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序 

 本稿の課題は、「教材」と訳される二つの語句、subject matter と material を厳密に区別する

ことで、教材を分類する際の新たな視点を提供することである。この新たな視点により、教材を

四分類することが可能になり、教材の新奇さと授業における児童･生徒の「主体性」の発揮を混同

する事態を収拾する可能性が高まる。 

 多種多様な教材を構造的に把握しようとする努力は今なおその途上にある。その中にあって、

近年、教材化の原理を「上からの道」「下からの道」と分類する言説が複数の論者によって提起さ

れている（藤岡 1991）（鶴田 2004）（池野 2009）。日本教育方法学会の刊行物に複数の論者に

よる「上から」「下から」分類が記載される（鶴田 2004）（池野 2009）など、学界においても一

定の承認を受けつつある。 

 しかし、その分類を詳細に考察すると、「上から」「下から」の分類には異なる二つの原理がか

かわっていることが読み取れる。一つ目は背景となる学問の体系性を保っているか否か、二つ目

はその教材によって児童･生徒の興味･関心を喚起できるか、である。両者を峻別しないことは、

児童･生徒の興味･関心を喚起する授業づくりと新奇な教材づくりの混同を助長する危険性をはら

んでいる。二つの原理を峻別し、「上から」｢下から｣図式を四象限に再構成することで、この危険

性を低減することができる。 

 その際、単純に二つの原理をそれぞれ縦横の軸にするだけでなく、教材と訳される二つの英語、

subject matter と (educational) material の区別に注目することで、興味･関心にかかわる原理

を洗練することが有効である。それにより、教師が事前に用意した題材としての教材(material)

から、児童・生徒の学習が実際にそこで生起している事柄としての教材(subject matter)が掘り起

こされるという授業の構造をより正確に反映させた教材の分類が可能になり、subject matter と

material の混同を一因とする教材論の混乱や停滞を収拾する可能性が開かれるからである。 

 

                                                           
＊東京学芸大学 
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1.教材化の「上から」「下から」 

 まず、教材化の「上からの道」「下からの道」とは何かを概観し、そこに二つの原理が混在して

いることを確認するところから始めよう。 

 鶴田(2004)や池野(2009)によってこの概念の提起者と位置づけられている藤岡(1991)は、教材

づくりにおける「上からの道」を「個々の科学的概念や法則、知識を分析し、それに関連してひ

きよせられるさまざまな事実、現象の中から子どもの興味や関心をひきつけるような素材を選び

出し、構成してゆく」と説明し、「下からの道」を「われわれは日常、さまざまな情報に接してい

るが、その中で、子どもの興味や関心をひきそうな事実にゆき合うことがある。そのとき、素材

のおもしろさがまず発見され、しかるのち、事後的にその事実を分析し、おもしろさの意味を反

省して、その素材がどんな教育内容と対応しうるかという価値が見出される｣と説明している（藤

岡 1991:37-38）。藤岡が「下からの」教材の例に挙げているのは、「ダイコンの根はどのように

生えているか（理科）」と、「おせち料理のふるさと（社会）」である（藤岡 1991:39-42）。前者

はダイコンの側根の生え方に規則性があるという「生物学を学習するうえでなんの発展性もない

些末な知識」が「「植物の体でも構造が一定していないものはない」という認識と結びつけ」るこ

とで教材となる例であり（藤岡 1991:39)、後者は「私たちの生活に密着した事象の中から、私た

ちの常識をひっくり返すような事実の連関を明るみに出してゆく（藤岡 1991:41)」教材の例であ

る 1）。 

 藤岡によれば、「上からの」教材と「下からの」教材の差異は、カリキュラム内容（藤岡のいう

教材内容）の体系性にある。藤岡自身の記述に従えば、「「上からの道」は、組織的・系統的方法

であるのに対し、「下からの道」は、非組織的方法であり、落穂ひろい的方法でもある。（藤岡 

1991:38)」つまり、カリキュラム内容の体系性を保ったまま、児童・生徒の興味・関心を喚起す

るような素材を後から付加することでつくられるのが「上からの」教材であり、児童・生徒の興

味・関心を喚起する素材に後からカリキュラム内容を付加することでつくられる、結果的に体系

性が相対的に低くなるのが「下からの」教材である。どちらも児童・生徒の興味・関心を喚起す

るような素材を教材に採り入れるとされている。 

 ところが、後年「上から」「下から」の分類に言及している論者の記述には、児童・生徒の興味・

関心への配慮の程度もまた「上から｣「下から」の分類にかかわっていると読み取れる箇所が散見

される。 

 例えば池野は「下からの」教材について以下のようにいう。「教師が自由な発想で教材を開発し、

教材そのもののおもしろさや子どもたちの興味・関心を引き起こし、授業を改善しようとするの

が、ネタ教材の開発である。（池野 2009:45）」「下からの教材化は、上からの教材化がもつ教育

内容の従属性を脱し、教師の自由な発想を大事にする一方で、体系性や系統性がないため、具体

性やおもしろさだけに陥り、ときには、ものしり、マニアックなものになる場合がある。このよ

うな問題点があるが、教師が教科書教材を乗り越え、授業改善をはじめるには有効な方法である。
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（池野 2009:48）」と。池野が例に挙げる「下からの」教材は、有田和正による「ネタ教材」の

一つである「野辺山のレタスづくり（社会）」である（池野 2009:46-47）。前掲の池野の記述に

も、池野が「下からの」教材と「ネタ教材」を同一視しているかに読み取れる箇所があり、池野

が「ネタ教材」を「下からの」教材の典型例であると位置づけていることがうかがえる。 

 しかし、この記述の直後に、半ば有田を引用する形で以下のような記述がある。「子どもたちが

夢中になったりとても楽しく意欲をもって勉強にのぞんだりできる教材を見つけることである」

と（池野 2009:45）。ここに、児童・生徒の興味・関心を惹く程度が相対的に高い教材が「下か

らの」教材である、と読み取れる余地が生まれている。 

 ただし池野が挙げる「上からの」教材の例は水道方式と仮説実験授業である（池野 2009:38-45）。

周知のように水道方式においてはタイル（ブロック）の操作が、仮説実験授業においては実験の

結果を予想して議論する活動が、児童・生徒の興味・関心を惹きつけて持続させる効果を発揮し

うる。従って両者とも児童・生徒の興味・関心に配慮していないとは言い切れない。とはいうも

のの、池野は「上からの」教材を以下のように説明する。「教育内容から教材を開発する「上から

の道」はある意味、組織的で、系統的な方法であり、教育内容と教材との関係に体系性をもたせ

る。そのため、教材が教育内容の支配下におかれ、教育内容の典型であることが「よい」教材の

第 1 条件となる。教材の良し悪しは教材自体で決定されるのではなく、教育内容との関係で決定

されるわけである。（池野 2009:37-38）」「この方法には、三つの特質があった。第 1 は、教育内

容から教材が系統的体系的に選択されること、第 2 は、教材自体よりも、教育内容の理解が優先

されること、第 3 は、教材は、教育内容の典型、モデルとされ、材料・手段となることである。

これらの特質は、教材が授業の質を第一義的に決めるのではなく、教育内容がそれを決めるので

あり、教材は副次的な位置を占めるということを表している。（池野 2009:45）」ここには藤岡に

はあった児童・生徒の興味・関心が「上からの」教材においても考慮されている、との記述がみ

あたらない。 

 さらに鶴田は、事典という紙幅の限られた中での記述とはいえ、「下からの」教材化を、「教材

の要件としての典型性（教科内容の体系的構造を全面的に担うこと）よりも具体性（子どもが興

味・関心・意欲をもって対象とかかわること）を優先したもの｣「魅力的な素材を選択することか

ら出発して、そのなかに教科内容となるべき知識・技術を見定めて教材化していくという方法｣

（鶴田 2004:206.括弧内原著者）と説明している。これは、体系性と児童・生徒の興味・関心、

鶴田の記述に従えば典型性と具体性が、一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ないトレード

オフの関係にあるかのような指摘である。 

 この指摘は、当初の藤岡の分類とは矛盾するが、実際の教材づくり、授業づくりに即してみる

と一応の説得力を持ちうる。というのは、児童・生徒が教科書をはじめとする「上からの」教材

に十分な興味・関心を示さないことが「下からの｣教材を捜したり自作したりする契機となること

は十分に起こりうることだからである。「下からの」教材のすべてが教師の自作というわけではな



教育学研究年報・第 33 号・2014 年９月 

- 126 - 

いが、それを教師が自作するときにはしばしば、カリキュラム内容の体系性と児童・生徒の興味・

関心がトレードオフの関係にあるととらえられているのである。 

 しかし、教材の体系性と、児童・生徒の興味・関心を喚起する可能性は、論理上は独立した要

因である。この点を看過すると、体系性からの逸脱（教材内容の新奇さ）に気をとられ、児童・

生徒の興味・関心を十分に喚起できない教材が作成されることにもなりかねない。さらに、児童・

生徒の興味・関心の対象が教材内容にとどまり、カリキュラム内容に及ばない、という事態も生

じうる。教育実習生や初任・若手教員が、しばしば学習ゲームのような体系性の低い教材を用い

たがるが、導入部で実施したゲームが終わるととたんに児童・生徒の授業への集中が途切れたり、

時には児童・生徒がゲームの続行を強く望むために授業の本題に入れなかったりするのはその典

型である。 

 

2.「興味・関心」に代わる第二の軸 

 ここで、教材化の「上から」「下から」分類に混在する二つの原理を峻別するにあたり、単純に

二つの原理、つまりカリキュラム内容の体系性と児童・生徒の興味・関心への配慮の二つを二軸

とする四象限の教材分類を行うのでは、混乱を整理するためには不十分である。というのは、児

童・生徒の興味・関心は、必ずしもカリキュラム内容に関する学習を保証するものではないから

である。このことは、彼らの興味・関心とともに購買意欲をも喚起する娯楽産業を視野に入れて

みれば明白である。子どもはしばしば、単純作業で時間を空費するようなゲームに熱中したり、

ある問いに興味を持ってもすぐに「どうして？」と答えを聞き出そうとしたりするが、それらは

通常、授業中の児童・生徒に期待される興味・関心には含まれない。授業冒頭に導入として行わ

れる学習ゲームを時間を延長して続けたいと望むような興味･関心も同様である。授業中の児童・

生徒に期待される興味・関心を、他の興味・関心と区別できるようなより適切な表現で言いかえ

る必要がある。 

 ここで比較的容易に思いつく別の表現に「（学習に対する）子どもの主体性」や「主体的な学習」

がある。確かに、「主体的に学習に取り組む」という表現は、単純なゲームに時間を空費したり、

気になることはすぐに答えを教えてもらおうとしたりすることではなく、みずから調べたり考え

たりする活動をイメージさせる。しかし、教育言説における主体性という語句には教材づくりの

「上から｣「下から」とはまた異なる二つの原理が混在しており、主体性を一方の軸として教材を

分類しようとすると厳密な四象限の分類ではなくなってしまう。というのは、教育言説で主体性

というとき、それはしばしば「子ども主体の授業－教師主導の授業」という二項対立の文脈で語

られるからである。つまり、児童・生徒の意欲・関心を主体性と言いかえると、「意欲的に学習に

取り組むか否か」と「教師に指示されなくても学習に取り組むか否か」が混同されてしまう可能

性を無視できない。この混同により、例えばかけ算九九や逆上がりの習得に必要な、教師が見て

いないところでも反復練習するほどの高い意欲が、「教師に指示されて（宿題として）行っている
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ことだから」との理由で主体性から除外されかねない。 

 しかも、「子ども主体－教師主導」という二項対立は、厳密にいえば見かけだけの二項対立であ

る。というのは、「子ども主体の授業」といえども児童・生徒の学習の対象や内容は教師の許容範

囲内に収まることが暗黙のうちに期待されており、その点で所定のカリキュラム内容の習得を求

める「教師主導の授業」と選ぶところがないからである。たとえば、爆発物（いわゆる即製爆弾・

自家製爆弾）の製造法を調べたり爆発物の設計図を作成したりすることは、たとえ実際に爆発物

を製造しなくても通常の学校教育では許容されない。化学や外国語・情報処理（爆発物の製造法

に関する情報はインターネット上に外国語で記述されている可能性が高い）などのカリキュラム

内容を含んでいるにもかかわらず、である。同様に賭博に関する学習も通常は許容されない。確

率という数学のカリキュラム内容を含んでいるにもかかわらず、である。時にこのような対象が

許容されない理由として「違法だから」と言う教師や教員養成課程学生がいるが、実際にそれら

が違法であるかどうかは別として、「主体性」が法的・制度的規制の対象になるという発想は、人

間を制度の内に組み込んでゆくための教育に直結する。実際には、「違法だから」という教師とい

えども制度の内側でのみ授業を行おうと考えていることは稀であろうから、自分に許容できない

題材を拒絶するための口実の一つとして「違法だから」と言っている、と見なす方が現実的であ

る。つまり、「子ども主体の授業」といえども、学習の対象や内容の多様性は、教師によってある

程度の制限を受けるのが当然であり、そこには「教師主導」の性格が不可避的に含まれている。 

そもそも、「主体性」という語句の原義に立ち返るなら主体(subject)であるためには何かに従属

(be subject to)しなければならないのであり、「子ども主体」と「教師主導」を二項対立ととらえ

ることは「主体性」理解としては一面的である。現に、教育言説において｢主体的な子どもを育て

る｣や「子ども主体の授業をつくる」といった表現は、書籍の表題になることもある（吉崎 1997）

なじみ深いスローガンであるが、それは教師の働きかけの対象（客体）である児童・生徒が、そ

の働きかけの結果として「主体的」になること、つまり教師に従属することによって主体となる

ことにほかならない。「主体性」を教材分類の軸にするならば、これら一連の混乱が持ち込まれて

分類が混乱する恐れがある。 

 ここで、「意欲・関心」や「主体性」に代わる、第二の軸を模索するにあたり、本稿冒頭で言及

した subject matter と material の差異に注目することが有効である。「興味・関心」や「主体性」

と呼び習わされている学習過程の特徴は、subject matter がそこに掘り起こされているか否か、

と言いかえる方が現実をより正確に表現しているからである。また同時に、「上から」「下から」

のもう一方の軸である体系性は教師が事前に用意した material としての教材の性格にかかわる

ものであり、授業中の教師と児童・生徒がその material を介して subject matter としての教材

を掘り起こしてゆく、という授業の構造をふまえた教材の分類が可能になる。 
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3.subject matter と material 

 では、subject matter と material はそれぞれどのようなもので、どのように違うのか。 

教育学関連の英文で subject matter という語句が出てくれば、通常は「教材」と訳される。し

かし、一方では(educational) material という語句が「教材」と訳されることもある。例えば論

文題目の英訳の際に教材を material と訳すことがある。一例として小笠原(2013)では、題目「「あ

る」から「なる」への教材論の論理」は “The logic of the theory of educational materials to 

“become” from “there””と訳されている。 

 

 このような subject matter と  material をめぐる訳の揺れの典型的な例を、Dewey の

“Democracy and Education(Dewey [1916]1966 )”の松野による邦訳(松野 [1975]2011)に見い

だすことができる。以下に引用するのは一つの章、わずか数頁の記述であるが、subject matter

と material が文脈に応じて多様な語句に訳されている。 

 

Attitudes and methods of approach and response vary with the specific appeal the same 

material makes, this appeal itself varying with difference of natural aptitude, of past 

experience, of plan of life, and so on. (Dewey  [1916 ] 1966:130) 

教材に接近し反応する態度や方法は、同じ教材(material)から各人が感ずる特殊な魅力しだ

いで変わり、しかも、この魅力そのものが、生まれつきの素質や、過去の経験や、生活様式

等々の相違によって変わるのである。（松野訳  [1975] 2011:209.括弧内引用者) 

 

The things, the subject matter known, consist of whatever is recognized as having a 

bearing upon the anticipated course of events, whether assisting or retarding it. (Dewey 

[1916]1966: 131) 

事物、すなわち、認識される対象(subject matter)は、事象の成り行きを助長していようと妨

害していようと、予想された事象の成り行きに関係のあるものとして認識されるあらゆるも

のから成り立っているのである。（松野訳  [1975 ]2011:210.括弧内引用者) 

 

In the traditional schemes of education, subject matter means so much material to be 

studied. (Dewey [1916]1966: 134) 

伝統的な教育計画においては、教材(subject matter)は、学習されるべき一定量の内容

(material)を意味する。（松野訳 [1975 ]2011:215.括弧内引用者) 

 

 これらの訳が示唆しているのは、「教材」には subject matter と material という二つの側面が

あり、日本語には両者を区別する定訳がない、ということである。また、Dewey からの第三の引
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用「伝統的な教育計画においては、教材(subject matter)は、学習されるべき一定量の内容

(material)を意味する。」は、当時のアメリカにおいても subject matter と material は厳密には

区別されていなかった（しばしば同一視されていた）ことを示唆している 2)。 

 ではあらためて、「教材」と訳されている subject matter とは何か。直訳すれば「主題になっ

ている事柄」である。辞書的な定義(Oxford Dictionaries Online, http://www.oxforddictionaries 

.com/ 2014 年 4 月 30 日閲覧。ただし訳はすべて筆者による)によれば an affair or situation 

under consideration（熟慮の対象となっている仕事(affair)や状況）である。しかも、動詞として

の matter に（通常は“It doesn't matter.”（それは重大な問題ではない）や“What did it matter to 

them?” （それは何か関係のある問題ですか）のように否定形や疑問形で用いられるとはいえ）

be of importance（重要な） や have significance（意義のある）といった意味があることから、

取り組むべき重大事として主題化され、熟慮の対象となっている事柄を指すと見なしうる。近年

和製英語の一つとして人口に膾炙している「この問題は○○さんのマターだ（○○さんが処理す

べきだ）」という時のマターは、この「取り組むべき重大事」という matter の側面を最大限強調

したものである。また、「subject matter は、事象の成り行きを助長していようと妨害していよう

と、予想された事象の成り行きに関係のあるものとして認識されるあらゆるものから成り立って

いる」というデューイの指摘も、このことを反映している。ある目的を持って行動している時に、

その目的の達成にかかわるものが「取り組むべき重大事」としての subject matter になるのであ

る。 

ただし、Dewey 理論自体の読解を課題としていない本稿においては、「取り組むべき重大事」

という意味での subject matter を日常生活に即して、Dewey より広義にとらえることができる。

たとえば利害関係はないが解き明かしたい謎や、解消せずにはいられない居心地の悪い矛盾など

にかかわる事項もまた、熟慮すべき仕事や状況、つまり取り組むべき重大事としての subject 

matter の一例である。 

熟慮をもって取り組むべき重大事を意味するのが subject matter としての教材であるなら、児

童・生徒はすでに教材に興味・関心を示していることになる。しかもそれは熟慮を伴う興味・関

心であるから、時間を空費するルーチンワークのようなゲームへの興味・関心や、安直に答えを

知りたがるような単純な好奇心は含まれない。一方、本稿前段でかけ算九九や逆上がりを例に挙

げたような、教師の指示に従って反復練習を行うことも、答えや動作の正確さ等に注意を払いつ

つ取り組まれるならば subject matter である。ただし、囲碁や将棋を典型とするボードゲームの

定跡を覚えたり、電子機器を含む遊び道具の取り扱いに習熟したりすることなど、学校教育のカ

リキュラム内容に含まれない娯楽活動が subject matter になることもありうる。カリキュラム内

容と subject matter の関係については本稿の結語にて言及するが、現時点で確認すべきことは、

subject matter としての教材に関する限り、「興味・関心を惹きつけるような教材をつくる」とは

同語反復だということである。児童・生徒が取り組むべき重大事として興味・関心を示すことに
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よって、何らかの事物がその児童・生徒にとっての subject matter になるからである。興味・関

心を惹きつけるように教材をつくることが求められるとすれば、その教材は、material としての

教材である。 

 では material とは何か。前述の松野訳において“so much material to be studied”の訳とされ

た「学習されるべき一定量の内容」がカリキュラム内容全体を指し示すともとれることが示唆す

るように、カリキュラム内容を反映してあらかじめ教師が用意しておくことのできる、通常「教

材」と呼ばれている学習の対象物が material である。たとえば以下のような文章でも用いられて

いる。 

 

The teacher is responsible for seeing to it that the meanings of the materials the student 

grasps are the meanings the teacher intended for the student to take away.  

教師には生徒の把握する教材(material)の意味が教師にとって、生徒に取り出してもらいた

い意味であるようにしなければならない責任がある。(Gowin 1987:63=2000:51 括弧内引用

者) 

 

 この両者、つまり subject matter と material が文脈に応じて時に「教材」と訳され、時には

別の語句に訳されていることが端的に示すように、「教材」の持つこれら二つの側面を指し示す表

現が十分に洗練されていないことが、教材を考察する際の難点の一つであり、教材をめぐる議論

の混乱の一因になっている。つまり、教材には、カリキュラム内容を反映して教師が（児童・生

徒の実態に配慮しつつも）あらかじめ作成して児童・生徒に提示する material としての教材と、

児童・生徒にとって「取り組むべき重大事」として見出される subject matter としての教材とい

う二側面があるにもかかわらず、現在の日本には両者を訳し分ける定訳がないのである。それに

伴って、教材化には教師が事前に material をつくる段階と授業中に児童・生徒とともに subject 

matter を掘り起こす段階の二つがあるにもかかわらず、両者を峻別して考察することも困難であ

る。 

 ただし、教育関係者の間では subject matter と material の差異が直観的に区別されてきた節

があり、subject matter が掘り起こされているか否かにほぼ対応して material としての教材を呼

び分ける様々な表現が用いられている。これまで教育実践家を交えた討議や懇談の席上で用いら

れてきた表現を挙げれば、「活きた教材－冷たい教材」「教材－素材」「問題－課題」等である。し

かし、これらの中から subject matter と material の訳を採用するのは困難である。例えば「教

材－素材」に関しては、論者によっては「素材」という語を教材化される前段階の学問体系や社

会現象を指すものとして使っており（藤岡 1991:37-39）、「素材」という表現を使うこと自体が

議論を混乱させる一因となりかねない。さらに「問題－課題」に至っては、それぞれ problem と

task の訳語として用いられることも多く、subject matter や material の訳語としては不適切で
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ある。半ば口承に属するこれらの表現が各々異なるニュアンスを伴って用いられている可能性も

ふまえて、本稿ではあえて subject matter と material を和訳せず、これ以降 subject matter を

マター、material をマテリアルと表記する。 

 マターとマテリアルの違いは明らかにできたが、教材を分類する第二の軸を、その教材がマタ

ーかマテリアルか、にするわけにはいかない。なぜならば、複数の児童・生徒の間ではもちろん

のこと、たとえ同じ児童・生徒にとってであっても、特定の事物が常にマターになるわけではな

いからである。それまで何の変哲もなかった事物が学びの過程で忽然とマターになることもあり、

逆にさきほどまでマターだった事柄があとから振り返るとなぜそれほど重要に思えたのかさえ思

い出せなくなることもある。Dewey が subject matter を考察する際にタイプライターで何か文

章を打とうとしている場面を例にして「あなたの注意はあなたの業務(occupation)の効果的な遂

行に関係のあるものなら何にでも集中する(Dewey [1916]1966:131=[1975]2011:211．ただし訳文

は訳書に従っていない)」と指摘しているように、「業務の効果的な遂行」をはじめとするその都

度の目標との関係がその都度のマターを規定するのである。例えば何か身体運動を上達したいと

欲するならば、まだ習得していない特定の技術を習得することがマターになることがしばしばあ

るが、習得し終えればもはやその技術はマターにならず、別の技術の習得がマターになる。また、

一つの目標に向けてマターが順々に見出され、完遂されるとは限らない。人はしばしば一つのマ

ターを完遂する前に次のマターを見出す。一つの目標を志向していながらも試行錯誤の結果、第

三者が見れば中途半端な取り組みのままマターが次々に代わってゆくこともあり得るし、目標自

体が変わることに伴ってマターの内容が変化することもあり得る。寝ても覚めても一つのマター

が頭から離れないことはむしろ稀で、たとえ子どもであっても複数のマターに同時並行的に取り

組むことは珍しくない。学校では教科学習に、放課後の習い事ではその競技の技量向上に、休日

には家族で取り組むゲームでの勝利に、それぞれマターを見出すというようにである。時間割に

よって授業内容を変える学校教育にとっては、マターが移ろうことは必要なことでさえある。現

に、ある教科の授業で見出されたマターに別の教科の授業中にも取り組んでいる児童・生徒は、

通常「けじめのない子」と呼ばれる。 

 つまり、マターはいつでもどこでもマターとして「ある」ものではなく、いわばその都度一度

限りの出来事としてマターに「なる」のであり、同様にしてマターでなくなるのである。そして、

それが個々の児童・生徒にとってのマターであることから必然的に、マターは教師があらかじめ

つくっておくことができない。児童・生徒が実際にマテリアルに取り組む過程で掘り起こされる

のがマターである。教師が事前につくっておけるのは、いかに児童・生徒の興味・関心に配慮し

ていたとしても、その体系性のいかんにかかわらずマテリアルだけであり、「マターか否か」をマ

テリアル分類の軸にはできないのである。マターをめぐっては、「そのマテリアルを使用した授業

で児童・生徒のマターが掘り起こされていたか否か」を、児童・生徒の実態や教材づくりまで含

めた授業の過程全体を視野に入れて論じることで個々の実践ごとに事後的に判断するのがふさわ
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II I

III IV

図1　本稿が提案する教材の分類
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しい。ただし、授業中の児童・生徒にとって何がマターであったかをことごとく把握することは

困難であり、全員が同じマターに取り組むこともありえない。同じマテリアルから各々異なるマ

ターが掘り起こされることがあり得るからである。マターに関する事後的な判断はあくまでもマ

ターが掘り起こされていた可能性を相対的に判断するものである。 

とはいえ、マターに関する判断が事後的にしかできないとすれば、マテリアルの分類にマター

の視点を持ち込むことができなくなる。特に、既成のマテリアルは市販の書籍等を介して広範囲

に流通するため、そこからマターが掘り起こされるか否かをめぐっては児童・生徒の実態をはじ

めとする諸要因の関与を排除できず、事後的な判断によるマテリアルの正確な分類は困難である。

したがって実際には、教材を分類する第二の軸は、そのマテリアルの使用が想定される授業に参

加する児童・生徒のおおよその実態に応じて、マターが掘り起こされる可能性が高いか低いか、

とするのが現実的である。 

 

4.各象限のマテリアル 

 かくして、マテリアルとしての教材を分

類する際の二軸を立てることができた（図

1）。再確認するならば、一方の軸は「体系

性の高さ－低さ｣であり、もう一方は「児

童・生徒のマターが掘り起こされる可能性

の高さ－低さ」である。これによりマテリ

アルを四象限に分類することが可能になる。

それぞれの象限について具体的にみてゆこ

う。 

 

1)体系性が高く、マターを掘り起こしやす

いマテリアル（第一象限） 

 体系性が高いマテリアルは児童・生徒のマターになりにくいと見なされがちであるが、必ずし

もそうではない。かつて学校が数少ない知の継承の場であり、就学率も低かった時代には、諸学

問の体系を保ったカリキュラム内容といえども、学ぶことにマターを見出さない就学者は稀であ

ったと推定できる。将来就くことが予見される地位や職業にふさわしい教養としてであれ、社会

移動の手段としてであれ、就学者の多くが各自の学ぶ意義を明確に認識することは現在よりも容

易であったと推定できるからである。さらに、学校のカリキュラム内容はそれが学校で教えられ

ているだけで学ぶに値すると、いわば学校（カリキュラム内容）の権威が承認されているならば、

何かの役に立つかどうかとは別に、児童・生徒がカリキュラム内容の習得にマターを見出す可能

性は高い。 
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図2 「漢字ウォーリーを捜せ」

（近野(1999)・池田(2013)をもとに筆者が作成）

 今日でも、学ぶ側に必然性があれば体系的なマテリアルもマターになりうる。典型的には、学

校教育が社会移動の有効な手段であると認識している児童・生徒は体系性の高いマテリアルの習

得をマターにすることがあり得る。 

 

2)体系性が高く、マターを掘り起こしにくいマテリアル（第二象限） 

 現代ではいわゆる古典や教養がしばしばこの象限に属する。日常生活に直接役に立たず、社会

移動の手段としての有効性も認識されず、知らなくても友人から軽侮の目で見られることもない

ような、古典的なカリキュラム内容は、それ自体に知的興味を感じる一握りの児童・生徒以外に

とっては、マターを見いだしにくいマテリアルである。教育の大衆化に伴って、多くの伝統的な

カリキュラム内容がこの象限に属するようになったことが、教材や授業に工夫を凝らす必要性を

生み出す大きな要因となっている。 

 この象限のマテリアルは、古くはいわゆる新教育運動において問題視されたが、近年では 1980

年前後の「高校全入」や「学びからの逃走」の時期以降広く社会問題化することとなる。 

 

3)体系性が低く、マターを掘り起こしやすいマテリアル（第四象限） 

 これは第四象限のマテリアルであるが、「下から」のマテリアルがこの象限と同一視されかねな

いことをふまえて第三象限に先だって考察する。それにより第三象限のマテリアルの特徴をより

明確化することにもなる。 

 「下からの」教材化が目指すのは、この象限に属することが期待されるマテリアルである。最

も直接的には、児童・生徒の現在のマターそのものに題材を得たマテリアルがこの象限に属する。

例えば無着（[1951]2012）のように、生徒の生活に重圧としてのしかかる、学習過程どころか文

字通り生活全般において取り組むべき重大事である貧困をマテリアルとしてその文字化を推奨す

る実践（生活綴方）を見いだすことができる。今日でも、校区周辺の大規模開発など、児童・生

徒やその家庭・近隣住民の間で話題になっており、かつ賛否が分かれているような重大事をマテ

リアルとする実践が行われている（市川 2009）。海外では、文化資本の格差から学習（作文）へ

の興味を失っている高校生に、彼らが強い興味を示して

いる題材を採用して「好きな武器」というテーマでの作

文を課した実践が報告されている（ベイツ 1995:28-33)。 

 このように、この象限のマテリアルはしばしば教師に

よって自作されるものであり、教育界の一部には既成・

市販のマテリアルへの根強い不信や抵抗が見られる。そ

の背景に、マターが掘り起こされる可能性とマテリアル

が自作か既成（市販）かとの間に相関関係があるとの予

断を読み取ることができるが、既成（市販）であること
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がマターを掘り起こさないことには直結しない。 

 たとえば池田は、小学校段階の漢字がほぼ全部わからない中学一年生に対して「読めなくても、

書けなくても、意味が分からなくてもできる漢字の勉強（池田 2013:138-139）」として、「漢字

ウォーリーを捜せ」という既成のマテリアルを採用した事例を報告している（池田 

2013:132-146）。これは、近野（1999）が考案した、「似たものの漢字の中に、（中略）違う漢字

が紛れ込んでいるのを捜」すワークシートである（池田 2013:140）。池田が作成したシートでは

15×15 の格子状に並んだ漢字の中に二つ（近野によるオリジナルは 10×10 の中に一つ）違う漢

字が紛れ込ませてある。三の中に二、体の中に休、未の中に末、鳥の中に烏、というようにであ

る（図 2)。これにより、それまでは漢字テストの用紙を見るだけで教室から飛び出していた生徒

が、逃げ出さず課題に取り組み、「先生、もっとないのですか？」とさえ尋ねたという（池田 

2013:145）。この時、異なる漢字を捜す活動自体は、高度な知的作業を要しないゲーム的な活動

であるが、その既成のマテリアルが喚起したのはゲーム的活動への興味・関心だけではない。こ

の授業の後、漢字ウォーリーのシートを家庭で自作してくる生徒が現れ、それを契機にパソコン

室でシートを作成したり、似た漢字を捜すために漢和辞典の使い方を学んだり、というように思

いがけず活動が展開し、その間漢字が苦手な当該の生徒は逃げずに授業に参加していたという（池

田 2013:145-146）。このように教師と児童・生徒がともに展開する臨機的な活動の過程は、その

ままでマターになっている。 

 

4)体系性が低く、マターを掘り起こしにくいマテリアル（第三象限） 

 その一方で、体系性の低いマテリアルをあえて教師が自作したにもかかわらずマターが掘り起

こされる可能性を大きく見込めない、という事態も生じうる。池野が「具体性やおもしろさだけ

に陥り、ときには、ものしり、マニアックなものになる場合がある（池野 2009:48）」とするマ

テリアルはこの第三象限に属する。この第三象限の存在を明確に指摘できることは、本稿が提案

する教材分類の実践上の意義の一つである。 

 例えば神谷(2011)は、中学校国語の授業で、円谷プロダクション制作の特撮ドラマ『ウルトラ

マン』とその派生シリーズの何編かを視聴した上でワークシートに取り組む授業を行っている。

神谷の解釈によれば、この授業でマテリアルとなっている特撮ドラマは、「教科書に所載の種々の

作品と同様の深い文学性がある」「世の中には簡単に善悪のジャッジを下すことができない複雑で

多様な現実があることを伝える、問題提起に満ちた｣作品である（神谷 2011:5)。神谷が指摘して

いる『ウルトラマン』の作品解釈は、切通(2000)らの指摘によってすでに同作品の愛好家の間で

は広く知られているところであるが、神谷はまた、「生徒にとって、今や『ウルトラマン』は意外

な教材であり、身近な教材ではありません。初めて見る生徒も多くいます。｣と指摘する（神谷 

2011:4)。これは『ウルトラマン』の制作・放送が断続的である（放送中断時期が長い）ことから

十分にありうる事態である。つまり、『ウルトラマン』は体系性の低い「下からの」マテリアルで
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はあるが、児童・生徒にとってはなじみが薄く、しかもそこから学ぶべきことは「世の中には簡

単に善悪のジャッジを下すことができない複雑で多様な現実があること」であると教師によって

あらかじめ決められている。つまり『ウルトラマン』は、それを身近に感じている人々にとって

は意外かもしれないが、現代の児童・生徒にとっては教科書に所載の昭和期以前の文学作品同様、

教師から提供される見知らぬマテリアルである可能性が高い。 

 とはいえ、仮に『ウルトラマン』のリアルタイム放送を幼児期に視聴していた生徒が参加する

授業でこのマテリアルが用いられたならば、番組を食い入るように視聴していた児童・生徒にと

っては、大好きな子ども番組に教科書同様の深いメッセージが込められている、という意外な事

態がマターになった可能性は現在よりは高い。また、現在でもなお、保護者が熱心なファンであ

るなどの事情で『ウルトラマン』に通暁しており、しかも教師にとって幸運なことにそのメッセ

ージ性に気づいていない児童・生徒がいれば、このマテリアルが「子ども向け娯楽番組とお堅い

教科書との意外な共通点」とでもいうべき居心地の悪い矛盾をマターとして掘り起こす可能性は

ある。 

 

5.マターは体系を超える 

 以上見てきたように、マテリアルの内にマターが掘り起こされる可能性は、マテリアルの体系

性の高さ（低さ）と明確な相関関係にあるものではなく、またそれぞれのマテリアルに固有のも

のでもない。むしろ児童・生徒のその時々の興味・関心のあり方に応じて、同じマテリアルから

マターが掘り起こされる可能性が変わる、つまり属する象限が異なるという性格を帯びている。 

 さらに、用意されたマテリアルの内容や順序が、教師と児童・生徒とのやりとりの過程でしば

しば変更されることが、マターとマテリアルの関係をより複雑にしている。マターの臨機的な掘

り起こしにより、学習の対象となる事物の連関が事前に教師が作成したマテリアルの体系と異な

ることがあり得るからである。例えば、前述の池田(2013)の実践においては、漢字ウォーリーの

シートをマテリアルとする授業の過程で、シートを自作するためのパソコンや漢和辞典の活用と

いう新たな学習活動が採用されている。 

また、たとえマテリアルの内容は大幅に変更されなくとも、その順序が授業中に変更されるこ

ともある。例えば岩下は、円の半径について扱う予定の算数の授業の際、授業開始前から児童の

「ほとんどが、コンパスの頭を持ち、クルクル回して遊んでいた（岩下 1989:183）｣のに対応し

て、授業冒頭の指示をとっさに「ノートにコンパスで円をかいてもらいます。一ページの中に十

こかいてください」とし、授業終了間際に、児童によってかかれた円に即して当初の目標であっ

た半径について説明した実践を報告している（岩下 1989:183-185）。岩下は「子ども達の状況を

見て出発した、思いつきだらけの授業であった。しかし、ありがたいことに、授業となった（岩

下 1989:184-185）」と、この授業が当初の授業計画（そこで想定されていたマテリアルの体系性）

をそれほど大きく逸脱していないと見なしている。しかし、コンパスで円を描くという児童のマ
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ターに応じて授業計画を変更した結果、授業中に言及されるマテリアルの順序は大きく変更され

ている。 

 このような変更は、時として、マテリアルの体系性の高さ－低さを一概に論じられない事態を

生む。例えば佐藤は、英作文の授業で「最寄りの駅はどこですか」を英訳するよう求められた高

校生が「もより」という言葉を理解できない（「モヨリノ」という地名だと誤解した）場面で、教

師が英語の授業中であるにもかかわらず「最寄り」という日本語に関する授業を展開し、生徒た

ちが「「最寄り＝一番近い｣という意味を了解し｣「「最寄り」も「nearest」も、どちらも「最」と

「-est」という文字で「最も」という意味を含んでいる」ことを発見し、授業後には「おい、今

日の授業はよかったな」「うん、『最寄り』って覚えたもの｣と言葉を交わし合っていたという実践

を報告している（佐藤 1996:49-50)。この時、生徒たちにとって未知の語句「最寄り」は、その

ままでマターとなっている。 

ところが、「最寄り」という語句は、英語の授業としては体系を大きく逸脱しているものの、国

語の授業としてみればカリキュラム内容の体系内にとどまっている。ここでは、生徒のマターの

前に、教科という枠がその意義を大きく減じているのである。このような事態は、学習の過程で

は決して珍しいことではない。マターは教科の枠はもちろんのこと、学習と遊びの区別さえ超え

て掘り起こされる。Whitehead は「教育のためには、ただひとつの教科しかありません。それは

千差万別の現れかたがあるとしても、「人生」という教科です｣とさえ述べている（ホワイトヘッ

ド 1986:10）。 

 以上のように見るならば、マテリアルの体系性は、マテリアルを分類する際のわかりやすい尺

度ではあるが、そのマテリアルの適否を判断する主要な視点ではないことが明らかになる。マテ

リアルの適否を判断する際には、少なくとも、どのような児童・生徒理解にもとづいてそのマテ

リアルが授業に採用されたのかが問われなければならないし、授業過程においてそのマテリアル

がマターを掘り起こしたか否かを事後的に判断することも欠かせない。本稿で提案する四象限に

よるマテリアルの分類は、体系性の程度とマター掘り起こしの可能性を峻別し、両者を混同する

ことによる教材論、授業論の混乱を収拾する一助となる。 

 

結語 

 本稿がマテリアルとしての教材を四象限に分類して各象限を縷々考察してきた成果は、マター

とはマテリアルの体系性の程度によって授業に先だって保証されるモノではなく、授業の過程で

教師と児童・生徒がともに掘り起こすものである、ということの再確認である。マテリアルの適

否はこの授業過程を振り返って事後的に判断されざるを得ない一面をもつ。 

 ただし、近代公教育制度の内にある学校教育においては、掘り起こされたマターが当初の授業

計画や所定のカリキュラム内容の範囲に収まっているか否かが大きな意味を持つ。紙幅の都合も

あり、この点に関する詳細な考察は他日を期したいが、現時点での展望を簡潔に述べることで結
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語に代える。 

 端的にいえば、授業の目標が実質陶冶であるのか形式陶冶であるのかに応じて、授業中に許容

されるマターの範囲は異なる。 

 実質陶冶においては、カリキュラム内容の習得自体が期待されるため、カリキュラム内容やそ

れを反映したマテリアルが児童・生徒のマターとなることが期待される。一方、自ら学び、考え

ること、やや広義にいえば学び方を学ぶ形式陶冶では、マターに取り組んで学び方を学ぶことが

目指されるため、マターが結果的にカリキュラム内容から逸脱することも相対的に寛容に扱われ

得る。また、授業の目標自体が授業中に臨機的に設定されることがあり得るため、知識の定着を

目標とした授業中にカリキュラム内容に含まれないマターが掘り起こされ、教師がそれに気づい

ていながらそのマターへの取り組みに教育上の意義を認めてそれを容認する、といった事態も生

じうる。 

 

註 

1)ここで藤岡がダイコンの側根の生え方を予想させる「ダイコンの根はどのように生えているか」

を「下からの」教材としているのに対して、池野は、同様に実験の結果を予想させる仮説実験授

業を「上からの」教材に分類している（池野 2009:43-45）。ここに、「上から」「下から」という

概念に関して論者の間に共通理解がないことがうかがえる。 

2)この混同は現在も完全に終息しているわけではない。たとえば以下のような文章が書かれてい

る。 

 

The assumption in the university is that if you know your subject matter you will convey 

it adequately to your students. (Sarason 1999:4) 

大学では、自分の subject matter をよく知っていればそれを学生に適切に伝えられると仮

定されている（筆者訳）。 

 

 ここで subject matter と呼ばれているものは、それが your （教師の）subject matter と表現

されていることからも示唆されているように、文脈上は material ないしはカリキュラム内容

(curriculum contents)と記述する方が適切である。なぜならば、大学教師が知っているだけで伝

えられると信じられているのは、curriculum contents やそれを各回の講義のためにやや具体化

した material だからである。しかるにこの文中では、educational material または curriculum 

contens と訳されるべき箇所に subject matter という語句が用いられている。 
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Abstract 

 

Two-Dimensional Classification of Educational Material 
to Differentiate between Subject Matter and Material 

 

YAMADA Masahiko 

 

  In this article, I attempt to propose a framework for classifying educational material in 

Japan.  

  Recently, researchers in Japan have proposed a framework to classify educational 

materials as "top down" or "bottom up." These two categories include the following factors: 

academically systematic vs. non-systematic material, and motivating vs. unmotivating 

material. "Top down" material means systematic material that is less motivating, and 

"bottom up" material means less systematic material that is more motivating. This 

framework neglects two logically possible categories: "systematic and motivating” and 

"non-systematic and unmotivating." Moreover, this framework has a pragmatic problem: 

novice teachers tend to misunderstand and come to the conclusion that they should make 

non-systematic material to motivate students, or that only non-systematic material can 

motivate students. 

  In this article, I propose a two-dimensional classification system that measures the quality 

of educational material based on its level of systematicity and its ability to grab students’ 

attention with interesting subject matter. Here I concentrate on subject matter instead of 

motivation, with the intention of overcoming the confusion between educational material and 

subject matter. Both terms are translated into the same Japanese word "kyo-zai." 

Nevertheless, teachers make educational materials before lessons and engage in the subject 

matter with students during lessons. Japanese researchers and educators often confuse 

“kyo-zai” meaning educational material, what teachers offer to students, and “kyo-zai” 

meaning subject matter, what students are engaged in and learning about. This confusion 

prevents the development of theories about educational material and subject matter in Japan. 

I propose that differentiating between the two dimensions of material and subject matter will 

alleviate the confusion. 

  Moreover, I emphasize that materials’ systematicity is not correlated with the level of 

student engagement in the subject matter. This emphasis will contribute to overcoming the 

confusion between creating less systematic teacher-made materials and making lessons that 

engage students in the subject matter. 

 

Keywords: educational material, subject matter, curriculum, lesson study 
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日本語要旨 

 

subject matter と material の差異に着目した教材分類の試み 
－「上から」「下から」分類を出発点に－ 

 

山 田 雅 彦 

 

 本稿の課題は、「教材」と訳される二つの語句、subject matter と material を厳密に区別する

ことで、教材を分類する際の新たな視点を提供することである。 

 近年、教材化の原理を「上からの道」「下からの道」と分類する言説が複数の論者によって提起

されている。その分類を詳細に考察すると、「上から」「下から」の分類には異なる二つの原理が

かかわっていることが読み取れる。一つ目は背景となる学問の体系性を保っているか否か、二つ

目はその教材によって児童･生徒の興味･関心を喚起できるか、である。両者の混同は、児童･生徒

の興味･関心を喚起する授業づくりと新奇な教材づくりの混同を助長する危険性をはらんでいる。

二つの原理を峻別することで、この危険性を低減することができる。 

 その際、単純に二つの原理をそれぞれ縦横の軸にするだけでなく、教材と訳される二つの英語、

subject matter と (educational) material の区別に注目することで、興味･関心にかかわる原理

を洗練することが有効である。それにより、教師が事前に用意した題材としての教材(material)

から、児童・生徒の学習が実際にそこで生起している、熟慮をもって取り組むべき重大事として

の教材(subject matter)が掘り起こされるという授業の構造をより正確に反映させた教材の分類

が可能になり、subject matter と material の混同を一因とする教材論の混乱や停滞を収拾する

可能性が開かれるからである。 

 本稿では、material としての教材を分類する際の観点として、「体系性の高さ－低さ｣と「児童・

生徒の subject matter が掘り起こされる可能性の高さ－低さ」の二つを挙げ、教材を四象限に分

類することを提案するとともに、具体的な実践例の分類を試みた。 

 

 

キーワード： 教材、カリキュラム、授業研究  


