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• Background on moral education and its reform

• Progress of this researcher’s methodology since 2015

• Progress of this researcher’s theoretical framework since 2015

• Summary of finding

• Future directions

How to think about the presentation

• Are you interested in researching moral education?

• Are you interested in research education practice in the context of 
reform?

• Generally: how does a research project develop?

• Something else?

現代の道徳教育
• 道徳教育は、思いやり、社会的な態度、健康的な生活の習慣、
その他をはぐくむ。

• 道徳教育は、指導要領上の構造と時間にとどまらず、学校の
教員に議論されるトピックになる

* 一般理論を発展させるため、日本をケースとする

• 教員集団は、一般的に、道徳教育は重要と受け止めている

• 道徳教育は「道徳の時間」・道徳科より、広範囲で複雑

• 2015年、文部科学省が、内閣府の下の「教育再生実行会議」
の答申に従い、道徳教育を強化、教育の要（かなめ）になった。
2006年、道徳性と「国を愛する」という目的が教育基本法の改
正で入れられる。

Modern moral education classtime

• どのように道徳教育の時間は実践されているか?

• 読み物の登場人物に共感する；できごとの中でみえ
る人物性や価値観

• 情動的なアプローチ（教育法）

• 日常（生活）の指導の中で、学習した価値観の枠組み
に触れる

• ルールを支える相手や他人への思いやり。（「他の人
が望むもの」への共感→「社会が望むこと」の抽出）

• 日常生活につながる読み物、

• ジレンマシナリオに対する理論づけ（中学校）

• その他のアプローチ（地域によって異なる）

• 革新的な実践はほんの少し

Relating mainly to the self
• autonomous living, self-discipline, freedom and responsibility
• (self-)moderation
• ambition to improve oneself, self-improvement
• aspiration and courage, self-control and strong will
• pursuit of truth, creativity

Relating mainly to relationships with other people
• omoiyari (interpersonal consideration for other humans), gratitude
• comportment
• friendship, reliance and trust
• mutual understanding, accommodation

Relating mainly to relationships with nature and the sublime
• reverence for life
• care for nature
• awe and reverence for the sublime
• to enjoy life more

Relating mainly to relationships with groups and society
• observance of laws, civic virtue
• fairness justice and social justice
• participation, public spirit
• labour
• love of family, enrichment of family life
• respect for tradition and culture, love of the country and local area
• understanding other countries and peace

学習指導要領 (2008, 2017)

Theoretical framework (1)

Cultures of teaching (日本の)指導文化

Shared beliefs and practices 共有される信条と実践

‘These beliefs are widely shared, components of what Anderson-
Levitt (2002),calls a ‘‘指導の国民文化’’ what Bruner calls a ‘‘folk 
pedagogy 民俗教育法’’  ‘‘どのように子供は学び、教師は教え
るべきかということについて埋め込まれた文化的信条から発生

する当然の実践’’ (Bruner 1996: 46)として定義される;  
Wierzbicka (1996) の言う‘‘文化的文法,’’ and what refers to, 

following Geertz (1983) and D’Andrade (1995), に賛同してBruce 
Fuller (2007)が提唱する ‘‘文化的モデル’’ ‘‘ものごとはどう在
るべきかについての親や教師の暗黙の知識’として定義される

(2007:74)’.
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Theoretical framework (2)
Neo-institutional analysis

現場の執行官(Lipsky, 1983): ‘政策は、（教員の）個人的な受け取り
（通訳）により変身する。ポリシーの結果は、最前線の人（教室の中
の教員）次第である。’
a policy is transformed as individual [teachers] interpret and respond 
to it. What is actually delivered or provided under the aegis of the a 
policy depends finally on the individual at the end of the line’ 
(McLaughlin , 1987, p. 174). 

機関、そのものの性質として、外部から隔てられた横と縦の人間関
係と、専門領域での学びの体系的なプロセスの両方を統合している
Institutions, by their nature, incorporate both horizontal and vertical 
relationships in relative isolation from outsiders, and incorporate 
systematic processes of learning within the professional domain (see 
Cave, 2016, pp. 177-182, 220-227). 

Theoretical framework (2)

Neo-institutional analysis

初期の理論(Lipsky, 1983; McLaughlin, 1987; etc)は、政策が打
ち出した変革への保守的な反対を仮定した

後期の発展した理論は、機関として共有される信条と実践に関
連づけて、政策の実践／実演Enactment（「演じる」）を考慮

- 漸進的な改革は、基本的に共有される信条と実践に矛盾し
ないから、保守的な反対を起こさせない (Cuban, 1992)

- 根本的な改革は、抜本的な変化を要するので反対を起こさ
せる.

Theoretical framework (2)
Neo-institutional analysis: 

examples in Japanese education

• ゆとり教育 1998(とその前) – 2006(約)

‘studying reform in an ‘embedded context’ can overcome the 
limitations of rational choice models that see positivist reductionist 
analyses of policy’ (Bjork, 2016)

Cave summarises, ‘to a significant extent, the content of the program 
amounted to existing activities, sometimes in an elaborated form 拡
張化, and had been given a new label. Schools thus appropriated 乗っ
取った Integrated Studies rather than simply implementing 実行 it, 
adapting the programme to their own concerns in ways that were 
sometimes close to its original curriculum intentions and sometimes 
far from them’ (2016, p. 221)

Early method [2015]
Classroom ethnography 教育現場エスノグラフィー

• 現場での研究

• 教員、校長、教育者（、生徒、行政）から話を聞く

• 多層的な意味を探る

• 政策分析

• インタビューは政策に対する批判的視点を起こす

• 見学はインタビューに対する批判的視点を起こす

• インタビュー参加者との再会話は研究者の理解に対す
る批判的視点を起こす

• など

Method
What can we observe?

Jackson (1993, p. 42)
Easily observed
1. 学習指導要領
2. 学校の年間計画カリキュラム
3. 日常の行事・儀式・礼儀
4. 視覚的情報・ルール
5. 雑談で言われたもの
Not easily observed
6. 自律的管理・暗黙の統制
7. カリキュラム構造における価値観
8. 価値(観)の表出

教室で見える

遠くからでも見え
やすい

長期のエスノグ
ラフィーによって

見える

Previous results (Bamkin, 2016)

教員が理解する道徳教育の目標（目的）:

• 思いやり

• 頑張り

• 振る舞いや作法

• 基本的な生活の習慣

教員が理解する道徳教育の目当て（意図）: 

• 他人と共生できる（暮らせる）

• 思いやり
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Previous results (Bamkin, in prep)

アプローチ (エスノグラフィー的な分析)

• 道徳の時間の指導に、日常生活の例・
内容を取り入れる

• 道徳の時間は、道徳的なことを習う一
番主な現場ではない可能性もある

• 道徳の時間のトピック・会話は基準点
となり、他分野（例えば掃除・遊び・部
活動・その他活動）での指導を支える

以前の結果 (Bamkin, 2018a)

教員と教育者:

• 道徳教育改革の主な目的は愛国心（ナショナリズ
ム）を高めることだと捉えた (2015年だった)

• 愛国心に懐疑的

• 懐疑的な内容は避け、創造的に教科書を使い理
念的な変化を制御する自信を持つ。

• 政策を覆しながらも（政策の）要求を満たす戦略の
実践例

• 新しいアプローチに反対しない

Incremental / fundamental reform (Cuban)

Moral education reform (2015)
• 教員は愛国心に反対

• (点数的ではない)評価を行うために、時間を費やす

• 専門家としての価値（共有される信条と実践）を守るために、
教科書を「創造的に」使いこなす自信を持つ

• 政策に反発しながらその要求を満たす戦術を実践している例

Significance:

• 教員と教育が政策を媒介する

• 政策は教育の現場（教室で習うもの）に影響を与
える、その影響は複雑

• 実践についての研究を、改革の文脈において再
構成する必要性を特定した (Bamkin, 2019)

改革の文脈から現場を研究しよう

“Policy makers and senior administrators often 
underestimate, overlook or are oblivious to the 
difficulties of implementing change. The history of 
educational reform has, in this sense, largely been one 
of failure” … everywhere. 

Moral education reform (2015)

• 内容が少し改正された

• 検定済教科書を使わなければいけない

• 質的な評価が規定された

• 道徳教育・授業はすべての学校教育の要（かなめ）となる

• 学校は、道徳科のために年間指導計画を策定する必要。
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Theoretical framework (3)

Enactment of policy / Policy ethnography

Ball (1994), “Policies do not normally tell you what they 
do, they create circumstances in which the range of 
options available in deciding what you do are narrowed 
or changed” 

「政策というのは、大抵、何をするかを語るわけではな
く、何をするか決めるに当たり、その選択肢の幅を狭
めたり変えたりする状況を造り上げる」

後期の研究手法

Enactment of policy / Policy ethnography

• 政策分析。学習指導要領・教科書・中央教育審議会
（文科省）・教育再生実行会議(内閣府の下)などの意向
を理解する

• エスノグラフィーのフィールドワーク
• 政策は、観察やインタビューにおける視点に批判的視点を与える

• (教育学的な分析)

• 実際に起きている改革とその理由を観察する
• 縦断的（bitemporal）な分析
• 小学校だけでなく中学校でもデータを収集

Current research questions

1. どのように、道徳教育の地域での実践が変わっ
ているか。国の改革政策の意図との比較。

2. どのように教員（学校という構造、機関的な信条
と価値観）が国の道徳教育改革の実践を媒介し
ているのか

3. 国の政策と地域の学校との関係は何か。その
関係は、教育と日本国家の社会政治的な関係
の理解に当たり、何を明らかにしてくれるのか。
（国(state)・個人・学校の関係の理論化。）

教科書、指導要
領、ポリシー

象徴的な意味
政治的な意義

現場・Classroom
生きた意味
教育的な意義

研究が多い (Bamkin, 2019 in press) ((教育的な含蓄は間接的))

1. 道徳教育の実践

2 & 3. どのように教員・教育者が、改革を媒介／実践
するか。改革の時代の研究

Significance:

Limitations / 新たな論点

• Messo-levelの分析
• Managerialism / 新自由主義の論理
が適当？

• 内閣(府の会議)と文科省の関係

• (urban / rural divide)

Policy
Curriculum
指導要領

(文部科学省)
象徴的な意味
政治的な意義

現場・Classroom
生きた意味
教育的な意義

1.道徳教育の実践

2 & 3.どのように教員や教育者が、改革を媒介／実践
するか。改革の時代の研究

ポリシー(内閣・
省庁）

象徴的な意味
政治的な意義

ここでもギャップがあるでしょうか？
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Thank you

Discussion
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