琉球大学学術リポジトリ
東ドイツ教授学に関する研究（2） :
授業方法研究の動向
メタデータ

言語:
出版者: 琉球大学教育学部
公開日: 2007-07-19
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 藤原, 幸男
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/1114

東ドイツ教授学に関する研究（II)＊
－授業方法研究の動向一
藤原幸男＊＊
はじめに

「社会主義教育制度の目標や構成は統一的である
が、社会的要求や個人的才能に応じて、上級段階

、

｡

本稿では、「東ドイツ教授学に関する研究､)」

においては教育手段・方法上の差異を含んでいる」

として「授業方法研究の動向」をとりあつかう。

（第二条の３）点に単なる統一でなく、多様化の

論述の順序としては、まず今日の授業方法研究の

兆候もみえるＷそのことはたとえば、その後の「

隆盛をひきおこした教育政策の動きを、１９６５年

スポーツ教育が、政府・党の指導の下に組織的に

教育法にまでさかのぼって検討し、次に最近の授
業方法研究の動向を『教育学』誌の論稿のなかか

行なわれており、スポーツ・エリートには、さら

らさぐることにする。

ことに端的にあらわれている。

１１９６５年教育法以降東ドイツの教育政策と
教育科学

錫

石井正司は現行学校制度（１９６５年以降）の特

質を、①10年制一般教育総合技術学校を主体とし

ている、②しかしすべての生徒が一様に10年制学

東ドイツ（ＤＤＲ）は「急速に発展する経済建

校に行くのではない、③特殊学校が法的に確認さ

設に対応して、２１世紀にむけてのＤＤＲの社会主

れている、④高度の学校分化を含んでいる、の四

義発展の展望に即し、当面10～15年のちの発展に

点にまとめ!《‘その意義を次のように評価している(:’

必要な要求と変革に応えるべく」川'、１９６５年に、

＜･初

に能力を伸す機会が惜しみなく与えられている｣１３’

現行教育法である「統一的社会主義教育制度に関

「『民主化法』『社会主義化法』は統一学校の
『統一』が象徴するように、学校制度、教育内容

する法律」を制定し、戦後教育改革の第三期に突

において比較的単一型、画一型を志向してきた｡

入した。それはこれまでの統一学校の理念をうけ

しかし、『組織法』はこれと対照的に意識的に分

つぐが、それとともに、「統一のもとでの分化」

化（Differenzierung）を志向している。この

をとなえ、推進している点で１９５９年教育法とは

ことによって、………統一学校の理念はその内実

ことなった構造をもつ。

Iとおいて質的発展をなしたとみることができる」

●●●●●●●●●●●●

．．．・・・・・・・●・●●●●●●●●●

法規定をみると、「統一的社会主義教育制度の

（傍点は５１用者）

目的は、国民全体の高度な教育であり」（第一条）

「学校制度は目的設定において統一的であり、

「統一的社会主義教育制度をもって、ドイツ民主

どのコースをとっても袋小路なく最高学府まで、

共和国のすべての国民に、教育の同権を保障する」

能力に応じて進学できる可能性が開かれている。

（第二条）と規定されている。ここに、学校の統

それゆえに学校制度、教育内容、方法がいかに、

一的性格がはっきりとうたわれている。ところが

●●●●●●●●●●●●●●

『靴』肝Ｗｐ、合騨講す『靴』し丁

も統一学校なのである」（傍点は引用者）
●

＊ＳｔｕｄｉｅｎｚｕｒＤＤＲＤｉｄａｋｔｉｋ－Ｄｉｅ
ＴｅｎｄｅｎｚｅｎｄｅｒＵｎｔｅｒｒｉｃｈｔｓｍｅｔｈｏｄｅｎ－

ｆｏｒｓｃｈｕｎｇ－

＊＊YukioFujiwara

こう考えると以来今日にいたるまでの東ドイツ

教育政策は、「統一のもとでの分化」をふくみこ
んだ統一的社会主義教育制度を実現し、教育内容
・方法においてもそれにふさわしく質的改造をは

かることに向けられた、と評価しうる。
－２２１－
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高度な社会主義社会の発展のためには、「すべ

ミー（ＡｋａｄｅｍｉｅｄｅｒＰ菌dagogischenWiss-

ての国民に高い教養を」形成しなくてはならない。

enschaften）の創設が告知された。ホネッカー

そのことが統一性の原則をよびおこす。しかしこ

は、教育科学アカデミーの創設に関して次のよう

の目的を達成するには、個々人の関心や興味の多

に述べている。

様性を無視することができない。それを考慮に入

「教育科学と教育研究にとっても、まったく新

れ、すべての国民がその持ち味を生かしながら社

しい質の学問研究組織が閤題となる。そのことは

会建設に加わらねばならない。それが教育政策の

教育研究、その計画と指導にとって新しい思考、

レベルでは、１９６５年教育法でおしだされた「統

新しい組織形態を必要とする。ドイツ社会主義統

一のもとでの分化」という政策なのである｡

一党中央委員会政治局と閣議はドイツ中央教育研

１９６５年教育法をうけて同年５月には、「教師

究所を教育科学アカデミーに発展させることを決

と教育学者の会議」が開かれ、統一的社会主義教

議した。その創設は本年９月である。アカデミー

育制度の実現にあたっての理論的・実際的な問題

の創設によって、われわれの教育科学の成果ゆた

が論議された。それにもとづいて、この会議では

かな活動とそのいっそう大きな役割が評価されて

次の重点課題が示された'９

いる。教育科学アカデミーの創設でもって、教育

－社会主義教育、とりわけ労働愛、国際的友
好への訓育の問題

。

科学者の創造的活動にとって新しい条件がつくり
だされる」。

一一般陶冶の新しい内容と性格、￣般陶冶と

専門陶冶との関連

さらに続けて、「アカデミーはドイツ民主共和
国における教育学研究全体の中心的な施設である。

一インテンシプで、合理的な授業構成の問題

その主要な課題は、共同研究を組織し、教育実践

一青少年教育機関、社会組織、家庭との共同

との密接なつながりをつくりだし、教師養成・再

作用

教育に積極的に力をつくし、ソ連邦との協働、社

文部大臣Ｍ・ホネッカーはこの会議の席上、展

望にたった研究を推進するように要請した｡この

会主羨諸国の研究所・施設との共同作業を打ちた

てることにある」と述べるＷ

年の12月にはドイツ社会主義統一党第１１回中央委

教育科学アカデミーの創設は教育学研究の組織

員会が開かれ、そこにおいてホネヅカーの要請ど

体制の強化を意味し、教育科学の質的発展をうな

おり１９７０年までの長期的展望にたった教育学研

がすものだといえる。したがってそれは、７０年代

究の計画がたてられた｡こうして長期５カ年計画

教育科学の発展にとって重要な意義をもつ。組織

にそって教育科学の研究がおしすすめられて

の拡大・確立は研究の深化・発展をよびおこすか

いったのである。

らである。

教育科学アカデミーの果たすべき課題を詳しく

１９７０年５月には、「第７回教育会議」（PA-

とりあげると、次のようであるＷ

dagogischeKongreβ）が開かれた。第６回教
育会議が開かれたのは１９６１年であったから、お

（１）党・国家の政治的一思想的、教育政策的課
題設定をしあげ、実現するのに積極的に力を

よそ10年ぶりの開催であった。１９７０年代東ドイ

つくすこと。陶冶・訓育の具体的な過程の法

ツの教育政策と教育科学研究はこの第７回教育会

則性を究めること。指導者と密接な形で共同

議の開催でもってはじめられると見てよい。そ

研究をおしすすめること。教師・訓育者の経

こにおいてＭ・ホネッカーは１９６５年教育法公布

験を体系的に利用すること。かれらの積極性

以来の成果をとりまとめ、７０年代において克服さ

やイニシアティブを全面的にうながすこと。

れるべき課題をみちびきだした。この意味からも

研究成果を実践に生かすよう援助すること。

第７回教育会議は東ドイツの学校発展における一

（２）社会科学の－部門である教育学を創造的に

発展させること。帝国主義的な教育学理論と

里塚（Meilenstein)をなすものといえよう。

また第７回教育会議において、教育科学アカデ
－２２２－

「

原則において対決すること。

．
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（３）統一的社会主義教育制度の将来予測を共同

をあげている１９

でしあげ、国民教育制度の学校政策的決定の
ための科学的前進をたしかにすること。

１．陶冶と訓育の思想一理論上の基本問題、す
なわち指導要領と「国民教育のいっそうの発
展のための課題設定」（１９６９年に制定され

（４）教育科学の領域における学術的共同研究を
全面的に発展させること。さまざまな部門の

た）を実現するための研究。

研究者を結集して、学校政策的に重要なプロ
ジェクト・課題の解決にあたること。

２．上述の指導要領と「国民教育のいっそうの
発展のための課題設定」を現実化するための、
授業．教科外活動・ピオニールやＦＤＪ活動
における陶冶・訓育の目標、内容、方法、組
織形態、手段についての研究。
３．国民教育制度をいっそう発展させるための

（５）知的生活・教育科学の領域での創造的一生
産的論争を全面的にうながすこと。教育学的
認識や経験を生き生きとした形で普及するこ
ａ

①

と。

（６）教師・学校職員の訓練、再教育に積極的に
力をかすこと。教育科学の領域での有能な研
究者を養成し、教師養成施設での教職員の再

科学的なあゆみを確保するための研究。
４．国民教育制度の計画、指導、組織について
の研究。

教育を積極的に援助すること。

（７）ソビエトなどの学術一教育施設との共同研
究を組織し、ソビエト教育学・ソビエト学校
の認識・経験の研究・評価、他国の国民教育
の発展の研究・評価をたえずたしかなものに

「教育学研究の展望プラン」がだされて二年後
全国の学校長を集めて「中央校長会議（ZentraleDirektorenkorferenz）」が１９７３年５

月８～９日に開かれた。そこでＭ・ホネッカーは
現状分析にたっての基調提案を行なった９１

すること。

またホネッカーは、第７回教育会議の基調報告
で、教育科学の発展にとって展望プランが重要な
役割を果たすと指摘した。これは先の長期５ケ年
計画の成果にもとづいての判断だと思われる。
「われわれの前にたちはだかる70年代の課題は
教育学の思想的一理論的水準をいっそう高め、教

育学研究の発展テンポをはやめることを必要とす

■ワ

伊

「第７回教育会議が開かれて以来はや三年過ぎ
るが、陶冶・訓育活動の質をいっそう高めるため
の手がかりがわれわれの学校に多くつくりだされ
ている。たとえば、どのようにすれば授業、教育
指導をいっそううまくできるのか、と多くの教師
が悩んでいるという事実、またどのようにすれば
学校での教育活動をもっと効果的に組織しうるか
教育過程を目標にむけて指導しうるか、と多くの

る。そのことは、１９７１年～１９７５年における教
育学研究の展望プランの問題でもある。そのため
には、教育学研究の諸力と力通を結集し、重要な
課題の解決に集中しなくてはならない｣'，’

校長が熟感しているという事実が、現在の到達

こうして同年（１９７０年）に、「統一的社会主

たっての私たちの位置を実際に吟味するととであ

点にけっして満足してはならないということを示
している」

「との会議の中心問題は、課題を実現するにあ

義教育制度に関する法律を広く実現するための文

る。これまでどんな認識を得たか、今後何に集中

部省の実施プラン」が立案された。それは第７回

してとりくみ、どんな問題を解決しなければなら

教育会議の目標・課題にもとづいて、学校政策上
の基本事項を１９８０年までに実現するための具体

ないか、について審議したいと思う。私たちがと

的な方策を定めたものである。それをうけて教育

たのは、教師のイニシアティブをいっそう発展さ

科学アカデミーは、１９７１年１月に、「１９７１～

せ、学校の内容的改革（inhaltlicheAusge-

１９７５年における教育学研究の展望プラン」を作
成した。以来、１９７５年までの東ドイツの教育学
研究はそれに依拠して進められることになる。

「展望プラン」では、基本課題として次のこと

りあえずこうした問題を校長と審議したいと思っ

staltung）という課題に目標志向的にむかわせ
るのは校長の指導活動いかんにかかっていると判断
したからである｡そうするためには、すべての校長が

解決すべき主要問題をはっきりと認識し、教師集

－２２３－
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団の各成員に要求をわかりやすく、確信をこめて

①目標・内容・方法が科学性・立場性のはっきり

説明し、提示された課題を、集団の経験、能力に

したもので生活と結びついているとき、②知識・

支えられて日々の実践のなかで解決する力量をは

技能の確実な伝達を授業の主要な任務にするとき

っきりと持つことが必要である。なぜなら第８回

③教科指導が子どもたちに積極的で意識的、自主

党大会で決定された学校政策的な課題が成果をお

的な学習を呼びおこし多様な知的活動を発動させ

さめるかどうかは、究極的には、学校におけるそ

るとき、④生徒集団の教育力を意識的に利用する

れぞれの教師、校長の日々の活動によって決定さ

とき、⑤「最近接発達領域」の内部で教材を提示

れるからである。」

するとき、⑥統一と分化の関係を考慮し意識的に

１９７０年代教育政策に関して１９７１～１９７５年

つくりだすときである。これ以外にも、個々の樹

の長期５カ年計画に触れてきた。が成果ははたし

成要素や授業段階には多くの法則が作用し、授業

てどうであったか。Ｇ・シュテールは課題はかな

の成功や失敗を何らかの形で左右していると推測

り解決され、今後の研究の手がかりはつくりださ

される。このような法則性や法則に関する認識を

れたと評価しているが!､あまりにも一般的すぎる。

広さ、深さ、順序にわたってきずきあげることが

そこで、Ｈ・ヴエックが１９７６年の『教育学』誌

今後の課題になるのである。

に教授学分野に限ってではあるが、過去５カ年の

第二の成果としてヴエヲクが指摘しているのは、

「教授学研究の成果と課題」について報告してい

１９７１年の教授学構想において設定された研究視

るのでそれをみておきたいゼ

可

゜

点は正しかったし今日でも通用しうるものだと

ヴエヴグによると、第一にとりあげるべき成果

いうことが確認され、さらに五カ年のうちに共同

は、個別的な観点からのアスペクト研究が進み、

の学問的研究の中で研究視点が分化・強化された

全体として授業過程に関する理論構想がいっそう

ということである。ヴエヮクはこれについては簡

明確になったことである。しかもアスペクト研究

単にしか触れていない。

第三の成果は、教授学研究においても社会科学

の多くが共同研究の形で行なわれている点に、東
ドイツ教授学の進展がうかがえる。アスペクト研

の研究方法論が貫かれ、授業実践にも有益な認識

究にあってとくに能力発達、統一と分化、高学年

がいくつか得られたことである。その結果、授業

およびアピトゥール段階での授業構成、就学期の

の実践的レベルが向上するとともに、未解決の問

授業、読み・書きの困難な生徒の発達の促進、問

題が確認された。ヴエックによれば、環‘在と〈に

題探究的な授業構成、学力評価、教授＝学習過程

重要な発展傾向、解決を要する問題は次のことで

のプログラミング、参考書、教具類の作成といっ

ある。①多くの教師は現行教育課程に精通し、各

た分野で理論的見解がいっそう深められ、今後の

教科の目標、教材、重点の置きどころを深くつか

研究の方向づけが明確化された。しかも注目すべ

み、教科課程にふさわしく授業を構成しようと努

きことに、これらの多くが人格理論・授業論のな

めているが十分でなく、今後に残された課題は目

かに位置づけて、つまりめざすべき人間像・人格

標と教材を具体化して、めざすべき全体目標、学

構造、それを実現する方途の創出という脈絡に位

級水準、現在の授業過程の構成理論を反映したも

置づけて研究をすすめているのである。したがっ

のにつくりかえることである。②生徒を発達の主

てアスペクト研究の深化・発展につれて、授業論

体ととらえ、積極性（やる気）を引きだすこと、

の内容がいっそう豊かなものになっていくきっか

そのばあい生徒集団の教育力を引きだしフルに活

けがつくりだされるのである。

用することである。③教材の思想形成力に着目し

ところでヴエックによると、授業論を全体とし

て授業の訓育効果をいっそう高めること。このこ

ていっそう発展させるための主要な手がかりは、

とによって、生徒は知識を生活経験と結びつけて

授業過程の法則性の問題である。それは授業論と

論理的に思考せざるを得ないように情動的にゆさ

しては教授原理という形で定式化されることにな

ぶられ、正しい世界観・確信へとみちびかれ、道

る。それによると、授業が成果をおさめるのは、

徳性の形成がうながされるのである。④多くの教
－２２４－

巾

０
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師が人格発達に着目し、活動のなかでの、活動を
とおした発達という法則が教師の意識のなかに定
着しているものの、指導の手だてがまだまずいの

在すでに可能な統一的観点をあげることにする｣''６

で、授業方法の「内的側面」を追及し、認識・習

ておしすすめられるべきではなく、授業そのもの

得活動をみちびく具体的な指導の手だてをつくり
だすこと。⑤すべての教師の方法的技且を意識的
に発展させること、方法･手段（教具）の多様さ
を意識させ、それを目標、教材、原理、条件にみ

あうように適用し、創造的に発展させるという問
題である。
、

守

ヴエックは以上の三点に東ドイツ教授学の成果
と課題をまとめ、次の段階にむけて方向性を指し
示した。かれのまとめにおいて、１９７６年以後の
課題として授業方法研究（とりわけ「内的側面」
の追究、教師の方法的技量の形成）が大きくとり
あげられていることに注目したい。これまで１９６

５年教育法以来の教育政策や教育動向をながめて
きたが、それはそうした動きをとらえてこそ授業

方法研究の位置づけを明確化しうると考えた
からである。以下では、１９７１年以降にお
ける授業方法研究の動向をさぐることにす
る。

としている。

といっても授業方法の研究はそれ自体が孤立し

の研究という文脈に位置づけられて行なわれなけ

ればならない。授業方法の問題は、多くの教授学
者が指摘するように、①授業過程において作用す
る法則性、②それにもとづく教授原理との密接に
関わっており、それらとの相互交流のなかでいっ
そう効果的で、授業の本質にそった研究の進展が
可能になる。それは、前二者が授業方法の体系と

性格を全体として特徴づけ、授業における授業方
法の投入の仕方を規定する、ということに起因す
る。

授業方法研究をすすめるには、もう一つの授業
過程にはたらく諸要因の関連、とりわけ目標一内
容一方法の関連も明確にしなくてはならない。こ
の方面の究明への手がかりは、「討議資料」より

以前に、Ｌ・クリンクベルクが、論文「社会主義
学校の授業における目標一内容一方法の関連につ
いて」で示している。そこでは、目標一内容一方
法の関連における三つの偏向が論述されているＩＦ
(1)目標一内容一_方法

２授業方法研究の基本方向

教育科学アカデミー創設後１年３カ月経た1971
年12月に、アカデミー第５回総会が「授業方法の
本質と機能」というテーマで開かれた。その「討

(2)目標一一内容一方法

議資料」として提出されたのが、「ドイツ民主共
和国の社会主義学校における授業方法の本質と機

とれは目標一内容の関係は思想的に重要だが
方法は思想とは関わりのない中立的なものだと

能」（『教育学』誌、１９７２年５月号に所収）で

､。

②、

「内容が方法を規定する」という見解を強調
すると、そこに脱イデオロギー化の危険が生じ

ある。これはアカデミーの教授学研究所において

る。思想的方向性が欠落するということである。

する見解である。ここでは、目標一内容の関係

にみられる思想的要素が授業過程のなかにとり

理論的指導者Ｅ・ドレフエンシュテット、Ｈ・カ

いれられていない。

イザー、Ｈ・ヴエックの指導の下で仕上げられた

(3)方法一→目標－－内容

ものである。したがって、東ドイツの授業方法研

とれは方法を「孤立的な手段」ととらえる見

究の基本方向を、１９７１年時点で指し示したもの
として注目に値する。そのことは、「この討議資
料は、授業方法の問題に対してすべての授業研究
者が創造的な論争を交わし、共同研究を行なうた

解で、教授学的状況の変化とは関わりなしに方

めの、今後の科学研究のための最初の基礎づけで

一方法的手段（たとえば問題設定）ある

ある」''3と述べていることからも明白である。しか
もそこでは、「必要であり可能なところでは、最

初の仕上げられるべき授業方法学に関わって、現
－２２５－

法が孤立して用いられる。実践的には、
－問答授業を「普遍的な方法」とする実
践

いは方法（たとえばプログラム学習）
の絶対化

という形であらわれる。
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一授業方法は生徒の活動と切り離して述べる
ことはできない。しかしそのばあいでも、比較的

ところで授業方法の研究をすすめるにあたって

は、授業方法の本質指標をとりだし「授業方法」

に固有な論理をもつ教師活動が問題とされろ。授

概念を明確化する必要がある。そうするととによ

って授業研究者は同一理解のもとで、

業方法が授業過程の指導のための作業手法（手段、

－教師の陶冶・訓育課題を実現するのに必要

道、模範）として役立つには、授業方法が教師に

な多様な授業方法を概観する。

よって習得されなければならない。

－再教育のなかで、とくに活動（作業）の過
程で個々の授業方法を合理的に習得する。
－授業方法を目標・内容・原理・条件にみあ

－授業方法は行為系列の模範だけでなく規則
もふくむ。後者には、（内容的側面からみた）教
師の行為の規則だけでなく、（政治一道徳一社会
的側面）からみた行動の規則もふくまれる。
こうした整理をふまえて、「討議資料」では、
授業方法の問題を今後いっそう究明するためには
次のように定義づけることが妥当であるとしてい

って適用する。

といった課題に貢献することが可能になるのであ
る。

ところで授業方法（Uhterrichtsmethode）
という概念であるが、それは教育学文献では基本

｡

る。

それによると、「授業方法は陶冶・訓育の過程

原則の点では一致しているものの、個別的にはま

ったくさまざまに使用され説明されているＷその

を目標志向に計画的に、そして効果的に指導する

ことのなかに、つまりさまざまに使用される概念

のなかに現実の事態が反映している。この事実に

ために、授業の中で教師が行なう行為、行為系列、

行動様式の模範（Muster）である｣@％

ところで上述してきた｢討議資料｣の努力は授業方法

もとづいて、「討議資料」では次のような観点が

とりだされたピ
ー授業方法は、社会的に決定され、教科課程
に要求された目標・内容を計画的、体系的、合理

研究にとって有意義なものといってよい。

的に生徒の人格特性に転化するのに役立つ。

「教育科学アカデミーの第５回総会討議資料にお
いて、一定の基本的立場を作成するという試み、

－授業方法は授業目標、教材内容・教材の論

たとえば、授業方法研究に従事してきたＬ・クリ

ンクベルクは著書『一般教授学入門』において、

理、生徒の学習と発達の論理にふさわしいもので

そして『授業方法』という現象の重要な事態・問

なければならない。

題設定を樹想一理論、概念一用語の点から考察し

－〃Unterrichtsmethoden〃と複数形で語

取り扱うように勧告するという教育科学アカデミ

るばあいには、方法概念は目標一内容一方法の関

ー教授学研究所の試みは、きわめて功績が大きい｣国’

連で使用されるよりも狭い意味で用いられる。

と評価している。

－授業方法においては、教師の活動そのもの

授業方法の概念が整理されれば、次には授業方

が問題ではなく、個々の教師が知っているかどう
かに関わりなく存在する社会的意識の要素が問題

法の体系化・分類化が課題になる。しかし先に述

なのである。

る陶冶・訓育課題をいっそう意識的、創造的、合

－客観的にはきわめて多様な授業方法が存在
するが、それらはそれぞれ、一般、特殊、個別と

理的に解決することにあるとすれば、授業方法の
分類ということは主要な問題ではない。授業方法

いう関係で成り立っている。近年の授業研究は特

研究の焦点を分類・体系化にもっぱら向けるとす

殊な方法をできるだけ具体的に、実践可能なよう

れば、授業実践に必要な授業方法が仕上げられず

に仕上げることに精力をかたむけている。現在の

に終るということになりかねないからである。

教科教育学文献では、異なる一般度の授業方法に
対しては「方法（Methoden）」、「手法（Verfahren）」、「変形（Varianten)」（手法の）
という概念を用いることが提案されている。

～

べたように、授業方法の主要機能が、授業におけ

したがって「討議資料」は、次のような問いに

答えることがむしろ重要だという?
(1)授業方法、手法、変形といった形での教師の
援助を必要とするのは、どのような授業構成の闇

－２２６－

『

｡
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可能である。核となる教授学一方法学的な事前計

題に対してか？

●●●●●●●●●●●●●●●

(2)個々の授業方法を実践可能なように叙述する

画と、授業における教師の創造的決定・創造的行
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

為との配分具合の関係は、けっして固定的に理解

にはどうしたらよいか？

●●●

●●●●●●●●

ば、授業計画の特定要素が中心的な計画・指導の

法の多様な相互作用を示す可能性があるか？

援助の一部となり、現在ではまだ教師の創造的達

しかし、これらの問題設定に関しては、「討議
資料」では充分には解明されていない。おそらく

成と見なされている部分を一般化することが可能

今後の研究課題として残されるであろう。

になるように思われる。

しかしそれは同時に、教師の創造的活動は高度

また「討議資料」は以下で示すように、教師の
,

教育的技量の向上に関わって「授業方法の多様化」

な要求や新しい科学的知見に条件づけられて拡大

（Methodenvielfalt）が重要な役割をはたすと

・分化されるという仮定とも合わせて考えられね

指摘している?
。

ばならない｡」

「すぐれた教師の経験、科学的研究の成果は模範

上記で明白なように「討議資料」では、多様な

（Muster）のなかに一般化されているが、それ

方法の習得は教師の状況に応じた創造的行為をう

が個々の教師によって習得されないかぎり、個々

ながすのに役立つとされている。教師の創意にみ

の教師にとっては潜在的な経験財（latenter

ちた教育的技通を高めるには、方法的知識・技量

Erfahrungsschatのにすぎない。したがって教

を確実に形成しなくてはならない。ここに、授業

師は方法に関する知識を習得しなければならない

方法の多様化と、教師養成における授業方法の習

し、同時にこうした知識を方法的決定に転用する

得の問題が大きく浮かび上がる。したがって「討

●●●●●●●

ことを理解しなければならない。方法的知識・技

議資料」における教育的技量形成の要求は、授業

獄は－高度な意識、教科の専Ｐ３的知識、教育的気

方法研究の一つの方向性を指し示しているように

●●●●●●

●

転、調子、人間的成熟といった人格諸特性とペア

思われる。事実、その後の授業方法研究は、次章

になって－－創造的行為の基礎である。というのは

に述べるＥ・フールマンなどの動きが示すように

それぞれの授業時間の準備を行なうばあいでも、

この方向を歩んでいるといってよい。

教育科学アカデミー第５回総会での討議資料
「授業方法の本質と機能」はかくの如く広範にわ

たえず変化する授業現象にあっても、あらかじめ

方法に関する便覧のなかに定式化しえないからで

たる問題提起であった。それは大きな話題をよび

ある。

教師が多様な方法を内面化するにつれて、きま
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

教育科学アカデミーは１９７２年11月29～30日の日

ろ。教師力f方法をマスターすれば、中心的な意図

程で「コロキウム」（Kolloquium）を開催した。

でも方法そのものでも対象化しえなU､ようなこと

それは、授業樹成の問題、なかでも陶冶一訓育過

がらの決定にかれの創造力をむけることが可能で

程における授業方法の特徴づけと投入をめぐって

ある。したがって教師の創造性を判定するばあい

開かれた。Ｗ・オルトマン（ＡＰＷ研究員）によ

●

Ｐ

論議をまきおこした。こうした状況を反映して、

りきった活動と創造的行為の間の境界が移り変わ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＯ●

。

●●●●●●●●●●●●●

されてはならなし､。授業論の認識水準が向上すれ

(3)図式的な作用をさけて、授業過程における方

に決定し行為せざるをえない状況をひとりで思い

れば、審議の経過・内容は次のようであるq：

浮かべるだけでなく、自分の体験・能力との対決
をも必要とする。教師の創造的活動の特徴という

審議はすべての参加者にテーゼふうに手渡され
てあった詳論をめぐって行なわれ、二・三の重点

ものは、打った手が誤っていると気づいたらすぐ

的問題にまとめられた。

あるいは成功の見込みが少ないときに、教師は方

「一つの重点問題は、指導要領の教授学的一方法

法的処置を自主的に変化させうることに見られる。

することがうまく行けば行くほど、教師は授業の

学的基本構想と、授業方法へのその転化とし､う間
題である。問題提起者たちは新教育課程にふさわ
しい方法的手段体系（methodischelnstr-

方法的構造を創造的にくみたてることがいっそう

umentarium)の意義を強調し、教師による方法

授業計画・準備の一般的に妥当な原則を先取り

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

－２２７－
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的技量の集中的習得の問題を論議するよう要請し

さまざまな意見がある。

た。また興味をひきおこすような、しかも成果ゆ

方法概念は、さらに、教師活動一生徒活動のカ

たかな授業構成をなすための多様な方法のマスタ

テゴリー（たとえば教師講義、授業対話、証明実

験など）を特徴づけるためにも使われる｡審議の対

ーにいっそうの注意を払うように要請した。
こうした授業構成の基礎には、一つの重要な側

象は、狭い意味でのこうした方法を規定し区分す

面として、認識の法則性にみあった学習過程があ

るための基準であった。審議の内容となったのは、

る。したがって陶冶一訓育過程を構成するばあい

授業方法を教科や条件に応じて具体化するという

に認識論をいっそう考慮しなければならない。授

問題であった。授業方法を具体化し、特定の授業

業における生徒の認識過程を制御するには、授業

場面で投入するためには、それをいっそう細かな

方法の機能と投入についてのいっそう精密な研究

要素に区分けしなくてはならない。そのことは次

と分析が必要である。方法の多様化（Methode-

のような概念規定にみちびく。さまざまな手法

nvielfalt）は、目的志向的で、認識に集中し

（Verfahren）は共同して－それのつながりに

た授業をきわだたせる。授業構成の問題探究性に

よって－－授業方法を形成する（手法のシステムと

対する要求も、人格発達過程に生徒たちを積極的

しての授業方法）。これに対して、手法を授業過

知的に立ち向かわせる要求のあらわれとして理解

程における生徒の具体的行為一えらばれた方法に

されなければならない｡」

ふさわしい－として特徴づける見解も、参加者に

「もう一つの重要な問題は方法概念の特徴づけで
●●●●●●●●●

皿

，

よって主張された｡」

報告者オルトマンは、「コロキウム」の成果を

ある。観念的に先取りされた授業過程構成のスト

ラテジーとして、（広い意味での）『方法』概念

次のように評価している噌

「総じて－コロキウム参加者が評価するように

を特徴づける見解は、一般的に承認された。概念
のメルクマールを確定するために、哲学上の方法

－との催しは今後の考察へ多くの手がかりを与

概念に論及された。そして、哲学概念の基本的な

えたし、そのことで教科教育学の仕事がみのりゆ

メルクマールは残したままで、それを適切な形で

たかになった。もちろん一連の問題が未解決のま

教育学の領域に応用し、修正することが必要であ

まであり、たとえば方法と手法の特徴づけにもか
なりの違いがみられるにしても。」

る。

多くの討議参加者が強調したように、授業で選
択されたストラテジーは、多くの類似した授業過

ここでの論議は、その後の授業方法研究に発展
的に引きつがれていくのである。

程に一般的妥当性をもつ。しかしストラテジーの

３Ｅ・フールマンの授業方法研究

叙述を、多くの授業場面において本質的で一般的
に妥当な叙述に限定することは、一定の不利をも

Ｅ・フールマンはすでに述べた「討議資料」の

たらす。つまり、授業の成功にかなり影響を与え

執筆にも加わっており、Ｈ･ヴエックらとともに

るような客観的な関連は、事前に計画されたスト

教授学研究所において授業方法研究にたづさわっ

ラテジーでは完全に模写することはできない。そ

てきた。したがって「討議資料」後の授業方法研

こから方法（一般化された大まかなストラテジー）

究の発展動向を知るうえで重要な存在である、と

を、教育政策的、教授学的観点（たとえば陶冶と

いえる。また彼女は、１９７１年に結成された研究

訓育の統一、学校と生活の結合、教育的指導と生

集団「社会主義学校における授業の組織化と方法」

徒の自主性の発達の統一）にふさわしく変化させ

のリーダーとして活躍し、その成果を『教育学』

なくてはならないし、同時に学級での具体的条件

誌に公表していることから見ても、その方面の理

を考慮しなければならない。授業進行の一般的に

論的指導者の－人として注目せざるをえないゼ

妥当するストラテジーを諸教科に適用するには、

フールマンの追求してきたことは、①授業方法

諸教科における『典型的な状況』をつくりだすこ

の多様化、②それに関わっての教師の方法的技量

とが必要である。しかし、その区分けに関しては

形成の問題である。前者については、『教育学』

－２２８－
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誌１９７４年２月号に掲載された論文「授業におけ
る方法の多様化」が手がかりになる。それは授業
方法の多様化を真正面にすえた論文として注目に
値する。

「討議資料」では、「教師が多様な方法（die
VielfaltderMethoden）を内面化するにつれ

て、きまりきった活動と創造的行為の間の境界が

移り変わる｣､､とし、多様な方法の習得は創造的行

‘

⑲

(2)個々の授業時間において、あるいは数時間に
わたって方法的一面性（methodischeEinse-

itigkeit）がまだ支配的だということである。

多くの授業時間で、帰納的な認識のすじみちが不
当に重視されている。そうした一面性は、できあ

いの知識の伝達、受容的一再生的な生徒活動が重
視されすぎていて、問題探究的な授業柵成（problemhafteUnterrichtsgestaltung）、生

為をうながすのに役立つとしている｡この「討議資料」

産的な生徒活動が軽視されていることにあらわれ

の発表､審議いらい授業方法の多様化ということに関心

ている。

が集中した。社会主義学校の現段階にあって授
業方法の多様化がますます必要とされるというこ

もいつも同じような方法形態をとっていて、図式

とは、１９６５年教育法における「統一のもとでの

的になっているということである。－時間の授業

分化」傾向に対応する。Ｅ・フールマンによれば

だけをとってみれば多様な方法が投入されている

次の視点から授業方法の多様化に大きな意義が与

が、同一教師の授業を何時間もみると、いずれも

えられる？

(3)方法的には多様であっても、どの授業時間で

同一の図式で行なわれていることに気づく。

(1)方法の多様化は目標、内容、条件の多様さに
みあって授業を行ないうるために必要である。

(4)こうした単一性が教科間にも共通にみられ、
授業全体が単調に流れてしまっているということ

(2)方法の多様化は、生徒の多面的な学習をひき

である。

だすのに役立つはずである。

上記のような方法的貧困を克服するためには、

(3)方法の多様化は､できるだけ多くの授業にお
いてすべての生徒に実際に学習要求を感じさせる

●

のに、そしてすべての個々の生徒を教材との意識

ところでフールマンは、授業方法の問題は教師

的でかなり自主的な対決へとうながすのに必要で

による方法的技量の形成と結合されねばならない

ある。

と述べる。現在の授業方法研究は、必要な授業方

(4)方法の多様化は、したがってどんな場合でも
全体として授業のより効果的な構成に役立つはず

法体系を正確に規定し、それを分類し、実践可能

である。

究は授業の質的向上と結びつくものでなければな

なように叙述しようと努めているが、そうした研

ところで、Ｅ・フールマンによると、多くの教

らない。しかしそのことは、個々の教師の実際の

師は既存の方法手段を有意義に利用しようときわ

方法的行為に依存している。したがってフールマ

めて努力しているが、方法の多様化ということが

ンは、「授業方法研究においては、教師がいかに

まだ誤って理解されているし、また少なくともそ

して方法を習得し、自己の方法的技量を意図的、

こには四つの「方法上の貧困」（Methodenarm-

体系的、目標志向的に完成するか、という問題が

ut)がみられるＷ
⑥

ある授業場面を多様な授業方法の投入という観点

から意識的に計画することが必要である。

大きな役割をはたす｣@゜という。ここに、フールマ

(1)個々の方法ないし手法がマスターされておら
ず、そのために多くの教師はそれをいろいろ分化

ンにあって「教師の方法的技量の形成」が授業方
法研究のテーマに浮かび上がってくるのである。

・変化させて使用することができない、というこ

フールマンは上述の問題を意識的に追求してい

とである。たとえば教師講義（Lehrervortra-

るが、そのばあい次のような問いに答えねばなら

ge)が一様な形で使用されていて、問題探究的な

ないという。

教師講義がめったになされない。また授業対話は

正解を問い正すという形でしか行なわれず、真の
討論が成立しえていないのである。

・教師の「方法的技量（methodischeK6nnen）」とは一体どんなものか？

－２２９－

・方法的技量の発達における現在の水準はどこ
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にあるのか？

方法の創造的で変化にとんだ適用がいっそう高め

・方法的技量はどのようにして形成されるのか

られるのである。

？それを完全なものにするには、教師は何をなし

第三には、方法的技量形成のすじ道が問題とな

うるのか？何をなさねばならないのか？校長・教
科主任などの課題は何か？

るが、フールマンは集団的な討議・指導による方

教師の方法的技量を問題にするばあいに、名人

芸的な要素が強調されたりする。その結果多くの

法的技量形成の可能性を強調している。カコの女は
学校における方法的技瞳形成のすじみちとして、

次のような視点をとりだす？

人がしりごみし、方法的技鼠の形成という視座が

見えてとなくなることがしばしばである。したが
って方法的技量の構造をあきらかにし、それを形
成する手がかりをさぐり出さねばならない。
フールマンによれば、教師の方法的技量とは、

(1)教師集団は校長の指導のもとで教授学的一方
法学的活動への要求に重点的に立ち向かう。

(2)教科主任は教師、教師集団を、それぞれの教
科での陶冶・訓育活動の質的向上に方向づけ、援

§

助や経験交流を組織し、そのときどきの到達水準

授業方法の手段体系についての認識を内にふくみ

をたしかめる。

実際の授業過程において目標、内容、諸条件にみ

(3)教科サークルは教授学的一方法学的諸問題に

あうように創造的に適用する能力をさす。したが

＿とりわけ当該教科にかかわって－体系的に

って方法的技量は授業方法に関する知識と結びつ

とりくむ。

いたものであり、自動化された行為部分と創造的
能力の両者をふくむ。

⑨

(4)校長、教科主任などの指導者は教師の授業指
導における弱点に注目し、それを克服するように

フールマンは、こうした方法的技量の形成は教

励ます。

師の教育的資質向上において一つの重要な側面を

(5)研究所・再教育施設での学習は、自己の活動

なすものであり、すべての生徒に最高度の陶冶・

の批判的吟味あるいは新しい方法の試行をひきお

訓育を確保するうえで欠かせない条件であるとい

こす。

う。それは同時に、事前計画を正しく利用するた
めの基礎でもあるし、教師の創造的行為を生みだ

(6)新任教師は良い指導者から、自己の識授学的

能力を完全にするための示唆や援助をうける。

すための基礎でもある。というのは、「一時間一

このように貝Fてくると､教師の方法的技量を高めるた

時間の授業を準備するばあいにも、たえず変化す

めの組織体制を確立し､そこでの磨きあいをたえず生み

る授業現象でも、方法的便覧だけを調べて使いこ

なすことはできない｣３１１からである。そのことは授

だすことが大切である、といえる｡フールマンはこうした

原則を確認して､個々の授業方法がいかにして習得され

業実践がよく示している。こう考えると、教師は

るかを吟味しようとするのである。これまでフール

多様な方法を実際にたくみにやってのけなくては

マンの授業方法をたどってきたが、授業方法研究その

ならないし、そのための教育的訓練が必要となる

ものに立ち入ると、授業方法のなかで特に今日

のである。

注目されているのが、①問題探究的な授業構成

第二の問題設定、教師の方法的技量の発達水準

（ProblemhafterUnterricht)電②授業にお

についてフールマンはこう述べる。多くの教師は

ける集団の訓育力の利用￥③生徒の知的積極性

しばしば本能的に正しい方法を用いているが、な

（geistigeAktivitat）の向圏という闇題で

ぜその方法が適切なのか説明しえないでいる。か

ある。この三つの闇題は、１９６５年教育法制下に

れらは多くの苦労を投げ入れて、経験の蓄積をと

おける最近の授業方法研究においてとくに強調されてい

おしてそうした方法を見つけだしたのであろうが

る項目である。ということは、単に授業方法の形

そうした方法は確実に習得しうるものである。そ

態（「外的側面」）ではなく、授業方法が認識と

れの意識的な習得は、教師にとって教育的道具へ

感情の形成にあたえる作用（「内的側面」）が重

と転化しうる。しかもそのことをとおして、教師

視されてきているということだと思われる。こう

の思考や行為が合理化され、思想的一興論的水準、

した流れとかかわって、教師の方法的技鐵が浮か

－２３０－

②
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の間の典型的関係の模範」とした方がよかったのでは

〃Ｐ且dagogik〃Ｈｅｆｔｌ２／１９７３を参照。
剛たとえば、1976年の『教育学』誌に次のような一

ないかと疑問を投げかけている。これについては次の

連の論文が掲戦されていることをみても、「授業にお

・自主性の尊重という立場から「教師活動と生徒活動

文献を参照されたい。HFaust，Sch6pfertum

ける集団の訓育力」の重視があきらかである。
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