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東ドイツ教授学に関する研究（１）
－「授業における指導の個別化」をめぐって－
StudienzurDDRDidaktik

-Berichtiiber‘`IndividualisiemngdesFiihrungimUnterricht''一
藤原
はじめに

幸男’
だ」と高く評価した。(3)

1．個人差と授業構成

ところで「統一的社会主義教育制度に関する法

2．授業柵成の柔軟性

律」は単に統一性を強調したのでなく、むしろ分

3．典型的な構成関係の基礎づけ

化(Differenzierung）を積極的に推進しているよ
うにみえろ。石井正司氏によれば、同法は「ドイ

はじめに

ツ学校民主化法」（1945年）「ドイツ民主共和国学

最近の東ドイツ教授学にみられろ－つの動向
は、能力・関心・性向の多様性を生かしながら、

校制度社会主義化法」（1959年)と対照的に意識的
（８）

l乙分化を志|句していろ。統一性というゆらぐこと

すべての子どもを社会主義的人格にむけて豊かに

のない原理を基調としながら、統一のもとでの分

発達させるための理論的基礎づけを授業論の観点

化という教育政策を新たにもちだしているのが特

から行ない、すべての子どもに最適な発達を保障

徴的である。たとえば同法の第二条(3)で、「社会

する授業構成の典型をつくりだそうとする動きで

主義教育制度の目標設定における統一性と社会主

ある。「授業における統一と分化」という形で定

義教育制度の構造における統一性には、社会の要

式化されろ「授業におけ指導の個別化」のこの

求と個人の才能に即して、それぞれ上級段階への

動向は最近とりわけ顕著な動きを見せているが、

教育過程において分化することも含まれて(､ろ」

（１）

（４）

しかし突然に現われたものではなく、それなりの

と明記されているように、個々人の能力・才能を

歴史的経純がある。そこでまず始めに、教育政策

興味・関心にもとづいて伸ばしてやる機会をもつ

の動きと関連させて分化問題の経締をさぐってみ

ように配慮しなくてはならないのである。能力・

よう。

才能を生かした専門陶冶がいっそう高度な一般陶

東ドイツは1965年に「統一的社会主義教育制度

治の形成を可能にするのである。

に関する法律」を制定した。これを契機として、

しかし新教育法では「分化」は未だ提唱の域を

この時期から学校発展の上で質的に新たな段階に

こえず、どう具体化して教育実践に生かすかは今

はいった。１０年制一般陶冶総合技術学校（以下１０

後に待たれた。というのも、新教育法には10年制

年制学校とl略）は、国民のすべての子どもが就学

学校への全員就学ということが盛りこまれていた

し、すべての子どもに拘束力をもつ義務学校であ

が、それは即座に実施されたわけではなく、当初

り、そこでは何よりも高度な一般陶冶が行なわれ

(1966年度)は63.4％の就学にすぎず、分化の問題

ろと規定された。社会主義学校の統一的性格がこ

はさほど重視されなかったからである。しかし、

こにはっきりと現われていろ。文部大臣Ｍ・ホネ

ともかく新教育法が制定されて、これまで８学年

ッカーは第７回教育会議(1970年)で、1965年法に

終了後すぐに職業学校などに分化転学していた生

示された「統一性の原理こそがすべての子どもに

徒たちが９．１０学年に進学し、一つの統一された

高度な一般陶冶をうける同等の椛利を保隙する」

学校で一緒に学びあうことになったのは、重大な

ものであり、それは「社会主義教育制度のもっ

変化である。全員就学のための措圃が漸次的にと

ともヒューマニスティックで民主的性格の現われ

られ、就学率も上昇するにつれて、教育実践上新

－９７－

琉球大学教育学部紀要第20災

たな、しかし重要な問題として、分化が論議され
るようになった。生徒の多様な「能力・興味・関

（a)すべての生徒が、こうした比較的高度な水準
の一般陶冶を繊得できるか、どうか。

心」を豊かにふとらせ、すべての生徒にTFW度な一

（b)このような共通の、しかも同一の教育過程

般陶冶を国民的教養として形成するには教育過穏

は、１０年もの長い間そこで教育をうけろ者にとっ

をどう組めばよいか、中でも授業をどのように柵
成すればよいか、という問題が緊急な解決を要す

て、果たして有効だろうか。むしろ生徒たちが、

る課題となった。こうして教育内容・方法の分
化、授業における統一と分化の問題が大きくクロ

才能を、それぞれ分化した形態で発達させること

ーズアップされるに至ったのである。

か。

すでにきわめて早い時期からそれ相応に異なった

の方が、よりいっそう合理的なのではないだろう

上述のように「分化」の直接的な契機は教育政

（c)すべての生徒が同じように効果をあげろため

策上の課題から出発し、一般陶冶学校９．１０学年
の授業をどうするかということにあった。この問

には、授業はどのように構成されなくてはならな

題は下年次の授業のあり方にも反省をもたらし、
分化の問題は学校教育の質をいっそう高める上で

いか。

こうした疑問に明快に答えていく必要がある。
理論的・実践的に解明すべ〈、研究者と教育実践

のキー・ポイントであるとさえ考えられた。たと

家の共同研究がいろいろな形でなされた。中でも

えば既述の第７回教育会議で文部大臣Ｍ・ホネッ

注目されてし､ろのが二つの研究グループである。

カーは、目標設定・内容における統一性、すべ
ての生徒に対する統一的な教育水準の確保がわが

授業と作業共同体による分化」（Differenzierung

国の教育政策の基本的な立場であると確認しなが
ら、「しかし授業における教師の分化された作業

sgemeinschaften）である。そこでは、作業共同

（８）

一つは、グュストロウ教育大学でなされた「選択
durchfakultativenUnterrichtundArbeit‐

は、すべての生徒を目標へと到達させると同時

体は全員共通の必修授業を前提として、それを個

に、彼の個人的素質や能力をじゅうぶん}こ形成す

人的に深化する役割をもつものとされていろ。作

るための重要な条件だ、と私たちは考えます」と
統一の下での分化の重要性を押さえ、さらに、

業内容・選択授業のカリキュラムにおいて、従来

「この課題はあれこれの特別な手法によって解決

は、フンポルト大学でクラインの指導のもとに実

されうるのではなく、教授学一教科教授学の認識

施された「授業における分化一教授学的分化」

全体を創造的に適用することを必要とします」と
（５）

(DifferenzierungimUnterricht-didaktische

よりもかなり多彩なものがみられろ。もう一つ

述べた。ここ}こ「統一」と「分化」の問題を教

Differenzierung)である。1967年末に文部省、中

授学的に解明し、これまでの授業論や教育実践の

央教育研究所(教育科学アカデミーの前身)のスタ

成果に立脚して新たな授業構成理論を創出するこ

ッフ、それに研究者や実践家が集まって会議が開

と、そのことを通して授業実践の改善をはかるこ

かれた。この会議を契機として、「授業における

とが課題とされていろ。こうした要請は、1971年

分化」研究グループが結成された。この研究グル

ドイツ社会主義統一党第８回大会で、1971～1975

ープはすでに長期にわたる実験研究にとりくんで

年の５ケ年計画によって、「10年制学校教育への

おり、その成果はいろんな機会に公表されてい

移行へを本格的に完成するFと決定されたことか

ろ。彼らの研究成果は、従来の教授学研究に新し

ら、ますます緊急化し、その早急な究明が必要不

い視点や知見をもたらすものとして、大きな注目

可欠なものとなった。

と期待が寄せられていろ。

クライン(Ｈ・Ｋlein)によれば、第10学年が終了

以下では、クラインの指導下で「授業における

するまで、すべての生徒に、本質的には統一的な

統一と分化」の問題に、教授学的な問題関心から

教育過程を実現させようとする1965年教育法の規
定は、少なくとも次のような原理的な問題を投げ
（７）

かけてし、ろ。

とりくんできたザルッヴェーデル(Ｗ,Salzwedel）
の論、とりわけ最新の成果『統一的な授業一すべ

ての生徒の個別的促進』（1975年)を中心にしなが
－９８－
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成、授業における統一と分化の典型的な柵成関係

不変性を信仰するこの考え方にしたがえば、「達
成水準別の分化（Niveaudifferenzierung)」を行

を考察することにする。

ない、固定的な同質集団をもとにして授業をする

ら、個人差の正しい位置づけ、個人差と授業構

のが当然であり、しかも最良の方法だということ

１．個人差と授業構成

になる。こうして、子どもの成紙、成熟あるいは

学年制の確立した今日の学校教育において授業

社会的地位による固定的なグループ編成が授業構

は、同一年令の子どもを一緒にした学級を基礎単
位として行なわれているのが普通である。東ドイ

成の中心原理となるのである。このような理解に
もとづいて、例えば英国では三煎類の異なる教育

ツでも頭情は同じで、上級学年における選択授業

コースが当然のごとくつくられ、その有効性がけ

などを別にすれば、同一年令で異質の子どもから

つして疑問視されなかったのである。し力>しこの

００

成る学級教授組織(Klassenunterrichtssystem)を

考え方は、「教育と発達、活動と発達の合法則的

授業の基本的な組織形態とし、そこで授業が日常

関連」とは明らかに相容れないものである。なぜ

的に行なわれていろ。同一年令であっても、誰一

なら授業の目標設定が子どもの現下の発達水準か

人として同一な子どもはいない。生活経験や学習

らしか導きだされていないからである。ところで

経験のちがいを反映して、子どもは一人ひとり個

子どもは積極的な学習活動を通して発達するとい

性的特徴を示す。学習面でも内的条件を屈折して

うことは先進的な理論や実践がすでに明らかにし

理解度・定着度の面で差異が現われろ。こうした

ていろ。したがって子ども自らの積極的な学習活

個人差を変化可能なものと考えるかどうか、個人

動を呼びおこし、達成能力の一歩上位の限界内に

差の存在が授業柵成にマイナスに作用すると考え

おいて要求をつきつけることによって内的矛盾が

るかどうか、それによって、一斉授業における指

生じ、矛盾の解決を求めて格闘する中で発達がな

導の個別化、授業における統一と分化のあり万

されるのである。第一の立場では、教育の、した

が異なるので、「個人差と授業構成ｌは「授業に

がって子どもの発達の楽観主義はなく、逆に、子

おける統一と分化」の問題を究明する上でどうし

どもの能力に応じるとか、個人差は手のほどこし

ても考えておかねばならない重要な問題だといえ

ようがないととらえる悲観的な見万が支配してい

る。

るのである。

ザルツヴェールによれば、教師が授業を組みた

二つには、最初の立場とは逆に、「子どもの発

てるときに、個人差と授業構成に関して二つの極

達の同質性という原則を絶対化」し、「個人一年

端な考え方がみられろ。

令的特殊性をしかるべく考慮しないで、特定の目

－つは、「子どもの個人差を不変的なものだと

標設定なり課題設定に子どもを合わせろ」考え方

考え、授業における目標設定とか課題設定の構成

である。ここでは、教育的働きかけIこよって子ど

（９）

００

を子どもの(間人差iこ合わせろ」考え方である。こ

もは同じように発達すると考えられていろ。確か

の立場では、個人差が存在するという事実はきわ

に、発達の可能性への楽観的把握はうかがわれる

めて重視されていろ。しかし問題なのは、子ども

が、残念なことに、「教育と発達の相互関係」が

間にある('1M人差は外からの教育的働きかけによっ

「機械論的に」とらえられており、子どもの発達

ては変えがたい固定的なものだとし、授業者とし

には同一性だけではなく差異性の側面もあるとい

ては子どもの個人差に合わせて授業をすすめるの

う頚実が無視されていろ。子どもの発達における

が結局はもっとも能率的だし、効果的だと考える

同一性と差異性の弁証法的関係を無視して、同質

ことである。個人差に合わせる授業柵成は、個人

性という発達原則を絶対化するならば、特定の目

差の生得性という発達観に影鵜されてか、あるい

標設定に子どもを合わせるといっても、つまると

は教育的な働きかけをいくら繰り返しても個人差

ころ虚榊の平均的な子どもを想定して授業過程を

は縮まらず徒労に終った苦い経験に裏打ちされて

柵組することにしかならないのである。また、こ

か、その正当性が強く主張されてきた。個人差の

のようなとらえ方は、教育過程においてできろだ

－９９－
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ば､ ｢円面 的態度 を媒介 に して､あ らゆる環境作

入れ られなけれ ばな らない｡知 ･情 ･意 と全面に

用 は屈折 きれる｡‑‑‑‑子 ど もはどんな環境の作

わたって豊かに発達 した人格 の形成 は､彼 自身が

用 に さらされよ うともこの要求が人間の欲求構造

袋田の中で積極的に活動 し､他人や事物 ･現象 に
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㈹
要因 として現 われない｣ のである｡ したが って授
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お こす ことはで きないのである｡
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こうしてみると､上述 の二つ の考 え方 はいずれ

交流 しあうよ うに授業過程 を組織す ることを意味

も同一性 と差異性 の関係 を一面的に とらえた もの

してい るO そのためには､ ｢子 どもの もつ同一的

であ るといえる｡ したが って､両者の関係 を弁証

側面 も､差異的側面 も共 に､学級の全生徒 をい っ
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定式化 したテーゼは､授業構成､具体的には､授

子 どもたちが得た ｢さまざまな学習経験 ･生活経

業 における統一 と分化の関係 の構成 とい う問題 に

験､知識 ･技能､そ して さまざまに方向づ け られ

方法論的接近 をはか る上で重要な示唆 を与 える｡

定着化 された関心 ･欲求 ･構 え ･行動様式 を､学

第‑ に､子 どもの異質性 を単な る成統遵成上の
差異 に限定す るのではな く､歴史的 ･社会的存在

級全体の学習の歩 み､発達の歩 みのために活用す
(
畑
る｣ ことが必要である｡つま り､子 ども個々人の

として子 どもが生育す る中で生 じるさまざまな特

発達上の差異 を うま く利用 して､学級 の子 どもす

質上 の差異､ したが って人格発達上の差異 として
包括的に把握す る必要が あるQ こう考 えるとザル

べての発達 を最高度 に刺激 しなければな らないの
であるC

ツゲェ‑デルがい うJ
:うに､ ｢授業 における統一

したが って第三 には､ザルツヴェーデルのテー

と分化の関係 を､単 に人格発達 における二､三の

ゼは授業構成において構憩上 の示唆 を与 える｡教

構成要素､ と りわけ成統達成上の差異か ら導 きだ

科課程 に規定 された目棟 を達成す るには何が必要

す｣のではな く､ ｢人格全体の発達｣ とい う視点
叫
か ら基礎づ けなければな らない｡ この ことは次の

有効な学習条件 ･発達条件 を うけるように､授業

よ うな教育実践上の帰結 を生みだす｡つ ま り健全

過程 のあ らゆる構成要素 と相互作用 を把握 し配慮

に発達 した子 どもであるのに､表面的な遅れのた

す ることである｡ 目標 の優位性の もとで､あ らゆ

めに学習活動 の遂行能力 に欠 けると診断 し､教育

る構成要素 は相互 に制約 しあって授業構成に作用

的指導 を諦 めて しま うのではな く､その子 どもに

し､鯵埠 を与 えてい るのである｡

か｡それは､子 ども個人が目棟達成のための最 も

秘 め られた項極的側面 を見つけだ し､それを学級

異質性 を授業 における陶冶 と訓育 に とって有効

の教育 目標達成のために有効 に利用す るとい うこ
とである｡

だ とす るザルツヴューデルは､授業 における統一

第二には､子 どもの異質性が授業 にお ける陶冶

と分化 に関 して次のような概括的テーゼを示 し､
帥
教授学的な解決 の糸 口にす る｡

‑1
0
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社会主義的人格の全面的発達 は､ ダイナ ミ

生徒の共 同作用 (
Zu
s
amme
n
ir
w
ke
nde
rSc
hdl
･

ックで柔軟な授業構成 を必要 とす る｡構成 におけ

‑

e
r
)
､時間(
Ze
i
t
)
そ して教授学的指導(
di
da
kt
i
s
c
he
F肋r
u
ng)を析出す る｡
1. 日榛領域

る柔軟性 は､授業において生徒 を積極的にす るた
めの前提 である｡
‑

生徒 は相対的に異なる出発水準 を もっ こと

こうした諸要因の中で何 よ りも重視 されなけれ

がで きるのであ って､個人 の学習過程 は概 して平

ばな らないのは､ 目標設定である｡ なぜな ら､統

坦 にきれて はな らない｡生徒の個人差 は､ 目標 に

一 と分化の関係 の構成 も人格発達 に対す る目棟設

て らして､個 々人の発達 と集団の発展 を促進す る

定 によって決定 され るか らである｡だか らまず始

ための教授学的可能性 を秘 めた ものである｡

めに､人格発達 の目標領域を決定す る作業 に とり

‑

あ らゆる生徒 を壕適 に発達 させ るための条

くまなければな らない｡目樺領域 は同 一 性 と差

件 を 創 りだす 教授学的手がか･
りは､ 次の点にあ

異性の弁証法的関係か ら明 らかに きれ る｡つま り

るOつ ま り､授業過程の諸要因を他のそれによっ

教科課程 に規定 されてい る統一的陶冶 ･訓育 目標

て止揚 し､調整 し､強化す ることがで きるとい う

は､統一 と分化 の関係 を授業過程の中で適切 につ

可能性の中にある｡

くりだす ことによって達成 され るものである｡ そ

‑

粗雑な,すなわち単調 であま り構造的に組

の ような意味での教育 目標 はけっして平坦 な もの

み立て られていないよ うな教授学一教科教授学的

ではな く､一般 と特殊の関係の中で存在す るので

な構成 は､人格発達 における教育 の自然発生的役

あ る｡たとえば教師は､習得 され るべ き教材 や子

割 の主張 を許 して しま うことにな る｡生徒の個人

どもの 諸前提 を 考慮 して､ 目標構造 をつ くりだ

差 と教授学的要因の可変性 を考慮 に入れないよ う

し､ 目標 を明確 に規定す る｡ザルツゲェーデルは
0
ゆ
目標決定の視点 を次のように示 してい る｡

な授業過程 の構想ない し万法体系 は､すべての生
徒 の最高度の成績向上や発達促進 に とって妨 げと
な る｡
ザルツゲェ‑デルの概括的 テーゼをまとめると､

‑

形成､特殊 には個人的特殊性､関心 ･能力などの
形成
‑

全体的な人格発達 を促すためには､生徒の個人差
を横極的な方向で認 めなが ら､授業過程 をダイナ

一般 にはすべての生徒 に共通な人格指標の

一般 には共通な知識 ･技能の伝達 と習得､

特殊 には専門的な知識 ･技能の伝達 と習得
‑

ミックで柔軟に構成 しなければな らない とい うこ

一般的には共通な指標での学習の歩 みや発

とであ る｡ しか し授業 を粟軟 に構成す るには､授

達の歩 みの調整 を伴な うすべての生徒の高度な発

業過程 の要因を明 らかに し､ それ らを組 み合わせ

達､特殊 には個 々のグループや生徒の専門的促進

て授業構成の基本関係 をい くつか明 らかに しなけ

このよ うにザルツゲェーデルは人格指標 におけ

ればな らない｡ このことについては以下で触れ る

る共通性 と差異性､知識 .技能 における共通性 と

ことにす る｡

差異性､個人 と袋田の発達 を検討観点 としてあげ
てい る｡

2. 授章構成の柔軟性

2. 教材構造

授業過程 は 本質的な 諸要因か ら成 り立 ってい

こうした形 で 目標 を明確 に規定 したな らば､次

て､ これ ら諸要因の間には密接 な法則的な関係が

には目標 にて らして適切な教材 を選択 しなければ

あるo 諸要因間の関連が明 らかに され ることによ

な らない｡今 日､授業 を くみたて る場合 に､目擦

って､授業過程の構成 において自壊一教材構造､

一円容一方法の合法則的関連 を考慮す ることが重

子 ど もの活動構造､方法一組織上の実現形態 を具

要だ と指摘 されている｡そ うした法則的関連 を考

体化 し､仕上 げるための手がか りが生 み出 され る

慮 しない と､授業が方法主義 におちい った り､教

のである｡

条主義的独断 とな って しまうのである｡ その さい

ザルツゲェーデルは､授業過程の本質的諸要因

目標一教材構造が過程 を決定す るとい うことは､

Zi
e
l
)
､教材 (
St
o
f
f
)､教具 く
Mi
t
t
e
l
)
として､ 目標 (

授業過程の法則性にかな うものである｡教材 を媒
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0
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介として子どもの学習活動、したがって学習の歩
みが引きおこされるのである。

ただその場合に、教材の論理構造と子どもの認

bも学習効果が大きいのである。したがって、教
具の作成、その適切な利用は統一と分化の関係の
構成にとって重要な要因であるといえろ。教具の

知構造の形成の間には、言い方をかえろと、「学

作用は、思考過程を独自な仕方で援助すること、

習対象の客観的要求柵造と子どもの主観的達成構

本質的なものへ思考を集中させること、反復によ

造」（Ｊ・ロンプシャー）の間(こきわめて密接な

る教育的効果が期待できることに求められる。

鱒

関係がある。主観的達成構造を知り、それに即し

こうした教具の作用は、ザルツヴェーデルによ

た要求でなければ、子どもの発達を促さない。逆

れば、次のような教授学的意図がめざされるとき

に、ある程度の達成能力を発達させておかないと

Iこ有効Iこ発揮されるのである

団

教材要求に答えることができないのである。あく

－一定の課題状況において、認識活動の基礎

までも両者の密接な相互関係の中で、教材柵造を

として正確な知搬を伝達すること。

確定していかなければならないのである。

－必要な補充練習を提供すること。

認識過程に即した教材機造化については、東ド

－体系的に、そして成功狸に学習を行なうた

イツでは教育科学アカデミー（ＡＰＷ）を中心と

めの援助として、異なる要求度をもつ課題を提供

したルロンプシャーらの実験的な共同研究によ

すること

－教師によって即座に点検し、偶人的に援助

ってかなり多くの研究成果があげられていろ。こ
こでは研究成果の一つとして、オール（Ｗ、Ohl）

や強化を与える可能性があること

－自己iliU御したり、他の資料を利用したりで

の労作『習得過程、知識習得、能力発達（Aneig‐
nungsprozeB，Wissenserwerb，Fahigkeitsentw・
鰯

きるように援助を与えること

icklung)ｊを紹介しておこう。この労作で}よ、習

４．子どもの共同作用

得対象、それとともに学習活動（認識活動）が基

授業の中で子どもたちがきびしく相互交流しあ

本的な認識基準、基礎的な概念形成にもとづいて

い、学習課題の解決を求めて共同作用すること

設苫１．されるときに、認識過程がいっそう効果的に

は、授業目標を達成するのに大きな働きをする。

経過されうる、ということが証明されていろ。自

実際、共同作用の教育力は従来の授業論が考えて

然地理のテーマが地域の栂造モデル（第５学年）

きた以上に大きく、授業目標達成の重要な要因と

の援助で包括的に柵進化され、そのことで習得内

して取りあげられなければならない。東ドイツで

容と習得過程が統一的に捉えられていろ。オール

も、ショルツ(GScholz）などが、授業における

の労作では、このように、授業過程を認識過程に

集団の作用に注目し、それを有効に発揮させるこ

即して構成するための範例、教授内容と授業過程

とで、授業の[T的改造をめざしてきていろ。その

閏

の統一された典型例がみごとに提示されているの

中で、相互に刺激しあい、援助しあう集団体制を

である。

確立することは、たんに連帯性とか集団性をやし

３．教具

なうのにｲJ効であるばかりか、－人ひとりの子ど

ところで、前に示したような教育目楳を述成す

もの認識塗深化し発展させる上できわめて批重な

るのに、教具はｲj効である。教具（Unterrichts‐

貢献をするということが研究成果としてあげられ

mitteln）の投入と調述は、すべての生徒に比較

ていろ。学級集団全体では、相互接触が限られ、

的に統一の（共通の）学習の歩みを確保するの

授業に参加しない子どもがでてくる。そこで、子

に、さらにこうした共通な歩みをこえて個々の子

どもたちの相互接触の機会を多くし、共同作用の

どもに独自な個別的目標を達成するのに丞要な影

教育力をじゅうぶん引きだすために、学級内部に

響を与えるのである。とりわけ、学力の低い子ど

小グループ、同質ないしは異質のグループが編成

も、理解の遅い子どもにとっては、授業で教具

されろ。授業目標にてらして、授業を分化し、共

がふんだんに投入され感党をとおして教材が習得

同作用の教育力を引きだしていくことで、統一的

されるときの万が、単なるコトパ主義的な理解よ

な陶冶・訓育目標を達成することができるし、そ

－１０２－
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のことを通して個性豊かな発達を引きおこすこと

ザルッヴェーデルは、授業過程の構成要因を概

が可能になるのである。ただそのぱあいに、グル

観する中で、それらの関連の図式化を試みてい

ープ編成原理を成績格差だけに求め、等質集団を

ろ。そこで}よ、生徒活動を規定する本質的な構成

主要なグループ形態とすることでは、すべての子

要素が叙述されていろ。ザルッヴェーデルの図で

どもに有利には作用しない。ザルッヴェーデルが

は、陶冶・訓育目標の設定（人格発達に対する目

言うように、「成績格差だけを狭く制限すること
は、すべての生徒の学習にとって決して好都合な

標の位置)、子どもの個人的な諸前提(同一性と差
異性)、そして授業過程構成の可能性（教授学的

条件としてはならなし､」ということを指摘してお

な条件複合の変化可能性）の連関が強調されてい

きたい。

ろ。授業における統一と分化というアスペクトか

、I）

鰯

ら見たときに、こうした連関を考慮に入れなが

５．時間
授業において子どもの個人差は理解度．定着度

のちがいという形で現われろ。子どもの個人差は

ら典型的な構成関係をつくりだすことが課題にな
る。

時間の点で多くみられろということから、時間が

鱸翻鵲蕊

分化の要因であるといえる。「異なる時間の提供
は生徒の成績に対して、たとえば知識・技能の範

震＄

囲、学習したことの持続性と応用可能性に対して

体

確実に影響を与える」のであって、宿題の作成、
おくれた子どもに対する学習の個別的保障（プロ

魁え、ヲq]識、投宿

グラム学習にも関連して）をどうするかが課題と

定ﾛ

なる。しかしこのばあいでも、「時間という要因

同

が分化の結論をみちびくためにだけ取り込まれて

はならない」という観点ははっきりさせておく必

要がある。授業全体との相互作用の中で時間要因

３．典型的な構成関係の基礎づけ

を考えていかなければならないのである。

まず始めに、典型的な構成関係がなぜ必要なの

６．教授学的指導（個別指導）
ここで教授学的指導というのは、直接的な個別

か、考えてみよう。よく知られているように、成

指導のことである。生徒の個人差、その落差が顕
著であるときには、個別接近(individuelleEmg、

長中の世代が未来の社会を担うのにふさわしい人
格的資質を備え、各人の持ち味を生かしつつ個性

ehen）が不可欠である。とかく個別接近は授業全

豊かに発達するプロセスは一様ではない。個人の

体の指導とは切り離してとらえられる傾向がある

発達過程には多くの要因が作用していろ。多くの

が、個別接近ということは教授学的には、「学級

要因に規定されながらも、個人は外界からの刺激

全体を視野に入れ、学級全体を指導し、適時に一

を主体的に受けとめ、外界に働きかえすなかで独

人ひとりの生徒に必要な援助を与えろ」というこ

自な人格構造を形成していくのである。もちろん

とを意味するのである。東ドイツにおいても、こ

人格の形成は意図的な方向づけを必要とする。し

のような意味で理解され、学級全体の指導との密

たがってそれは、教育的に制御されなければなら

接な関連において個別接近がなされているのであ

ない。すなわち、人格形成過程に働く諸要因を考

る。

慮に入れ、めざすべき人格像をしっかりみつめ、

上述のように授業過程の要因を分析した成果と
して、授業における統一と分化の関係は授業目標

しかも個性豊かな発達を保障するような教育的指
導の万策を考えださなければならないのである。

を中心にしながら多様で複雑な要因の相互関連

ところでその場合、教育、つまり陶冶・訓育の

性・相互依存性によって規定されていろ、という

主要な形態は授業(Unterricht)であって、ドレッ

ことがいえろ。

フェンシュテットによれば、東ドイツ教授学では
－１０３－
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「今日では授業は、始めから、人格全体の統一的
㈲
な発達過程として考察されてし､ろ。」のである。
こうして、授業における教育的指導の過程を明ら

成関係を試論的に提示したのである。以下で各々

かにすることが必要になる。ザルツヴェーデルは

過程構成において統一されろ」（ザルツヴェーデ

「社会主義人格の発達過程において多くの条件

や関係を考慮しなければならないという必要性か

ら、実際の授業過程櫛成に対する特典(VOrgabe）
として、統一と分化の相互関連において構成関係
（Gestaltungsrelationen)を述べる必要がある｡」
岡
と結論づけろ。ザルツヴェーデルが(,、うよう|こ、
人格発達上の多くの条件や関係を考慮し、統一と
分化の相互関連において授業の典型的な柵成関係
を明確につくりだすことが．実際の授業過程の栂
成にあたって、特典ともいうべき有用性を発揮す
るのである。こうして典型的な構成関係の創出が

課題となるのである。そのことは、授業過程の諸

要因を考慮し、それらを授業構成において正しく
位置づけることによって可能になるのである。

では、授業の柵成関係はどのようにしてつくり

だされるのか。ザルッヴェーデルは、授業の構成
勘
関係を弓|きだすための視点を二つ提出する。二つ
の視点にもとづいて、授業の構成関係が引きださ
れるのである。

－妓初に、統一と分化の関係は教授学的な目
標設定によって確定されていろ。目標設定lこあた
って留意すべきことは、新しい授業目標に関して
子どもたちが共通にもっている目標速成の前提は
何か、差異面は何かを押えることである。前提に
おける同一i、と差異面をきちんと押えた教授学的
な目標設定であってこそ、一人ひとりの人格発達
●●●●●●

●●●

に貢献しうるのである。

－さらに、統一と分化の関係は、原I1U的には

教授学的な複合条件の変化可能性によって規定さ
●□●●●●●●●●●●□●●

れろ。したがって、教授学的な到達目標(Zielpos‐
itionen）を達成するための、変化に宮んだ教授学
一教科教授学的諸条件がつくりだされなければな
らないのである。

上述のようにザルツヴェーデルは、授業の柵成
関係をつくりだすにあたって、①教授学的な目標
を設定すること、)②授業に作用する諸条件を|到標
達成のために多様に変化させること、この二点を
基本的な視点にすえ、そこから三つのりＩ型的な橘

について述べることにするが、その前に注意し
ておきたいことは、「三つの関係は一つの柔軟な

ル）のであって、けっして相互無関係にとらえて
はならない、ということである。

（１）関係Ｉ(基本的関係）
ザルッヴェーデルの規定した関係Ｉ（Relatio

nｌ）は、子どもの全面発達にとって不可欠な基本

場面を一人ひとりに確保してやるという授業指導
上の要請から生じるもので、教師の個人的配慮に
よってすべての子どもを授業に引き入れ、子ども
の遅れや損失を回避しようとするものである。そ

の意味で関係Ｉは基本的な関係だといえる。授業
過程の進行の観点からみた関係Ｉの基本的特徴は
ザルッヴェーデルによれば、「統一的な目橡に至
るすじみちでは、首尾一貫して、統一的な目標設
燭

定や課題提示ｶﾇ優勢である」点にある。すなわち
統一的な(共通の)目標を達成するために、統一的
な目標や課趣が提示され、すべての子どもにとっ

て統一的な過程を経過して授業がすすみ、学習課
題の解決を求めて学級の子ども全員が同一の活動
を行なうのである。このように関係Ｉでは授業の
統一性が前而に出ているのである。
もちろん、すべての授業が関係Ｉの形をとって
行なわれるのではない。統一的な過程をたどって

学習をすすめるのが正しいと承認されるのは次の
ときに限られろ、とザルツヴェーデルはいう。
－授業目標から生じる要求と子どもの前提の
間に大きなズレ(Divergenz）がなく、統一的な学
習の歩みが扱われないとき

－学級生徒の個人差が肯定的に作用して、個
々の子どもないし学級全体の前進に役立ちうると
き

つまり、個人差が大きすぎず、個人差を有効に
利用できる場合に、関係Ｉのような統一的なやり

万で授業を柵成しうるのである。もちろん関係Ｉ

でも、教授学的諸要因（教材、教具、共同作用、
教授学的指導）を変化させて柔軟な柵成をつくり
だすことができるし、そうしなければならない。

なぜなら、柔ｌＩｉｊ(な柵成にすることですべての子ど

－１０４－
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もを同等に積極化しうるからである。といっても
教授学的諸要因を変化させたからといって、必ず
しも統一性が保たれず、統一的な過程の経過が破
壊されるわけではない。また、授業櫛成の基本的
スタイル(統一的な目標設定、統一的な課題提示、

成の出発点にする教師は、必然的に個人差を考慮
せざるをえなくなる。そのため、子どもの発達の

歩み・学習の歩みを丹念に追跡し、成果をきわめ

て正確に評航していくのである。これに対して
高水準の教材提示に比重をおく教師は、学力の高

統一的な経過)を変えずに子どもの個人蓋に応じ、

い子どもに依拠して授業をすすめがちであり、中

教師の指導を個別化していくことは充分に可龍な

位以下の子どもへの配慮・気長な取り組みを軽視

のである。

する傾向にある。したがって、とりわけ学力の低

ところで関係Ｉの形で統一と分化の関係を適切

い子ども、遅れた子どもを授業の中心にすえ、か

に、そして意識的に構成することは、個人と集団

れらを意識的に授業に引き入れることが必要であ

の相互媒介一相互浸透関係を無視しては考えられ

る。そのためには、かれらに個別指導の時間を多

ない。集団教育(Kollektiverziehung)の問題に取

くとるだけでなく、適切な援助を確保しなければ

り組んできたマンシャッッ(EMannschatz)は次

ならない。とりわけ重視されるべきことは、達成

のようにいう。「集団の教育と個人の教育はひと

能力の一歩上位の「わかりやすい」課題を提示す

つの統一的なやり方で経過する。集団への働きか

ること、課題解決の場面で問い(発問)の仕方を検

けはすべて個人への働きかけであり、逆に個人へ

討すること、個々人に合う指導方法を研究するこ

の働きかけは集団に影響を与える。………たとえ

とである。ザルツヴェーデルは「さまざまな形で

ば教師の与える刺激が、重点としては、個々の子

の学習援助（刺激、要求、問題設定、定着の手だ

どもないし班に向けられようとも、それはたえず

て、そして他の学習援助）は、統一と分化の関係

集団全体に関わっていろ。なぜなら、それによっ

をうまく織成すろための重要な手段である」とい

てたったＩ人の子どもしか積極性を呼び起さな

う。熟達した教師は一人ひとりにふさわしい形で

いにしても、そのことが社会的な力関係（Spa､､‐

無意識のうちに適切な援助を与えているのであっ

ungsfeld）を変化させ他の子どもに反作用を及ぼ

て、われわれはそこから「カン」とか「コツ」を

すからである」。マンシャッッカ：ここで述べてい

技術化していく必要がある。

倒

るように、たとえ僅かであろうと、個人ないし班

まとめろと、今日学力の低い子どもが授業につ

に刺激を与えることが集団全体に影響を及ぼすの

いていけない現状にあって、適切な学習援助をど

である。したがって、授業構成の基本的スタイル

うつくりだし、どう与えていくかが全員参加の授

を変えなくとも、多様な手だてを使って個別的に

業を実質的に成立させるための課題であるといえ

子どもを積極的にすることができるのである。形

ろ。この意味でザルツヴェーデルの指摘はわが国

態上の分化を伴わない関係Ｉにおいては、このこ

の教育にも重要な示唆を与えろ。

２．教授学一教科教授学にてらして、授業構成

とは特に重要なことであり、この可能性を意識的

を個々の子どもにふさわしいものにすることによ

に利用していかなければならない。

って、子どもの学習活動を刺激すること

ザルッヴェーデルは、上述のことに関わって、

子どもの学習活動を刺激するには、さらに、教

子どもを積極的にする手だてとして三つ指摘して
倒

師と子どもとの直接的なコミュニケーションの中

し、ろ。

１．授業に子どもを引きつけ学習活動を刺激す
ること(全員参加のために）

で個々の子どもの思考水準を注意深く配慮するこ

とが必要である。低学年では課題をカード形式で

授業の中で子どもの学習活動を呼びおこし制御

与えできない子どもにはさらに小課題を提示する

すること、その場合にすべての子どもを同等に積

とか、授業対話の中では学力の低い子どもも繰り

極化することは、､占<からある教授学的な問題で

返し受けとることができるような教材を取り入れ

あり、授業禰成にとって中心的な問題の一つであ

ることが大切である。関係Ｉでは、教師の言語行

る。一般的にいえば、子どもの学習活動を授業栂

為を媒介とした直接的コミュニケーションが主要

－１０５－
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な形態であるが、学級全休における統一的な課題

認識活動にはさまざまな水準（Ebene）があり、

設定を前提として、組織構造を変化させることは

教材の客観的要求構造の検討視点の中に認識活動

ある程度有効である。たとえば＝人学習(Partne‐

の水準がくみいれられる必要があると述べた。彼

rlernen)を取りあげてみろと、ふつうそれは関係
Ｉには全くふさわしくないとされるが、実質的に

係、言語や直観の役割の点から次のように図式化

は、ザルッヴェーデルによれば、二人学習は「学

しﾌﾞご゜

は認識活動の水準を四つに分け、それらの相互関
伽

級全体に対してそれ自体完結した統一的な学習過

ロンプシャーが示しているような認識活動の水

程を、部分的に分扣した学習に『すぎない』」の

準を多様に変化させることで、できるだけすべて

である。そうであるのなら、二人学習のもつ教授
学的作用が関係Ｉにおいて積極的に評価されてよ

識過程を刺激する可能性が切り開かれてくるので

い。とりわけ、二人学習の中で行なわれる相互評

の子どもに効果ゆたかに語りかけ、動機づけ、認
ある。

価・相互点検の陶冶・訓育的意義は強調されなけ
ればならない。

３．教授学的な補償処置によって子どもの学習
活動を刺激すること

どんな場合であれ、授業構成によって子どもの

関係Ｉに関してまとめろと、関係Ｉは基本的に
はすべての子どもに成果ゆたかな学習の条件を与
えるが、その場合には、①関係Ｉによこたわる可

能性（学習活動を刺激しすべての子どもを授業に
くみ入れる可能性）がじゅうぶん利用されなけれ

あらゆる個人差に応じることができるとは限らな

ばならない、②子どもの個人差の分散幅(Streuu‐

いが、一般的には、柔軟な構成によって個人差を

ngsbreite）が一定限界値を越えてはならない点に

その全体においてとらえることは可能である。個

注意する必要がある。

●●●●

人差の把握と対応にあたって、教授学的な補償
処置（didaktischekompensation）も重要な役割
を果たす。たとえば、方法の転換、学級の組織構
造の変化、おもしろい教具の投入などによって補

（２）関係Ｈ

関係Iは、ザルツヴェーデルによれば、「統一

償的作用を引きおこすことができる、とザルツヴ

的な目標に至るすじみちにおいて、教授学的な目
標設定・課題設定を一時的に変化させ、そして統

ェーデルはいう。確かに個々の子どもは集中度、

一的な過程全体において、統一的に構成された部

表象・概念の貯えが異なっていろ。こうした違い

分過穏と分化して柵成された部分過程とが相互に

をさまざまな補償処置によっておぎなうことは充
分可能なことだし、そうすろ必要がある。したが

生じるようにする｣働やり方である。ザノレッヴェー

ってたとえば、教材をどのような形式で提示する
のか、が問われなければならない。この点に関わ

は次の｣jli合である、という。

って、ロンプシャー（JLompscher）は子どもの

ならないとき

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●

デルは、関係Ｉの形で授業構成するのが妥当なの
胸

－－目標達成のために分業的に行なわなければ

一一新しい授業目標が提示する客観的な要求
(教材の)と生徒の前提の間に大きなズレがあり、
一時的に異なった（分岐した）道を通ってしかす
べての子どもを目標に導くことができないとき

つまり、ザルツヴェーデルによれば、授業目標
に関わって､授業目標と子どもの前提の間に､子ど
も間の前提の間に関係Ｉではみられなかったよう
な大きなズレが存在していることが、関係Ｈの形
で授業柵成せざるをえなくさせているのである。

そうしないと、すべての子どもを統一的な目標に
到達させることができないからである。したがっ
－１０６－
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クラインは課題提示に関して次のように述べて

て関係Ⅱでは、多くの教授学要因一教材、教具、
子どもの共同作用、教授学的指導(個別指導)－が

いろ。「すべての生徒が成果ゆたかに解決してい

関係Ｉよりもいっそう強く変化させられるのであ
る。そのことによって、部分的に、一時的に異な

く上でどうしても必要な最低基準（ミニマム）で
あるような－セットの課題が、教科課程の諸要求

った活動様式と活動系列をもって教師と子どもの

から確定されろ。そこで生じるのが、学力の低い

活動櫛造が柔軟に実現されるのである。ただし、
関係Ｉにおいては時間という教授学的要因は一定

生徒のための補助課題であり、要求水準の点で必
要最低限を越える補充課題である。学力の高い生

不変である。この点には注意しておく必要があ

徒は補充課題を教師から与えられたり、あるいは
閏

自分自身で選択することｶﾆできるのである」。ク
ラインが述べているような課題分化は授業成果の
定着場面では不可欠だし、その場面で効果を発揮
する。パクラは課題分化の効果を確かめた上で、

る。すなわち関係Ｉは、時間という要因を変化さ
せないで、子どもの発達促進条件をすべての子ど
もに確保するやり方であるということである。

ザルツヴェーデルは、関係Ｈに関する従来の研

究は授業において学習したことの定着に関連して
“

いろという。それは、授業|こおける定着の局面で
子どもの個人差が明確に現われること、したがっ

てそこでは子どもの個人差に合目的的に影響を与
えることが可能である、ということに冊因する。
ザルッヴェーデルによれば、今日の教授学の認

識水準にてらして、関係Ｉでは次のような教授学
閥

的特徴づけｶﾒ行なわれろ。

1．課題の分化（Aufgabendifferenzierung)が
●●●●●

なされてU､ろということ。ただし課題の分化は教

低学年数学で、すべての子どもの学習をよりイン
テンシヴに構成するために、課題間の間隔分化
(Streckendifferenziemng）へと発展させた。間
隔の分化は、定着局面における個別学習で用いら
れ、複合的でそれ自体構造化された課題間隔の分
化として柵想される。

２．統一的な（すべての子どもに共通な）目標
設定と、個別的な目標設定を同時に達成すること
ができるように、分化された学習過程を重層化し
・・・・●。●●●●●●●●

たり交差させること。
●●●●●●●●●

このことに関して、クラインが報告してし､ろ数

授学的な全体関連の中に統合されなければならな
い。課題分化に関しては、個別学習、グループ学

㈲

学教授の例をあげてｵaこう。

習、媒体や学習プログラムに関する研究によって

９学年では、関数ｙ＝（ｘ＋ｄ)2＋ｅが取り扱

明らかにされた課題の分化が、ここでの課題分化

われろ。授業の始めに、課題「数値表を使わない

の問題を解決するための教授学的な手がかりを与

で、関数ｙ＝(ｘ－２)２－１のグラフを書きなさ

えてくれろ。

い」が与えられ、－人ひとりの生徒に問題解決作
業が指示されろ。５分後に作業が中断され、用意
された課題カードが７人の生徒に与えられろ。彼
らは問題を一般的な形で－すなわち演えき的に－

ザルッヴェーデルは、そのさい、パクラ(P・Ｐａ‐

kulla)が手がけたような要求度にもとづく課題の
●●●●●●●●●●●

ランク分けがその出発点となる、という。課題の
●●●●●

●●●●

授授学的な柵成形態は次のような形をとる。すな

解決し、それをし､ろんな例に適用しなければなら
ない。（曲線の形と位置を決定する。そのグラフ

わち、課題の分化という援助によって、要求度の

はｙ－ｘ２をどのように動かせばできるのか、を

ランク分けIこもとづいて、統一と分化の関係の教

点でランクづけられた補助課題（Hilfsaufgaben）
が学力の低い子どものために、また追加用の補充

課題（Zusatzaufgaben）が学力の商い子どものた

説明し、定義域とｘの値を叙述するなど)。その

他の生徒は、その間、教師の指導の下で解を帰納
的に捜得する。授業の終わりに再びすじみちが合

めに用意され、この両極の特別な課題を含む－セ

流する。そして学力の高い生徒が彼の成果を発表

ットの基本課題(Basisaufgaben）が提示されるの

するのである。

である。統一的な学習課題にせまりながら、その

一例にすぎないが、このような形で学習過程の
重風化が行なわれ、個別的対応がなされるのであ

基盤に立って、補助課題・補充課題の形で分化が
行なわれるのである。

る。
－１０７－
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関係Iに関してまとめておくと、関係Ｉの独自
性は、諏属化されたあるいは補充的な部分過程が
個々の子どもないし子ども群のために存在すると
いうこと、しかもそうした部分過程は全体過程に
統合されろという点にある。

歩みをすすめるための条件が確保される。しかし

どんな宿題であってもよいわけではなく、「分化
された、異なる時間消費を要求し、定着の性格と

並んで、その後の授業の流れを確保するような準
脚

(ii的機能をもつ宿題」が同一の出発水準を確保す
るのである。

(3)関係Ⅲ

ザルッヴェーデルが規定した関係Ｈは、「関係
Iに特徴的な統一的な全過程の教授学的変形の中
に、部分的な過程のために時間特典の変化が意図
されていろ」という特徴をもつ。Ｇ３すなわち、時
間的分化が関係Ⅲの一つの本質的な指標である、
といえろ。ザルッヴェーデルが関係Ⅲをとｂたて
て取り出したのは、次のような理由からであり、
東ドイツの教育現実からの要請といった側面が強
い。彼によれば、教科課程で規定された陶冶・訓

ザルッヴェーデルによれば、部分過程と全体過

程の関連の問題は、「特別な才能の促進、遅滞の
克服をも含めてすべての生徒の促進に役立つよう
脚

な万法処置」をどうつくりだすかIこ求められろ。

●●●●

育目標の達成に関わった学習は何よりも授業の中
で集中的に行なわれていることは確かだが、他の
形態の活動の中でもつねに行なわれていることに
注目する必要がある。教科外の学習サークル(Ａｒ‐
beitsgemeinschaft)をとおして多くのことが学習
されろ。しかも今日では、教科外での自主的な学
習サークルの陶冶・訓育的意義は大きいし、その
比重はますます増加しつつある。したがって、そ
こでの学習も授業過程の構成に必要な範囲におい
て考慮されなければならない。

関係Ⅲにおいては、部分的な授業過程（授業に
関わった部分的な過程）は比較的に完備した教授
学的柵造をもっていろ。その点が関係Ⅱとは異な
っていろ。しかもその時々で学級の組織区分が行
なわれろ（例えば、促進授業において)。しかし
注意すべきことは、いかに部分的な授業過程が独
立的要素をもとうとも、全体過程と切り離されて
はならない、ということである。ここに、いかに

すれば部分過程が全体過程に統合されうるか、と
いう問題が生じろ。

ザルツヴーデルは、部分過程と全体過程の統合

の問題は宿題椛成(Hausaufgabengestaltung）の
中に現われろ、という。定められた授業時間から
みれば、授業に現われる学習上の個人差は宿題を
媒介として均等化されろ。宿題や家庭での自主的
な学習を媒介として、授業において共通の学習の

特殊課題にもとづく自由研究、知識のオリンピッ
クもその－つである。

こうした方法処置の創出に関わって、クライ

ン、ザルツヴェーデルらが行なった実験的研究を

あげておこう。それは中心授業一コース別授業と
いう変形的授業に関する実験的検証である。ここ

でのコース授業は、宿題と同様に、準備的性格な
いし整理的性格をもつものである。

「われわれ（クライン、ザルツヴェーデルら）
研究者集団の最初の作業は、研究校ならびに若干
の他の学校で、授業構成における『中心授業一コ
ース授業の併用方式』に関して調査することであ
った。

その際、根本的なこととして考えていたのは次

のような仮説であった。それは、すべての生徒が
原理的にみて、われわれの１０年制学校の目標を達
成することができる、ということである。すなわ
ち、境界領域に属する生徒の場合を除けば、一般
的に生徒がその習得を義務づけられている学校目
標の達成を妨げるような生得的な欠陥とか、これ
までの発達によって固定されてしまっているよう
な個人的欠陥といったものは、絶対にないという
ことである｡事実、仕事のテンポや諸能力の発迷
などについて実際にみとめられた個人差も、たと
えば、低学力の生徒には学習時間をより長くする
とか、集中的な教育学的指導が与えられろといっ

た仕方で配慮がなされることで、比較的容易にひ
きあげることができたのである。そこでわれわれ

は、ドイツ語、数学、ロシア語の三教科におい
て、授業時間を二つの部分に分けてみたのであ
る。生徒はすべて、基本的には中心授業に入れら
れるのであるが、現実に学力の低い生徒だけが．

－１０８－

藤原：東ドイツ教授学に関する研究（１）

－ス制授業＝補充授業にも入れられたのである。業とコース制授業の時間数をほぼ３対１の割合で
中心授業は学力の高い生徒たちの水準にあわせて設定した。コース制授業に編入される生徒たちの

進められ、この授業で生徒たちは、その授業時間構成は、たえず変化したし、上述の三教科ごとに
例

で要求された知識と能力を徹底的}こ習得するよう６異なっていた」
にしむけられたのである。彼らは前もって設定さクライン・ザルツヴェーデルらの実験研究・調

れていた時間割よりも少ない時間数の授業で終っ査結果から、次のことがますます確信をこめて
たのである。他方、コース別授業にはその都度そいえろ。すなわち、柔軟な授業構成によって、す
の都度で学力の低い生徒が参加したのである。こくての子どもに好都合な学習条件を保障するため

のコース制授業においては、生徒にはとくに、要の可能性がいっそうつくりだされるのである。た
求の高い中心授業に再びかえるための準備がなさだ注意しておくべきことは、コース制授業におい
れたのであり、そこでは補足的な練習とか定着のては集団編成が固定化されてはならないという

授業が行なわれたのである。われわれの調査の結こと、あくまでも統一的な授業に参加できるよう
果、このコース制授業の準備的機能はきわめて高にするための準備的性格をもつ、あるいは統一的
いことが実証された。それというのも、コース制授業で学んだことの定着をはかる整理的機能の点
の授業が、低学力の生徒を中心授業での失敗・つから位置づけられる必要がある、ということであ
まづきから救ったからである。われわれは中心授ろ。
（注）
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