囲
気の中で楽しんで作文を書く。
内容的には①結果的に地元で
就職②終身雇用③欧米人と国
際結婚が多い。

教師11：映画『キュー
ポラのある街』を見せ
る。
教師12：地元の工場
へ行き，工場の変化を
調 べることを提 示 す
る。
教 師13：ペルーから
来日しているミキオか
ら，父親の勤務につい
ての話を聞くことを提
示する。

生徒８：
「自分たちの仕事を外
国と争うことになってるとは思
わなかった。」
「そのうち，町の
工場は外国に行くのか？」
「町
の仕事がなくなるかもしれな
い。」

教師14：２年時のショ
ッピングセンターに関
するレポートをもう一
度発表することを提示
する。
教師15：公民教科書
「ハンバーガーショッ
プの経営者になろう」
と現実の矛盾を指摘す
る。

生徒９：
「大手ファーストフード
店MとKに断られたんだよね。」
「もうからないからだって。」
「人やお金がないとダメなこと
がわかった。」
「選んでもらえ
ない町ってことかな？」

教師16：「この町がど
う変わっていくか予想
してみよう。」
「江田高はどう変わっ
ていくかな。」

生徒10：
「みんなどんどん出て
行く。」
「病院とか，仕事する場
所とかなくなる。」
「自然を売り
物にしていく。」
生 徒11：「老人ばかりになる
から，福祉関係の科が残る。」
「高校なくなるんじゃないの？」
「ダメじゃん，
この町」
生徒12：
「今までずっと世界の
ことを勉強したり，難民のビデ
オとか見て，JAPANで良かった
と思ってたけど，
うちらも同じ立
場ってこと。良かったと思える
場所は，
日本ではどこなの？」

教師17：生徒の要望
からもう一度「貿易ゲ
ーム」をやることを提
示する。
（教師C：
「将来，
この
町に住む？住まない？
を問うことは無理があ
る」
「自分が将来的に
住居をここにするか悩
む」）

生徒13「貿易ゲームをもう一度
考えてみて，
この町はナイほうの
国と同じなんだと思った。」
「ミ
キオ君はたいへんな思いをして
日本に来たのに，
ちゃんと夢を
持っているのがすごい。」

３年生
12月⑤

３年生
卒業直前

生徒のディスコース

教師２：地域の変化の
データ（中学生数の変
化）を提示する。
教 師３：身 近 な人へ
「町を離れた人調査」
のアンケートをするこ
とを課題とする。

３年生

３年生
12月②

授業（社会科，選択社会科，総合，
学活）
教師のディスコース
教師１：町調べを行う
ことを提示する。

２年生

３年生
11月～12月①

生徒のディスコース

市民２（工場の経営者）
：
「首都圏での展開が困難
でここに移転。」
「自動車
エンジンの鋳型の製造。」
「労働者は地元，首都圏
からの転勤，南米の労働
者。」
「アジア諸国との競
合がたいへんである。」
市民３（ミキオの父親）
：
「10年前に単身来日。貯
金をして家族を呼ぶ。」
「日勤と夜勤の交代制の
厳しい職場で，多くのペル
ー人が働いている。」
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元のシミュレーション教材が載っている。生徒は教

は，不安の共有，進路準備・学習の共同化，自己の

科書の枠組みを乗り越えて，「E町は教科書の出店

将来設計の交流などを通して，「雰囲気がほぐれ」

計画以前の話ってこと。」「人やお金がないとダメ

「まとまりが強まる」と表現されるような変化を学

なことがわかった。」「選んでもらえない町ってこ
とか？」（生徒９）など，収益が上がらない過疎地
や中山間部を簡単に切り捨てるという，収益最優先
の経済の論理を明らかにしていくのである。
最後に門馬はこの町の将来，E校の将来のことを
予想させる。「みんながどんどん出て行く。」「老
人ばかりになるから，福祉関係の科が残る。」など
の予想と並んで，「（世界の実情，難民などを学ん
で）JAPANで良かったと思ってたけど，うちらも
同じ立場ってこと。」（生徒12）という感想が発
せられる。また，生徒からのリクエストで 「貿易
ゲーム」にもう一度取り組む中で「この町はナイほ
うの国と同じなんだ」（生徒13）という気づきに
達する生徒も見られた。
「なぜ，地元には自分たちの希望しない総合学科
しかないのか。」という進路選択上の悩みから始
まった実践であるが，生徒たちの認識の変化につい
て，門馬は以下のように述べている。

級につくり出していった。生徒たちは，それぞれの
第一次ディスコースの中で孤立している関係から，
相互の言葉や思いを受け止め合える関係へと変化し
ている。望月の言葉を借りれば，「より高い公共性
を備えた」第二次ディスコースがうまれていると言
うことができる。こうした変容がシティズンシップ
教育を立ち上げる基盤となることが確認される。
第二は，教師のドミナントディスコースのあり方
である。この実践では，教師のディスコースが，地
域社会についての定まった知識や情報を教え込んだ
り，疑問を封じ込めて受験に向けての学習に追い込
んでいくような権力的な方向ではなく，授業の枠組
みを構成し，更に議論や問いの応答の中で，その枠
組みを再構成するような方向性を持つものとして存
在している。そのことは繰り返し生徒から発せられ
た「何で総合学科なんだよ。」という言葉が，実は
教師自身の「気持ちの一端をほぐしてくれた」とい
う記述に端的に表されている。すなわち「何で総合
学科なんだよ。」という生徒の問いは「なぜこうし
た進路選択と進路指導が強いられるのか」という教
師自身の問いと重なったのではなかったか。とすれ
ば，この問いを解き明かそうとする後半の地域学習
は，生徒と教師の「相互主体的な関係」に開かれ
た学びへと深まっていった可能性が指摘できるので
ある。
第三は，ソーシャル・リテラシーの獲得である。
生徒たちは，多様な学びの中で，地域に進出してき
た企業の経営者，ミキオの父親，ショッピングセン
ターの理事長などの話を聞いていく。こうした学校
外の第２次ディスコースと自分たちのディスコース
の相互作用の中から，自分たちを取り巻く地域の雇
用状況や，その底流に流れる経済の論理を読み開い
ていったことは特筆される。中でも，グローバル化
によって世界の南北格差と国内の地域格差が重層構
造をなしていることを発見する場面では，「複雑で
相互に絡み合った社会を理解し」，その背景を読み
解くというディビソンの定義するソーシャル・リテ
ラシーが見事に発揮されている。そうした点で，本
実践は，シティズンシップ教育の実践構図を具現化
した実践であったと言えるだろう。
一方で課題として，この実践が「複雑に絡み合っ
た社会に働きかける能力」を育てるものであったか
が問われる必要があるだろう。教師の中に，教室内

 この授業を通して，自分たちの町がどんな位置
に置かれているのか。持たない地域は捨てられて
いくのか。日本の中での南北問題にさらされてい
るような実感を持つ生徒も多かったが，少しは
「北」の日本から「南」を自分に引きつけて考え
る機会になったかなと思う。
報告は，最後に「この町に住む？住まない？」と
いう問いかけを行ったが，「この質問には無理が
あった。」ことが記されており，必ずしも，この発
問が活発な生徒の反応を呼び起こさなかったことが
うかがえる。
③ 本実践の意義と課題
本実践を「ディスコース論」の視点から分析した
ときに，以下のような意義を指摘することができ
る。
第一は，学級のディスコースの変容である。門馬
の学級は「まだ何がやりたいかわからない。」「高
校に自分たちの希望を合わせなければいけないの
か？」「（志望理由書を）書けねえよ！」などの声
を安心して発せられる空間ではあった。しかし受験
が近づくにつれて，「落ち着かない」「不安」な状
態が深刻化していった。そんな中，門馬と生徒たち
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の対話と学校外の第二次ディスコースとの相互作用

み込んだ視点を持ち，段階論を越えた教室と社会と

の中で地域社会を読み開いていく学びのイメージが

の重層的な往来関係をつくっていく必要性も浮かび

あったことは明らかである。しかしその際に，どの

上がってきた。このことは，改めて「変えなければ

ような現実に気づかせ，どのような認識を獲得させ
ていくかという構想が弱かったことが指摘されなけ
ればならない。その結果，実践的な行動力を持った
「活動的な市民性」（active citizenship）を育てる
という点で，学びが十分に深められたとは言い難
い。そのことは，実践の最後が「この町に住む？住
まない？」という選択的な問いかけに終わり，生徒
はそれに活発な反応を示さなかった（答えようがな
かった）ことが象徴的に物語っている。
この問題を指摘するのは，「全員が地域のボラン
ティア活動に参加しよう」とか「町起こしのアイ
ディアを市役所に提案しよう」など，見せかけの活
動を組み入れるべきだったというのではない。例え
ば，この地域の厳しい状況＝「変えなければならな
い現実」を受け止め，その上で地域社会の変革を志
す主体的な生き方を選んだ人々と中学生が出会うよ
うな場面が設定されれば，中学生たちに大きな影響
を与えたはずである。そうした学びは，中学卒業後
の生徒たちが地域の一員となり，学校を越えた地域
の中で，新しいより公共的な第２次ディスコースの
形成へとつながっていく可能性をもたらしたのでは
ないだろうか。

ならない現実」に働きかける創造的実践をどのよう
に構想するのかという，シティズンシップ教育の課
題を示していると言える。記して，今後の研究課題
としたい。

⑷

まとめ
今後，日本においても様々な教科，領域，時間で
シティズンシップ教育の取り組みが進むことが期待
される。その実践構図をえがく上で，望月が整理
し，提起している「ディスコースを学ぶ社会的舞台
としての教室」という視点は，家庭科や生活指導の
みならず，社会科や総合的な学習の時間の実践にお
いても有効であると言える。それは，従来日本の
「代表的」なシティズンシップ教育実践ではほとん
ど着目されてこなかった教室内の子ども同士の対話
に着目するところに大きな特徴がある。子ども同士
の対話を基盤としつつ，学校外の社会と教室との間
で相互作用が起きるような学びによって，子どもは
ソーシャル・リテラシーをはじめ，重要な市民とし
ての資質を獲得していく。このことは，子どもの生
活現実に応答しないシティズンシップ教育などあり
得ないという，当然の原理を我々に確認させるもの
である。
しかし，同時にソーシャル・リテラシーを，「活
動的な市民性」に発展させていくためには，更に踏
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