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はじめに

　「デューイ実験学校（Dewey's Laboratory School）」（以下このように，もしくは「実験学校」

とする）に関する研究動向は，今から 10 年ほど前のタナー（L. N. Tanner）の研究 1）により転

換点を迎えた。実験学校に関する新たな一次資料を用いたこの研究を皮切りに，以後，より具

体的で詳細な実践活動を視野に入れた実験学校の分析が行われるようになったのである 2）。

　こうした実践レベルにまで踏み込んだ実験学校に関する諸研究にとって，カリキュラムに焦

点を当てることは重要なテーマの一つだった。このことは，実験学校のカリキュラムに関する

研究が数多く行われることによって，カリキュラムに関する今日的な問題に対して有益な知見

が提示されてきたことからもわかる 3）。

　しかし，大きな課題も残されている。その一つが，実験学校のカリキュラムがどのようにデ

ザインされていたのか，ということである。実験学校に関する一次資料を検討すると，実際に

行われた活動結果としてのカリキュラムだけでなく，計画段階のカリキュラム（コース・オブ・

スタディなど）の存在を見出すことができる。ところが，筆者のものも含めたこれまでの先行

諸研究では，結果として行われた（実施された）カリキュラムに着目する傾向が強く，計画段

階のカリキュラムやそれと実際の活動との関わりを探ることにまで，分析の対象は及んでいな

い。カリキュラムがどのように計画され実行に移されたのか，また，その基底となる原理がど

のようなものだったのかといったカリキュラム・デザイン 4）に関する点を明らかにすることは，

実験学校のカリキュラムに焦点を当てる上で見逃すことのできない重要な研究課題であると筆

者は考えている。

　そこで，本論は，デューイ実験学校の「カリキュラムの計画（planning of a curriculum）」5）

に着目することによって，実験学校のカリキュラム・デザインの形態を解明することを目的と

する。まず，実験学校のカリキュラムに関する取り組みの変化を時期ごとに区分して整理する。
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時期区分を行うのは，実験学校のカリキュラムが教師たち自身の手によって試行錯誤の末に発

展し確立してきたという背景があるためである。実験学校の教師であり，『デューイ・スクール』

（Dewey School）の著者でもあるメイヒュー（K. C. Mayhew）とエドワーズ（A. C. Edwards）

によれば，前期において成功と失敗を経た実験学校の活動は，後期における実験学校のカリキ

ュラムが発展する土台となったという 6）。そのため，例えば計画レベルのカリキュラムに関し

て言えば，前期と後期ではその計画段階のカリキュラムの位置づけや特質が異なることも考え

られる。そこで，次に，各時期における具体的な「計画」を吟味することによって実験学校の

「カリキュラムの計画」の特色を明らかにする。そして，そのことを受けて「計画」に着目し

ながら実践例を分析し，実験学校のカリキュラム・デザインの形態を明らかにすることによっ

て，その実態の解明に迫りたい。

　なお，本論で用いる史資料は，実験学校の実践が記載されたシカゴ大学の紀要である『大学

記録』（University Record），デューイ（J. Dewey）と実験学校の教師たちが編集した『初等学

校記録』（Elementary School Record），実験学校の教師たちが毎週の会合で報告した実践を記録

した『実験学校活動報告』（Laboratory School Work Reports），などが中心となる。

 1 ．デューイ実験学校におけるカリキュラムの諸原理の発展とその時期区分

　デューイ実験学校のカリキュラムを調べる際には前期（1896～98年）と後期（1898～1903年）

の区別が認められる。前期の実践は「主に実験的〔experimental〕であり，仮説としての理論

的前提や子どもの本性〔nature〕に関する生来の洞察力，ある一定の教材〔subject-matter〕の

領域に関する実践的知識〔practical acquaintance〕，そして科学的手法を直に経験することによ

って導かれ」，「その前期で功を奏した課程と方法を基礎に，後期の実践は発展ないしは修正さ

れた」のである 7）。

　ただし，筆者のこれまでの研究の成果 8）と照らし合わせてみると，実験学校のカリキュラ

ムの発展はさらに次の 4つに区分することができる。それは，「Ⅰ．開校前（1894 ～ 95 年）」，

「Ⅱ．開校後 ・ 前期 1（1896 年 1 月～ 6月）」，「Ⅲ．開校後 ・前期 2（1896 年 10 月～ 98 年）」，

「Ⅳ．開校後・後期（1898 年以降）」，の 4つの時期である。

　この時期区分に即して実験学校のカリキュラムの発展に関連する動きをまとめたものが図 1

である。

　以下，この動きのポイントを整理しておく。

（ⅰ）カリキュラムの体系的な組織化の志向とその計画化

　デューイは，実験学校開校前の1894～95年頃に，実験学校開設にあたって「仕事（occupation）」

をカリキュラムの中核に据えたカリキュラムを構想し，学校カリキュラムの体系的な組織化

（systematic organization of the school curriculum）を企図していた。そして 1895 年の秋頃に，『大
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学附属学校組織案』（The Plan of Organization of the University Elementary School，以下『組織案』

とする）を私的に出版し，そこで実験学校のカリキュラムの計画段階として位置づけられるも

のを示していた（図 1－①）9）。

（ⅱ）教師の指導体制の変更（「オールラウンド教師」から「エキスパート教師」へ）

　1人の教師がいくつかの分野にわたって子どもたちを教える「オールラウンド教師（all-round 

teacher）」の制度から，ある分野の専門的な知見を備えたスペシャリスト（specialist）がその

技量を活かせる分野で子どもたちを教える「エキスパート教師（expert teacher）」制度へと変

わった（図 1－③）。

（ⅲ）グループ別方針への変更（「異年齢混合方針」から「グループ別活動方針」へ）

　年長と年少の子どもたちを混合させて相互が関わり合うことによって教育的効果を図る開校

当初の方針は，子どもたちをある程度の年齢に応じたグループ別に活動する方針へと転換した。

ただし，このグループ分けは，「興味の類似性，一般的な知的能力と精神的な鋭敏性，ある種

の作業を行う能力に基づいて」10）いた（図 1－④）。

（ⅳ）カリキュラムの形態の変化

　（ⅱ），（ⅲ）に伴う形で，「部門制（Departmentalized form）」11）の導入によるカリキュラムに

関する変更が行われ，「歴史」，「理科」，「料理」，「裁縫」，「工作」，「芸術」，「音楽」，「体育」

などの部門に分かれて実践が行われるようになった。そして，「料理」・「裁縫」・「工作」の活

動を行う中で取り上げられる単元から各教科の内容へと発展する形から，「手工訓練（料理・

裁縫・工作）」，「歴史・文学」，「理科」の 3領域における各単元が，他の 2つの領域と相互に

関連する形へとカリキュラムの形態が変わったのである（図 1－⑤）。

4

Ⅰ．開校前
（1894～95年）

Ⅱ．開校後・前期1
（1896年1月～6月）

Ⅲ．開校後・前期2
（1896年10月～98年）

Ⅳ．開校後・後期
（1898年以降）

「部門 制」による「相 関」＝「分化 」

「社会的
オキュペーション」活動

「部門 制」による「相関」＝「分 化」

基本的 諸活動 （料理 ・裁縫 ・工作 ）

からの諸教 科の分 化

「社会的 な仕 事」の

テーマの 活動

オールラウンド教師

エキスパート教 師

エキスパート教師

成長段 階の定 式化（Ⅰ）

成長 段階の 定式 化（Ⅱ）

「仕事 （oc cup a tion )」を中 核にしたカリキュラム構想 （デューイ）

『大学 附属 小学校 組織案 』における計画

異年 齢混合 方針

グループ別 活動 方針

グルー プ別活 動方針

②
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図 1　デューイ実験学校のカリキュラムの発展に関連する動き
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（ⅴ）成長段階の考慮

　カリキュラムが発展する中で，実験学校ではデューイや教員たちによる子どもの成長段階に

関する研究も行われていた。1897 年頃からすでに，実験学校では子どもたちの活動を観察し，

子どもの成長にはある程度の段階が存在することを明らかにして，成長段階の定式化が試みら

れていた。この成長段階の特徴は，1897 年 5 月と 1898 年 12 月の『大学紀要』でデューイに

よって示されている 12）（図 1－⑥）。

（ⅵ）「社会的な仕事（オキュペーション）」の活動の導入

　1897 年 4 月頃，「社会的な仕事」を扱った活動が「歴史」の一環として検討され取り組まれ

ていた。「その主要な考えは，現存する諸条件を維持している田舎と都市の生活との相互作用」

であり，仕事（オキュペーション）の選択に際しては，子どもの衣食住と非常に密接に結び

付いたものが取り上げられるように努力されていた 13）。こうした実験段階を経て，「社会的な

仕事（social occupation）」をテーマとする活動，すなわち，「社会的オキュペーション（Social 

Occupation）」活動という独自の活動領域 14）が，1898 年度の時点でほぼ体系化されるに至った

（図 1－⑦）。

　この「社会的オキュペーション」活動は，初等教育段階の 6歳児の段階に導入されており，「歴

史」部門と「理科」部門の諸活動が「分化（differentiation）」，すなわち，教科（専門）領域と

して専門化するための基盤でもあった。「社会的オキュペーション」活動は，実験学校のカリ

キュラムにおいて，「未分化」と「分化」の間をつなぐ橋渡し的な役割を担っていたのである。

そして，「歴史」部門と「理科」部門の諸活動は，「社会的オキュペーション」活動を基盤とす

ることによって「分化」による専門化が可能となった 15）。

 2 ． 前期（1896 ～ 98 年）におけるデューイ実験学校のカリキュラムの「計画」とカ
リキュラム・デザインの形態

　次に，本節では前期における実験学校のカリキュラムの「計画」とカリキュラム・デザイン

の特色を検討する。

（1）前期における「計画」の実際と特色

　まず，「Ⅰ．開校前」および「Ⅱ．開校後・前期 1」におけるデューイ実験学校のカリキュ

ラムの「計画」については，1895 年にデューイ自身が記したとされる『組織案』から知るこ

とができる。この論稿には，1896 年の 1 月と 2月に行う活動の「計画」にあたるものが記さ

れており，表 1はそのうちの 1月分を示している 16）。

　この時期の「計画」の特色は 2つある。まず，「料理」・「裁縫」・「工作」といった衣食住の

活動を基本とする「正規の仕事（regular occupation）」をカリキュラムの中核とする原理の下で

構想されていることである。この原理には，1人の教師がいくつかの分野を子どもたちに教え
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る「オールラウンド教師」の体制と，異年齢を混合させる方針とが合わさっていた。すなわち，

この時期の実験学校の「計画」は，料理，裁縫，工作といった基本的な諸活動を柱として，年

長と年少の子どもたちとを一緒にしながら，1人の教師がそれぞれの活動における単元からさ

まざまな諸教科の内容へとつながるような構想だった 17）。

　もう 1つの特色は，「リソースとしての計画（The Plan as Resource）18）として位置づけられて

いたことである。『組織案』は実験学校に関わる人たちにとって頼ることのできる数少ない理

論的原理の 1つであり 19），  『組織案』を出発点として実験学校は開校したといえる（図 1－②）。

実際に，『組織案』はデューイや実験学校の教師たちによって「週例会合（weekly meetings）」

で絶えず参照されていたという 20）。

　次に，「Ⅲ．開校後・前期 2」の時期の「計画」としては，表 2と表 3が挙げられる。1896

年 1 月に開校したデューイ実験学校では，「試行錯誤（trial-and-error）」の時期である約半年

間に主にすべきでないことが示された 21）。この半年間の成功と失敗に基づいて，目標と計画，

方法が再考され，カリキュラム，組織，運営に関して多くの改良が行われ 22），同年 10 月に移

転し再開校した。表 2と表 3はこの時期の「計画」にあたるものである。

　「Ⅲ．開校後・前期 2」の時期における実験学校のカリキュラムの大きな特色は，「教師の

観点」と「子どもの観点」という「二次元的カリキュラム（Two-Dimensional Curriculum）」23）

の形で構想されていることである。この「計画」には「教師の観点から（From the Teacher's 

Standpoint）」（表 2）と「子どもの観点から（From the Child's Standpoint）」（表 3）という表題

が示されていた。子どもが社会的生活の基礎を意識するようになる一連の諸活動に言及したも

のが「子どもの観点から」であり，これらの諸活動と関連しながら子どもの経験を豊かにし拡

げるために与えられる機会を示したものが「教師の観点から」である 24）。言い換えれば，「子

表 1　『組織案』における活動計画（1895 年）
活　動　内　容（予定）

1月
（第 2週）

■  校舎と構内の敷地を探検し，行われる作業を提案
■  子どもたちを作業のために委員に分ける
■  年度の作業のために必要な物品を売買する
■  タオルと雑巾の縁を縫う
■  ボール紙で箱を作る
■   子どもたちの身長を測る（歴史：他の人々の縫い方；原始人，エスキモー／地理：洞窟に関する初歩的
な考え／算術：ヤード尺とフィート尺の使用；必要な物品の値段，勘定書など（足し算と引き算など））

■  行われた作業，議論された歴史，観察したものの記録を書いて読む

1月
（第 3週）

■  タオルと雑巾の縁縫いを継続
■  お米の料理
■  紙やすりの台木を製作
■   身長の測定の継続（歴史：衣料の発展の流れに沿った作業／植物：デンプン細胞の学習；木材，穀物，
堅さの観察／算術：物差しの使用，木材の費用；「尺度法」／物理：水に対する熱の影響）

1月
（第 4週）

■  糸巻きの製作
■  米の学習の継続
■   鍋焼き料理のためのナプキンたて（歴史：第 2週の計画の継続；米を主食とする人々／植物：樹木と木
材の学習；米の栽培／地理：米の産出国／動物：綿と亜麻と比較した絹と羊毛の繊維／算数：異なる温
度で蒸発した水分量；液量）

Dewey, Plan of Organization of the University Primary School , pp.241-43, より筆者が作成
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どもの側（children's side）」では「諸活動」が，「教師の側（teacher's side）」では「（化学，物

理，生物，数学，言語，文学，歴史，音楽，体育といった）論理的に組織化された主題（subject 

matter）の体系」が示されていたのである 25）。

　ただし，その構想の順序には留意する必要がある。『大学紀要』では「教師の観点から」の

内容が先に示され，その後に「子どもの観点から」の内容が示されている。このことからタナ

ーは，実験学校の教師たちは教科領域（subject fi eld）を基点として，より複雑な理解を要する

子どもたちの諸活動を計画していたと指摘する。言い換えれば，実験学校の教師たちは諸活動

の計画から始めて，教科領域から諸概念を外挿しようとはしていなかったということであ

る 26）。

表 2　「教師の観点から」（1896 年 10 月 30 日）

歴　史
■  古代ギリシャの継続（その家庭生活と農業と関連して）
■  穴居人の継続。社会生活の進展を描写しながら

言　語
■  （a）読み方（イリアスの諸部分；「アリスの夕食」，「小さな赤い雌鳥」，「ハイウォーサの断食」）
■   （b）書き方（学習したテーマと関連する単語，文章，物語；この言語活動は，一部は歴史と結びつき，も
う一部は行った活動と観察の記録として行われている）

数　学 ■  線の計測（12 進法（フィート尺）を含む）；重さ，16 分割，時間の告げ方の継続

物　理
■  重さと質量の比較
■  水の物理的状態の変化の継続

地　質
■  土壌形成の継続
■  野外活動

地　理
■  古代ギリシャの地形図
■  太陽の観察（1日の長さの変化と関連して）

生　物 ■  訪問した農場で見た家畜動物の越冬準備

芸　術
■  原始的なギリシャの飾り
■  音楽；最も単純なメロディのフレーズで考えたことを表現

“School Record, Notes, and Plan,” University Record 1（32），1896（November 6），p.421，より筆者が作成

表 3　「子どもの観点から」（1896 年 10 月 30 日）
グループⅠ グループⅡ グループⅢ グループⅣ グループⅤ

芸術的
および
構成的

■  砂と粘土で農場の絵画，紙の裁断，積み木，図画と絵画
■   砂と粘土の模型，紙の裁断，図画で原始的生活の穴居時代
の再現

■  時計と紙の影棒，ボール紙
■  ボール紙の鉛筆立ての作製

■   木材でペーパーナイフと棚，粘土で
古代ギリシャ生活の陶器の形態，初
期のギリシャの壁と家屋の模型およ
び天井の図画

■  訪問する農場と結びついた風景画
■   ギリシャ芸術の源としてのエジプト
的な装飾の絵画と図画

実験的
および
料　理

■  トウモロコシと小麦に関する活動の継続（種まき，製粉，煎る，沸騰させる）
■  灰の中のアルカリと空気中の二酸化炭素の検査の継続
■  熱と水によるデンプン内の変化の継続

物　語
■  読んで書いて話した物語の再現
■〔シカゴ〕大学の学部のメンバーによるギリシャ生活に関するお馴染みの話

“School Record, Notes, and Plan,” University Record 1（32），1896（November 6），pp421-22，より筆者が作成
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　また，『大学紀要』には，表 2と表 3の 1896 年 10 月 30 日だけでなく，同年 10 月 16 日，

10 月 23 日を含む 3週間分の計画が，「教師の観点から」と「子どもの観点から」の両観点で

示されている 27）。そのため，『組織案』の計画と同様に，この時期においても少なくとも週ご

とに計画を立てることが意識され実践されていたと考えられる。特に，この時期からすでに「週

例会合」が実施されていた 28）ことから考えると，活動だけでなく「計画」も週ごとに振り返

る機会があったと考えられる。

（2）前期におけるカリキュラム・デザインの形態

　以上検討してきたように，前期におけるデューイ実験学校では，『組織案』の計画が実験学

校のカリキュラムの起点となっていた。そして，以後，さまざまな取り組みがまさに「試行錯

誤」の形で実践されてきた。

　この前期（1896 年～ 1898 年）は，メイヒューとエドワーズによれば「開発的カリキュラム

の初期（early period developing curriculum）」として位置づけられる。この時期を通して，年代

やグループ，教師にとって非常に素晴らしいテーマ（subject）もあれば相応しくないとわかっ

たテーマもあり，その意味では，この時期の学校プログラム（school program）は，性質上は

多かれ少なかれ「試案（tentative）」であり，「経験を基礎にして，また，教師の好みと訓練お

よび環境と設備のリソースと調和する形で，主題と方法の双方が継続的に改変および改良され

ていた」のである 29）。このことから，前期における「計画」は大幅な改変・改良を視野に入

れた「試案」的なものだったと言える。

　そして，こうした営みの主体は実験学校の教師たちだった。デューイ自身も認めているよう

に，子どもを教えることだけでなく，実験学校の運営や主題の選択，コース・オブ・スタディ

の策定に至るまで，すべては実験学校の教師たちの手に委ねられていた。実験学校の教育的原

理や方法もあらかじめ確定していたものではなく，実験学校の教師たちはそれらを徐々に発展

させてきたのである 30）。

　さらに，こうした営みの根底には教師たちの協同的な関係があった。「週例会合」といった

フォーマルな集まりだけでなく，昼食や放課後等でのインフォーマルな教師同士の関わりも教

師の協同関係を築く重要な場であり，互いの教師の力量を高める良い機会だったのである 31）。

　以上のことから，前期までの時点では，実験学校の教師たちは『組織案』の計画から出発

し，実験学校の子どもたちの成長に適した題材や方法の取捨選択を行うなどさまざまな試みを

行い，そうして得た成果を基にして（実験学校の学習内容としての）カリキュラムの土台をつ

くり上げ，その確立を図ってきたといえる。そして，「子どもこそは最大の関心を寄せるべき

人」32）とする意識の下で，実験学校の教師たちは，自分たちが教える子どもたちにとって何

が必要であるのか（もしくは必要ではないのか），またそれをどのようにして伝えればよいのか，

といったことを教師同士で協力しながら，実験学校の土台となるカリキュラムをデザインして

きたといえる。こうした形態を図にして整理すると，図 2のようになる。
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 3 ． 後期（1898 ～ 1904 年）における実験学校のカリキュラムの「計画」とカリキュラム・
デザインの形態

　次に，後期における実験学校のカリキュラムの「計画」とカリキュラム・デザインの形態を

検討する。

（1）後期の「計画」の実際

　「Ⅳ．開校後・後期」の「計画」は，まず，1899 年 6 月に出された「コース・オブ・スタデ

ィの概略」という文書（“The University Elementary School: Outline of Course of Study,” 1899）か

ら知ることができる。この「計画」は年間レベルの計画（年間計画）とみなすことができるだ

ろう（表 4，表 5）33）。また，『初等学校記録』では学期レベルの計画（学期間計画）にあたる

ものを見出すことができる（表 6）34）。

表 4　「歴史」のコース・オブ・スタディの概略 35）

グループ 36） 概　　　　　　　略

グループⅠ
（3年目・6歳） （a）農業のさまざまな形態；（b）採鉱・採石；（c）材木；（d）移送；（e）典型的な店舗。

グループⅡ
（4年目・7歳）

仕事（occupation）の発展と発明・発見を通した社会的進歩
狩猟と漁業，半農，牧畜，沿岸生活，定住農業，金属の発見と使用，交易と輸送。

教師

子ども

子ども

子ども

教師

子ども

子ども

子ども

教師

子ども

子ども

子ども

主題A

主題B

主題B

カリキュラム

主題C

主題C

教師同士の協力関係

カリキュラムの
計画

実施評価

図 2　前期におけるカリキュラム・デザインの形態
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グループⅢ
（5年目・8歳）

典型的な種族
それらと関わる発見・探検：エスキモー，アフリカ人，黒人，中国人，日本人など；初期のヨーロ
ッパ人とアメリカインディアン。

グループⅣ
（6年目・9歳）

アメリカ史と地理
前年度に学習した発見・探検と結び付く。しかし，新たな自然状況に対して既に形成された社会的
習慣と技術的資源を適応させるものとしての植民地生活に重きを置く。1660 年頃にフランスの探
検家たちが下ったミシシッピー峡谷・シカゴ，1775 年頃までのニューイングランドのピューリタ
ンたち，ニューヨークのオランダ人，ヴァージニアの騎士派（王党派）といった一連の典型的な植
民地の入植。

グループⅤ
（7年目・10 歳）

アメリカ史と地理（継続）
1830 年までのさまざまな植民地間の相互関係と統合の発展，イングランドからの必然的な独立と
その結果として生じた社会的および政治的発展。

グループⅥ
（8年目・11 歳）

アメリカ史と関わる近代ヨーロッパ史
初期の発見と後の移住・定住を引き起こした産業的，技術的，社会的，宗教的，政治的原因。スペ
イン，イングランド，フランス，オランダなどが新たな世界と関わる形で取り上げられる。

グループⅦ
（9年目・12 歳）

ギリシャ史と地理
東洋とローマと関わる形で学習。芸術，文学に特別な注意を払う。

グループⅧ
（10 年目・13 歳）

ローマ史と地理
一方でギリシャを，他方でヨーロッパ大陸と東洋を関連させながら。政治的・行政的な機構および
理想の起源に特別な注意を払う。

“The University Elementary School,” 1899, pp.5-12, より筆者が作成

表 5　「理科」のコース・オブ・スタディの概略
グループ 概　　　　　　　略

グループⅠ
（3年目・6歳）

理科
すべての理科と地理は，社会的な興味と密接な関連を保つ。地理は，地方（local）の地理から始ま
り，それぞれの仕事の場所（locality）から取り組まれる。

グループⅡ
（4年目・7歳）

理科と地理
一般的，典型的な地理は，狩猟時期や漁業時期の期間における山脈地域，半農と遊牧における平原，
海岸，沿岸生活などのような，仕事（オキュペーション）を自然地理的な諸状況に適用することと
関連している。動植物，鉱山，金属と関連した学習；原始生活において用いられた典型的，機械的，
化学的過程についての学習；溶解，染色，陶器製作などのような典型的過程での実験的な活動，な
ど。料理と関連する作業では，
1つか 2つの要素が孤立している。付随的・観察的作業；植物の成育史についての学習，昆虫の 4
つの一般的な分類，無脊椎・脊椎動物，野生・家畜動物。

※グループⅢ（5年目・8歳），グループⅣ（6年目・9歳），は省略

グループⅤ
（7年目・10 歳）

理科
産業の成長と結びつく中で，冶金（metallurgy）の始まりと，いくつか
の典型的なエンジンの発明・発見。料理の過程の継続として，食物の
消化；循環と呼吸。
体育の活動と関連した筋肉組織に関する一般的な生理学。
無脊椎動物の発達の類型に関する学習。絵画で用いられてきた遠近法
の原理を説明するのに十分な法則を提供する。

地理
北米の一般的な自然
地理。
　（以下省略）

グループⅥ
（8年目・11 歳）

理科
星雲理論に関する復習と，地球の冷却に関する物理的変化および堆積
岩，二次的な岩石の形成，地理的な過去と現在の関連という一般的な
問題に通じる岩石の形成について継続的にまとめる。これは，土壌・
天候と結び付いた主な農産物の位置と，合衆国の鉱物資源の分布とを
社会的側面に基づいて明らかにする。生物学的側面に関しては，動植
物の歴史的発達が現存する類型に関する学習を行うことで非常に一般
的に明らかになる。
電気資源とその使用については，電気ベルや電話，電報のようなより
単純な活用という形で学習。

地理
理科の活動に必要な
自然地理に加えて，
学習したさまざまな
生産物の輸送。
（以下省略）

※グループⅦ（9年目・12 歳），グループⅧ（10 年目・13 歳），は省略

 “The University Elementary School,” 1899, pp.5-12, より筆者が作成
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表 6　グループⅥの冬（学期）と春（学期）の概略（Outline for winter and spring）の一部 37）

活動の枠組み 概　　　　　　　略

アメリカの歴史
と地理

（American history 

and geography）

ヴァージニア州（南部の典型的な植民地として）
1．ジェームスタウン植民地；存続のための戦い；ジョン・スミス
2．デイル卿の下での軍事政権；組織
3．代議政治；その繁栄の始まり
4．直轄植民地としてのヴァージニア；航海法；ベーコンの反乱
5．ヴァージニアの「隣人たち」
6．西方への拡大；オハイオカンパニー
7．フレンチアンドインディアン戦争でのヴァージニアの役割；ワシントン
ニューイングランド州
1． ヴァージニアと比較（入植時期，来訪理由，植民地民の性格，政府などの点で）。自然地理学的状態，
社会的生活など。ピルグリムたちとピューリタンたち。

2．国内外の商業関係。産業の発展；宗教的困難，マサチューセッツ湾から派生した新たな植民地。
3．防衛に向けた植民地の統一
4．革命；マサチューセッツの役割
地理は，これらが初期に承諾され区画化されたことを含む。各植民地の自然地理；地理的側面から。

理科
（Science）

1．植民地産業を基礎とした実験的活動。治金：白目，鉛，銅，スズ，鉄
2．動植物の関係
3．実地的庭作業（practical gardening）：植物社会の学習；植物の関係に関する室内活動と実験的活動

Dewey & Runyon, Elementary School Record, pp.64-65, より筆者が作成

（2）前期と共通した後期の「計画」の特色

　まず，前期と後期の「計画」と共通した特色を確認しておく。ここでは，4つ挙げることが

出来る。

　1つは，「分化（differentiation）」の発想である。実験学校におけるカリキュラムは，その構

想の段階から「分化」の発想が見られる。例えば，開校前のデューイ自身が構想したカリキュ

ラムは，従来の「教科」の枠組みが意識されつつも「仕事（オキュペーション）」を中心とし

てそれらが独自に再編され，諸教科の「相関（correlation）」の要素を十分に備えたものだった。

そこには，「仕事（オキュペーション）」から「文化」や「自然」の領域へと内容が派生する「分

化」の発想が反映されており 38），この「分化」は後期においても実験学校の教師たちに意識

されていた 39）。

　次に，「教師の観点」と「子どもの観点」による「二次元的カリキュラム」の構想であ

る。メイヒューとエドワーズは，「諸活動を通したカリキュラムの組織化（Organization of 

Curriculum Through Activities）」を考慮した計画を立てる際に実験学校では「教師の観点」と「子

どもの観点」が意識されていた 40），と指摘している。そのため，この両観点は，前期と後期

を通じて実験学校の一般的な特色だったと言える。

　3つ目は，教師同士の協力関係である。すでに実施されていた「週例会合」はさらに充実化

していた。このことは，1898 年度より各教員が自ら行った実践について毎週報告を行い，そ

れが記録化され，『実験学校活動報告』としてまとめられたことからわかる。

　最後に，週間レベルでの「計画」が意識され実施されていたことである。毎週の「週例会合」
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では，前週の実践が一般計画（general plan）と照らし合わされながら絶えずチェック（評価）

され，それを基にして翌週の実践が行われていた 41）。このことから，週間レベルでの「計画」

も当然のことながらその流れの中で常に検討されていたと考えられる。

（3）後期における「計画」の特色とカリキュラム・デザインの形態

　では，カリキュラムの土台が出来上がった後期における実験学校の「計画」特色はどのよう

なものだったのだろうか。以下では，この時期の実験学校の実践例からその特色を探りたい。

【事例 1】 グループⅣ（ 7 歳）・A and B／ 1899 年 10 月 14 日／歴史と理科（History and 

Science）／ミス・キャンプ（Miss Camp）［B2-F2］42）

クラスのほとんどのメンバーが未熟だったので，昨年に始められたのとは異なったやり方で，その活動

は取り上げられた。子どもたちは，物理的な条件を全体として想像することができないようだったので，

具体的な事物を使って，私たちは主要な点を取り上げた。一例として，食物の物理的条件を取り上げた。

私たちは木の実を手にして，それを食物の資源として調べる必要があった。これは，木の実を生きる糧

とする人々を子どもたちが想像できないので行った。武器に用いる石についても同じやり方で行った。

子どもたちは，それを作り変えて用途に合わせる方法よりも，一つ一つの石とそれらの特徴に大いに関

心を抱いた。一般的には，昨年報告されたことと同じ活動が行われている。〔下線は引用者〕

　これは，1899 年度が始まった時期（1899 年 10 月）における活動記録である。「昨年に始め

られた」や「昨年報告された」とする表現があるが，これは昨年度（1898 年度）にこのグル

ープと対応する年代（7歳）の子どもたちが行った活動を指していると考えられる。昨年度の

この子どもたちは原始時代をテーマとする活動を行っていた 43）。そして，この年度（1899 年度）

も同様のテーマの活動を行うところだった。これは，先の「コース・オブ・スタディの概略」

を見てもわかるように，「計画」の通りだった。

　しかし，その内容や活動の方法には（新年度が始まった 10 月に）早速変化が生じている。

それは，子どもの現状を把握した教師の判断に起因している。この判断の拠り所は昨年度（1898

年度；1898 年 9 月～ 1899 年 6 月）に行った活動内容である。これがまず教師の念頭にあり，

それを基準にして，目の前の子どもの状態に合わせて教師が判断して行動していることがわか

る。このことは，以下の事例を見てもわかる。

【事例 2】グループⅣ／ 1899 年 12 月 9日／歴史（a）／ミス・キャンプ［B2-F16］
子どもたちは，昨年行ったのと同じやり方で，アブラハム〔Ab〕の物語を続けている。しかし，物語そ

れ自体を取り上げるのではなく，日常生活の詳細によりこだわって考えている点で違いがある。〔下線

は引用者〕
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【事例 3】グループⅥ／ 1900 年 2月 23 日／歴史／ミス・ラニアン（Miss Runyon）［B2-F24］
昨年に私が行っていたようなデラウェア卿が統治者となった時期をこのグループで取り上げることは価

値がないと考えたので，デイルの知事職に簡単に進んだ。そして，デラウェア卿が多くの新しい植民地

の住人を連れてきて，作業時間の改革を制定したことなどを子どもたちに伝えただけだった。〔下線は

引用者〕

　上記の事例からわかることは，まず，実験学校の教師たちは前期と同様に「計画」を「試案」

として扱っていたということである。確かに実験学校の教師たちは「計画」を立てていたが，

それに必ずしも従属的に従っていたわけではなく，それと同時に，「計画」を立案しないまま，

無目的に教師がその場その場で場当たり的に対応していたわけでもない。このことは，デュー

自身が成長段階に応じた「歴史」部門の活動内容を（1900 年の時点で）示している際に次の

ように述べていることからも明らかである。

その〔歴史の〕プログラムは，問題に対処する唯一のものとして提示されているのではなく，〔問題に

対処するために〕寄与するものの一つとして提示されている。これは思考の結果ではなく，毎年毎年，諸々

の主題〔subject〕を試みたり移し変えたりすることをかなりの程度行った結果である。こうしたことが

行われたのは，子どもを生き生きととらえるような，それと同時に，社会生活の原理と事実の双方に関

するより徹底的なかつ正確な知識へと一歩一歩導くような，さらには，後に専門化された歴史の学習の

準備となるような教材を提供する問題に対してだった。〔下線は引用者〕44）

　しかし，前期と後期との大きな違いは，ある程度内容が確定したとされる 1898 年度のカリ

キュラムが後期においては土台として準拠枠的に位置づけられていたことである。例えば「歴

史」の場合 45），1898 年度に行われた「歴史」の活動の内容と，1899 年度が始まる直前に示さ

れた「コース・オブ・スタディの概略」における「歴史」の内容の編成は非常に良く似たもの

であり，各グループとそこで学習する予定の内容はほぼ対応している 46）。すなわち，1898 年

度の活動結果（結果としてのカリキュラム）を参考にして翌年度（1899 年度）のカリキュラ

ムを計画し，実施した段階で「計画」通りにいかなかった場合や子どもの状況に合わせた対応

を行う必要があった場合には，教師たちは前年度（1898 年度）のカリキュラムを頼りに状況

に応じた柔軟な対処を行った，と考えられるのである。確かに，「計画」の特色そのものは前

期と同様に「試案」もしくは「リソース」として位置づけられていることだったが，後期にお

いては，そうした特色は土台となるカリキュラムがある程度出来上がっていた点に留意する必

要がある。前期の「計画」はカリキュラムの大幅な改編・改良を視野に入れた上で立てられた

ものだったが，後期の「計画」は，大枠的な基礎が出来上がり，子どもがどの年代にどのよう

なこと（活動や教材など）が適しているのか（学ぶのか）といった確定的要素をある程度含み

こんだものだった，と言える。
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　このような形で「計画」が位置づけられた中で，実験学校の教師たちは「週例会合」などの

場を活用して相互に協力し合ってカリキュラムをデザインしていたと考えられる。こうしたカ

リキュラム・デザインの形態を図示したものが図 3である。

おわりに

　以上，本論では，「カリキュラムの計画」に着目し 4つの時期区分に即して検討することに

よって，デューイ実験学校のカリキュラム・デザインの形態の変化をとらえることができた。

まず，『組織案』を出発点とした前期においては，「カリキュラムの計画」は大幅な改編・改良

を見越したものであり，この時期のデューイ実験学校は支柱となるカリキュラムをデザインし

てきた。そして，後期においては「カリキュラムの計画」は，大枠としての基礎部分が出来上

がっていたものであり，それを基礎としながら，子どもの状況に対応した柔軟な形でカリキュ

ラムがデザインされてきたのである。

　その結果，実験学校の「カリキュラムの計画」が硬直化したものではなかったことも明らか

になったと言える。このことは，実験学校の「カリキュラムの計画（planning of a curriculum）」

が静的な性質のものではなく，「成長しつつある子どもの経験の変化する必要性および興味に

絶えず奉仕するもの」47）だったとするメイヒューとエドワーズの指摘を裏付けるものでもあ

るだろう。そうした中で，実験学校の教師たちは，「画一性（conformity）」と「絶えず即興的

（continual improvisation）」の両極端を避けながら，教師同士の協同的な関わり合いによって「効
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図 3　後期におけるカリキュラム・デザインの形態
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果的にカリキュラムをデザインし実施して（effectively design and implement curriculum）」き

た 48），と考えられる。

　今後の課題としては，1900 年度以降も視野に入れたカリキュラム・デザインの実態に関す

るさらなる考察・検討，また，後期における教育方法や教師の取り組みの特色を，実践例に基

づいて明らかにすることが挙げられるだろう。機会を改めて論じることにしたい。
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