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はじめ に

アメリカ社会科は， 1916年のNEAC全米教育協会〉中等教育改造委員会の社会科委員会レポー

ト(以下1916年 NEAレポートと表記する〉を画期として成立した1)。このレポートにおいて社会

科 CSocialStudies)としう用語が初めて公式に用いられ，その内容が以後大きな影響を与えたか

らである。

1916年NEAレポートの発表後， 1920年前後の数年聞に社会学，経済学，政治学，歴史学等の社

会科学関連諸学会が，それぞれの専門的立場に立ちながら新しい教科類型としての社会科に関す

る提案レポートを発表した。これらのレポートはそれぞれに1916年 NEAレポートを意識したも

のであり，成立後間もない新教科社会科に対する積極的な，かつ多様な受けとめかたを示してい

る。また，これらの社会科学関連諸学会は， 1922年以降組織的にも協力して社会科に関わってい

こうとした。以上の点に着gして，本論ではアメリカ社会科成立期に発表された社会科学関連諸

学会のレポートきと検討し，各学会が社会科をし、かなるものととらえていたのか，自らの専門分野

と社会科との関係，あるいはまた社会科の他の諸分野と自らの専門分野との関係についてどのよ

うに考えていたのかを検討する。

アメリカ社会科成立期における社会科学関連諸学会のレポートについてふれた先行研究として

は，トライアンの『学校教科としての社会諸科学l)があり，主としてこの著書に依拠した研究と

して歓喜隆司の研究めがある。両者は，社会科学関連諸学会のものとしては，アメザカ歴史学会，

アメリカ政治学会，アメリカ社会学会のレポートについて，アメリカ社会科成立期に提案を行

なった様々な全臨組織のレポートを扱った部分においてとりあげている。トライアンの著書は，

社会諸科学の教授がすなわち社会科であると L、う基本認識にたっており，それゆえ，社会科学関

連諸学会が各々の専門分野の教授とは相対的に独自なものとしての社会科を構想し得ていたのか

どうか検討する担点は無い。歓喜もトライアンとほぼ同様にアメリカ成立期社会科をとらえてい

る。

これらとは異なる視点から， 1960年代後半には森分孝治によるアメリカ成立期社会科に関する

一連の研究が発表されている4)。森分は1916年 NEA社会科委員会レポートで‘示された社会科のプ

ログラムを成立期社会科として，上記トライアンの著書における「社会諸科学科」としての社会

科というとらえかたとは異なる視点を提示している。社会科の各科gの内容な，題目あるいは問

題によって構成するという方法によって各科目は社会科として統一牲をもち得たというのである。

森分の研究は社会科としての独自の枠経みがし、かに構成されるのか， ¥， 、L、かえれば，社会的諸教

科の単なる集合体と，教科としての社会科を明確に度別して，後者の構成原惑を明らかにしよう

とする点で重要な方法論的視点念持つものである。さらに森分は1994年に『アメリカ社会科教育

成立史研究~ C風間書房)を発表し，各種委員会のレポートのみならず，個人や学校による提案に

まで検討の対象を広げている。そして，社会科成立の過程を，根本的立場を異にする教育論が競

合する社会的教科目教育の改造運動の過程として描き出そうとしている点は極めて示唆的である。

しかし，成立期社会科を折衷的なものととらえ，それゆえ社会科は後に，系統的内容編成をお指

す「教科主義」的社会科と，単元による編成・問題解決学習をg指す「生活主義J的社会科へと

分化していくと L寸教科の歴史認識にやや疑開がある。「教科主義Jと「生活主義jという重点の

き方が相異なる教科観の聞の対抗をはらみながらも，なお両者を含んで「社会科」と L、う教科

が存在し得てきたことの意味をこそ重視し，その構造を明らかにすることが現在最も求められて
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るように思われる。

アメリカ社会科成立期における社会科学関連諸学会のレポートの俄別の考察としては，管見の

狼りでは，安藤輝次のアメザカ歴史学会新 8人委員会についてのもの5) 溝上泰の公民教育の視

点からアメリカ政治学会のレポートに触れたもの6)がある。安藤および溝上の論文は個別のレ

ポートを検討したものであるから，社会諸科学と社会科の関連を総体的にとらえようとするもの

ではない。

これらの先行研究をふまえながら，上述のごとく，各学会が社会科をいかなるものととらえて

いたか，自らの専門分野と社会科との関係，あるいはまた社会科の他の諸分野と自らの専門分野

との関係についてどのように考えていたのかを明らかにすることが本論の課題であり，これらの

諸課題は提案された社会科の内容についてとともに，提案された社会科カリキュラムの構造に着

目することによって巣たされる。というのは，各々の専門分野毎に独自のコース設置を要求する

のとはまた別に，いわば総合的なコースの設置を要求するという点に，社会諸科学関連諸学会か

ら社会科への提案の中心的意味が存在したと考えるからである。

カリキュラムの構造に着gして分析するにあたっては，日弁嘉ーの「総合J社会科のモデルに

依拠することとする。これは， I融合」社会科と「統合j社会科を統ーしたものを f総合j社会科

と位置づけるものである。「融合J社会科とは社会的関題(主題・単元)を多角的(歴史的・地理

的・政治的・経済的・思想文化的〉に学留する構造をもつもので，燈史・地理・政治・経済・思

想文化の全体像を体系的に学習するものではないと定義され， I統合j社会科とは社会諸科学の

系統に基礎をおいた系統社会科(分化社会科〕が社会科の目標にもとづいて関連づけられている

ものと定義されている7) I融合j と「統合j という概念の区分は，社会諸科学に依拠しながら，

それらを教育の系統に再踊成する際の二つの形態を，それぞれの独自の役割を明確にしながら示

すものであり，単に「総合か系統〈分化)か」というようなモデルに比して，社会科と社会諸科

学の関連のより精綾な分析を可能とするものといえる。

本論文では1920年前後の，アメリカ社会学会，アメリカ経済学会，アメリカ政治学会，アメリ

カ歴史学会がそれぞれ委員会を組織して提案した社会科に関するレポートを検討する。なお実務

学校連合もレポートを提案しているが，それはアメリカ経済学会のレポートと中等学校の社会科

についての提案部分はまったく同じである。地理学の分野については， 1922年にアメザカ社会学

会，アメリカ経済学会，実務学校連合，アメリカ政治学会，アメリカ歴史学会，全園地理教師協

議会が，それぞれ代表を出し社会科について提案を行なうための合同委員会を組織したという

突から，全米地理教師協議会は俄の間体と同様に委員会を組織してレポート提案を行なっている

かもしれないと考え協議会の機関誌“TheJournal of Geography"を検索したが，そのようなも

のは見いだせなかった。そもそもこの協議会においては，委員会を組織しその委員会の提案によ

るカリキュラムを公式化するという方式には，コンセンサスが得られていなかったようである。

しかし，向誌1923年 2月号は上記の合同委員会の提案を掲載し論議を呼び掛け，その後同年四月

の年次大会でジュニア・ハイスク…ノレにおける地理学の位置に関する偶人レポートが出されて，

問機関誌に掲載されている。具体的なカリキュラムの提案などは含んでいないが，ジュニア・ハ

イスクールにおける教科としての地理と他の諸分野との関係については述べられている。全園地

理教師協議会における論議の傾向をある程度はつかめるのではないかと考え，この個人レポート

を取り上げ考察することにする。

なお，本論文で取り扱う各レポートは1916年NEAレポートをそれぞれに意識しているので，検
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討の準備として，以下に1916年 NEAレポートにおいて提案された社会科のカリキュラム案を示

し，若干の考察を行なっておく。

第 7学年地理一半年。ヨーロッパ史一半年。

公民一上述の 2科目およびその他の科自の一局面として教えるか，又は分離させて l

週間に 1""'2田教える。

あるいは，

ヨーロッパ史-1年。地理一歴史のなかに随時挿入するか，歴史の要素として教える。

公民一上述の 2科目およびその他の科尽の一局面として教えるか，又は分離させて l

週院に 1""'2田教える。

第 8学年 アメリカ史一半年。公民一半年。地理一上述の科目の時に臨時挿入するか一つの要素

として教える。

第9学年 公民一前学年の公民の続きであるが，州，国家，世界に関する方部を強調一半年。

公民一経済的および職業的方面一半年。歴史一上述の科目のトピックと関係づけるこ

とは歴史を有効ならしめる。

あるいは

公民一経済的および公民的。経済史。

第10学年 本委員会は中等学校の上級三カ年に適当な科目としてつぎのものを提案する。

1.17世紀までのヨーロッパ史… I年。

第12学年 (古代文明，東洋文明， 17世紀までのイギリス史およびアメリカ発見時代を含む。〕

2.17世紀以後のヨーロッパ史(イギ、ワス史も含む〕一 1年又は半年。

3.17世紀以後のアメリカ史 1年又は半年。

4.アメリカ民主主義の諸問題… 1年又は半年。

以上の科医のうち公民は， I社会的諸要素jに興味を集中させるものとなっている。「社会的諸

要素」としては次のトピックがあげられている。 a.健康， b.生命および財産の保護， C.休養，

d.教育，日.都市の美観，f.寓， g.通信， h.運輸 i.移住， J.慈善， k.矯正，1.政治機関の行致，

m.政治機関の財政， n.私的機関の行政・財政。

アメリカ民主主義の諸問題は，社会生活の基本的関題に関する総合的な知識を学習し，知的で

行動的な市民的資質の育成を保証するものであり，生活のなかから生起する現実問題を政治的経

済的社会的角度から学習するものとされた。

前述のカリキュラム構造のモデルに郎していえば，以上二つの科目は「融合」コースと位鷺づ

けられる。他は，歴史，地理の系統的なコースであり，社会科の目標に「統合Jされたものと

なっている。全体として， 1916年NEAレポートにおける社会科はこれら双方を含む「総合J的構

造をもっているととらえられる8)。

1) NEA. Th号 Socia!Studies in Secondary Education. Bureau of Education. Bulletin. 1916， No.28. 

Government Printing Office， 1916. 
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2) Rolla M. Tryon. The Social Sciences as School Subjects. Charles Scribner's Sons， 1935 

3)歓喜喜際弓『アメザカ社会科の成立・展開過程の研究』風間芸書房， 1988年。

4)森分孝治「アメリカにおける成立郷社会科の性格ーその教科論的検討-JW社会科教育学の課題』明治

図謬， 1971年， 62-77頁。「アメリカにおける社会科教育の成立(1 ) 地域社会公民科 Community

Civicsについて-JW中溺問題教育学会教育学研究紀婆』第13者会， 1967年， 153-155頁。 rw新しい史学』

の形成と社会科歴史ーアメリカにおける社会科教脊の成立 (II)-J W広島大学教育学部紀要』第 l部第

17号， 1968年， 151-160頁。「アメザカにおける社会科教育の成立(孤)ーアメザカ民主主義の諸問題科

について-JW中国間鼠教脊学会教育学研究紀望書』第14巻， 1968年， 181-183JJ:o rアメリカにおける社会

科教育の成立 (N) その援史的背景と社会科の性格 J W広島大学教育学部紀聖書J第I部第18号， 1969 

年， 67-77JJ:。

5)安藤輝次「新 8人委員会の示唆するもの アメリカ社会科教育史序説〈第3報)JW社会科研究』第35

号，全国社会科教育学会， 1987年， 35-47夏。

6)溝上泰 rWCommunityCivics~ の性格J W社会科研究J第30号，日本社会科教育研究会， 1982年， 106-

115京。

7)臼弁書喜一『社会科トカリキュラム論研究序説』学文社， 1989年。「第 1書室『総合社会科』の論理jを参

照。

8)白井嘉一「内容の総合性一社会科カジキュラム論の基本問題とく総合性〉の涼理一JW社会科教育論

叢』第35集，全国社会科教育学会， 1988年， 59-70頁。

1 .アメ 1)力社会学会社会学教捜委員会レポ…ト

(1) はじめに

アメリカ社会学会1918年年次大会において，アメリカの初等・中等学校における社会学教授に

関する委員会 CThecommittee on teaching of sociolgy in the grade and high schools of 

America，本論文では以下社会学教授委員会と表記する〉が，初等・中等学校における社会学教

授の当時の地伎を確かめること，および社会学教授の拡大のための勧告を作成するために任命さ

れた1)。この委員会は， 1919年に「初等・中等学校における社会学教授委員会試案レポートJC以

下「試案レポートJと表記する)2)を， 1920年には f初等・中等学校における社会学教授委員会第

2年次レポートJC以下「第2次レポート」と表記する)3)を出して，初等・中等教育における社会

科学教授 Csocial-scienceteaching)のプランを示し，提案した。商レポートの項目は以下のよう

である。

1919年年試案レポート

1.公立学校における社会科学教授の目的

II .公立学校における社会科学教授の現在の位置

聾.社会科学教授を活発に推進している特別機関

N.提案された社会科のプログラム

V.社会科学コースの細目

VI.その他の諸勧告
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(2) 社会科学教授の自的

試案レポート冒頭では社会科学教授の目的について述べている。委員会は「公衆の考え方にお

ける無知なる『主義』の混乱状態は，兎のようにうるさい革新主義と極端な保守主義間の衝突の

危険に対して防御に欠けているj と現状を認識し，世論が結局は民主主義の政策を支配するので

あるから，かかる現状を重大な社会的危機とらえていた。

そこで，委員会は眼前の社会問題に関して，深い科学的な本質的な世論の素地が形成されねば

ならないと考えた。そのため世論の決定要因として学校に注目し，次のように述べた。 f教育の一

般的な目的概念は，特に中等教育において修正されはじめている。学問の亡霊は徐々に色槌せて

きており，費族的排他主義の象徴としての学校教育は廃止へと向かっている。すなわち，アメリ

カのハイスクールはこの半世主紀の間に，市民を複雑で問題にみちた社会環境に適応させるよう訓

練するために勃興してきたのでる。社会科学の特別な学習がこの g的のために必要である。これ

は社会学者達や経済学者逮が，活発で組織的な援助を与えることがふさわしい運動である」針。

すなわち，中等学校における社会科学教授の目的は社会開題に対する科学的な世論決定の素地

を形成することであり，そのことは市民を複雑で問題に満ちた社会潔境に適応させることに寄与

するというのである。

(3) 第 1-12学年社会科プログラムに関する提案

委員会は，他の様々な委員会の勧告を教脊学の専門家の意見も考慮しながら検討し，以下のよ

うな第 l学年から第12学年までの社会科のプログラムを提案した5)

第 1"'6学年初歩的な世界史的視野からのアメリカ史

第7・8学年地理，アメリカ史，政治

第 9 学年一般社会科学 (generalsocial science)もしくは「地域役会公民科」

第 10学年ヨーロッパ史

第 11学年アメリカ史

第 12学年社会学・経済学・公民科，もしくは「民主主義の諸問題j

委員会は以上のうち，特に第 9，10， 12学年のコースに注意を払い詳しい提案念行っている。

以下，これら三三つの学年のコースについて検討する6)。

① 第9学年コース

第9学年に提案されたコースは一般社会科学もしくは「地域社会公民科jである。委員会はま
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ず，第9学年において何が教えられているのかということの実状の調査を踏まえ， r教師たちの

あいだの一致した意見と実践は，政治に強調をおくことであるJと結論づけている。例として，

第 9学年において最も頻繁に使用された教科書を取り上げ¥その本の 5分の 3が政治に， 5分の

1が経済学に，そして 6分の 1以下が社会学に充てられていることを示し，このことが，ほとん

どの教師たちがやろうとしていることの特色をよく示していると指檎した。教師たちの注意をほ

とんど独占している社会的制度は政治であり，このような構想は大変狭すぎると指摘し，政治は

社会的諸制度とそれらの関連における一部分にすぎないのであり，それ故政治は最も重要なもの

ではないとした。

以上のことから，委員会は第9学年のコースとして f一般社会科学jが最もふさわしいと結論

している。このコースには，社会学，経済学，公民，そして倫理を含むべきだとし，教育学的理

由から，教材は初歩的，具体的でかつ詳しく述べられていなければならず¥また，社会学，経済

学，公民，倫環は，一般科学 (generalscience)や総合数学 (unifiedmathematics)にならって

融合(fused)されねばならないものとした。なお，コースの内容として以下のものを例示した7)。

社会学の分野一主に基礎的な社会諸集団と社会諸制度ーすなわち，家族，遊び集団，近隣の共

同体，学校，教会，リクレイシ zン等々についての地域的学留でなければなら

ない。

経済学の分野一子供達令主な織業，産業，そして彼の直面する身の回りの産業制度に精通させ

ねばならない

公毘の分野一子供達をして身近な公民的機関について熟知せしめ，それの利用の仕方を教え

ねばならない。

学習上の留意点については以下の諸点を指摘している。 a.以上の全分野における出発点は身近

な環境でなければならない。ふ同時に学習はそこで止まらずに，社会的，経済的，そして政治的

諸事象の全国的な説明と，それへの身近な諸事象の関連で補われるべきである。 C.一般的諸原理

(生徒に理解可能なもの)の学習は具体的でなければならず，それは具体から抽象への発展をし

損なってはならない。 d.社会学的，経済学的，公民的な諸関係の倫理的なもち込みに関しては，

付随的であるべきだが執撤に暗示されるべきで，かつ，協同の観念を発達させ，生活の主要な理

想と美徳の存在理由を明らかにすべきである。号.動機づ、けることと情緒的に扱うことにおいて，

最も承認された教育学的方法が利用されねばならな¥，，8) 

以上のように，第 9学年に提案されたコース f一般社会科学j は社会生活上の身近な諸活動や

諸制度に焦点をあてて，多角的に学習する「融合」科目となっている。社会学，経済学，公民そ

れぞれをど分化的に教授するのではなく，社会を総体としてとらえようというものになっている。

しかし，これらの社会諸科学の諸原理を教授することを軽視してはいない。

~ 第10学年のコース

第10学年に提案されたのはヨーロッパ史のコースである。コースの内容は， r先史時代を含ん

で社会進化 (socialevolution)の婆点の概観から構成され，理想と制度の歴史的発援をたどるべ

きであり，また現代の諸国家の結束を明らかに」するものにすべきだとした。

なお，アメリカ歴史学会の提案などを念政においたものと思われるが，ヨーロッパ史の学習を
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1648年頃を画期としてそれ以降の時期に限定することにつき，以下のニ点から批判している。

第一点は，そのような娘定は，自分たちの時代を理解するのに必要な歴史的視野を授けること

に失敗した。というのは， 1蝶を，それが繭からあらわれるのを観察することのみによっては理解

できないのと向様，最近の出来事の学習だけからは，現在の世界的事象のうちの危機を理解する

ことは出来Jず， 1昆虫の全生活史を学ぶことと伺様に社会進化の全体的視野を獲得することが

必要jであるからだとL寸。かかる比輸には社会進化論の影響がみられる。

第二点は，最近の歴史のみの学習は「地域社会公民科jがおかした政治的機構の相対的意義を

過大視するという誤りと問様の誤りをおかすからである。そして，そのような平衡のとれていな

い社会の学習は，社会それ自身を王子衡を失った状態に陥れる傾向があるとの危倶を表明し9) そ

れゆえ経済的，社会的側面を強調している。

第10学年のコースは，社会進化の概念と，基本的な諸理想と諸制度を強調するものであり，ま

た社会史，経済史的な観点の導入を強く主張するものとなっている。

③ 第12学年のコース

第12学年に提案されたのは f社会学，経済学，および公民科」あるいは「民主主義の諸開題J

である。このコースの内容は，主に社会学と経済学にあてられた一般社会科学であるべきで，か

っ社会学は経済学に優先するとされた。そしてノ、イスクールの最上級生たちがそれらを理解する

能力がある限りにおいて，これらの科学の学習においては諸原理を教える明確なg標があるべき

だと強調されている。

この第12学年のコースの目的として，知識的基盤と社会的領域の科学への関心の上に，独立独

歩の思考を発達させることがかかげられた10)。また，経済学と社会開題に演する一般的な啓蒙は，

民主主義の成功にとって必要不可欠であり，社会問題は初等学校の生徒達にとっては理解するに

は混み入り過ぎているけれど，それらはハイスクールの上級学年において効果的に教えられねば

ならないとされた。またそれゆえ，すべての子どもが中等期を通して学校に維持されるべきであ

ると指摘した11)。さらに，ここでも第 9学年同様教授の方法に注意が払われている。内容の取り

上げ方は，実際の諸事実と諸問題を通されるべきであり，特に生徒たちが最もよく通じている社

会集匝(例えば，近隣の人々，身近な地域社会，子供達の遊び仲間，そして家族など〉を通すべ

きだという。

第12学年のコースは，主として社会学と経済学を，実際の諸事実と諸問題を通すと L、う方法で

学習するものである。また， 1経済学と社会問題に関する一般的啓蒙Jを目指すともいっており，

役会学は主として社会問題を学習するものと押さえられている。「社会学，経済学，および公民j

という提案のしかたと，諸原理を教えるということの明確な位霞付けからすれば，摺別社会科学

を「統合」するコースとみることもできる。しかし，これらの領域のなかでは，社会問題を主要

内容とする社会学を鍾先し中心に置いている。このことを前提として，経済学，公民が関連づけ

られているのであるから，社会問題を多角的に学習する「融合j コースと把握するのが妥当だろ

う。「社会学・経済学・公民科」あるいは「民主主義の諸問題」とし寸提案は，一見異なる構造の

コース (1統合Jコースと f融合」コース〉を並列的に提案しているようにみえるが， 1916年

NEAレポートにおいて提案された「民主主義の諮問題」とL、う社会問題を多角的に学習するコー

スに共感を示しながら，社会学的な領域を強調したいという意閣からなされたものであろう。
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(ヰ) その他の提案

① 教科書について

委員会は，ハイスクールの教師たちは概して教科書によって左右されると現状認識し，第 9

年と第12学年コースの教科書に注意を向けている。各種教科書を調査し，第 9学年で利用できる

教科書は非常に少ないと結論した。第2次レポートでは，第12学生存で利用できるものとしては，

社会学，経済学，公民につき各々数冊ずつあげている12)。また教科書の作成について，出来の良

いハイスクールの教科書は，社会学と現代の教育科学の両面において訓練されたノ、イスクールの

教師たちとの協同研究による場合を除いて，大学や短大の教授たちによって良L、ハイスクールの

教科議は書かれ得ないだろうと指摘している点は示唆的である。

② 中等教育について

委員会は，義務教育を18歳まで引き上げることも提案している。というのは，よき市民性の訓

練という観点から社会開題をハイスクールの上級学年において効果的に教えねばならず，それゆ

えハイスクール卒業は最小限の必要事項であると考えたからである。

③ 補足的な勧告

委員会は，ハイスクールカリキュラムにおけるほとんどの教科は社会科学と明確に関連付けを

持つべきだということ，プレーベル主義者たちの社会参加の原理はノ、イスクールにおける訓練，

組織，教育学的方法に適用されるべきこと，全ての教育大学，普通学校，ハイスクールの教師訓

練コースにおいて社会学が必修とされるべきこと等を補足的に勧告した。

(5) まとめ

以上においてみてきたアメリカ社会学会社会学教授委員会のカリキュラム案の構造を繋潔する

と次のようになる。

①第 1"-'第 6学年は療史の系統コース。

②第 7"-'8学年は，地理，アメリカ史，政治の系統コース。

③第 9学年は，社会生活上の身近な諸活動，諸制度に焦点をあてて学習する「融合」コース。

④第10"-'11学年は，歴史の系統コースであり，第10学年のコースは社会進化の展開を後づけ

るものである。

⑤第12学年は，社会問題を主要内容とする社会学を優先して中心に置き，このことを前提と

して，経済学，公民が関連づ、けた，社会問題を多角的に学留する f融合」コースとなって

いる。

1)この委員会の構成メンパーは以下の社会学者たちであった。

A. J Todd (ミネソタ大学)

C. A. Ellwood (ミズーリ大学〕

Ross L. Finn君y(ミネソタ大学)

Cecil C. North (オハイオ大学〉
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John. Phelan (マサチューセッツ農科大学)

Walter R. Smith (カンザス大学)

E. S. Bogardus (南ヵワフォルニア大学〉

2) Tentative Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools of 

Am号rica. Publications 01 the American Sociological Society XlV， pages 243-251， 1920. The 

School ReviewXXV1lI， pages 255-262. 

3) Second Annual Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools 

of America. Publications 01 the American Sociological Society X1， pages 224-230， 1921 

4) Tentative Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools of 

America， page 243. 

5) Second Annual Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grad号 andHigh Schools 

of America， page 225 

6) r試案レポート」と f第 2次レポートJにおいては，第9学年のコースが初歩的社会科学から一般社会

科学へ変更されているなど若干の変化がある。ここでは f第2次レポートjで示されているものを掲げ

る。

7) Second Annual Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools 

of America， pages 226-227 

8) Ibid.， page 227. 

9) Ibid.， pages 227-228 

10) Tentative Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools of 

America， pages 248-249. 

11) Second Annual Report of the Comittee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools 

。fAmerica， page 229. 

12)第12学年コースにおいて使汚可能な教科書として以下のものが掲げられている。

社会学

Burch， Patterson Wアメリカの社会問題J

Ellwood W社会学と現代の諸問題J

Towne W社会問題』

経済学

Bullock W経済学の諸要素J

Carlton W初等経済学』

Ely. Wicker W初等経済学』

Thompson W初等経済学』

公民

Ashley W新しい公民科』

Dawson W自治』

Magruder n921年のアメザカ政治』
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n .アメリカ経済学会経済学教授委員会レポート

(1) は乙めに

ここでとりあげるレポートは， 1922年に，アメリカ経済学会の会員による討論の基礎としてア

メリカ経済学会経済学教授委員会。が“TheAmerican Economic Review"第四巻において f中

等学校における社会科のプログラム案Jの題で提案したものである2)。基本的問題について討論

を容易にするために，前期中等学校のプログラムについての提案に絞っている。委員会が前期中

等学校を強調し取り上げるにはこつの理由があった。一つは， 6-3-3郁を将来の支配的な中

等学校組織であると認識したためであり，いま一つは， 6-3-3制の流行は習慢や伝統に影響

されない前期中等学校のプラン安考えるとL、う機会を提供していると認識したためである。

なお，本レポートは，この委員会の委員長が向時に委員長をつとめた実務学校連合の実務教育

に関する中等教育と大学教育の相互輿係についての委員会のレポート f中等学校における社会

科/)のプログラム提案部分とほぼ向ーである。よって，本レポートの考察は，同時に実務学校連

合のレポートにおけるカリキュラム案の考察を兼ねることとなる。

(2) 提案の背景

本レポートでは，社会科プログラムの提案に先立ち，提案の背景として留意していたことにつ

いていくつか述べられている。以下にその概要を示しておく 4)。

CD 公立学校における社会科の組織の罰的

委員会は，社会への効果的参加の実現にとって重要な行動をなすという傾向を発達させるため

に，次の三三点を若者に与えることが社会科の目標だとした。 a.組織化社会 Corganizedsociety)に

おける生活が意味することの自覚。 b.我々はいかに一緒に生活するかということについての認識。

C.一緒によりよく生活することに先立つ諸条件の理解。

② カリキュラム構成の基底的要件と単位数

社会科のキュラム構成について次のように規定している。まず， “社会科をいかに我々のカリ

キュラムにとり入れるか"ではなく， “我々のカリキュラムを社会的諸目的のまわりにいかに組

織するか"という間いが重要である。そして， r社会科は，他の諸学習と学校の諸活動が教育の社

会的諸目的へのそれらの貢献にしたがって密接に関連付けられねばならないところの中等教育の

パックボーンでなければならない。それぞれの偶人は市民でなければならず，またその資格にお

いて集団行動に参加しなければならなし、Jと述べている。市民性の重複と，コアカリキュラムに

近い主張が特徴的である。

次に，社会諸科学と社会科の関係についての考え方を次のように述べている。 f我々が，我々の

心情を，歴史学の要求，経済学の要求，政治学の要求，社会学の要求の対立というような問題か

ら自由にすることは基本的なことである。このような要求は我々の社会生活への社会科の貢献に

ついてのどんな活発な討論においても大部分消滅するであろう。社会生活についての，いくつか

の異なった視点を強調するという目的を除いては，これらの社会科の諸分野は分化不可能であ

る」。社会科の諸分野は，社会諸科学の各々の分野に却応するものではなく，強調する視点の違い

によるもので，それゆえ分化は不可能だというのだろう。この視点が何に基づいてどのように設
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定されているのかが後の問題となる。

単位については，社会科は教育のどの段階でも提供されねばならず，また，それぞれの子ども

は学校の各学年において少なくとも 1単位の社会科を履修すべきものとした。提案する前期中等

学校のコースを 1単位のコースとするか，あるいは，半単位のコ…スとするかについては，地域

の婆求と素材に応じて，どちらの配列も可能となるように配躍している。

③ 社会科の内容と教授方法

社会科の内容については，社会主主活の生理学と病理学とに大きく区分し，両者を次のように位

置づけた。まず，社会生活の病理学よりむしろ生理学の理解を重視すべきだとした。病理学，生

理学の区分については明示されてはいないが，社会生活の生理学とは様々な社会機能の事実と

いったことを意味し，社会生活の病理学とはかかる社会機能が正常にはたらかずに生じる社会現

象を意味していると思われる。まずは社会の常態の理解が必要であって，異常，不健全な状態は

付属的に，あるいは補足的に扱おうということであろう。しかし，かかる主張は社会生活の病理

学を無視するものではなく，あくまでもそれが注意の中心を占めてはならないということを意味

するのだと付言している。

以上の内容の位霞づけとかかわって教授方法について述べている。社会生活の病理学よりも生

理学を重観するとL、う位罷付けは，教授における「問題法 Cproblemmethod) Jを退けるものでは

なく，この方法は全く自由に用いられねばならないものとした。ただし，それは社会の生理学の

理解へ向けて方向付けられるべきで，注意のゆ心は，この国における我々の社会生活と，それが

いかにして現夜あるようになったのか，ということでなければならないという限定を付している。

④ 職業カリキュラムについて

社会科のプ口グラムは，職業カリキュラムについても考慮する必要があると主張している。と

いうのは，人間は組織化社会で一緒に働くのであって，職業訓練はたとえそれが一個人のための

蓄財目的の教材のようなものでも，社会科というパックボーンの正しい性質によって非常に改良

されると委員会は展望しているからであった。

⑤ 6-3-3制における前期中等学校の位置と意義

まずは，当時の教育制度改革の状況をふまえて， I我々の教育体系において現在進行中の改革

は，伝統的な諸要求や通例の諸実践を顧躍することすらせずに，我々の中等社会科の提案を通し

て，完全に論理的に考察しようと試みる幾分かの勇気を正当化する。よりはっきりいえば，ここ

に，社会科 Csocialstudies)の専門化した諸分野より，むしろ社会科 Csocialstudy)を導入する

契機があるJとしづ基礎認識を示している。 6-3-3制について，初等学校から 2年聞を取り

去って，それを中等学校に与える行政上の措置であるということ以上のことを意味しており，そ

れは訓練の損失なしに 2年の時間を節約し，また，生徒たちは12学年の目標によって，おおよそ

現在大学の第 1学年の釘擦の位置にまで査らせるという目的のためのカリキュラムの完全な改革

を意図するものととらえている。以上の性格を持っと委員会がとらえた教育体系は，次のような

発展の筋道を持つものとされた。「初等学校の基本的な過程における，全く首尾一貫した，統一さ

れた Cunified)訓練の体系J二>I基本的考麗事項は市民性の訓練であることがともかくも望ま

れ，その最終段階においてのみ専門化がはじまる前期中等学校j二>I大学予備コースと呼ばれる
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コースと王子行して，重要な職業訓練の領域へ確実に進むところの後期中等学校j。教育改革が成

功理に遂行され，このような教育体系が実現するならば，大学と専門学校は，現在大学の 3年生

が備えているのに匹敵する知識を持った後期中等学校の卒業生を受け入れるだろうと結論してい

る。このように，本レポートでは，市民性の重視と共に効率的な知識の習得，大学へのスムーズ

な連絡を重視していることが一つの特徴となっている。

⑥ カリキュラム構成方法の大枠

学習の心理学に基づくカリキュラム構成によって，社会科は有効なものとなると主張し，子ど

もの心理を以下のように概括している。「第7学生手の平均的な子どもは，少なくとも社会意識を

持ち始めている。被の心情は，他の人々との関係，そして全体として社会との関係の理解へ筆っ

ている。彼は自分の態度の発達に気付いていないと L、う事実は，この関心を利用することを妨げ

なし、J0 そして，以下のようにカリキュラム構成の大枠を提示した。このカリキュラム構成は上に

述べた社会科の目的の達成に際立って貢献すると位罷付けられている。

第 7学年:社会組織の諸形態とその調整要素の検討

第 8学年:現代の社会組織の発展と実践の概観

第 9学年:社会組織の諸原理の検討

後期中等学校:幾分かより専門化された題材における社会科学の教材の検討

⑦ 初等学校との関連について

委員会の提案は前期中等学校に関するものだが，この提案は初等教育の 6学年において，生徒

たちは学習のための確かな道具と方法を習得しており，また，彼らは歴史，地域社会公民科，そ

して地理における一群の教材を与えられているということを当然の前提とするものである。それ

ゆえ，委員会が提案するよう前期中等学校のカリキュラムがうまく導入されれば，それを支える

ために，やがて，かなり大きな影響を初等教育の 6学年の活動に与えるだろうと予想している。

(3) ジュニア・ハイスクーJj..社会科プログラム

各学年毎の議論を容易にするために委員会はまず以下のプログラムの概要を示している5)。

第 7学年:1.合衆国の発展の地理的基礎

2.社会科学概観(社会組織の諸形態〕

(a)単純な産業と単純社会 Csimplesociety) 

(b)科学的知識の成果を変えること

3.社会科にとって実際的であるかぎり，相互連関のある他の諸学習

第8学年:1.人間の利用へ世界が関かれること

2.職業概観(我々の社会組織の形態の理解に貢献するように機能的な言葉で提

示される〉
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3.社会科にとって実際的であるかぎり，格II連関のある他の諸学習

第 9学年:1.合衆鵠史(注意の中心を占めている「市民的資質教材Jをともなって提示さ

れる〉

2.~士会組織の諸諒理(経済的，政治的，社会的〉

3.社会科にとって実際的であるかぎり，相互連関のある他の諸学習

各学年の学習プ口グラムの詳細は以下のよう提案された。

① 第 7学年の学習

この学年の学習が第一義的に目指すのは， a.組織化社会 (organizedsociety)における生活が意

味することの自覚， b.我々はし、かに一緒に生活するかということについての認識， C.一緒により

よく生活することに先立つ諸条件の理解を若者たちに与えることであって， bを無視すること無

く，乱と cを強調すべきだとした。そして，初等教育の 6学年の社会科学習とともに，幾分有機

的統一体へ進もうとし，また，その分野における総合化された (generalized)思考の段轄にすす

もうとすると位置付けられている。

合衆閣の発展の地理的基礎についての学習は以下のように構想されている。 a.歴史，公民，そ

して地理における学習を，次のような方法で有機的統一体へ杢らしめること。すなわち， b.一緒

によりよく生活することに先立つ諸条件に住意を払いながら，自然的環境の重要性を示すこと。

また， C.諸原理の点から，次の 2学年のための道筋を準備すること。そして， d.さらに先に進む

ことが出来ない生徒に，我々はいかに一緒に生活するかについての認識と，より良く生活するこ

とに先立つ諸条件の理解への重要な貢献を与えること。

社会組織の諸形態についての社会科学概観は以下のように構想される。 a.歴史，公民，そして

地理の学習を諸原理の点から，次の 2学年の学習のための道筋を準備するような方法で，有機的

統一体へ至らしめること。 b.機能を果たしている社会構造の進化的発展の，より住意深い概観の

ためのかなりの蒸礎会据えること。 C.さらに先に進むことが出来ない生徒に，組織化社会で一緒

に生活することが意味することの自覚，我々はいかに一緒に生活するかの認識，そして一緒によ

り良く生活することに先立つ諸条件の理解への重要な貢献を与えること。

このように提案された社会科学概観の教材とその提示の方法は次のようである。 a.新石器時代

の人々の生活，イロクォイ人たちの生活，遊牧民たちの生活，中世の荘閣の生活，中世の町にお

ける生活，現代の離れた山岳地帯における生活，辺境の採鉱キャンプにおける生活のような単純

な形態の社会組織のスナップショットの連続を提示すること。生徒はこれらによって，教育，

仰，健康，社会統制，経済活動，その他が(これらは単なる見本である)いかに大事にされたか

を理解できるとL寸。そして，この比較学習は，次に例示する確かな概念を見えるようにするこ

とに向けられねばならないという。

自己充足 対相互依存

慣習的方法対競争的方法

非交換社会対交換社会

非産業社会対産業社会

社会統制における推移する強調
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環代の専門家たちの協同

なお，知識を総合する (generalize)ことへ生徒を導く理念と，それ以上の，彼らを 9学年にお

ける諸原理の学習のために準備させる理念を伴って，この学習を行うことを強調している。 b.こ

の学年の後の部分は，一緒によりよく生活することへの知識の貢献と，それが社会組織の形態に

いかに影響会与えるかということをど示すことに捧げられねばならないし，それは全くありふれた

産業革命の解説であってはならず，我々の一緒に生活する方法についての科学の成果令変えるこ

との解説であらねばならないとされる。

以上のように，第 7学年の合衆匿の発展の地理的基礎の学習は，表題からは地理の系統的コー

スとも見えるが， I際史，公民，そして地震における学習を……有機的な統一体へ査らしめるJと

述べており，地理的視点、を強調しつつその他の領域との関連を重視した「融合j的なものといえ

る。社会科学概観(社会組織の諸形態)の学習は「融合j的なものとなっている。また問時に，

第 9学年における f諸原理Jの学習のための準備という性格が強調されており，専門分化する前

提としての，いわば未分化のコースとしての位置づけであると考えられる6)。

@ 第8学年の学習

第 8学年の学習は基本的に，この年度の終わりに中途退学する生徒たちに適切に気配りするこ

とに加えて，大多数の生徒たちに職業選択のための合理的基礎を与えること，また第9学年のよ

り総合化された (generalized)社会科への準備安続けるべきものとして構想されている。

人間の利用へ世界が調かれることの学習は以下のように構想されている。 a.第7学年の社会科

学概観と地理を，生徒が変化，発展そして連続d控の概念を彼の知的装置の一部として(彼が意識

的に使用できる道具として〕獲得し得るような方法で結合さぜ，確立すること。 b.事実の背景を

考慮して，生徒に人類が歩んできた長く掴難な足跡のいくらかの理解を与えること。それは生徒

に西洋文明の発生とその地球上への拡大，そして他の諸文明とそれとの接触を理解させることで

ある。 c.生徒にそれを背景にして彼の母留の歴史(第 9学年のコース)の真相が正しく理解され

るところの「世界的背景Jを与えること。また，彼を言葉の健全な意味において「世界主義的」

に，そして「国際的J~.こすること。

職業概観は以下のように構想されている。 a.生徒に，披ら固有の言葉で彼ら自身の社会生活へ

の可能な貢献を考える機会を与えること。 b.しかしこれを，格言や説教，そして職業の分析とし

てではなく，我々の社会組織において営まれている諸活動の調査として(政治的，社会的考躍を

無視することなく経済的活動会強調して〉与えること。さらに， c.そこにおける諸活動が，社会

的諸目的の観点から理解されるような経済的組織のおぼろげな理解を得るような方法でこれを行

うこと7)。

③ 第9学年の学習

第9学年の学習は前期中等学校カリキュラムを振り返って諸原理の点そしてそれらのアメリカ

における市民性への適用の点からこれ以前の学習と互いに結びつけようと努めるものであり，後

期中等学校の学習を予期してより専門化した社会諸科学への道を聞こうと努めるものとされた。

合衆器史は歴史の系統的コースであり，市民的資質に関する教材の重視を示唆している。社会総

織の諸原理(経済的，政治的，役会的〉の学習には多くの紙幅を欝いており，次のように提案し
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ている。生徒たちは十分な事実の背景を与えられており，また，我々の社会主主活宅どさまざまな形

態やさまざまな実践の点より，むしろ諸原理の点で理解できる十分な成熟に到達しているという

ことを仮定した上で，その到達は生徒に我々の社会生活の有機的な理解を与えるような程度にお

いて諸関係を求めること，現定可能な限り後に生徒を導くはずである社会生活の諸原理を意識的

に定式化することを生徒に要求するものとした。そして学曹の導入は， a.経済的組織， b.政治的

組織， C.他の点で扱われない社会的組織の三つの部分からなるべきものとした。社会総織の諸原

理は経済学，政治学，社会学の諸原理を学習する「統合J的なコースといえる。

以上のように第 9学年では，後期中等学校におけるより専門化した社会諸科学の学習を展望し

て，諸原理の学習が強調されている8)。

④ 後期中等学校のプログラムに関するヒント

後期中等学校については，そのどの学年においても，なんらかの社会科学習が必婆であり，そ

れは抵学年におけるよりもより専門化された形態で、提供されることが当然だとして，以下のよう

な経済学と実務の分野のコースに関して提案をしている。また，大規模な後期中等学校において

は，政治学，歴史学，心理学，社会学等の分野の重姿な課税をやがて提供するかもしれぬことを

予期している明。

a.財政的組織と緩営者の金融管理

b.市場綴織と経営者の市場管理

C.社会における労働者の位置と個人管理

d.経済社会の進歩〔これは「商業の歴史j より広く，そして典型的な f産業の康史Jよりも

広いことに注意)

e.会計(単に簿記としてのみでなく，経営者の管理技術のーっとして)

f.務法(商業活動の社会的統制の表現として，また，商業への援助を促進するものとして〉

g.速記とタイプライティングのような技術的な課程

h.価僚と分配の理論

前述した本委員会の 6-3-3制における教育体系の位置づけと照らして，後期中等学校にお

ける社会科は，専門分化したものとして構想されている。

⑤ 4年制中等学校プログラム

最後に委員会は， 8-4制における 4年制中等学校のプログラムについて言及している。 8-

4制は未だに優勢な形態であるとし、う事実に妨げられことなく，あくまで前・後期6年制中等学

校における社会科プログラムを強く提案することを委員会は目指しており，それゆえ，社会科の

4年制中等学校のプログラムのための価値ある教材はこのレポートにおいて提案した前期中等学

校のプログラムから選択し得るとし寸提案をするのみで，他には 4年制中等学校のプログラムに

ついての言及はおこなっていない10)。

(4) まとめ

以上の提案を概括すれば次のようになる。第7学年に提案された1.合衆国の発展の地理的基
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礎，および2.社会組織の諸形態についての社会科学概緩はともに f融合」的コースである。第8

学年の1.人間の利用へ世界が関かれることは歴史の系統的コースであり， 2.職業概観はガイダン

ス的なものである。第 9学年は歴史の系統的コースと，経済学，政治学，社会学の「統合J的

コースによって構成されている。ここで， r統合」的な内容の構成原理を導いているのは「社会組

織」と L、う社会学的な概念であった。本提案は，諸原理の強調や，学年があがるにつれて専門分

化が進むという中等教育の体系観をその基底としており， 7学年にみられる「融合」的なコース

は未分化としての融合というとらえかたがされている。よって，系統的なコースとは相対的に独

自な f融合Jコースの佼置づけが弱く，分化への契機を含むものとなっている。

。この委員会の委員は次の人々であった。 E.L. Bogart， E. E. Day， J. E. H暗号rty，W. H. Hamilton， W. 

H. Kiekhofer， W. D. Lewis， M. S. Wildman， L. C. Marshall C委員長)。

2) A Proposed Program of Social Studies in the Secondary Scools. The American Economic 

Review)唖， pages 65-74， 1922. 

3) Social Studies in Secondary Education. The Journal of Political EconomyXXX， pages 1…55， 

1922. 

4) A Proposed Program of Social Studies in the Secondary Scools， pages 66-69. 

5) Ibid.， pages 69-70. 

6) Ibid.， p畠ges70-71 

7) Ibid.， page 72 

8) Ibid.， page 73. 

9) Ibid.， pages 73-74. 

10) Ibid.， page 74. 

麗.アメ 1)力政治学会ハイスク…Jt..公民科教擾委員会レポート

(1) は乙めに

アメリカ政治学会は1920年12月の年次大会において，中等学校における公民科の範関と目的を

定義し，このコースに含むべきトピックの概要を提案するためにアメリカ政治学会公民科教授委

員会1)の設置を承認した。間委員会は翌1921年12月の年次大会において f公民科の学習/)という

レポートを提案した。このレポートは徹誌的に論議されたが正式な採用には至らなかった。しか

し，このレポートで提案された概要に基づく教科書が発行されて，まもなく広範な支持者を得，

この委員会の影響はかなり大きなものになったという 3)。

アメリカ政治学会はこのレポートの発表以前に，二度にわたり委員会を設置して①1908年 5人

委員会レポ一人および②1916年 7人委員会レポートとL、う政治学の教授に関するこつのレポー

トを発表している。 1921年レポート「公民科の学習」の考察に先立ち，先行研究4)に依拠してそれ

ら二つのレポ…トの概要を示しておく。

① 1908年 5人委員会レポート5)

アメリカ政治学会は1906年に「生徒は政治学のカレッジコースを履修する以前に，政治につい



138 教育学部紀要第69琴

て何を知っているのかj と題したレポートにおいて，大学生の政治的知識がきわめて低い水準に

あることを明らかにした6)。学会はこのレポートに示された現状を生じさせている初等・中等学

校における公民科の現状を是正するための努力合始めることとなり， 1906年12月の会合で，中等

学校における公民科の教授の最と種類を研究するため， 3名の委員による「政治学教授委員会j

CCommittee on Instruction in Government)を任命した。この委員会は中等学校におけるアメリ

カ政治の教授の現状を， a.この教科の履修登録を行なった生徒数，む.教授のコースと計画の本

質， C.教師， d.教科書， e.学校図書館の 5点についてアンケート調査をおこなった。結果とし

て， 19昨年においてはや等学校におけるアメリカ政治の教授は極めて低い水準にあることが判明

したので、ある。かかる状況の是正のため， 1907年12月の年次大会でさらに 2人の特別委員を加

え，初等・中等学校の両レヴェルにおける政治学教授に関する勧告を行なうこととなった。

初等学校上級学年への勧告の内容は次のようである。 a.第 5学年程度から全ての学年におい

て，地方政治の鱒明で直接に自で見ることができる諸機能と諸機関に関する討議が取り入れられ

るべきであること。 b.第8学年では，地方，州，そして連邦の政治におけるより多くの教育が，

初歩的テキストや何問かの参考書を用いて与えられるべきであること。

中等学校におけるアメリカ政治の教授に関する勧告の内容は次のようである。 a.アメリカ政治

の教授は歴史のコースに続くべきであり，最小限の時間配分として，第4学年では半年間，週5

陸の設業，あるいは全学年を通じて l週 3回の援業時聞を使うように必修とすべきであること。

b.この教科が初等学校で教えられなかった場合や殊に多くの子供たちが 4学年になる前に退学す

る町では，第 1学年か第 2学年で，政治の初等コースを提供すべきこと。

教科警に関する特別提案として以下の 4点をあげている。 a.コメント付きの憲法条文からなる

ものは避けること。 b.大部分が歴史的で、あったり，一つのコースで歴史と政治を関連づけようと

試みているものは避けること。 C.多くのスペースを連邦の政治に与えて州政治に関する内容が少

ない審物は避けるこ。 d.アメリカ政治の他に，経済学，社会学，統計学，商法という多くのばら

ばらの教科を取り扱っている巻物は避けること。一言でいえば本レポートは，生徒たちに身近な

政治を教授すること強調するという特徴を持っていたといえる7)。

② 1916年 7人委員会レポート 8)。

アメリカ政治学会は政治学教授に関するもう一つの委員会を 7人委員会の名のもと， 1911年 2

月に創設した。前項の 5人委員会は，その識変範聞を中等段構の公民科に狼定していたが， 7人

委員会はより広い調査範間，すなわち「アメリカの学校，カレッジ，ユニパーシティで現在行な

われている政治の教授と学習の諸方法J，rそのような教授を拡大し改善する手段Jを設定してい

た。 1912年の初めには， a.カレッジとユニパーシティで提供されている政治学， b.5人委員会レ

ポート以降の初等・中等学校における公民科教授の変化についての調査を始め， 1916年に仕事を

終了した。 7人委員会はこの年，以上の仕事のまとめのレポートを出版した。内容は次のようで

ある。 a.政治学教授の振興についての討議， b.中等学校における公民科教授のレポート， C.カ

レッジおよびユニパーシティにおける政治学教授のレポート， d.公民科のコース・オブ・スタ

ディに対する提案。ここでは，本稿の課題に即して bとdの内容を示す。

7人委員会は，中等学校における公民科の現状改善のため以下のことを提案した。

1.歴史を含む社会科学を 1年開シニア・ハイスクールで教えるべきであり，週に 4ないし 5

回の社会科学の授業を行いながら，少なくとも 2分の lの時間を政治の学留に費やすこと。
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2.大学に，入学資格としてまる 1年陪の社会科学を設定するよう要議すべきであること。

3.よりよい素養を身につけた政治の教師を師範学校，カレッジ，ユニパーシティに送ること。

4.地方の政治，地方の市民団体との協力が奨励されるべきであること。

5.参考欝，政府報告書，刊行物を含む市民図書の収集が行なわれるべきであること。

6.公民教授が実施されるべきこと。

7人委員会が提案した公民科のコース・オブ・スタディの概略は以下のようであった。

4学年または 3学年まで:家薩，学校，そして近隣に適用されるものとして，基本的な公民

的徳、闘の幾っかに強識がおかれる。

4学年から 6学年まで :政治が行い，市民が地域社会の成員として享受する機能の幾っか

に強調をおきながら，地方の諸問題に関してより特別な教授が行

なわれる。

7・8・9学年 :今まで以上に明確な教授が行なわれる o 教科書は進んで使用さ

れ，そしてなお，諸機能に強調がおかれる一方で地方，介Lそし

て連邦の政治機構に注意が払われる。

7人委員会には， 1916年NEAレポートで提案された「地域社会公民科」のコース案作成に深く

関わったA.w.ダンが委員の一人として参脂しており，それゆえか1916年NEAレポートのほとん

ど逐語的な解説をおこなっている。 7人委員会はシニア・ハイスクールの公民科に関しては十分

に煮詰まった提案をしなかった。 10年も前の，主としてニューヨーク市のシニア・ハイスクール

の公民科の教師たちが用意したアウトラインを委員会の提案にとって代えたからであった。とも

かく，この 7人委員会のレポートは1916年NEAレポートと開じ年に発表され，それを支援する内

容であったことが最大の特徴である9)。

(2) 1921年ハイスクール公民科教接員会レポート

① 1921年ハイスクール公畏科教援委員会の問題意識

1921年ハイスクール公民科教授委員会(以下，公民科教授委員会とする〉は， r公民科jという

用語について，それはもともと「アメリカの政治とそれに密接に関係する諸事項の学習を含むも

のであると理解されてきたjが， r近年その範聞は著しく拡大され，いまや社会諸科学，経済学，

社会学，倫理，そして掴擦際係の全射程を含むような各方聞にわたるものとみなされ，アメリカ

政治という基本主題は背景に退いてj いるものととらえた10)。

かかる変化の結果，中等学校の教授は皮相的で不秩序になり，また中心概念によって関連付け

られず，生徒に永続的な印象をもたらすように示されていないがゆえに，生徒には雑多なことの

生鳴りの知識を与えるにすぎないものとなっていると認識した。すなわち，公民科の教育的価値

を損なうのは，範踏の広さのみならず関連付けの欠如であるというのである。それゆえ，公民科

の外部境界線を定め，その境界線の中に含まれるトピックの効果的配列について提案するという

ことが本レポートの民的とされた。なお，この提案は中等学校コースの第3および第4学年の教

授に関連するとL、ぅ隈定がなされている (8-4制を前提としている。 6-3-3制ではシニア

.ハイスクールの第 2および第 3学年〉。

e 公民科における政治学と他の社会諸科学との関係について

公民科教授委員会は，経済学，社会学，康史，あるいは社会諸科学の諸分野を射程に入れて入
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門的方法で計画されたコースを提供する校事に関心をもっ諾関体と，誠意をもって協持する

を示した。そして提案するトピックの概要は政治学の最小限の要点を含むものだが，そのことは

公民科のコースの範聞が政治の枠組みと機能に厳密に設定されるべきだということを意味しない

とした。

公民科教授委員会はまず公民科の目的について次のように述べている。 f情報の伝達ではなく，

むしろ生徒に彼が一員であるところの大きな社会，彼のその社会への関係，その社会が彼に要求

すること，その社会はし、かに組織されるか，その社会の諸機能の知的概念等を与えることJが公

民科の目的である。よって，生徒は社会的，経済的組織と関連についてある程度学ぶべきであ

り，自分が地域社会の一員であり，かつ積極的で，建設的な成員であるべきことを銘記させるこ

とが重要であって，市民の権利と同様に市民の義務を頻繁に強調すべきである。

公民科の範囲と方法はこの目的に適合するようにすべきで，そのことは市民的活動に直接的に

影響を与える社会的，経済的力は十分に強調されるべきだということを意味するとした。すなわ

ち，生徒がその一員である地域社会における市民活動と L、う学習の視点をたてるとき，その市民

活動には政治的諮力のみならず，社会的，経済的諸力が直接的に影響を与えているのであるか

ら，それらについても学ぶべきだというのである。

しかし委員会は，種々の学問領域から引出され大雑把に配列されたトピックを学ぶような学習

では，高い教育的価値は望み得ないとし，それらのトピックはなんらかの中心概念に関連させら

れねばならないとする。委員会は政治こそがこの中心であると考えていた。「社会科におけるす

べての道は，政治を経由して通じているJのであり， r論ぜ、られるトピックは，財政，貯蓄，公衆

衛生，救会，運輸であれ，あるいは労働問題であれ，我々は常にそれらの重要な要因としての政

治組織，政策，政治作用を考慮に入れなければならなしづというのである11)。

③ 公民科教授の諸傾向へのコメント

公民科教授委員会は当時の公民科教授の傾向について，以下に示すように， a.教科書の使用に

ついて， b.直接身近な社会の強調が一面でもつ危験性， c. r問題法Jの価値とその実現の保障とい

う三つの視点からコメントしている。

a.教科警を使用せず，それにかえて口頭質問をまじえた授業，実地調査，公共施設の見学を行

なうといった傾向について，その有効性を認めながらもあえて教科書号の有用性を主張している。

良い教科書を用いてそれを生徒にとって有効なものとすることができないような教師が，教科書

から独立してコースを工夫するという可能性は期待されないというのである。

b.地方の著者によって準備された教科警が，直接に身近な政治的，社会的，経済的状況合優先

する傾向について，その重要性を認めながらもより大きな国民生活と全盟的範留の諸問題への注

意が不十分になる危険がある点を警告している。

c.公民科の組織的学習に代えて f民主主義の諸陪題J，r社会の諸問題Jなどのようなコ…スを

おくという傾向に対し，教護上「開題法Jの価値を認めながらも，生徒たちが政治的組織と機能

の学留を通して十分な背景を与えられていなければ民主主義の諸問題の教援は生徒たちに有効に

は伝えられないだろうと述べている。かかる背景を準備するためには，コースは倍々ぱらぱらの

諸問題の学留ではなく，総合的 (comprehensive)で系統的 (systematic)であるべきだと主張し

ている12)。



アメリカ社会科成立期における社会科学関連諸学会の提案 I4I 

④ トピックの概要の性格規定とその扱いについて

本レポートにおいて示されたトピックの概要は，教授を有効にするために守られるべき中等学

校公民科コースの範密の外的枠緩みを一般的に示すものであり，それが教授細aであることを意

味しないとし、う。よって，そこから任意に引出してコースが構成され得るような様々なトピック

の提案としての性格を持つものであり，それゆえ時間配分は示されなかった。

トピックの概要は 3部で構成され，33の見出しから構成されている。以下に，この33の見出し

な掲げる13)。

概要

第 l部 アメリカの環境

1.人類と社会 主.合衆国 盤.合衆閣の国民，人種および人種問題 N.アメザカの家庭と地

域社会 V.経済的要素と組織

第 2部一アメリカの政治

(a) 政治の基礎V1.政治の本質と諸形態 VlI.市民，その権利と義務 ¥ls.政治の人民統制

(b) 選挙の機構-lX.選挙権と選挙 X.政党の組織としくみ

(c) 地方およびチHの政治 XI.郡および地域社会苅.市の政治測.現在の市政問題 滞.州

政治

(d) 連邦の政治-YN.憲法 XVI.議会 瑚.大統領と内濁 X¥1II.裁判所と法律

第 3部…市民的活動

(a) 経済的 X1X.天然資源，保存，公有地 XX.農業の利益 XX1.寝業の奨励と統制

X溜.産業と労働淵.通貨，銀行業務，信用 XXlV.公共の利益 XYN.財政

(b) 社会的一則.公衆衛生酬.救貧，矯正，そして他の福祉問題服.教育

(c) 国擦的-XXlX.国防 XXX.外国との関係 XXXI.世界の列強のーっとしての合衆国

双苅.国際連盟 双溜.世界的問題と民主主義

以上のトピックの概要は，主として第 1部が社会学的，地理学的，経済学的内容から構成され

ており，第 2部は政治学的内容から，第 3部が経済学的，社会学的，政治学的(国際的な〉な内

容から構成されており，政治学，経済学，社会学，地理学の社会諸科学に基づく f統合J的なも

のとなっている。前述した，総合的かつ系統的であるべきだとし寸主張からも，系統的な学曹を

重視しながら諸分野を統合するということがこの提案では意歯されている。

さらに注目すべきは，本レポートに付された次の注である。「本レポートで示した概要は，

上，民主主義の諸開題コースに基本的背景を与える。公民科の総合的で体系的なコースがハイス

クールのプログラムの第3年次14)において教えられる場合，それは選ばれた政治的，経済的，も

しくは社会的諸問題の徹践した学習による第4学年に非常にうまく引き継がれるだろうんすな

わち，この提案の「統合j的性格は「融合」的コースの知識上の基盤を準備し，その成功を保障

するものとして位置付けられているのである。
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(3) まとめ

以上のように，本レポートは 5人委員会レポートにおける政治学習重視という基調のもとに，

7人委員会レポートにおける市民的資質育成重視の傾向を引き継ぎつつ，そこでは不十分であっ

たシニア・ハイスクールレヴェルをフォローするものであった。本レポートに示されたのはト

ピックの概要であって，コースとしての提案ではなつかたので推論にとどまるが，このトピック

の概要の構造を大きく崩すようなかたちでコースが構想されることはないであろうということを

前提すれば，このレポートは「融合j コースを知識的な基盤において支えその成功を保障するも

のとしての f統合j コースを展望していたと言うことができる。このことは， I融合」と「統合J

の質を区別しつつ問者を位置付けようという契機をこのレポートがもっていたことを示すもので

ある。

1) William B. Munroが委員長であった。

2) The Study of Civics. The Historical Outlook XIII， pages 42-46， 1922. 

3) Rolla M. Tryon. The Social Sciences as School Subjects. Charles Scribner's Sons， page 49， 

1935 

4) Rolla M. Tryon. ibid. 

5) Report of the Commitee of Five of American Political Science Association on Instruction in 

American Government in Secondary Schools. Proceediπ:gs American Political Science 

Association V， pag晋s219-257，1908 

6) 10校の総合大学の238名の学生を対象としたテストによって明らかにされた。質問項目は次のようで

あった。

1.沼会議員はどのようにして選ばれるか説明し，そしてその議員の任期，資格，俸給について知って

いることを述べなさい。

2.連邦裁判所に関する説明を簡単に記述しなさい。憲法は合衆国裁判所の制度の確立に関して，イ可を

用意しているか。

3.合衆E遺言憲法が修正される手続きをはっきりと記述しなさい。どのようにしてそれは解釈されること

ができるか。

4.あなたの州の郡の政治の概要を述べなさい。

5.郡区の政治に関するニューイングランド・プランは何を意味しているか。

答案は100点、満点で採点され，その平均点は，質問 1で12.4，質問 2で2.2，質問 3で5.6，質問 4で

9.5，質問 5で6.5であったという。

7) Rolla M. Tryon. The Social Sciences as School Subjects， pages 39-42. 

8) The Teaching 01 Government; Report to the American Political Science Association by the 

Committee on Instruction. Macmillan， 1916. 

9) Rolla M. Tryon. The Social Sciences as School Subjects， pages 42-46. 

10) The Study of Civics， page 42. 

11) Ibid.， page 42. 

12) Ibid.， p邑ges42-43. 

13) Ibidリ pages43-46. 
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14)第11学年をさす。

W同アメリカ歴史学会新8人委員会レポート

(1) はじめに

1918年10月， NEA (全米教育協会〉の要請により，アメリカ歴史学会は初等・中等学校におけ

る歴史教授の問題を考えるために 5名からなる委員会を任命した。さらに1919年 1月の会合でア

メザカ歴史学会の評議会はこれら 5名の委員を承認し，さらに 3名の委員を加えた。委員長は当

初ハーディングであったが， 1919年 2丹の会合で委員長を辞退し，シェーファー委員が新たに委

員長に選出された。この委員長の名によってこの委員会はシェーファー委員会と呼ばれたり，あ

るいは構成人数から新8人委員会とも呼ばれた1)。新8人委員会はその設置の 2年後， 1920年の

12月にアメリカ歴史学会の年次大会にレポートを提案したがその場で寸土受け入れられなかった。

萩 8人委員会はそれ以上活動を続けず、に，非公式にレポートを発表する形で仕事を終えることを

求め，それが承認された。これらのレポートは1921年の“TheHistorical Outlok"において願次

発表されていった2)。新8人委員会が設置されたのは次のような状況下においてであった。 a.現

代史への望書求の強まり。 b.公民科や社会科学に十分な用意がなされるべきだとしづ要求の強まり。

C.多くの子供が税落する第6学年の終わりまでにアメリカ史と市民政治における一定の訓練が必

要だという要求の強まり。 d.教授における時間，経済'性，実用性の訓練における新しい理想が容

易に受け入れられていたこと3)。

新 8人委員会レポート発表以前に，アメリカ燈史学会は 3回委員会を組織し提案をおこなって

おり歴史教育に大きな影響を与えてきた。それらは①1899年7人委員会レポ一人②1909年 8人

委員会レポ一人③1910年 5人委員会レポートである。新8人委員会レポートの検討に入るに先

立ち，前章同様これらの委員会の提案を先行研究に依拠して概観しておく。

① 1899年 7人委員会レポート

7人委員会は1869年に任命され，アメリカを始め，ドイツ，フランス，イギリス，カナダ、の学

校における盟主史教授に関する実践の研究を含む 2年聞の調査活動の後レポートを提案した。これ

以後約20年間，すなわち1916年 NEAレポート発表以前のアメリカにおける歴史のハイスクール

コースのほとんどを規定し，また最も受け入れられたレポートであるといわれている。このレ

ポートの内容は， a.歴史学習の価値と連続性， b.ハイスクール歴史の 4ヵ年コ…ス， C.教授方

法， d.資料の使用， e.集中的学習，f.謬"練された教師の必要， g.歴史における大学入学資格等で‘

ある。

8-4制ハイスクールの療史学習のプログラムについて，以下に示す4つのブロックを提示し

た。

1.古代史。特にギリシア史とローマ史に言及するが，またそれより古い国々に関する短い導

入学習を含む。この時代はまた中世初期を含む。そして神聖ローマ帝留の確立 (800年)， 

あるいはシャルルマーニュの死 (814年)，あるいはベルダン条約 (843年)で終わるべきで

ある。

2.中世と近代ヨーロッパ史。最初の時代の終わりから現代まで。

3.イギリス史。
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4.アメワカ史と市民政治。

このレポートの基調にあるのは， r科学的史学」であり，また鯖神的訓練論と古典主義であると

位置づけられている。「科学的史学Jからは，過去を客観的に跡付けること，多様な資料および史

料を駆使して結論を導くことの重視という性格が付与され，精神的訓練論からは，より難しい教

材を学習する程精神は訓練されるという主張が導かれ，古典主義からは，学習内容は時代を越え

て生き続けてきた古典的大思想であるべきで，最近の内容や実用的な内容は教育的価績が低いと

位置付けていたという 4)。

③ 1909年8人委員会レポート

前項の 7人委員会がハイスクールの歴史教授の関係者からおおいに認められたことにより，ア

メリカ歴史学会は初等学校の分野においても 7人委員会と同様の成果を期待して1905年，その後

8人委員会として知られるようになる委員会を設置した。この委員会も 7人委員会と同様，アメ

リカ，イギリス，ドイツ，そしてフランスの初等学校における歴史の状況を 3年間調査し，レ

ポートを作成し1909年の初めに配布した。 8委員会のレポートも 7人委員会レポート同様非常に

よく受け入れられ，初等学校の歴史のコース・オブ・スタディは，その後ほとんどこの 8人委員

会レポートと同じ文面で出されはじめたという。歴史のコースに関する提案は以下のようであ

る5)

第 l学年

| ーインディアンの生活の絵や物語，謝肉祭や地方史を中心とした教授。

第 2学年

第3学年ーさまざまな時代の歴史的場面と人物。

第4学年一植民地時代のアメリカ史における歴史的場面と人物。

第5学年ーその後のアメリカ史における康史的場面と人物。

若子の公民科。

第6学年わたしたちの祖先の出身世界。

より多くの公民科。

第 7学年一独立までのアメリカ史。

さらに多くの公民科。

第 8学年一独立以後のアメリカ史。

公民科。

この提案の中では，第5学年以上で公民科が提案されていることが注目される。第 5，6学年

では生活と財産の保護，健康，教育，そしてコミニュケーションのような福祉の要素に強調がお

かれ，第 7，8学年では「州と連邦の政治jが主要なトピックとして考察される。しかしなが

ら，この委員会はあくまで歴史を重視し，また歴史と公民は分離して取り扱うものとされていた。

1916年 NEAレポートは中等教育に娘定されたものであったので，この委員会のレポートは1920

年代から30年代はじめにかけてなお大きな影響力をもっていたというへ

③ 1910年 5人委員会レポート

5人委員会は， 7人委員会レポートの幾つかの面に不満をもっていたニューイングランドと中

部諸州の中等学校長の組織からの議顕の結果として1907年に任命された。その不満は， 7人委員
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会レポートにおける古代史分野は年代的に余りにも広すぎるということ，単なる記f意を犠牲にし

て，推理力の育成を強調しすぎている主いうことであった。 5人委員会は，これらの不満の妥当

性を調査すること，すなわち 7人委員会レポートの 9，10， 11， 12学年の再検討を任務としてい

た。その後の調査に基づき 5人委員会は次のようなハイスクールの歴史コースのプログラムの

概要を提案した。

1.紀元前O年ごろまでの古代史。最後の500年間の事件は素早くすませる。

2.イギリスと古代世界との関係の億単な陳述で始まるイギリス史。このコースでは1760年頃

までのイギリスの発展の主婆な方向をたどり，ヨーロッパの全史の主な事実をできるだけ

含み，殊に17世紀以前の事実を入れ，そしてアメリカ植民地史の何かを教える。

3.近代ヨーロッパ史。賢明にあるいは望ましく思える中世の諸制度の後半と，近代の始まり

に関する導入的問題を含み，そして1760年以後のイギワス史の適切な取り扱いをすることo

4.アメザカ史と政治。いつか別個の政治学習が確保されるように配寵される。

このプログラムは，前記の校長たちの不満の他に，ハイスクールの初学年の生徒は古代史に対

して未熟すぎること，近代ヨーロッパ史の無視，アメリカ史からの別々の扱いに備するアメリカ

の政治といった不満を考察した結果とされた。近代の強調，アメリカ史と政治を別個に扱うかま

たは 3対 2の割合で扱うといったことが特徴となっている。しかし， 7人委員会によって提案さ

れた 4ブロック制に臨執していたし，若干の変化はみられるものの基本的には 7人委員会の提案

と変わるものではないとされる7)。

(2) 1920年新8人委員会レポート

8人委員会レポートは全体で 5部からなっている。第 1部は委員長の序論，第2部は初等学校

の歴史の討議，第 3部は第 9学年のアメリカの産業学習のための教授細目，第4部は第10学年の

近代史の教授細[]，第5部は第11学年のアメリカ史の教授細目である。

第 l学年から第12学年のプログラムはレポートの第 1部に示されている。プログラムの全体は

以下のようである8)。

初等学校には，コミュニティに始まり，コミュニティに終わる，あらゆる段階で生徒の経験に

依拠するコースが提案された。これは以下のニつのサイクルからなるものであった。

a.コミュニティの形成。生徒は，現在進行中の gに見える種々の変化の簡単な学習からイン

ディアンの占有していた時代へと遡る。生徒は，インディアンがどのような人か，生活の仕

方はどうだったのか，インディアン自身が語った幾つかの話，そして，白人がどのように来

たのか，開拓時代の白人の生活の仕方，それ以後の大きな変化の幾つかを学習する。この物

語は，どんな時にもコミュニティを離れはしない。この課業は第2学年のために立案される。

b.合衆掴の形成。合衆障の発展において若干の初歩的な事実が選択され，単純であるが関連あ

る物語を形づくるように配寵される。最後に，私たちが今日どのように統治されているのか

という学習が用意される。このコースは以下に示すように，第3学年に始まり第6学年まで

続くように立案された。

第 3学年一ヨーロッパ人はどのようにして大陸を発見し，そこで何をしたのか。発見，探

検，移住の幾つかの基本問題が，ここで例示される。

第4学年一イギリス人はどのようにしてアメリカ人になったのか。 1607年から1783年まで。
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第 5学年一合衆関。 1783年から1877年まで。

第6学年一合衆盟。 1877年以降(半年〉。今日私たちは，どのように統治されているのか(半

年〉。

ジュニア・ハイスクール案は以下の通りである。

C.世界の背景におけるアメリカ。

第7学年一1607年以前の世界。そしてラテン・アメリカ諸国の現在の基礎となった新世界に

おけるスペイン帝国の建設を含めたアメリカ史の始まり。

第 8学年一合衆国の進展と拡大する世界への影響力との関係でながめられた1607年以後の世

界。公民的諸開題の取り扱いを配慮し，とくに最近の時代までの私たちの歴史の

経済的社会的特徴を強調する。

第9学年一コミュニティと国の種々の活動。この諜程は，最近の経済的社会的歴史と商業地

理や公民科と結合させている。

シニア・ハイスクール案は以下の通りである。

d.近代世界。

第10学年一1650年から現在まで、の世界民主主義へ向けての進歩。これは主としてヨーロッパ

史の学習であろうが，また，その他の非アメリカ世界にもなんらかの注意を払う。

強調点、は，政治的動~と蒋舗におかれる。しかしこれらの説明は，偉人の指導力

や重大なあるいは建設的な観念の影響だけでなく経済的変化，発明，発見，宅士会

的再編のなかで追求されるだろう。

第11学年 この課程ほ，独立以来の合衆国交の学習のための背景をなずであろう。その際

に，特別な扱いのために選択されるべきトピックの一覧表を強調し，他の盟々に

おける制度や傾向を批判的に比較する。

第12学年一稜々の社会的，経済的，政治的原理と開題。

以上のようにこのコ…ス提案は，第 l学年から第11学年まで間心門的に拡大する 4つのサイク

ル(コミュニティの形成叶合衆国の形成→世界の背景におけるアメリカ→近代ttt界)よりなる歴

史の系統的学習を主軸として構成されている。そしてそれに，公民科と社会諸科学の学習が関連

づけられる構造となっている。第8学年で公民的諸開題が考慮されるとしているが，これはあく

までも歴史のコースの内部においてである。第 9学年では経済的社会的「歴史Jと，商業 f地

理J，公民科を結合させてコミュニティと閣の活動を学ぶもので， I統合j的なコースとなってい

る。第四学年は，社会的，経済的，政治的原理と問題をそれぞれ系統的に独自に扱うのか，ある

いは社会問題を社会的，経済的，政治的な視点から学習するのかわからない。すなわち「統合j

コースであるのか f融合j コースであるのか不明確なものとなっている。委員会は，今後社会学

者，経済学者，政治学者の協力を得てこのコースを具体化したい旨を表明しているのみである。

(3) まとめ

新 8人委員会のカリキュラム案は，基本的にこれ以前のアメリカ歴史学会の際史教援に演する

方針を受け継ぐものであり，その意味ではあくまでも歴史の学習を主軸に置いたものであった。
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しかし，市民的資質育成という考え方を受け入れ，それを目標に総み入れ，歴史と公民科の他に

社会諸科学をも佼置付けようとした点でこれ以前とは大きく異なっている。提案されたカリキュ

ラムの構造を概括すれば以下のようになる。

第 1""8学年一際史の系統的コース

第 9 学年一経済社会史，商業地理，公民科の「統合」コース

第10""11学年一歴史の系統的コース

第 12学年一社会的，経済的，政治的原理と開題の何らかの形での関連づけをはかる f統

合」もしくは「融合Jコース

歴史以外の社会諸科学との関連に注目していることには着箆すべきだが，しかし，それらの関

連づけの方法については具体的な燥望をもち得なかったものといえる。

1)安藤輝次 f新 8人委員会の示唆するものーアメリカ社会科教育史序説(第 3報)JW社会科研究』第35

号，全国社会科教育学会， 1987， 35-36賞。

2) Report of Committe号 onHistory and Education for Citizenship. The Historical Outlook沌1，1921. 

pages 87-97， pages 119-143， pages 165-189， pages 208-218， pages 247-252. 

3)安藤前掲論文， 37頁。

4)罰中英朗「アメリカ歴史教育史研究序説JW社会科研究』第35号，全国社会科教育学会， 1987年， 13 

京。

5)安藤前掲論文， 44真。

6) Rolla M. Tryon. The Social Sciences as School Subjects. Charles Scribner's Sons， pages 

27-31， 1935. 

7) Rolla M. Tryon. ibid.， pages 31-34. 

8)安藤前掲論文， 40-42頁。

v.全米地理教師協議会1923年大会提案レポ…ト

(1) はじめに

本意でとりあげるマコーネル cw.R. McConnell)のレポート「ジュニア・ハイスクールにおけ

る地理学の位置JI)がいつどのような場で提案されたのかについては本論文冒頭において述べた

ので，ここではどのような問題意識からの提案であったのかを述べておく。

マコーネルは， 19世紀末以来のジュニア・ハイスクール運動の発展について概観して，現在，

それは実験段階を越えて再調整の段階に査っていると指摘している。しかし，ジュニア・ハイス

クールの組織と，それを最も実用的にする方法は未だ発展途上にあり，教育界における卓越した

多くの論者は，再組織の過程にあるジュニア・ハイスク…ルにおける学習計画の重要性を，現在

認めつつあるという。このことからマコーネルは，ジュニア・ハイスクールという制度と理念は

しているが，しかし，そのカリキュラムを含めた経織は未だ発展途上にあると確信し，読者

の注意をジュニア・ハイスクールのプログラムにおける地理の位置に引き付けようとしたので
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あった2)。

(2) 1923年大会提案レポート「ジュニア・ハイスクールにおける地理学の位置j

上記の問題意識から，本レポートは，①ジュニア・ハイスクールにおける地理学の現在の状

態，②ジュニア・ハイスクールにおける社会科としての地理学，③ジュニア・ハイスクール地理

学の目標，④地理学における教材編成の助けとしての「問題J，⑤地理学対融合社会科学 (Unifi-

ed Social Science)のま三つの項gで構成されている。①，②，③では地理学教援の現状，性格，

目標について述べられ，④で方法上の提起を行い，⑤において地理学の独自 J性と他の分野との関

連牲について述べられている。以下11僚に検討する。

① ジュニア・ハイスクールにおける地理学の現状について

マコーネルは，ジュニア・ハイスクールの目的が要求するのは，地理学のコースの維持，改

変，あるいは，完全なる棄却のいずれだろうと問題をなげかけている。そして彼は， 1916年の

NSSE (National Society for the Study of Education)第15年報において，実擦上全ての学校が第

7か第 8のいずれかの学年で 1年間の地理学を必修としていたこと，第 9学年では地理学の必修

はきわめて少ないという現状を明らかにしていることを紹介しながら，一方では諸教科の再編成

に関する諸原理を議論する際に地理学は言及されないという事実があることを開題として指捕し

た。そしてかかる事実は，地理学はジュニア・ハイスクールでは全く提供されるべきではない，

さもなければ小学校で扱われるべきだとし、う意識がそこには存在しているのではないかという危

娯を表明する。しかし，多くのジュニア・ハイスクールで、地理学のコースが要求されていること

を1921年の調査報告めをもとにして示し，ジュニア・ハイスクールという新しい学校制度，現念

が新しい教科観を要求しているなかで，地理学のコースは広く行き渡っていることを線認してい

る4)。

② ジュニア・ハイスク…ルにおける社会科としての地理学

?コ…ネルは地理学は社会科に含まれるべきだとする代表的見解として，社会的な諸教科の項

目は地域社会公民科，初等経済学，歴史学，そして地理学を含んでおり，それらの諸学習のg的

は生徒が自の前の社会的環境を理解し，市民的慣留に関して行動の基準をうちたてることを助け

ることであるという見解を紹介する。さらにいくつかの類似の見解を紹介したあと， ["現在は，普

から強調され続けた地理学の自然科学的な側面から抜け出ょうとするはっきりした傾向と，その

教科に応、期性と社会的重要性を与えようとするはっきりとした傾向jがあることを確認している。

そして，彼は「この強調点の配置転換に満足しておj り，また「その教科の社会的側面は，より

大きな有用牲をそれに与えるであろうことを信じているj と述べた。披は，地理学における社会

的諸側面の強調とし、う額向を肯定的に受けとめ，高く詳価しているのである5)。

③ ジュニア・ハイスクールにおける地理学の目標

さて，以上を前提とするならば，当然ジュニア・ハイスクールにおける地理学の目標も変化せ

ざるをえない。彼は， ["もし地理学が社会科の一教科と考えられるとすれば，そのとき社会科の諸

目標は地理学の諸g標になるだろうj と明言する。そして，地理学の学習はそれ自体がg的であ

るとみなされるはずがなく，いまのところ全く明らかではないが，しかしながら，より以上の正
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確さをもって定義される余地のある目的の実現にむけた手段として考えられるに違いないという。

この目的とはいったい何か。彼は教育の全体自標を良き市民性と位置付け，それゆえ，社会科学

教材の全ては正しい態度と理解と理想、の発達にむかって方向付けられねばならないものと位置付

けるのである。彼は，もし地理学がこの闘機に貢献するなら，そのことは人々が今臼のような社

会的，経済的，政治的生活に知的に参加することを助けるに違いないと考えた。

マコーネノレはまた，持論的課題と結びつけて地理学の目擦をさらに主主体的に展開する。彼は，

市民は国際的諸掃題に確間と立脚することが求められるのだと認識し，それゆえ， r地理学は生

徒たちに，地球上の人々と彼らの諸関連，諸問題，諸科点，不利な諸点についての持続的な役に

立つ興味(それはジュニア・ハイスクールのカリキュラムの他の学習は与えられないようなもの

である〉を与え得る。その学習は，異なる地域と異なる階題の人々の行動へ完全に人間的に入り

こむことを可能とするように生徒の経験を再構成するだろう。その学習は，地球の全ての人々へ

の共感的態度をおびるように生徒安導くだろうj と見通しを語った6)。

@ 教材編成の方法

マコーネノレは，ジュニア・ハイスクールの生徒たちは諸問題を反省、的思考を通して扱い得る能

力を持っており，そして社会科学教材は生徒が学校を出たときに彼らに直面するであろう諸問題

に関連して組織されねばならないと基本的に考えていた。ところが，現実の地理学の学習会みれ

ば，教科書にはあまりに多くの諜が示され，そして，個々の教師は口頭でそれにほとんど何もの

も加えないとL、う批判されるべき状況にあるととらえていた。そこでデューイの理論を援用し，

f問題法jを極めて重視した。地理学教科書の編成は思考を捉進するというよりも，むしろ思考

を搾さえる傾向があり，まずこ地理学の本は我々が子どもに多様な自然的，経済的，社会的環境に

ついて教える事項が書いてある百科事典だという教育分野の著者たちの批判を認めて，多くの異

なるトピックをかかげ，それらについて二，三の簡単な説明をするよりも，日艮られた数の基本的

な教材の十分な発展を与えることが求められるとした7)。

⑤ 地理と総会社会科学 CUnifiedSocial Science) 

地理や歴史や公民科のような数教科の独自性の保存か，あるいはこれらにとってかわる一般化

された社会科学かという，教育者たちの問で大きな意見の相違が存在しているところのいわゆる

統合の需題に関して，マコーネノレは地理学の立場からの見解を述べている。

彼は，次のニつの見解を援用している。一つは，歴史と地理を合成することは間違いであり，

二つの教科は歴史の地理的側面と地理の際史的側面がふさわしい強調を与えられるべきであると

いうことにおいて密に関係すべきだが，しかし，これらの教科の自律的な存在は保護されるべき

だというパグリイ CBagley)の見解。いま一つは，諸問題が必要とするのと同じくらい相互関係

に注意すべきであり，地理的な問題がより素早く歴史の使用によって説明されることができると

きはいつでも康史は使われるべきだし，地理が歴史を分析する助けとなるときは地理は使用され

るべきであって，社会諸科学の学習は普通は歴史と地理からし、くつかの要素を必要とする諸問題

を扱うのだというボンサー (Bonser)の見解である。そして具体例として，もし第7学年でアメ

リカ史のヨーロッパ的背景が教えられる場合，その学年でヨーロッパの地理の徹底的なコースを

関連させることは良いかもしれないということをあげた。

彼はジュニア・ハイスクール段階で、位寵付けられるべき地理の諸原理があると主張し，生徒の
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現在の興味や知る要求を満足させるということだけでなく，さらに，不変の価値をもっ諸原理の

配置を目指すことが重要であるとした。そして彼は fジュニア・ハイスクールがし、かに進歩しよ

うとも，地理がカリキュラムの中で分化した自立的な教科として，あるいは一般社会科学の一部

分としての佼置をしめる」と結論付けた8)。個別科学としての地理学の独自性を震観し，独立の教

科としてか，あるいは独自性を保持しながら地理の学理効果を上げるという利がある限りで一般

社会科学の一分野として他分野との関連を考慮するというのが設の基本的な立場であるといえる。

(3) まとめ

本レポートはあくまでも個人の仕事であり，ここで述べられていることがそのまま全米地理教

師協議会全体の思考であるとはいえない。しかし，本レポートは全国大会への問題提起としての

レポートであり，地理学の教事まに関係する人々の捕で，社会科と関連して新しくどのような問題

が意識されはじめていたかについて一定知り得るものと考える。

カリキュラム案を提示しているわけではないので，カリキュラムの構造を通しての考察は不可

能であり，他分野との関連，社会科のなかでの位重量などについての認識は明確化し得ない。以上

のような限界宏ふまえながらもいえることは，次のことである

①ジュニア・ハイスクールの発展に伴い，教育の目的として良き市民'性を中心に置くことを重

視し，その中で地理学の社会的側面が強調されてきたということ。また市民性の要件として国際

的問題への立脚ということをあげていることは注目すべきである。

②社会的諸問題の科学的理解が重視され，網羅的知識の教え込みへの反省から，教授方法上の

「開題法jへ注意を向けていること。

③基本的に教科の独自性を重視していたということであり，他分野との関連については，分化

したそれぞれの教科が関連づけによってそれぞれに効果を発揮する限りにおいて考えられるとい

うこと。しかし，社会科の臼的が地理の目的になるという形で，社会科としての地理学を意識し

ており，科gの「統合J的な考えはうかがえる。

最後に，学校教育における教材の組織を，誰がどのようにすべきかということについての興味

深い意見が述べられているので引用しておく。「委員会が組織され，特定の学年にある内容を割

り当てることができるというような考えを我々は捨てねばならない。そしてこのような委員会の

意見によるコース・オブ・スタディを公式化するやり方の代わりを，科学的研究がするという試

みを教育者たちと協力して行なう用意をし，成し遂げねばならない/)というものである。本論で

取り上げた他の諸学会が委員会を組織し，レポート提案を行なうという形で活動を行なっていた

こととは対照的である。

1) W. R. McCnnell. The Place of Geography in the Junior High School. The Journal of 

Geogァaphy，pages， 49-58， February 1924. 

2) W. R. McCnnell. ibid.， pag告s，49-50. 

3) J. H. Rog告rsによる読査。 SchoolReview， March 1921. 

4) W. R. McCnnell. The Place of Geography in the Junior High School， pages 50-51 

5) W. R. McCnnell. ibidリ pages51-52. 

6) W. R. McCnnell. ibid.， pages 52-53. 
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7) W. R. McCnnelJ. ibid.， pages 54-55. 

8) w. R. McCnnelJ. ibid.， pages 55-58. 

9) w. R. McCnnell. ibid.， page 58. 

羽，社会科学関連諸学会相互の協力と社会科団体との関係

(1) 社会科会問委員会の組織

IうI

1922年に，いくつかの学会の代表が集まって社会科に関する提案を行なうことをg的とする合

同委員会(学校における社会科への提案のための合同委員会，以下ただ合同委員会とのみ記す)

が組織された。ここでは，この合問委員会が組織された経緯とその後の提案の内容について述べ

る。

L.C マーシャル1)の呼び掛けにより，アメリカ経済学会経済学教授委員会，アメリカ致治学

会，アメリカ社会学会，実務学校連合からそれぞれ 2--....3人の代表が出席して非公式の会合が志

たれた。この会合において，上記のそれぞれの学会が，合同委員会に 2名の代表を任命し，中等

学校における社会科の適切な提案についての研究を続けていくことと，全米社会科協議会(次節

参照〉との協関が適当であることを証明すベく行動を起すことを，それぞれの学会に提案するこ

とが非公式に合意され，また問時に，この会合に代表が出席していなかったアメリカ歴史学会，

全額地理教師協議会へも提案することが合意された2)。翌年には，合同委員会は社会科の目的と

社会科の各分野への各学会の独自の貢献についての定式化の試案をつくり，これを各学会の機関

誌に掲載し議論を呼び掛けることとした。そこでは社会科の目的と，社会科への各学会の独自の

貢献について述べられている。

社会科の目的とされたのは， a.綾織化社会 (organizedsociety)における生活が意味することの

自覚。 b.我々はし、かに一緒に生活するかということについての認識。 C.一緒によりよく生活する

ことに先立つ諸条件の理解である。これは，アメリカ経済学会経済学教授委員会レポートにおい

て示されたものと悶じである。

各学会各々の専門分野の学留を関連づけて社会科を構成することを前提とし，それぞれの分野

の社会科への独自の貢献について端的に示している。長くはなるが以下に抜粋引用する3)。

⑦ 社会科への腫史学独自の業献

社会科への歴史学問有の貢献は，人間の諸事件と活動を実際に起こったように表現することで

ある。その導きの原理は連続と発展である。従って，これらの諸事件や諸活動は，孤立していて

関連性がないとか，等しく重要だというようにはみなされない。各々の状況や事件が，それ以前

に起こった何か，そしてそれ以後に起こった何かと関連していると考えられる。諸々の状況や事

件は，それが発展のいくつかの道筋に光合あてることに役立つ隈りにおいて重要だと思われる。

より簡潔にいえば，そのとき歴史学の特別の，特有の機能が発展を跡付けるということである。

歴史学は人類の発展における連続する諸段階を確認し，それを明らかにすることを助ける。歴

史学は常に，現在の人々の記櫨を過去へ引きのばし，彼らが彼らの現在の出来事についての判断

を形成するのを助ける見通しを与える。歴史的にみると，我々の最も価値ある観念は，これまで

に深く定着しているように思える。しかし，世界は調整と変化の絶え間ない過程を経ているよう

にみえる。最後に，歴史学は我々の今日の諸制度と諸問題の背後に横たわっている人間の諸活
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動，諸決定，諸成果の知的な概念を生徒たちに与えることを求める。

② 社会科への経済学独自の貧献

社会科への経済学独自の貢献は，経済はそれによって人間の生活が成り立つ過程を生み出すと

いうことの理解を与えることである。人間の活動の非常に大きな部分は生活を成り立たせる諸過

程に捧げられている。我々の世界において最も重要なもののうちの一つは，自然は訳もなく望ま

れた商品とサ…ピスの全て，あるいはその大部分を供給するわけではないとし寸事実である。そ

れ故，我々は暮らしを成り立たせるために努力する。このことは，我々は望まれた目的を獲得す

ることに有効な手段の選択と利用のうちに節約(言葉の最も広い意味において)を学ぶというこ

となのである。これらの諸活動は我々の経済活動である。それらは集団生活において大規模に続

けられ，最も偶人的なときでも，それらは集団生活によって影響される。その上経済学は，共に

生活することが意味することの理解と共に生活するための本質の理解をよく捉す。なぜなら，経

済学は生活維持の社会的過程の観点からみて発展している社会の構造と機能を明らかにすること

を助けるからである。

経済学は，例えば，専門化，相互依存，共同の努力，自然との技術的調い，財の生産と分配の

貨幣的機構，賃金制度のもとでの労働の雇用，市場交換，層際的経済関係，私有財産と自由競争

の仕組み これら全ては，我々の現在の社会組織の肝腎の部分となっているのだがーなどの側面

を切らかにする。また，我々が働き，共に生活できるようにすることに関する，これら全ての機

能を経済学は良く示す。これらの経済的諸過程に関しての，確かな一般論あるいは諸法則が引き

出され，それらは指標あるいは手引きとして個人と集団の役にたてられている。

もし人々が諸過程への案内において知的な役割を獲得するなら，民主主義のなかで互いに良く

生活することが進践するだろう。これと関連して，経済の一般論に関する広範な知識が有るべき

だということが特に重要となる。我々の諸活動のある大きな部分が経済的活動となって以来，

般的福祉，貿易，輸送，金融，関連する競争の諸問題，資本と労働の結合，所得の分配等は，常

に社会的福祉に影響を及ぼす経済活動を制限，調務，促進したりする全ての社会において注意の

大きな部分を向けられるだろう。もし民主主義が成功するなら，その構成員の大部分が経済の諸

問題に知的な判断を下すことを学ぶに違いない。このことは彼らが我々の経済生活の一般計画あ

るいは機構を知り，圏内的掴際的関係の双方における経済法則の存在とその性質の理解に達した

ときにのみ可能となるだろう。

③ 社会科への政治学の独自の貢献

政治学は国家の学習であり，その用語は政治的組織のあらゆる形態を含む。それは人関の生活

を政府と法のもとに組織されたものとして論じる。政治学の役会科への独自の貢献は，法による

社会統制と政府の活動による一般福祉の増進への環解を与えることである。

政治学は国家の機構と行動の学習を含み，また政治的機構と活動の根庇にある諸原理と諸理念

の学習を含む。それは国家に統制されている人々の間の関係と，圏雲まそのものと人々の関係，政

治的統制下の関際生活のそれらの諸側面を論じる。それは個人の自由のために致治権力を諏整す

る開題であり，国家の方針を形成し，明示し，達成することを通して諸機関の拐の政治権力の配

分を決定する問題であると浬解される。政治学は富家の一員としての諸権利と諸責任の意識と法

の重要性を偶人において発達させようとする。それは政治的，国際的出来事における判断を形成
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する基礎として，感情や先入観を正確な情報と知的な見解にとって変える。

④ 社会科への社会学の独自の賞献

社会科への社会学独自の貢献は，個人の進取の気性や自然関係は十分考慮されるのであるが，

人間の生活は他のどんな因果関係よりも，その社会的環境によって条件付けられてきたというこ

とを明らかにすることである。多くの相互に関連した諸集団からなり，様々な原因によって条件

付けられた多くの相互依存の活動の全てを保持する一つの構成体としての社会の研究から社会環

境の認識ははじまる。これらの閤果関係の多様で複雑な特徴は統計的な取扱いを必要とする。社

会学は家庭，学校，近隣，群衆，公衆等入院が触れ合うところはどこでも常に現れ世論や習噴や

慣曹を生じさせる，諸個人の聞の因果関係の多様な形態を研究する。

社会学はまた，社会的活動のすべての形態に影響を及ぼす人口の諸問題を研究する。たとえ

ば，人口の大小の結果や，散在そして密集した分布の結果，人口を構成する個人の賓の差異の結

楽，また人種や家系の遺伝によって決まる彼らの先天的な特徴，流行した悪徳や病気や職業や生

活様式から生じる後天的な特徴等。社会学のこの分野は移民，優生と公衆衛生の諸側面を含んで

いる。

社会学は貧閣と犯罪の原因とその防止と対策を研究する。社会学は社会の起源と進歩の方法を

明らかにする最も原始的な社会を含み，異なった種々の社会の比較研究を行なう。

社会学の研究は，社会的共同の主な障害物である先入観と偏狭な信念を，そのような先入観が

基本的諸問題に合理的判断を下すのは不可能であるような年令でほとんど形成されるということ

と，圧倒的に多くの場合，互いにまったく板本から違っている人々は，もし似たような経験に

よって彼らが形成されてきたなら似た意見や感情をもっているであろうということを明らかにす

ることで，消し去る傾向がある。

社会学は，以下のことを腕らかにするがゆえに，教育の目的に関する明確な視点を与える。す

なわち，人間の本性は社会的に取得された第ニの本性で、あり，もし生まれたときから全ての社会

的接触から締め出されたとしたら，人は不完全な野蛮人や言葉を知らない獣のままであろうとい

うことを。社会学は，その社会的接触の影響の研究によって，教育の方法をはっきりさぜる。そ

して社会と偶人との捕の関係や諸集団の相互依存関係の研究によって学校での道徳確立のための

教材を提供する。この研究は，全ての社会生活が共同作業である事実を十分に明らかにして提示

する。それは協関の精神を喚起する傾向がある。それは倫理的な要求と倫理的動機の起源の根拠

を明らかにする。

⑤ 社会科への地理学独滋の賞献

地理学の社会科への翼献として，それは自然の環境と人間の分布，特質，諸活動の関の関係を

示すことによって，社会の発展の物質的基礎としての地球の状態と資源の理解を与える。

この，人間と自然環境との需の関係の理解は，特定の諸地域に住む人々の特定の諸集団の比較

研究を通して得られる。このような学習は，異なる人々における変異がどのようにそれぞれの環

境の影響を反映しているかということを示す。かつ，それは多くの場合地理学的諸原理の発見を

導くものなのである。これらの諸原理あるいは諸概念の知識は，資源、を有効に利用する知恵の理

解に特に貢献する。そして多くの場合，人間の環境へのより謂和した調整へ向かう道を指し示す。

人々の違いが自然環境における違L、からある程度生じるとし、う認識は，ややもすれば誤解され
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るような性質と態度の説明に鍵を与えるような共感的理解を促進することを助ける。

世界の異なる部分の様々な地域の人々についての学習は，彼らの相互依存をより傍らかにする。

そして人々のそれぞれの集団に影響を与えている環境が，輸送と通信の手段を通して地球全体を

実際にとり関んできたという事実を明らかにする。このような棺互依存の関係から引き出される

統一体としての地球の観念は，社会科へのもう一つの地理学の貢献である。そして，それは世界

の事情の理解にとって不可欠である。

(2) 余米社会科協議会との関係

(1)で示した合同委員会はその成立以後，全米社会科協議会との協力関係を形成していった。全

米社会科協議会 (NationalCouncil for the Social Studies)は， 1921年 3月38アトランティック

.シティで行なわれた全米教育協会視学部 (Depertmentof Superintendnce of the Notional 

Education Association)の会合の席で組織されたものである4)。この組織はその後，雑誌“The

Historical Outlok" (W歴史燥望D発行人兼編集者のA.'7ッキンリイを中心とする大学の康史の

教授たちに引き継がれ，この雑誌が協議会の機関誌ともなった。後にこの協議会は全米教育協会

傘下の社会科教育部となり，アメリカ歴史学会と共同で雑誌“SocialEducαtion" (W社会科教

育Dを発行することとなる5)。

1923年には，次の人々によって構成される集団の管理下に絞織管理の部署が置かれることとな

る。①年次大会で選出される 3ないし 4人の役員，②“TheHistorical Outlook"の編集者，③以

下の諸組織からの 1人の代表ーアメリカ歴史学会，アメリカ経済学会，アメリカ政治学会，アメ

ザカ社会学会，全臨地理教師協議会，全米教育協会視学部，全米教育協会の初等・中等・師範学

校部，全米教育大学教師協会，ニュー・イングランドその他の地方歴史公民科教師協会。

これにともない，合同委員会のそれぞれの学会は全米社会科協議会の指導部へ各々 l人の委員

を出すこととなる。こうして合同委員会と全米社会科協議会は組織的にも関係を強めていくこと

となった6)。これ以後，社会科に関しての議論は，各々の学会の機関誌におけるよりも全米社会科

協議会の機関誌“TheHistorical Outlook"においてなされる場合が多くなっていった。

1)アメリカ経済学会および実務学校連合の社会科に自書する委員会の委員長であった人物。

2) Third Annual Report of the Committee on Teaching of Sociology in the Grade and High Schools 

。fAmerica. Publications of the American Sociological SocietyXVl ， page 255， 1922. 

3) Fourth Annual Report of the Committee on the Teaching of Social Science in the Schools 

Publications of the American Sociological SocietyXW ， pages 220~224， 1923. 

4) A National Council for the Social Studies. The Historical Outlook苅， May 1921， page 190. 

5)岡津守彦「アメリカにおける社会科の歴史と発展JW現代教育学12 社会科学と教育 1JI岩波警底，

1961年， 248-281頁。

6) Fourth Annual Report of the Committee on the Teaching of Social Science in the Schools， p呈ges

217~218 
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おわ りに

以上，アメザカ社会科成立期における社会科学関連諸学会の社会科に関するレポートについ

て，提案されたカリキュラムの構造に注目して検討してきたが，そのなかで明らかになったのは

次のことである。まず，本論で取り上げた諸学会は，すべて市民的資質育成ということを社会科

の目標として強く意識し，各々専門の立場に立ちながら，そのとらえかたには若干の相違がある

にしても基本的には社会科を「総合j的な教科と認識し提案を行なっていたということである。

また，諸学会は理論上の提案にとどまらず，実践的にも相互に協力するための委員会を組織し社

会科の専門間体とも協力関係を築いていったことにみられるような問題意識が各レポートに色濃

く反映していた。

この時期のアメリカを特徴づける，一定の経済的繁栄と，その一方での都市問題，都市と農村

との摩擦，移民の増大等々を反狭し，時論的な課題を様々な立場から強く意識していたことが

各々のレポートに見え隠れしている。そういった意味で，これらのレポ…トにおいて主張された

市民J性の重視の具体的意味内容は質的な違いももっており別の検討を要すると考えるが，さしあ

たり，各学会が市民的資質育成と社会科学教育を統一的にとらえようとしていた事は大きな意義

のあることであったと確認しておきたい。このことは，全園地理教師協議会以外は「融合」コー

スも指向し，社会科の呂標のために各専門分野を関連付けるという構造ととともに，教育の系統

としての独自性を強くもちえるような教科構造をも構想し，それらの統ーとしての教科の「総

合j性が，、明示的ではないにせよ主張されていたということにあらわれているのである。

ただ，ここで住意しなければならないのは，社会学，経済学，歴史学の各学会は「融合j コー

スを提案していたといっても，その f融合j観はそれぞれに異なっていたということである。ア

メリカ社会学会は第 9学年と第12学年で「融合」コースを提案した。ただし，社会問題を通して

専門分野の学習をおこなうことと，社会問題を多角的に学習することの腕分けが暖妹であった。

経済学会は第6学年まで一貫して「融合j コースを位鷺付けているが，第 7学年以降は徐々に専

門分化していくようなコース提案となっている。経済学会の提案にみられる「融合Jコースは，

総合から専門分化へとし、う論理のなかでの，すなわち未分化としての融合とし寸位置づけとなっ

ている。アメザカ歴史学会は第12学年において，社会諸科学を社会問題に焦点づ‘けたコースを指

向はしていたが具体的な提案には筆っていない。また，アメリカ政治学会は第12学年の社会問題

のコースを支持しながらもその基盤となるコースに関わる提案をなしているのみである。

今後の課題は，一つは上述のようなカリキュラム提案が具体的に影響宏与えたプランや実践の

変還をたどることである。成立期には腰昧さはもちながら「統合j と「融合jの統ーとして f総

合J的な教科として構想されていたのに，何故その後コア・カリキュラムのようなものが主流と

なっていったのか論理内在的に検討しなければならない。また，上述した異なる「融合」観がど

のように展開したのかとし、う検討も課題である。現在の日本の公民科における「融合j科目とし

て f現代社会jがあるが，これを高校 1年に設置する場合と高校3年に設置する場合の位置づけ

の違いを検討する擦の示唆を得られると考える。二つ自は，そのような検討をふまえながら，日

本の「社会科」をアメリカ社会科との比較と関連づけのうちに検討することである。たとえば，

成立期アメリカ社会科における「融合Jコースとしての公民科の影響を当時の臼本が強く受けて

公民科の設置に至った経過とその実態の解明，また，日本の初期社会科の高等学校一般社会，時

事問題の実鰻と，その消滅の過程を採ることをアメリカ社会科における

コースの実態と変遷との比較，関連づけのうちに行なうことなどである。

の諸問題j


