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小学校における授業実践の正統性

－学校と塾の二重構造のなかで－

金子真理子

1章問題設 定

本稿の課題は、塾に通う子どもが増大した小学校現場において、教師がどのように自らの

授業実践を行い、その正統性を確保しているかを描き出すことである。

1980年代後半から今日にかけて、空前の私立中学ブームが起き、小学生を対象とした進学

塾は、全国化・低年齢化も含めて量的に拡大しているといわれている(樋田1998)。このよう

ななかで、教師は塾に対してどのようなスタンスをとっているのだろうか。筆者が小学校高

学年期を過ごしたのは80年頃の千葉県内の公立小学校であったが、当時の教師たちは、通塾

すること自体にあまりいい顔をしなかったように記憶している。しかし、現在、進学塾・補

習塾を含め、通塾者が定着した小学校では、教師の方も多くの通塾者がいることを前提とし

て実践を行うようになっているのではないだろうか。

小学校という場を、教師が自らの理念や方針に基づき一方的な働きかけを行う場としてで

はなく、教師と子どもの相互行為の場であると捉えた場合、通塾している子どもが増えてく

れば、教師は少数派ではない彼らとの相互行為を通して、自らの授業実践を再構成し、実践

の意味と正統性を確保しようとせざるを得ないと考えられる。本稿は、小学校のエスノグラ

フイ－をもとに、このプロセスを明らかにすることによって、授業実践が社会的に構成され

る過程に光をあてようとするものである。さらに最後には、このプロセスで浮かびあがる錯

綜する学力観について検討を加えるとともに、このような教師の授業実践の試みがもたらす

社会的影響について考察する。

以下では、先行研究の知見を整理しながら、本稿の意義と課題をより明確にしておこう。

2章先行研究の知見と課題

日本の小学校では、「新しい学力観」（1）にたつ教育改革の流れのなか、様々な観点から子

どもを多面的に指導し、評価しようとする動きが高まっている（金子l999c)。このように教育

現場が変化する一方で、文部省の全国的な調査(198560-61頁、199364-65頁）によると、小学

校高学年（4～6年）の通塾率は、85年度22.3％、93年度32.1%と増加している。

先行研究を振り返ると、小学生の通塾に焦点をあてた調査研究は多く、主に質問紙調査に
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よって、子ども個人の生活や学習、および意識に対する塾の機能が注目されている（深谷他

1984、深谷他1988、樋田1988、樋田1998)。たとえば、樋田(1988)は、学習塾を進学塾と補習塾

の二つのタイプに分けて分析し、進学塾に通う子は、勉強．交友．将来の希望などの側面で、

積極的・肯定的な構えを見せていることを明らかにした。さらに樋田(1998,77頁）は、成績

を上位の者だけに限定した上で、進学塾通塾者と進学塾非通塾者の間で、小学校の授業への

取り組み方にどのような違いがあるのかを比較している。この結果によると、進学塾通塾者

の方が「授業は簡単すぎる」という回答は多くなっているものの、「マンガを書く．文具で

遊ぶ」「ぼうっと考え事をする」という回答は有意に少なくなっている。

いずれの研究も、塾が通塾者個人の生活にどのような影響を持っているかという観点から、

塾の機能が検討されている。それに対し本稿では、小学校におけるエスノグラフイーという

手法を採用することによって、新たな課題を設定する。

第一に、本槁が解明しようとするのは、高い通塾状況のなかで、教師が学校と塾の関係を

どのように捉え、いかなる授業実践を行っているかという問題である。通塾という現象は、

子どもたちの授業への取り組み方を変えるだけでなく、教師の実践にも影響を与え、教室と

いう社会空間に変動をもたらしているのではないだろうか。ここでは、授業実践が、「新し

い学力観」をはじめとする教育改革の理念や学習指導要領・指導要録などの制度的拘束によ

ってのみ決められるものではなく、通塾という社会現象を背景に背負った子と．も集団との相

互行為のなかで、社会的に再構成されている側面に注目する。

第二に、樋田（1998）は、質問紙調査の結果から、進学塾通塾者の方が、学校での授業へ

の取組みが熱心であると述べている。それに対し本稿では、エスノグラフイーという手法に

よって、質問紙調査でも明らかになる子どもの授業への取り組み方だけではなく、教師と生

徒の日常的な相互行為場面での塾についての発言などを収集し、それが教師の授業実践にい

かなるインパクトを与えうるかを検討する。すなわち、学習のための機関として学校と塾が

二重に存在するという構造が、教室での相互行為のどのような場面でコンフリクトをもたら

すのかに着目することによって、教師が自らの授業実践を再構成していく（あるいは、してい

かざるを得ない）「きっかけ」を描き出す。

第三に、以上の研究対象と方法によって、本研究のスコープは、通塾者だけではなく子とﾞ

も全体の社会化の問題を問うことにつながる。つまり、塾は通塾者の個人的生活に対して機

能を果たすだけではない。塾の存在は、学校と塾の「二重構造」を生むことによって、教師

と子どもたちの相互行為にインパクトを与え、教師の授業実践も再構成されていくと考えら

れる。また、教室という社会空間のなかで、通塾している子どもとしていない子どもが差異

化されざるを得ないことを考えれば、その間に何らかのダイナミクスがおこることが予想さ

れる。すなわち、本槁が捕捉する射程は、塾の個人への影響だけでなく、教師の授業実践と

子ども集団への社会的影響である。

3章事例研究

(1)調査の対象と方法
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筆者は、東京都23区内にある公立A小学校5年1組（95年度は持ち上がりの6年1組）で、94年5

月から96年3月まで2年近くに及ぶエスノグラフィックな調査を行った。このクラスのメン

バーは、教職経験16年の男性教師(2)と28名の子どもたちである。そこで収集されたデータか

ら授業場面を中心に相互交渉過程を抽出したものを、本稿の主たる検討材料とする。

(2)教室を取り巻く文脈一東京都内の小学校の特徴

まず簡単に、1組の教室を取り巻く文脈について説明しておこう。先にも述べたように、

日本の小学校では、「新しい学力観」に立ち、子と÷もを多面的に指導・評価しようとする動

きが高まっている一方で、通塾率は全国的に増加傾向にある。なかでも東京都には、次のよ

うな特徴がある。

文部省の調査(198560-61頁、199364-65頁）によると、東京都内の小学校高学年(4～6年）

の通塾率は、85年度37.4％（全国平均22.3％)、93年度43.4％（全国平均32.1%)と微増してい

る(3)。この通塾率は、47都道府県のなかで比べると、85年度1位、93年度3位となっている。

一方、樋田他(1997,51頁）が全国3地域で行った質問紙調査によると、私立中学校の受験を

既に決めている小学5年生は、東京都（区部）28．7％、香川（県庁所在地)15.8%、福島（郡部）

11.7%と差があり、東京都区内は3割に及ぼうとしている。

さて1組では、学習塾に通っている子どもは16名(57%)にのぼり、その他にも家庭教師や

通信教育を受けている子どもも数名いる。また、少なくとも10名(36%)以上の子どもが中

学受験を予定しており、通塾や受験はより身近になっている。このような通塾率と中学受験

率の高さは東京都の特徴であるが、1組の通塾率は都内のなかでも高い方だということがで

きる。

次に、東京都内の小学校の授業実践の傾向について触れておこう。ここでは、1998年に全

国6都県の公立小学校教諭を対象にした質問紙調査で得られたデータを再分析する(4)。まず、

教師たちが「1.教科書や指導要領の内容をとにかく最後まで扱うこと」と「2.一通り終わら

なくても、基本的な考え方を身につけさせること」のどちらを重視するかというと、lを選

ぶ教師が全体では59％と多いのに対し、東京都では43.5％と少なく、東京に限ってはlと2の

関係が逆転している。この限られた結果から判断することはできないが、他の地域に比べて

東京では、教科書の内容に必ずしもこだわらない多様な授業実践や評価が行われている可能

性が高い。

東京都において以上の傾向が見られる背景としては、中央官庁との距離の近さや教育委員

会の指導方針、職員研修のあり方をはじめとした様々な行政的要因が考えられる。しかし、

それだけではなく、大都市圏の小学校がおかれている特有な文脈一通塾率の高さ－が学校の

授業実践に何らかの影響を与えているのではないだろうか。そこで、教師たちが「1.受験で

役立つ力を学校の授業でも身につけさせること」と「2.受験指導は塾などに任せて、学校で

は基礎的事項を教えること」のどちらを重視するかをみてみると、他の地域と比べて東京都

では1を選ぶ教師が極端に少ない（全体15.8％、東京都3.8％)。このことから、他の地域に比

べて東京では、学校と塾の役割分業が進んでいる可能性が推測される。

(3)1組における授業実践の概略

さて、東京都には以上の傾向が見られるということを踏まえた上で、1組の事例を見てみ
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よう。通塾率が高いこのクラスでは、6割近い子どもがダブルスクール状態にある。このよ

うな状況下で、教師は、いかなる授業実践を行い、子どもたちはそれにどう反応しているの

だろうか。本稿では、教師と子どもの日常的な相互行為場面で垣間見られる「学校と塾の関

係」に焦点をあて、教師が両者の関係をどのように捉えた上で、自らの授業を意味づけ、実

践しているのかを明らかにする。それでは、この問題に焦点化する前に、教師がこのクラス

で行っている授業実践と評価について概観することからはじめよう。

1組では、教科書の内容に沿った一斉授業の形式にとらわれない、多様な授業が試みられ

ている。そのような授業の一例を挙げておこう。第一に、子どもたち自身が自らの問題関心

に基づき、各自テーマを決めて探求していく「テーマ学習」が行われている。なかでも、地

球環境問題や世界の問題などについて、子ども自身がテーマを決めて研究する「地球」と呼

ばれる活動が継続的になされている。第二に、阪神大震災という突発的問題がおこった時に

は、マスコミなど様々な情報源から、震災についてグループで調べ、新聞やテレビ番組とし

てまとめて発表しあう授業が行われた。その後、この授業は、子どもたちが何をできるのか

を議論しあった結果、被災者の為の募金活動に結びついた。第三に、算数などで子どもたち

の進度に差が生じてしまった授業に関しては、自分で問題を解いていける子どもは教室の後

方の壁に向かって自習をし、先生とともに復習したい子どもは教室の前方で授業を受けると

いう、自由選択制のグループ学習が取られることがある。以上のように、このクラスでは教

科書を中心とした一斉授業形式だけではない、多様な授業形態がとられている。

次に、評価に関して見ていこう。詳細なデータ記述と、なぜこのような評価を行っている

のかという教師の意図や配慮についての説明は、すでに金子(1999a、1999b)が行っているた

め、ここでは省き、概略のみを述べる。

教室における評価には、通知票の｢学習の記録｣を記載する際の｢評定｣のデイメンジョンと、

教師と子どもの日常的相互行為場面を中心とした｢日常的評価」（｢ほめる｣｢注意する｣等を含む）

のデイメンジョンがある。

まず、評定のディメンジョンであるが、A小学校では、通知票の｢学習の記録｣が、近年見

られる｢観点別学習状況｣の形式ではなく、従来通りのシンプルな｢評定｣の形式であり、教科

ごとに総合的に｢たいへんよい｣「よい｣「もう少し｣の3段階評定が行われている。教師は、自

らの考えから、明瞭な手順によってこれをつける努力をしており、結果的に、評定の基準に

限ってはテスト（教科書の単元に沿った市販のテスト）の点数をベースにしていた（金子1999a)。

つまり、評定のディメンジョンでは、枠づけの強い評価を行っている。

一方、教師と子どもが対面する日常的な相互行為場面では、表lに見るように、A:テスト

B:テスト以外の学習領域C:生活領域のあらゆる活動項目で、多様な基準による「日常的評

価｣が臨機応変に行われている。教師はこのなかで、まず何よりも生活領域の｢人間形成｣｢態

度形成｣面での評価に重きを置き、これを頻繁に行っている。また、授業では、知識に偏ら

ない多様な能力や態度を評価している。

(4)多様な授業、多様な評価

以下では、データを提示しながら、授業場面におけるこのクラスの指導と評価をもう少し

詳しく見ていこう。そこでは、教科書通りではない様々な学習方法が試みられている。たと
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表1教師が行う対面的な日常的評価

主な評価基準領域
一

A:テスト

評価項目（＝学校の活動項目）

|業者ﾃｽﾄ(教科書の単元に沿った市販のﾃｽﾄ）
|小ﾃスト｜･漢字ﾃｽﾄ､計算ﾃスト

轆
一
“

･カリキュラム枠レポート

･テーマ学習

･自由研究

･作文

･読害惑想文

･概念地図↑

･人物調べ2

.｢考える力｣、「判断力｣、「表現力｣、「実行力」

･学習態度(まじめさ､積極性）

レポート類

B:テスト以外の

学習領域

｡｢考える力｣、「判断力｣、「表現力｣、「実行力」

･学習態度(まじめさ､積極性）

･知識

･授業中の発言回数

･授業中の発言内容

･聞く姿勢

･国語の本読み

･ノートを丁寧にとる

.体験的学習での技能

･実験､観察､作業

･忘れ物をしないこと

授業への取り組

み

学習態度(まじめさ､積極性）宿題調べ

自己カード3の自主学習時間
家での学習

･集団の中での｢人間形成｣｢態度形成｣5

･基本的生活習慣(しつけ）

※｢人間形成｣｢態度形成｣を日頃から念頭にお

いて子どもに接しているが､特にこれを意議的・

組織的･継続的に行う増として、「自己カード｣と

「班日記｣をめぐる指導と評価がある

･自己カードの内容

･班日記4

.掃除

･休み時間､ﾚｸﾘｴー ｼｮﾝの態度

･朝の会､帰りの会での態度

･給食時間の態度

･校外学習

･その他(一時的活動も含む）

日常生活

C:生活領域

･学校行事（卒業式･運動会等）

･学級の仕事（学級委員・係等）

･委員会活動

組織運営

注1)概念を地図のように並べる手法を用いて子どもたちが作成する単元のまとめ

注2)歴史上の人物を調べるレポート

注3）自己カードは、子どもが学校内外での一日の生活や学習を振り返って、自己評価しながら感想を書くカードであ

る。教師は毎日これに赤ペンでコメントを書き、特に｢よい言葉｣「よい考え｣と判断した部分には丸をつけて返却

し、帰りの会などで取り上げる。自主学習時間を申告する欄もあり、学習係がこれをABC評価している。

注4)班日記は、各班ごとに1冊用意されており、班員が持ち回りでクラスの問題点（例えば男子が掃除をサボってい

た問題）やよかったことを書く。教師は毎日コメントを書き、帰りの会などで内容を取り上げている。

注5)教師のいう｢態度形成｣とは、「内面的な判断力と集団の中での実行力の育成｣という幅広く積極的な意味で用いら

れている。

えば、子どもたち自身が実際にテレビ番組を作るという体験的な学習がなされた際の次の場

面では、このテレビ制作に必要なカメラに関する技能が評価対象となっていた。

データ1【社会の時間のはじまﾙﾉに】

先生「それでは、社会をやります。教科書、『下」の目次を見てください。これからどうやって勉強する

のかを説明します。1番、「通信」とありますね。その中で放送局という項がある。…そこで、教科書に

書いてあるのを参考にしながら、自分たちでテレビ番組を作る。･･･教科書のテレビ局のところを読んで

テストをしてもいいんだけど、先生もその方が楽なんだけど、…本当に『できる』というのは自分で実

際にやってみて、壁にぶつかって、実行することが大切。だから、やってみる。自分でまず、教科書を

本当にしっかり読んで、理解しないとこれはできませんよ。…カメラなどの技術もできるようにならな

いといけません。…このクラスでも、圭介君や晴夫君、局長の大介君などをはじめとして次郎君などが

できるようになっています｡」
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次郎はこの言葉を受けて、誇らしげに顔を上げて背筋をピンとのばしている。95/2/3

教師の言葉には、彼の教育観と方法論が現れている。彼は子どもたちに向かって、「本当

にできる」ようになるためには、まず「教科書を本当にしっかり読んで、理解」することを

クリアし、さらにその知識の上に「自分で実際にやってみて、壁にぶつかって、実行する」

ことが重要だと語っている。つまり、この教師は、教科書に載っている「知識」を軽視して

いるわけではない。しかし、「知識」に「体験」を加えることによって、それを「本当にで

きる」状態まで血肉化することに力点が置かれている。

そのために彼は、以上のデータに見られるように、教科書の内容を形式的に教えるだけで

はなく、体験や議論などを取り入れた多様な授業を試みている。このような指導方法とセッ

トになって、授業場面の評価は、知識の評価だけに限らず、「考える力」「判断力」「表現力」

｢実行力」といった側面の能力の評価が大きな柱になっている。これらの能力を基準とした

評価は、以上のような授業場面で頻繁に見られるほか、レポート類や作文などの提出物をめ

ぐって常に行われている。

(5)1組の授業実践の背景

A・学校と塾の「二重構造」がもたらす学校の正統性問題

以上のような授業は、近年の教育改革で提言されている「新しい学力観」と少なからず親

和性があるように見える。そこで教師に、「新しい学力観」を意識しているのか聞いてみた。

データ2【放課後、教師とのインタビューで】

筆者「先生は、『新しい学力観』というものを意識していますか｡」

先生「そういわれても…『新しい学力観」なんていわれてもね､別に。私はもうずっと前から、考える力

だとか､判断力だとかそういうものを重視してきました。そういうのを重視しないで、ただ知識だけ

を教えていては学校自体､つまり教師と生徒の関係が成り立たなくなってきてるんじゃないですか｡」

筆者「知識を教えるだけじゃだめですか？」

先生「だめです。そんなことはもうみんな知っていることだから。塾なんか行っている子はもう知って

るんですよ。だから学校でまたそれをやったって子どもたちを惹きつけられない。…だから、カリ

キュラムを作る人もこうやって実態を見てから作るというのでなければ、だめなんですよ。」

94/12/6

教師が、「考える力だとか判断力だとかそういうもの」を重視するのは、単に、教育政策

として上から提示された「個性重視」や「新しい学力観」の理念に同調したからだけではな

い。それは、日々対面している子どもたちの現代的状況一高い通塾率一を把握した上で、子

どもたちを「惹きつける」授業を展開する為には、必然的な選択だったようだ。つまり、6

割近い子どもたちが通塾しているなかで、彼らを惹きつける為には、塾と差異化した授業を

工夫せざるを得ない状況があるのである。それは、価値を志向すると同時に(5)、教師生徒関

係の存立をかけた選択でもあった。

実際、東京都内では、このような通塾率の高さにより、学習指導場面における学校の正統

性は危機に瀕していると考えられる。1組の授業場面でも、生徒の側から「塾でやっている

よ」といった言葉があらわれることがしばしばである。

データ3【算数の時間】

先生は黒板に「3:5=X:1800」と書き、その解き方として「5×X=3×1800」という式
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を教えた時、

先生（コウジとタロウに指導書を見せながら）「この式は小学校では教えないでくださいと書いてある｡」

だれか「何で？でも塾でやっているよ｡」

先生「だけど、もうここで教えます。これ、知っておくと中学校で強いからね｡」95/9/13

教師は現在のこのような状況を、学校と塾の「完全な二重構造」と評しており、学校にお

いて知識を教えることの空しさを次のように語っている。

データ4【先生との雑談のなかで】

筆者「このクラスでも受験をする子は多いんですか」

先生「受験は多いね。でも、A小は少ない方ですよ。もっと都心の学校だとほとんど全員がするところ

もあるよ｡」

筆者「このクラスでも10人くらいはするんですか？」

先生「もちろん10人はいますよ。大変ですよ。でも小学校の場合は先生には負担がかかってこないけど

ね｡」

筆者「親は学力の面では学校の先生に期待していないんですか？」

先生「受験に関してはしていませんよ。むしろ、何もしないでくれって感じじゃないでしょうか。宿題

も出してくれるなということですよ｡」

筆者「でも、親は直接は言わないですよね」

先生「そりゃ、言わないけど。親は期待していないですよ。（受験については）教師には負担が来ていな

いけど、教師からは見えない世界ということです。一中略一子どもを教えていても、教科書の内容

なんてみんなたいてい塾とかで知っていることだから。完全な二重構造になっているからね｡」

筆者「みんなが知っていればいいんでしょうけど、知らない子もいる。半分の子が既に知っていて、も

う半分の子はまだ習っていなくて。そういう中で教えるというのは内容の基準が難しいですよね｡」

先生「だから、これからは選択の時間とか複線型の授業とかが増えると思うよ｡」95/9/17

教師は、受験については「教師からは見えない世界」だと語っている。これは、「中学受

験」というプロセスが主に塾によって担われていることを示している。東京23区内の公立小

学校の6年生の母親を対象にした質問紙調査（樋田他1989,21-22頁）によると、母親が信頼して

いる受験情報とは、1位「塾の先生（86.7％)」2位「受験情報誌（69.9％)」であり、小学校の

先生からの情報を頼りにする割合は38.2％と少ない。1組の教師は、このような実態を察知

していたわけである。

B.塾との差異化一「考える力」「表現力」等の育成／「体験」の取り入れ／「深めていく」

学校と塾との「二重構造」の中で、学習指導場面における学校の正統性は危機に瀕してい

るといってよい。さらに、このクラスの教師は、学習指導場面における危機が、教師生徒関

係の秩序自体をも壊しかねない可能性があることを指摘している（データ2)。しかし、彼は

このような洞察をした上で、現在の状況をなすがままにしているわけではなかった。彼は、

通塾する子どもを否定するのではなく、このような状況を受け入れた上で、通塾している子

にとってもしていない子にとっても、学校の授業を意味あるものにしようと努力していた。

つまり、このクラスの教師は、学校を取り巻く文脈自体を受け入れつつ、その文脈のなかで、

学校は何ができるのかを模索し、学校の正統性を確保しようとしていたと考えられる。

通塾率が高い場合、精力的な教師は学校を空洞化させない為に、塾との差異化を図ろうと

する。1組の教師は、生活領域の指導に学校特有の価値を見いだすほかに、学習領域の指導
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においては、知識の伝達という塾の立場と対比させて、あらためて「考える力」「表現力」

｢判断力」「実行力」等の育成という学校の立場を、いっそう強調していた。

たとえば算数の授業では、文章題を解かせるだけではなく、黒板に出てきてそれを図示す

るように言い、「計算のやり方がわかる人と、本気で意味が分かる人とは違うんだよ｡」と生

徒に語っている。

次の事例は、社会の授業の一こまである。

データ5【社会の時間】

先生「縄文時代、住居はどんなところに住んでいたんでしょうか。住居って大事だよね。みんなが住ん

でいる家｡」

誰か「竪穴式住居」

先生「実際にこういうのをみんなで作ったら面白いよね｡」

慎吾「作ろうよ！」

先生「どんどん提案して。採用しますよ｡」

一郎「やろうよ！」

先生「住居の名前とかは塾に行っている人は名前だけで覚えているんじゃないの？」

コウジ「俺、内容もちゃんとわかるよ｡」

先生「では、竪穴式住居の特徴、利点、10個以上書いてみよう｡」94/4/26

教師は、教科書の内容を先にどんどん教える塾の存在があるなかで、上のデータにあるよ

うな体験的授業を試みている。そして、このような授業を通して、学校は「名前だけで覚え

ている」状態をさらに「深めていく」場であると積極的に意味づける努力をしており、子ど

もに対して次のように語っている。

データ6【20分休み】

教師と筆者が話しているところへ一郎がやってきて、

一郎（筆者に向かって）「出島って何？」

筆者「江戸時代に外国と貿易をやらない鎖国っていう政策がとられたとき、長崎のほんの－部だけで、

オランダや中国とだけ貿易ができるようにしたんだけど、長崎にあるその島みたいな場所のことだ

よ｡」

一郎「あと朝鮮」

筆者「朝鮮もそうだつけ？」

コウジ「オランダと清と朝鮮」

筆者「学校でそんな所、もうやっているの？」

一郎「塾で」

先生は苦笑して「そうなんですよ。塾では進むことは進むんだけど。だから－通り塾でやって、学校で

はそれを深めていくようにしたらいいね｡」

一郎「はい」

先生（筆者に向かって）「だから、今の時代、教科書通りのことだけ教えてたら、全く意味がなくなると

いうことですよ｡」95/5/24

そして、1組におけるこのような差異化戦略は、結果として、学習指導場面において生徒

を「惹きつける」ことにかなり成功していた。生徒は塾とは違う学校の授業に対して、塾と

は「別の」意味を見いだしているようだ。

データ7【先生と一緒に帰る道すがら】
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この日の社会の時間、藤原道長の「満月の歌」をキーワードにしてはじまった「概念地図」の手法を使

った授業が印象深かったので、

筆者「今日の社会の授業はうまくまとまりましたよね。一方的に教えるという形ではないのに、内容も

高度で驚きました｡」

先生「うん、今日のはうまくいったよね。しかも、こっちからだけ教えるというのではなく、生徒たち

から出てきたことだから。あの「概念地図」形式の授業を初めてやったとき、コウジ（注：テスト

の成績がトップクラスの通塾している子ども）も『授業というのは奥が深いんですね』と書いてき

たんですよ｡」

筆者「あのコウジ君がですか。光男君（注：テストの成績が最下位に近い子ども）とかにはどうですか｡」

先生「光男も今日の授業はわかりやすかったと言ったんですよ。これはいい方法だなと思って。コウジ

と光男っていう全く対照的な2人がいいって言うんだから｡」

－中略一

先生「私は考える力と表現力を伸ばすことを教科指導の目的においている。生活面でのそれは自己カー

ドとか班日記でのばすんです。…まあ、あんまりやりすぎても、中学いったら困るかもしれないけ

れど…｡」95/6/19

教師は、通塾している子どもと勉強が苦手な子ども－「対照的」なタイプーの双方を惹き

つける授業を探求している。そして、塾との差異化を図りながら、「考える力と表現力を伸

ばすこと」を教科指導の目的におくことによって、塾に通うコウジと勉強が苦手な光男の双

方にとって、授業を意味あるものにできる手応えを感じている。

4章結論一「学校と塾の二重構造」のなかでの授業実践

(1)「考える力」「表現力」等の重視

以上で見てきたように、1組では、「教科書通り」ではない授業の試みのなかで、「考える

力」や「表現力」などの育成を目指した多様な指導と評価が行われている。それは、そもそ

も「小学校という場」の特質によるといえる。小学校は塾とは違い、多様な子どもたちが参

加し、学習指導、生活指導、学級組織や学校行事等の運営など様々な活動が行われ、それに

付随して多様な目標が目指されている。このような場では、知識だけに偏らない「多様な」

能力が価値づけられる土壌がある。もちろんそれだけでなく、1組の授業実践は、豊かな経

験をリソースにしたこの教師の教育観と方法論に裏打ちされている。さらに、彼の実践に関

しては結果的なものであるが、「個性重視」や「新しい学力観」を理念として掲げた近年の

教育政策の動向も、このような授業実践を支持するものであろう。

しかし、それだけではなく、本稿が明らかにしたのは、大都市圏の小学校を取り巻く文

脈一通塾率の上昇に伴う「学校と塾の二重構造」という現代的状況一が、現場の教育行為に

影響を与えているプロセスである。本稿では、通塾率が6割の教室のなかで、塾を意識しつ

つ学校の授業を実のあるものにしようする精力的な教師が、塾との差異化戦略として、「考

える力」や「表現力」なと§を中心とした多様な指導や評価を繰り広げている姿を描いた。

本稿の分析からは、次のことが確認できる。授業実践にみる教育内容や指導・評価の方法

は、必ずしも学校外部の理念や、学校内部で組織的に目指される目標によってのみ、決まる

ものではない。それは、一人一人の教師が、学校を取り巻く社会的文脈によって変化する子
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どもたちとの相互行為を通して、様々な葛藤を経験し、それを乗り越えて新たな教師生徒関

係を取り結ぼうとする時に、探っていくものなのではないだろうか。つまり、日常的な指

導・評価行為の性質は、必ずしも「個性重視」「新しい学力観」といった理念、イデオロギ

ー、目標に支配されるだけではなく、その学校の社会的文脈のなかで顕現する、教師生徒関

係のあり方に応じて、形成されていくと見ることができる。

(2)「考える力」「表現力」等と「知識」との関係

次に、教室における｢考える力｣｢表現力｣等と「知識」との関係を考えてみよう。データl

を振り返ると、1組の教師は、「知識」に「やってみる」すなわち「体験」を加えることによ

って、それを「本当にできる」状態にまで血肉化することに力点を置き、そのような授業実

践の過程で「考える力」「表現力」「実行力」をはじめとした様々な能力を評価の対象にして

いる。また、データ7では、「考える力と表現力を伸ばすことを教科指導の目的においてい

る」と語っていることから察するに、「本当にできる」という状態は、「考える力」や「表現

力」などを伴っていると認識されていると考えられる。しかし、同時に教師が「教科書を本

当にしっかり読んで、理解しないとこれはできない」（データl)とも言っているように、こ

のような授業を進める上で、「知識」が必要条件とみなされている。また、筆者からみると、

教師がこのようにして「本当にできる」状態を作り出すことは、まさに「知識」の定着化で

もある。

1組の教師は、現場での経験上、「考える力」「表現力」等と「知識」とは、どちらか一方

を伸ばすことができるものではなく、切り離せない関係にあるということを認識していると

考えられる。これに対し、近年の教育改革で掲げられている「新しい学力観」に関しては、

「自ら学ぶ意欲や思考力、判断力などの能力を学力の基本とする考え方に立つ」（文部省内指導

要録研究会1991)という論点ばかりが強調される一方で、その基盤となる「知識」の重要性が

十分に言及されていない印象を受ける。

(3)学校と塾の対比的表現と教師の方法論

1組の教師は、「考える力｣｢表現力｣等と「知識」との複雑な関係を以上のように洞察して

いる。そんな彼でさえ、しばしば学校と塾の関係に関しては、単純化して対比的に語ってい

る。これまでのデータを整理すると、塾に関しては「進むことは進む」「名前だけで覚えて

いる」といった表現が見られる。これに対し、学校の授業に関しては、「考える力と表現力

をのばす」「一通り塾でやって、学校ではそれを深めていく」「本気で意味がわかる」「本当

にできる」といった言葉が用いられている。

しかし、よく考えてみると、「考える力」「表現力」といったものを身につける方法は様々

である。「知識」に比重を置いた塾の指導でも、参考書を通して、あるいは、良質な算数の

問題を解いたりすることを通して、知識と同時に「考える力」を身につけられる可能性もあ

る。その証拠に、データ5でコウジは、「塾に行っている人は名前だけで覚えているんじゃな

いの？」という教師の言葉に、「俺、内容もちゃんとわかるよ」と反論している。

ここで、教師の視野がこの点に限って限定的になるのは、まさに「学校と塾の二重構造」

ゆえではないだろうか。つまり、学校と塾のこのような対比的表現は、日常的な相互行為場

面で「学校と塾の二重構造」が授業実践の正統性を揺るがす時があるからこそ、教師にとつ
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て必要だったと考えられる。それは、授業実践の「意味」を伝え、その正統性を確保しよう

とする教師が、学校と塾の差異化を図るために発した戦略的な言葉だったと推測される。

そして教師は、学校と塾を差異化するポイントとして、「考える力」「表現力」等の育成を

今まで以上に重視すると同時に、それらを身につけるプロセスー教師が「深めていく」と語

るプロセスーについても、塾にはない方法（例えば「やってみる」すなわち「体験」の取り入れ等）

をいっそう強調する側面があると考えられる。ここにおいて、こういった方法面においても、

授業実践は、「学校と塾の二重構造」という現代的状況によって、少なからず影響を受けて

いるといえる(6)。

しかし、先にも述べたことだが、このような1組の授業が「知識」を必要条件としている

点は、教師も認めるところである。そのため、逆説的なことに、教師が「深めていく」授業

をするためには、「塾で一通りやって」おくことが大きなプラスになっているに違いないの

である。それどころか、学校五日制の完全実施を前に、限られた授業時数のなかでは、塾な

しに「深めていく」授業は困難になる可能性さえある。今や学校と塾は対立関係にあるので

はなく、その間に奇妙な機能的関係が生じつつあると考えられる。

(4)学校と塾の差異化がもたらす帰結

本稿で焦点をあてた、「学校と塾の二重構造」という現前する社会的文脈のなかで、学校

を意味あるものにしようとする教師の精力的な試みは、評価に値する。ただし、このような

営み自体が、学校を意味あるものにするだけでなく、社会に様々な影響一場合によっては意

図せざる影響一をも与える可能性があることも、考察の対象にしなければならない。例えば、

3章（2）で紹介したように、他の地域に比べて東京都では学校と塾の役割分業が進んでいる

と考えられる。学校が塾との差異化を図ろうとして、「考える力」「表現力」などを中心とし

た多様な指導や評価を重視するようになったとすれば、このような戦略が学校を「意味ある

もの」にすると同時に、「知識の効率的伝達」という機能については塾に手渡す結果を招き

かねない側面があるのではないだろうか。すなわち、学校と同時に、塾を今まで以上に意味

あるものにしていく可能性がある。そして、近年の教育改革も、この傾向に拍車をかける方

向で進んでいる。

このような事態は、一層通塾率を押し上げ、通塾する子どもとしない子どもとの間に学習

面における格差を生み出す結果をもたらしかねない。さらに極論をいえば、将来には、知識

を「一通り」まんべんなく教えてくれる塾の存在なしに学校だけでは、多様な授業実践を成

立し得ない、すなわち学校の正統性を保てないという逆転現象も起きかねないのである。

教師は、「学校と塾の二重構造」のなかで、教師生徒関係の存立基盤を確保するという現

代的問題に挑戦している。このような教師の努力は、通塾率の高い教室の学級運営として、

評価に値するしかるべき行為である。しかし一方で、その営みを媒介にして、「学校と塾の

二重構造」は、「考える力」「表現力」等と「知識」の二重構造の問題につながっている。こ

のような状況下で、我々が考えなければならない最大の課題は、「考える力」「表現力」等と

｢知識」密接な関係を捉え直すとともに、学校は「誰に」「いかなる能力」を身につけさせる

機関なのかという、学校の社会的役割のプライオリティを再考していく作業である。いま、

長期的．包括的展望に立った、政策側の議論が求められる。
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(5)おわりに－ケースを超えたシミュレーション

本稿では、高い通塾率のなかで、1組の教師がどのように授業実践を行い、学校の正統性

を確保しているかを描いた。しかし、ここでの結果は、このクラスの教師が、自らの方法論

を持って、子どもを「惹きつける」授業を行うことができる、いわゆる「力量のある」教師

であったことによると思われる。

そこでおわりに、本ケースを超えて、「学校と塾の二重構造」の影響を考えてみよう。通

塾率が高くなった場合、教師たちが、授業の意味をどのように子どもたちに提示できるのか

という問題に直面することは免れないと思われる。まずこの段階で、学習指導領域から撤退

的になる教師が現れる可能性がある。一方、授業の意味を再生しようとする教師の場合、や

はり1組のケースと同様、それを「考える力」「表現力」等の育成に求める可能性が高いと考

えられる。しかし、このような力を育成するには、教科書というガイドだけでなく、教師が

自分なりの教育観と方法論を持っていなければ難しい。したがって、教師によっては授業の

中でこれを追究しようとすればするほど、方法的欠陥があらわれ、子どもを「惹きつけられ

ない」どころか授業自体が成立しない可能性もでてくる。すなわち、学校と塾を差異化しよ

うとする教師のこのような試みが、かえって一層、授業実践の正統性を揺るがしかねないの

である。

このように考えると、「学校と塾の二重構造」が、教師の授業実践に課してくる課題は、

一般的にはそう簡単に解決できる問題ではないといえる。多様なケースを想定し、さらに調

査に入ることによって、「学校と塾の二重構造」がもたらす影響の多様な立ち現われ方を分

析する必要がある。

最後になったが、本研究は子どもたちの社会化の問題につながっている。今後は、以上の

ような教室空間のなかで、通塾している子どもとしていない子どもが、それぞれどのように

振る舞い、いかなる「学力」を身につけて社会化されていくのかという問題も検討していか

なければならない。

注

(1)1989年改訂の学習指導要領は、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図る

とともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育を充実することとしている。こ

れを受けて、1991年には、小・中学校の指導要録の形式も変更され、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、

表現力などの能力を学力の基本とする「新しい学力観」に立つ評価が強調されるとともに、子どもの

可能性を積極的に評価することが掲げられるようになった（文部省内指導要録研究会1991)。つまり、

「新しい学力観」は、「個性重視」の教育理念のもとに、知識ではなく、「自ら学ぶ意欲」や「思考力」

「判断力」「表現力」などの能力を学力の基本とする考え方である。

(2)彼は、生徒の「人間形成」を願いながら、教科指導だけでなく生活指導や学級運営にも精力的に取

り組んでいる。教科指導に限ってみても、教科書の内容を形式的に教えるだけではなく、生徒が自ら

考え自主的に取り組むことができるようなプログラム開発に熱心であり、それを実行に移している。

(3)東京都子ども基本調査では、都内の小学5年生の通塾率は、89年度372％、95年度40.4％となってい

る（武内他1990:299頁、武内他1996:333頁)。

(4)耳塚寛明・樋田大二郎・西島央・金子真理子(1999)『第2回学習指導基本調査報告書（小学校版)j・

調査地域は、岩手県、新潟県、東京都、岡山県、福岡県、熊本県の都県庁所在地・その他の市部・郡
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部である。

(5)もちろん彼の授業実践は、高い通塾状況の中で「どういう子と・もを育てたいか」ということに関わ

る教師の信念や思いから生まれているのは言うまでもない。教師は、筆者とのインタビューのなかで

「テストや通知票といった部分だけではなく、より幅広い視野を持ってほしいという気持ちから『人間

形成』や『考える力』なと・を強調している」と語っていた。

(6)ただし、教師は第一義的に塾との差異化を図るために、塾にはないこのような授業方法を採用した

わけではない。むしろ、先に教師がこのような授業方法をとる傾向があったことが、学校と塾を差異

化する時のポイントになったと考えられる。しかし、ここでそれが差異化のポイントになったことが、

教師の授業実践の方法をいっそう塾にはないこの方法に傾斜させていく一因になる可能性はある。
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