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心理学における実践研究の特徴と課題
一『教育心理学研究』の掲載論文の分析一
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原著

国内の心理学における実践研究を分析した。日本教育心理学会の機関誌『教育心理学研

究』を対象とした。掲載された全ての実践研究（130本）を考究した結果， 1）小学生と

中学生が研究対象とされやすい，2）実験や事例研究が占める割合が高く，実験は準実験

として実施される， 3）教授一学習の効果は，教科教育に関する研究が多いことが分かつ

た。今後の課題として，実践研究の分担や役割の詳細を明記する意義，仮説や目的を知ら

ない者が実践を行う必要性，効果の有無に加えてそれをもたらす機序の解明，当事者とし

て実践研究に携わる責任，実用に耐える知見を希求する研究の在り方を論じた。

キーワード：日本国内，心理学界，実践研究『教育心理学研究』，実践と実用

問題と目的

はじめに

本研究の目的は，我が国の心理学界における実践研究を検分することである。これは近

年における実践研究の位置づけの変化をトリガーとしている。具体的には，実践研究の学

術論文を分析してその特徴について明らかにした上で，今後の課題について論議する。

心理学界の機関誌と会員数

まず論文と学会，学会員数の関係を所論の先陣とする。欧米の心理学界においても学会

は存在する。勿論，投稿された論文を掲載する機関誌も発行されている。ただ，機関誌に

論文を投稿するため，学会員になる必要はない。一方，日本では当該学会に所属しなけれ

ば，その学会が発行している機関誌に論文を投稿することができない。そして学会員にの

み機関誌が配布される。また欧米の場合，ジャーナル（Journal)と呼ばれる，学会札織と

関連を持たない雑誌が極めて潤沢である。このため論文の樹高先はジャーナルの割合が高

い。日本の心理学界の場合，ジャーナルと同じ性質の雑誌は皆無に等しい。よって我が国

では，研究成果を報告することもその報告書を受け取ることも学会員に限定される。この

ようなルールの下，各学会が擁護する学会員数は，学術成果の波及の他，様々な影響力と
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関連を持つ。近年は論文の閲覧に関する規制緩和が進んでいるが，それ以外に大きな変化

はない。依然，会員数は重点の一つである。

本邦の心理学会で会員数 3000名以上は， 日本心理学会，日本発達心理学会， 日本教育

心理学会の3つの系且織である。学会は学術の向上と発展を目的としており，研究者の自主

的な集まりと運営とされている。会員数は 100名以上が条件となる。そして日本学術会議

から指定を受けると成立する。この条件を満たしていたとしても，学術団体というより，

職能団体としての性質が堅固な学会もある。職能団体とは，当該団体の職業の社会的役割

の維持・向上を主要な目的とした来品織である。心理学会における典型例は日本心理臨床学

会であろう。機関誌も発行しており年次大会も開催されている。但し，その中心的な役割

は，臨床心理士という資格の認定やその資格の維持・向上にある。実際，臨床家の会員も

多く，臨床心理士の技法や知識に関する研修会やワークショップが年間複数回，全国で開

催されている。臨床心理学やカウンセリングに関する学会の中には，上述した3つの京国哉

と比肩する，或いはそれ以上の会員数の来邸哉が多数ある。但し特定のカウンセリングメソ

ッドとそのグラウンドをなす人間観の普及も発足の目的となっている。加えてそれら膨大

な学会紙織は，網の目のような有機的結びつきを保ちながら，それぞれに機関誌を発行し

ている。偏重しないように取り扱い範囲を設定しにくかったため，今回は分析の対象とし

なかった。

3つの学会と機関誌

上記3つの札織が発行する機関誌を見てみる。日本心理学会の機関誌は『心理学研究』，

『JapanesePsychological Research~，『心理学ワールド』である。 この中で新しく解明さ

れた学術成果の公表は『心理学研究』と『JapanesePsychological Research』によってな

される。『JapanesePsychological Research』は英国のJohnWiley and Sons (Wiley）を

出版社としている。つまり，国外に研究成果を公表すると同時に，広く諸外国から投稿論

文を募る雑誌として刊行されている。このため，我が国の実践研究を査閲しようとする本

研究の目的と一致しない。次に『心理学研究』である。2019年 5月 15日現在，『心理学

研究』に収録された論文数は 4976本である。その中で表題や本文等の全てを対象として

日本の論文の検索システム（CiN品A此ides）で調べた結果，実践という用語が含まれてい

る論文は0本で、あった。少なくとも実践と直接的な関連を有する論文は希少であると考え

られた。そこで『心理学研究』は分析対象としなかった。

次に日本発達心理学会である。機関誌は『発達心理学研究』と『ニューズレター』であ

る。学術成果は前者によって公表される。ただ，編集された機関誌には特徴がある。例え

ば， AmericanPsychological Associationが発行する『DevelopmentalPsychology』，先述

のWiley発行の『BritishJournal of Developmental Psychology』等の欧米のジャーナル

を見ると， DevelopmentalPsychologyはセオリーとメソッドを重視した基礎的な研究分

野に位置づけられている。掲載論文からもその編集方針を伺い知ることができる。一方，
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『発達心理学研究』に掲載されている論文は，保育所等の現場実践の研究，発達障害児に

対する支援方法等の数が多い。しばしば，子どもに対する現場実践や教育的配慮の特集も

企画されている。日本が欧米から DevelopmentalPsychologyを輸入した当初は，欧米と

同様，基礎研究の分野で、あったと考えられる。ところが，日本の風土に馴染んでいく中で

独自の発展を遂げた。恐らく『発達心理学研究』の編集者のメンバーや編集方針が伝統的

に実践を重視してきたのだろう。ただ，掲載論文の中に実践研究と推測される論文とそう

ではない論文が混交していた。いずれに属する論文なのか時に類別が困難であり，今回は

分析対象とすることを差し控えた。

最後に日本教育心理学会である。機関誌は『教育心理学研究』と『教育心理学年報』で

ある。『教育心理学年報』はその年，或いは過去数年間における国内の論文や学会発表を紹

介している。レピ、ュー論文というよりは，国内の研究動向の報告が主な役割である。その

ため， 日本教育心理学会に限定せず， 日本心理学会や日本発達心理学会の論文や学会発表

も取り扱っている。新しい学術的な知見の掲載は『教育心理学研究』である。『教育心理学

研究』には“原著”と区分された論文と“原著〔実践研究〕”と区分された論文がある（“原

著〔実践研究〕”は以後，実践研究とする）。このような明確な分類が『教育心理学研究』

の特徴である。そして学会の機関誌の中で，実践研究を掲載する特別な枠を設けているの

は，『教育心理学研究』のみである。そこで，この実践研究を本稿の議論の対象とすること

にした。

『教育I心理学研究』の実践研究

『教育心理学研究』の編集規程には次の説明がなされている。まず，“原著論文は，実証

的，実践的，または理論的な研究とする”と記されている。続いて“原著論文の内，実践

研究は，教育方法，学習・発達相談，心理臨床等の教育の現実場面における実践を対象と

して，教育実践の改善を直接目指した具体的な提言を行う教育心理学的研究を指す。この

場合，小・中・高校の学校教育のみでなく，幼児教育，高等教育，社会教育等の教育実践

を広く含めるものとする。”と記されている。原著論文と実践論文は必ずしも相互に独立し

ているようではない。言い換えれば，原著論文と実践研究には重複している部分が見受け

られる。それにも関わらず実践研究の区分を設けたことには特別な理念と目的があったと

推測される。そこで実践研究が設立した過程を見てみる。

日本教育心理学会の実践研究

日本教育心理学会は現在，一般社団法人日本教育心理学会となっている。その前身とな

る日本心理学会協会は 1952年に設立されている。機関誌『教育心理学研究』第 1巻，第

1号は 1953年発刊である。『教育心理学研究』に初めて実践研究の論文が掲載されたのは

2000年48巻3号である。約半世紀の時が経過している。以後，実践研究はほぼ毎号掲載

され続けて『教育心理学研究』に定着していった。
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実践研究という新区分の設置には慎重な議論がなされた。それは機関誌への位置づけを

検討した市川（1998）からも伺われる。実践研究の定義や在り方は3年間に渡って議論が

重ねられた。その過程で編集委員会の構成員を対象に，教育実践の論文の匿名による評価・

審査を行った。それらを数値化したデータ，及び自由記述から分析を試みた。結果から，

実践研究はそのための独自の基準が必要であること，相違点の明示は難しいが実践研究と

実践報告は区別する必要であること等が提案された。また，実践研究とは授業者・実践者・

開発者の研究といった見解が提言される一方，著者が実践者でなくても教育実践を取り扱

った研究で、あれば実践研究といった見解も示された。実践研究は従来の研究論文と系統が

異なることは共通認識だ、った。しかしながら，その定義と在り方の合意形成については，

容易で、はなかった。このため幾つかの不整合や懸案を抱えたまま，実践研究の編纂が開始

されたと考えられる。

実践研究の掲載数

表 1,2, 3, 4に，実践研究が掲載された 2000年から現在（2018年）までの掲載論文を

整理した。原著論文，実践論文，展望論文を含めた各号の総掲載論文数，各号に掲載され

た実践論文数に区分してある。さらに総掲載論文数に占める実践研究の割合を算出した。

総掲載論文数については以下の四期に区分できる。概ね各号12本（年間 48本）を掲載し

ていた 2000年から 2008年迄（第一期），時間の経過に伴って次第に掲載数が減少してほ

ぼ各号6本（年間 24本）となった 2009年から 2015年の前半迄（第二期），掲載数が急

増して各号 12本まで回復した 2015年後半から 2017年前半迄（第三期），再び掲載数が

減少して各号5本となった 2017年後半から現在迄（第四期）である。つまり約 20年の問

で2つの大きなウェーブがあったと言える。これまでの推移を踏まえれば，次期は掲載数

が再び増加，或いは急増するだろう。

次に実践研究数を概観する。初めて実践研究が掲載された 2000年 3号以降，概ね各号

1～3本程度掲載されている。初めて掲載されて以後，実践研究の掲載数の割合は平均約

18%で、あった。表中に実践研究の割合が 18%以上の号に網掛けを行った。2009.年後半か

ら2011年前半，及び2017年から 2018年の間，切れ目なく各号平均を上回る掲載数が保

持されている。上述した総掲載論文数の推移を四期に分類した結果と照合すると 2つの点

に気付く。まず，第二期は総掲載論文数が減少していくと共に，実践研究数も減少してい

った。次に，直近に位置する第四期は，総掲載論文数が減少していったにも関わらず，実

践研究の占める割合が高く維持されている。これは実践研究が独自の方向性を持ち始めた

可能性を予想させる。或いは，実践研究以外の論文と異なって投稿数が定数を維持するよ

うになってきたのかも知れない。今後数年の変化を注視していくことによってh 動態を正

確に捉えることができるだろう。ただ，本研究では2019年に掲載開始から 20年を迎える

この時期を区切りとして，分析を進めてし、く。
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表12000年から 2004年の総掲載論文と実践論文

年 2000 2001 2002 2003 2004 

号 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 

総掲載論文数 1014 12 12 12 12 11 11 11 11 8 8 10 12 12 

実践研究数 。0 1 2 2 。2 4 

実践研究割合 。。8 17 0 17 

表2 2005年から 2009年の総掲載論文と実践論文

年 2005 -2006 2007 2008 2009 

号 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

総掲載論文数 1212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 

実践研究数 1 2 1 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 1 1 1 1 4 5 

実践研究割合 8 17 8 17 17 17 17 8 10 10 10 

年

号

一

数

合

一
文
数
一
割

一
論
究
一
究

一
載
研
一
研

一
掲
践
一
践

一
総
実
一
実

表3 2010年から 2014年の総掲載論文と実践論文

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 10 10 10 10 10' 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 

3 3 2 3 2 4 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 3 0 

13 13 0 0 0 0 13 13 13 0 

表4 2015年から 2018年の総掲載論文と実践論文

年 2015 2016 2017 2018 

号 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

総掲載論文数 6 8 10 10 10 10 12 12 12 11 8 8 8 5 5 5 

実践研究数 。2 1 1 5 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 

実践研究割合 。

対象

全 130本の論文を研究対象別に区分した（図 1）。区分の際には，主要な研究対象を特定

した。例えば，松沼（2009）の研究では大学生を対象に予備実験を行い，本実験を高校

生に行っている。この場合の対象は高校生とした。また服部（2002）のように小学生の読

字障害を対象とした場合，研究の目的と密接に関係している読字障害（発達障害）を分類

上優先した。なお図 1では，本田・佐々木（2008），浦野（2001），飯田（2002），小林（2005)
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その他

発達障害児者

教師

大学生

高校生

中学生

小学生

。
I l 

10 20 

図1 研究対象別の実践論文の区分（N=130)

30 40 

のように教師と小学生を対象としている場合は，教師のみを対象としている研究（木村，

2010；角南， 2013；松尾・丸野， 2007；上村・石隈， 2007；鹿毛・藤本・大島， 2016;

遠藤， 2008；池田， 2018）と同じ教師のカテゴリーに区分した。

図1を大観すると，小学生を対象とした研究が最も多いことがわかる。その次が中学生

である。以下，高校生や大学生，教師，発達障害児者を対象とした研究が概ね同程度の件

数である。但し上述したように，発達障害児者のカテゴリーには校種を超えた子どもが含

まれている。このように見てみると義務教育を受けている子どもを対象とした研究が多い

と言えよう。

その他のカテゴリーの対象は以下の通りである。幼児を対象とした榊原（2004），外山

(2009），湯j宰・湯j宰・関口・李・替藤（2010）は幼児の現場実践上の問題が研究対象と

なっているとは限らない。研究テーマから必然的に幼児が研究対象として導き出されてい

る。介護福祉系の専門学校生を対象とした西村・村上・棲井（2015）も同様であり，共感

について研究するにあたってそれに適した対象の選定を行っている。また保育の実務上の

問題を扱った藤崎・木村（2005），田中（2010），三山（2011）は保育者を対象としている。

この他特記すべき研究として，病院内学級の分析を行った谷口（2005），学校内に設立さ

れたコーディネーション委員会が変化を遂げていくプロセスを分析した家近・石隈（2003)

と家近・石隈（2007），相談室の変化を分析した宇留田・高野（2003）や相楽・石隈（2005)

は，有形ではない無形の制度やシステムを対象としている。

既に述べたように，編集規程によれば実践研究は，小学校・中学校・高等学校の学校教

育のみでなく，幼児教育，高等教育，社会教育等の教育実践を広く含めると記されている。

それにも関わらず，幼児を対象とした実践研究は目立って少ない。議論を先取りすること

になるが，小学生・中学生・高校生・大学生では大きなウェイトを占めている心身の健康
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や対人関係に関する研究が，幼児ではほぼ見当たらない。教科教育や教授－学習に相当す

る保育内容やその指導方法の実践に関する研究はない。幼児教育の特色である，健康・人

間関係・環境・言葉・表現といった5つの領域を組み合わせたような研究もなされていな

い。それらの研究は，実践研究以外で行われているのかも知れない。但し，実践研究に独

自の意義があるならば，これらの事項に関する実践的な研究がもっと必要であろう。

方法

研究の方法について区分した。少なくとも心理学の場合，方法に優劣はない。つまり高

度な手法や低次な手法という捉えはなく，取り扱う現象を解明する際により妥当性の高い

方法や統計が採用される。このため方法それ自体を査問する必要はあまりない。例えば，

遺伝学や細菌学等のような先端科学においては，研究方法や研究機材の変革が劇的なパラ

ダイムシフトをもたらす。それらと比較すると，心理学の方法論は日進月歩ではあるもの

の，その違いが決定的な変化はもたらさない。ただ，実践研究においてどのような方法が

採用されやすいか知ることは，実践研究が取り扱う現象を知る上で意義がある。

実験，調査，観察，事例といったカテゴリーを設けて分類を試みた。極めて稀で、あった

が，タイトルが実験となっていて，論文中の見出しに調査と書いてある場合，内容を調べ

て実験にカテゴライズした。その逆の場合もあったが，同様に内容から判断した。質的研

究やグラウンデ、ツ ド・セオリー・アプローチ（GroundedTheory Approach: GTA）は，

事例のカテゴリーに入れた。その他にカテゴライズされているのは，以下の論文である。

高校の教師を対象にして観察と調査の両方を実施した木村（2010），小学生を対象にやは

り観察と調査を行った松尾・丸野（2008），高校生を対象に質問紙調査と面接調査を行っ

た高橋・村山（2006）である。なお，保護者（母親）の手記を分析対象としてその心境の

変化を分析した田村・石隈（2007）は事例にカテゴライズされている。

図2に方法別に区分した結果を示した。実験主事例が最も頻繁に使用されていることが

わかる。まず実験である。実験では，検証しようとする変数のみ操作を施して，それ以外

の全てを条件間で完全に一致させる。つまり，変更する独立変数以外，条件聞に違いを生

起させないことによって，従属変数の値の違いを独立変数の違いに帰属させて因果関係を

検証する。条件や群分け，提示順序の統制等が保証されている場合，独立変数以外の要因

はほぼ関与しない。しかしながら，実践研究の場合，教室や学級の子どもを対象として実

験的な方法で研究がなされる。それらの方法は実験の中でも準実験と呼ばれる。それは独

立変数以外の変数が結果を左右する可能性を意味する。

準実験の研究例として社会的スキルトレーニング（SocialSkill Training ; SST）が挙げ

られる。実践研究において学級を単位として SSTを実施した研究がしばしば報告されて

きた（藤枝・相川， 2001；江村・岡安， 2003；多賀・佐々 木， 2008；出口・木下・吉田，

2010；西村・村上・棲井， 2015；小林・渡辺， 2017；大沢・橋本・嶋田， 2018）。これら
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図2 方法別の実践研究の区分（N=130)

の研究は，対象とした校種， SSTの内容，訓練の期間や方法，効果を測定するための尺度

等がそれぞ、れ異なっている。しかしながら，学級単位で.SSTを実施した群としなかった群

と比較して何らかのメンタリティに対する効果や効能を論じている点で共通している。

教示方法の効果に関する準実験も実践研究の代表と言えよう。教室を単位として特定の

教示方法の効果を検証する方法は，教授－学習の研究領域において最もスタンダードな手

法の一つである（荒井 ・宇野・工藤・白井， 2001；中川・守屋， 2002；湯津 ・山本， 2002;

中川 ・梅本， 2003；菊池 ・中山， 2006；松沼， 2008；尾之上 ・井口 ・丸野， 2017）。独立

変数と従属変数に工夫したり，校種や教科に特定の意義を設けたりしながら，耕受一学習

に役立てることを目指した実践研究が行われている。これらも主に教室を単位として効果

の測定がなされている。ただ，各群のメンバーの学力の等質が保証しにくかったり，耕受

者側の力量や学習者側の動機等の等質が統制しにくかったりといった理由から交絡変数が

残りやすい。

事例研究も盛んに行われている。上述した準実験では扱われていない発達障害児に関す

る研究が挙げられる。具体的には，発達障害児の算数指導を扱った植木（2000），読字障害

の平仮名の読みに関する服部（2002),LD児等を特徴や指導計画について研究した海津

(2004）や岡田（2005），自閉スペクトラム障害（自閉性障害）の共同注意や特定の行為

の形成を検討した遠藤（2008），渡辺 ・遠藤（2011），須藤（2011）等がある。これに加え

て，病院内学級の特徴について調べた谷口（2005）や学校長の学校管理について検討した

池田 ・池田（2018）等も実験では見られない研究だ、った。

フィールド

当該の研究を実施した場所について整理してみた（図3）。フィールドは，データの収集
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図3 フィールドの区分（N=130)

を行ったところから区分してみた。まず，方法等の部分にフィールドとなった場所が記述

されていない場合があった。これはその他にカテゴライズした。教育機関については教室

と学級を区分した。これは教育上の定義としては厳密には不適格であるが便宜上の区分で

ある。主に教科学習に代表される授業の効果等を扱う場合は教室， SSTやクラスへの適応

に関する研究は学級とした。なお，大学生を対象とした講義方法等に関する研究は教室の

区分に入れた。

特筆すべきものとして，教育実習に関する研究を行った森下・尾出・岡崎・有元（2010)

は教室と学級の両方がフィールドとなっている。家庭教師として対象者の家庭で実践を行

っていた小堀・上淵（2001），学校と家庭（山本・小松， 2016），家庭と相談室（栗原， 2006)

のように対象の家庭がフィールドとなっている研究もあったO また学習障害児の算数に関

する植木（2006）の研究では，公園やスーパーマーケット等，複数の場所が実践の場とな

っていた。保育所や幼稚園の巡回相談について調査した三山（2011）の場合，フィールド

を幼稚園・保育所とした。幼児の生物概念について研究した外山（2009）の場合は，幼稚

園・保育所の中でもフィールドが園庭で、あった。これらはその他に属している。

図3を参照すると教室をフィールドとした研究が最も多いことがわかる。これは，教科

の学習方法や指導方法に関する研究が多いためだろう。次に学級にカテゴライズされた研

究が多い。有効な学級経営や望ましい学級経営の在り方について探求することは，教壇に

立つ教師にとって興味、深い事項で、あろう。さらに学級適応が困難になってくると相談室を

フィールドとした研究になってくると思われる。そこで次に，実践研究における研究テー

マに関してさらに分析してし1く。
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テーマ

研究テーマについては特定しにくい場合もあった。具体的には，解明したり検証したり

した検討課題が多義性を持っており，一義的には判断しにくかった。そのような場合は英

文のタイトルから判断したり，独自の解釈を行ったりした。このような手続きも含まれて

いるため，必ずしも著者が取り組んだテーマや企画した意図と一致していない可能性もあ

った。但し，教科に関する指導や学習に関する研究を教科教育と区分けした結果，教科教

育と関連するテーマが多いことが示された（図 4）。その他が非常に多かったことは，実践

研究の裾野が広くテーマが多岐に渡っているからだろう。そこで、教科教育に絞って検討し

ていく。

教科教育に関する実践研究の内訳を示したものが図5である。概観すると，語学とされ

る国語と英語をテーマとした研究が多い。また理系科目である数学（算数）と理科も多い

ことがわかる。さらに社会科や音楽の研究がなされている。その他に属しているのは，数

学とその他複数の科目をテーマとした市川（2000），理科と数学の2つの科目をテーマと

した湯津・山本（2002）である。

なお，著者が選出したキーワードの分析も試みた。集計してみたが，小学生・中学生と

いった教育制度上の区分が頻出した。次に多いのはSSTやGTAといったキーワードであ

った。それ以外は，関連・類似したキーワードはあまり見られなかった。これは取り扱う

研究内容が多種多様であることの裏付けであろう。そこでキーワードについては深く分析

しないことにした。但し，選出されていたキーワードを通観できるように各論文のキーワ

ードを資料1として末尾に添付した。

その他

大学教育

教師教育

チームワーク

抑うつ

SST 

教科教育

。 20 40 60 80 

図4 研究テーマ別の実践研究の区分（N=130)
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図5 教科教育の教科別の区分（N=39)

実践研究と実践者

実践研究と実践者について検討した。実践研究を設立する際，実践研究とは実践者自ら

が行っている研究で、ある，といった見解を強調する意見もあった。日本教育心理学会の組

織決定としては，実践者以外が行ったエスノグラフィーのような観察研究や実践場面の綿

密な分析等も幅広く実践研究として捉えていくといったもので、あった。そこで，かつて議

論された実践研究の在り方の系譜を追跡してみた。具体的には，実践者であるか否かにつ

いて実践研究の論文中に明示されているか調べてみた。論文の一頁目の表紙に著者の所属

として小 ・中学校名が書かれている場合もあったが，これは間接的事実である。教育の実

践者であるかどうか，厳密にはわからない。そこで論文中の記述を調べた。

市川（2000）と植木（2000）には，著者の立場がカウンセラーと明示されていた。この

ような場合，実践者による実践研究となる。家近・石隈（2003）と田村・石隈 ，（2003）も同

様にカウンセラーであることが記されていた。田村・石隈（2007）は第一著者がスクール

カウンセラー，三山（2011）は相談員であり巡回相談に従事していることが示されていた。

安藤 ・新堂（2013）は第二著者が家庭裁判所の調査官，庭山 ・松見（2016）は第一著者が

実践者で教育者であることが表明されていた。小堀 ・上淵（2001）は小学生に家庭教師と

して教育を行っていた，浦野（2001)は教師に対するコンサルテーションを行っているこ

とが書かれていた。植阪 ・光嶋（2013）と深谷 ・戸部 ・立見（2017）は第二著者が教師で

実践を担当と表示されていた。

その他，著者が子どもに処遇を行った（子どもと関わった）と記されていた場合，それ

を実践者，あるいは実践としてよし1か不明で、あった。また，臨床心理士であると書かれて



24 信州心理臨床紀要第18号 2019年

いる場合もあったが，そのような資格を有していることと実践をしていることは完全に一

致するとは限らない。さらに，自らが大学教員であることを方法に明記した上で，大学生

を対象にした研究も幾つかあった。この場合，確かに実践者の研究になるが，大学生を対

象と Lている研究は概ねこれに属するため，今回ほ取り上げなかった。以上のように，や

や厳密な方法でカウン トした。結果，130本の実践研究の中で文章中に実践者であること

を記述した論文は1割に満たなかった。このように，かつて議論の姐上に載せられて，そ

の在り方を巡って真撃に論じられた事柄は，その後あまり意識されていなかった。しかし

ながら，後述するように実践研究の担い手には，実践の有無と異なる重要な要件があると

考える。

今後の検討課題

オーサーシップ

これは著者となるべき者が著者として明記されるというルールである。一般に問題とな

るのは，オーサーシッフ。の過不足である。具体的には，質問紙調査において，質問紙の配

布を行っただけで、著者となる，研究に本質的な貢献をしたが著者にならない等といった場

合である。これらは研究倫理の問題である。ここで提案したいのは，各著者の属性と役割

をなるべく具体的に記述することである。

実践研究で、は授業を行ったり，何らかのトレーニングを行ったりする場合が多い。そし

てその効果が測定される。十分なラポールが形成されている担任の教師が実施する場合と

全く不慣れな者が実施する場合では，研究結果も異なってくるだろうが，読み取る側（実

践研究の読者）の読み取り方も異なってくる。つまり，その実践論文を読んで、それに倣っ

て実用する場合に，実践を行った者の属性は重要で、ある。既述したように，現状では実践

を行った者が誰で、ありどのような経歴やキャリアを有するのか，ほぼ記述されていない。

欧米では，オーサーシップの確認、として，全ての著者の担当を記入するジャーナルが散見

される。このような方法を参考に，より具体的なレベルで、著者の属性等も書き加えると有

意義と考える。より一層，実用に繋がる実践研究となるには，どのような者がどのように

して実践を行ったのか，詳しく明記されていることが望ましいだろう。何を書き足すと実

用に繋がりやすいのかは，実践研究の著者の熟考と工夫が必要だろう。

研究の意図

教室や学級で授業やトレーニングを行っているのは，当該の研究者か担任教師等で、あっ

た。当該研究の主体者の場合，その実験等の仮説も意図もわかっている。担任教師等の場

合は，研究者が事前に研究の目的やねらい，研究結果の教育上の意義等を事前に詳しく説

明しである。いずれの場合においても，意図も仮説も熟知した者が何らかの先入のような

ことを実施している場合が少なくなかった。

一般論として，研究の意図や仮説を知った者が実験や実験的な介入をすることは望まし
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くない。コンビュータのプログラムを用いるような機材実験においても研究の意図を察知

されないよう様々に配慮、を行う。教師や教師のような立場になって教授一学習や トレーニ

ングのような実践を行う場合，身体所作や声量，表情や視線等から研究の意図が伝わって

しまうことは想像に難くない。そもそも教室 ・学級において，教師と子ども達は日常的に

互いの意図を読み取りあっている。さらに意識はしていないが，問主観的に互いの意図が

互いの言動に影響を及ぼし合っている。このような教師と子どもの関係を考えると，研究

の意図の問題は看過し難い。

理論や仮説に対する確信や信念が強固であれば，より一層意図が察知されやすくなるか

も知れない。実践の内容によっては，そのような態度で取り組めば，同様の作用を得られ

る場合，実質的に問題のないものもあるかも知れない。しかしながら，どのような条件下

において期待できる効果であるiか明確にしなければならない研究も多いだろう。この点を

踏まえると，仮説や意図を知らない者が教壇に立って実践を行うことが望ましい。或いは

研究の意図を読み取られにくいように工夫した実践とする必要がある。

実験の手法

多くの場合，特定の処遇を行った群と行わなかった群を比べて何らかの特性が向上して

いることが報告されていた。教室で授業をした場合では，新たに考案した指導方法の効果

が検証されていた。学級で活動をした場合，これまで試されていなかったスキルの トレー

ニング等の効用で、ある。効果 ・効用があったことは報告されているが，それらが生起した

理由については充分検証されていない。つまり，実施したらポイントが上がった，という

事実が， 一つのまとまりを持った研究業績として完結していた。

効果 ・効用の発見は重要である。ただ，その効果発現の理由やメカニズムを解明しなけ

れば，どのような状況で期待できるか推測できない。このため，他の実践に応用しようと

する場合に，効果 ・効用の予想、が立たない。実践研究は概して一回性や個別性が高いよう

に思われる。それにも関わらず求められている成果は，類似しているが異なる場面への実

用である。教室や学級をフィールドとした実践研究は様々な制約があってなかなか自由に

研究計画を立案しにくいものと思われる。また，上述したような研究の意図の察知を回避

するための工夫も容易ではない。ただ諸般の事情が許せば，効果 ・効用の確認に加えてど

のような機序で生じるのかさらに追及することが望ましい。

当事者としての実践研究

既述したように，実践研究としづ区分を設ける際，実践研究は実践を行っている者の研

究であるか否かが論点となった。実践研究の定義や在り方は不明なままである。確かに，

日本教育心理学会における実践研究は，実践者の研究という定義ではなくなった。これは

結果的に，実践研究が扱う範囲を拡張したと同時に，実践研究の研究成果に属する論文の

投稿数を増加させた。但し，学会の機関誌内でどのような位置づ、けになったかとしづ結果

と実践研究の本来の在り方は別次元である。よって，実践研究とはどうあるべきか問い続
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けることは相変わらず意義深い。ただ『教育心理学研究』の全ての実践研究を紐解し 1た結

果，これに対する関心は低下傾向と思われた。実践研究の中に，当該の実践を行った者の

属性の明示が少なかったこともその表れと考えられる。心理学の領域を越えて，大学院の

重点化や量に偏重した業績主義といった学問や学術を取り巻く状況の変化が，個々の学問

が存来どのようにあるべきか論考する契機を奪取したのかも知れない。換言すれば，我々

は現状と未来の理想的な在り方を追求するより，目先の功利と剃那な功績を得ることに専

念しやすい状況下で研究する境遇にある。しかしながら，この種の論考が低調になれば，

その学問は方向を見失って枯渇する恐れがある。

実践研究は実践を行っている者の研究だけではないと考える。但し，教育実践の当事者

でなければならない。実践を行っている者が当事者とは限らず，実践を行っていない者は

当事者でないとも限らない。現実の幼児・児童・生徒らに確かに実用可能な知見を実践研

究によって明らかにしようとする者が当事者である。真に有意義な実践知にたどり着くに

は多くの時間と労力が必要となるg一つの実験や調査で、仮説を支持する結果を得ることが

到達点ではない。それを教育現場に実用するには，より慎重な吟味やさらなる検討の積み

重ねが必要である。教育には責任があり，その責任を我が身で強く感じ深く理解している

者が当事者である。よってただ実践を行っているだけでは実践の研究者にならない。責任

感に裏付けられた当事者意識を持ち続けている者が，実践研究の担い手である。

無論これは実践研究固有の問題ではない。研究が基礎と応用に分かれている科学分野を

例にする。基礎研究は再現可能であり論理的な整合性を持っていなければならない。この

点が担保されていなければ，応用に耐えられない0 .基礎的知見を使用した応用研究は，結

果の良し悪しに一喜一憂はできない。どのような条件・状況下において応用が可能となる

のか繰り返し厳密に調べていかなければ，実用に耐えられない。このように考えると，研

究が実践研究であろうとそうでなかろうと，基礎研究であろうと応用研究であろうと，大

切なことは共通している。それは研究に携わる責任の自覚である。

付記

本研究は，科学研究費補助金（No.17K04348）の助成を受けて行われた。
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資料1 掲載年別の各論文のキーワー ド

市川伸一（2000)

学習指導方法
箆知カウンセリング
学習方略
概念獲得

命題的表象
植木理恵（2000)

棺互モデリング
実用志向
学習障害児
動機づけ方略

有川誠ら（2000)

技能
工具
てこの原理
操作体験
技能の転移

浦野裕司（2001)

学級崩寝
教師の子ども箆知
子どもの教師寵知

コンサルテーション
ティームティーチング

荒井龍弥ら（2001)

概念学習

誤概念

教授法
小学生

小堀友子ら（2001)

情動制御
セルフ・モニタリング
学習
小学生
自己制御学習

藤枝静暁ら（2001)

社会的スキル
学級単位のSST
小学生

中川｜恵正ら（2002)

モニタリング自己評価訓練

到達度自己評価訓練

国鱈科での単元学習
植木理恵ら（2002)

テーマ学習
自己制御学習スキル
地場の学習共同体

高橋あつ子（2001)

自己意織
実験授業
自己肯定感
帰属

飯田都（2002)

学級適応感
琵知機式
児童毘知次元

箆知要因要情
児童

湯j宰正通ら（2002)

理科教育
数学
中学生
酸化

服部美佳子（2002)

読み障害
指導
平仮名文字

毘知特性
事例研究

吉田寿夫ら（2003)

感情認知
共感性
簸近可能性

プライミング
アクション・リサーチ

山森光陽（2003)

観点別評価
関心・意欲・態度
多変量一般化可能性理陰

宇留田麗ら（2003)

学生相級のシステム作り

コラボレーション（協働〉

実践的フィールドワーク
I青河幸子ら（2003)

相互説明
メタI!知的モニタリング
文章理解

対象レベル・メタレベル
の分業による協同

家近早首ら（2003)

コーディネーション

学校心理学
心理教育的媛助サービス

のシステム
コーディネーション委員会

相互コンサルテーション
田村節子ら（2003)

コア媛助チーム
保護者
教師
スクールカウンセラー

相互コンサルテーション
学校心理学

江村理奈ら（2003)

集団社会的スキル教育

主観的適応状態
中学校

中川恵正ら（2003)

モニタリング自己評価訓練
達成度自己評価訓練

小集団討論
社会の問題解決学習

小学校5年生
山森光陽（2004)

中学生
英語学習

学習意欲
生存時間分析

益川弘如（2004)

協調学習支援
関連付け
デザイン研究
ReCoNote 
i igsaw形式

原因杏子（2004)

専門的相骸

実践現場からのデータ

発話カテゴリー
GTA 
法律相級

海津亜希子ら（2004)

個別の指導計画
教師支援プログラム
L D学習障害

コンサルテーション
通常の学級

高垣マユミら（2004)

相互作用のスタイル
操作的トランザクション
協同学習
理科授業
小学生

榊原彩子（2004)

絶対音感
絶対音感の習得過程
臨界期
和音申j別訓練法
ハイトとクロマ

藤崎春代ら（2005)

研修型コンサルテーション

統合保育
保育者と心理の専門家

の協働
互恵性
ふりかえり

白石智子（2005)

抑うつ
認知療法
予防
大学生

小林朋子（2005)

行動コンサルテーション
教師の援助行動

スクールカウンセラー
不釜校

谷口明子（2005)

病院内学級
教育実践
特徴カテゴリー
質的研究法
フィールドワーク

岡田智ら（2005)

SST 
ゲームリハーサル
LD 
ADHD 
アスペルガー症候群



相禦直子ら（2005)

教育相級システム
心理教育的援助サービス

コーディネーション

養護教画面
学校心理学

川井栄治ら（2006)

セルフ・エスティーム

自己否定的な認知パタン

に対する反忽

原因帰属

心の教育

小学生
三浦正江（2006)

不盆校

予防

心理的ストレス
学級単位の介入

中学校
栗原慎二（2006)

チーム支援

学校教育相餓

教師カウンセラ一

目標設定
思春期摂食障害

菊池一彦ら（2006)

英語リスニング

外国映画

内発的動機づけ

文脈化

中学生
高橋亜希子ら（2006)

総合学習

学習様式
質的分析

高校生
倉掛正弘ら（2006)

うつ病

予防的介入

教育プログラム

小学校
浜谷直人（2006)

巡回相骸

特別支援教育

軽度発達障害児

発達臨床コンサルテーション

通常学級
田中幸代（2006)

同学年モデル

モデル経験

観察

保育実技

大学生
小泉令三ら（2006)

多動傾向児

個別指導

学級単位のSST
補助者

問題行動
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高垣マユミら（2006)

概念変化

学習環境のデザイン

GI sML 
観察・実験の説明活動

振り子の等時性の続念
家近早苗ら（2007)

学校心理学

コーディネーション委員会

コンサルテーション

相互コンサルテーション

中学校
松尾剛ら（2007)

話し合いの

グランド・ルール

実践知

即興的思考

一斉授業
熟練教師

及川 恵ら（2007)

抑うつ予防

心理教育

抑うつ対処の自己効力感

認知行動療法

女子大学生
城間祥子ら（2007)

参加としての学習

コラボレーション

中学校

専門家

和楽器の授業

下村英雄（2007)

コンビュータによる

キャリアガイダンス

キャリア教育

進路還択に対する自己効力感

進路成熟度

中学生
岡田いずみ（2007)

学習方略

学習意欲

高校生
英単語学習

松沼光泰（2007)

英語学習
現在完了形

体制化

学習方略

学習意欲
高垣マユミら（2007)

相互教授

概念変容教授

自己生成アナロジーモデル

理論チャート

質量保存概念
田村節子ら（2007)

保援者

チーム援助

カウンセリング

コンサルテーション

学校心理学

上村恵津子ら（2007)

教師

保聾者面級

連傷

GTA 
発話分析

水品江里子ら（2007)

鼠概念

主語
日本語からの干渉

教授実験

中学生

高校生
高垣マユミら（2008)

コンフリクトマップ

教授方略

概念変化

内観報告

波動の概念

松尾剛ら（2008)

グラウンド・ルール

リヴォイシング

教室畿話

話し合い

教授・学習

遠藤愛（2008)

特殊学級

指導行動

教師の抵抗感

学生支援スタッフ

間接的フィードパック
須藤邦彦（2008)

自閉性障害児

援助行動

観察反応

本田ゆから（2008)

小学校 1年生

問題行動

担任教師

個別的行動介入

AD/HD児
多賀谷智子ら（2008)

機会利用型SST
仲間関係

自己効力感

社会的スキル

指導態度
松沼光泰（2008)

教授方法

不十分な知機

学習方略

等位接続調

高校生
佐藤寛ら（2009)

児童
仰うつ

認知行動的介入

一次予防
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高垣マユミら（2009)

教授方略

学習観
学習方略

概念変化

水溶液の性質
本田真大ら（2009)

集団SST
中学生
不適応

仲間評定
須藤邦彦（2009)

自閉性障害児

撮助行動

維測
作業効率

条件性弁別

一柳智紀（2009)

聴き方
話し合い
直後再生課題

学級

課題構造
一柳智紀（2009b)

聴く
リヴオイシング
再生

社会科
小学生

松沼光泰（2009)

英話学習
受動態

教授方法

高校生
大学生

加藤弘通ら（2009)

問題行動

学校の荒れ
生徒指導
荒れの収束過程

田島充士ら（2009)

説明活動
概念理解

分かったつもり
日常経験知
トランザクション対話

外山紀子（2009)

幼児

裁培活動

植物に対する

子どもの生命毘機
栽培手続きに関する

生物学的理解
豚拓充ら（2009)

創造的教養

教養教育

創造活動

美術
ワークショップ

森下覚ら（2010)

教育実習

学校環境
状況的学習愉

正統的周辺参加
植坂友理（2010)

方略の転移

教科機断的方略

教目11帰納
事例研究
寵知カウンセリング

坂本美紀ら（2010)

アーギュメント
知織構築

箆機主体性

科学教育

小学生
出口拓彦ら（2010)

心の教育
対人鼠知
SST 
体験学習

中学生
田中浩司（2010)

遊びの指導
幼児教育

鬼ごっこ
修正版GTA
5鹿児クラス

遠藤愛（2010)

算数文章題

学習支援

アセスメント
箆知特性

つまづいている解決過程
清道亜都子（2010)

作文作成指導

意見文
文章の『型』

高校生
石川信ーら（2010)

児童
抑うつ
SST 
予防

木村優（2010)

教師の感情

教職の専門性

心的報酬
省察
GTA 

豊沢純子ら（2010)

防災教育

小学生
保護者
情威アピール
説得

湯津正通ら（2010)

英鰭
音飢学習

幼児

音舗寵機

非単結反復
渡辺考継ら（2011)

自間性障害児
共同注意

視線方向
高垣マユミら（2010)

概念変化

動機づけ

コンフリクトマップ
教授方略

中学地理

道田泰司（2011)

大学教育

思考力育成

批判的思考

質問行動

イマージョンアプローチ
須藤邦彦（20ll)

自閉症スペクトラム障害

準備行動

媛助行動

援助事態

条件性弁別

清道亜都子（2011)

文章作成指導
意見文
紙上交流

文章の「型J
高校生

三山岳（20ll)

コンサルテーション
巡回相級
M-GTA 
概念変容

娠り返り体験
篠ヶ谷圭太（20ll)

予習
質問提示

解答作成

自信度評定
学習観

須藤文ら（20ll)

競解リテラシー
LTD話し合い学習
小学校

説明文
小野田亮介（2012)

リレー作文
習慣化

宛名

文章産出
小学校中学年



人

小田切歩（2012)

協同過程

知織の再構造化

指数関数的変化

高校生
小林朋子ら（2012)

災害
中学生

GTA 
安藤有美ら（2013)

愛と自由の声

自己表現
視点取得能力

アサーション

非行少年
角南なおみ（2013)

小学校教師

修正版GTA
問題場面

肯定的変化

仮説モデル
植阪友理ら（2013)

俳句

創作と鑑賞

文学

国語
単元構成

小野田亮介ら（2014)

大学教育

リアクションペーパー

質問生成

授業者応答

適正処遇交互作用
中村玲子ら（2014)

いじめ
傍観者
SST 
規範

中学校
吉野巌ら（2014)

音楽鑑賞授業

視聴覚教材
演奏映像
音楽の諸要素の認知

音楽心理学的研究
町岳ら（2014)

相E教授法

算数グループ学習

向社会的目標

交互作用効果

グループの発話プロセス
割津靖子（2015)

大学生

ボランティア活動
心理職

専門家としての発達

質的研究

水口 崇・杉村僚子： 心理学における実践研究の特徴と課題 39 

森本哲介ら（2015)

自己形成意識

性格的な強み

高校生女子
心理学的介入

堤 亜 美 （2015)

抑うつ
予防的心理教育

認知行動的介入

中学生

高校生
西村多久磨ら（2015)

共感性

向社会的行動

自尊感情
社会的スキル

準実験研究
山本真子ら（2016)

目包
質的分析

児童

自己
深谷達史ら（2016)

教えあい
説明方略

自律的援助要請

教授一学習スキーマ

言語活動
坂本美紀ら（2016)

科学的探究
聞いの生成

科学的法則に基づく聞い

理科療育

協調学習
太幡直也 （2016)

トレーニング

チームワーク
チームワーク能力の構成要素

山内香奈ら（2016)

企業肉教育

研修の転移

フィードパック

目標設定

フォローアップ
江角周子ら（2016)

聴く
行動変容

中学生

心理教育
M-GTA 

小野田亮介ら（2016)

意見文産出

マイサイドバイアス
反論想定

再反論

低学年児童

竹下浩ら（2016)

ものづくりPBL
チームワーク

形成過程
修正版GTA

鹿毛雅治ら（2016)

授業研究

自己決定理論

基本的心理欲求
教師教育

骸話分析
庭山和貴ら（2016)

授業参加行動

言語賞賛

学級介入
通常学級

自己毘録
新原将義（2017)

相互行為分析

音楽教室

音楽アウトリーチ

社会・文化的アプローチ

ワークショップ
尾之上高哉ら（2017)

計算スキルの流暢性

目標設定

成績のグラフ化

学級規模での指導

社会的妥当性
野村亮太ら（2017)

認識的信念

個人の信念論

授業観

多重時間スケールモデル
太幡直也（2017)

トレーニング

チームワーク
チームワーク能力の構成要素

山路茜（2017)

概念的理解

聴くこと

援助要諸

数学学習

グループ討論
深谷達史ら（2017)

説明スキーマ

説明的な文章
読解

表現

言語活動
深谷達史ら（2017)

教えて考えさせる授業
全国学力・学習状況調査

学習方略

指導案作成課題

算数
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高橋高人ら（2018)

抑うつ
中学生
認知行動的介入

長期的効果
標準群

大橋1光太郎ら（2018)

第二外国語教育

高等教育
自由記述データ
捕獲率

池田琴恵、ら（2018)

組織開発
学校評価

エンパワーメント評価

Getting to Outcomes 
複線径路等至性モデル

神崎真美ら（2018)

不釜校
学級復帰
ボランティア
高校
フィールドワーク

大沢知隼ら（2018)

集団SST
維持
般化

注意バイアス
報酬への接近

佐々木掌子（2018)

性的マイノリティ
LGBTQA 
同性愛嫌悪

トランス嫌悪

自尊感情

＊紙面の都合上、社会的スキルトレーニングはSSTと表記した。

また、グラウンデッド ・セオリー ・アプローチはGTAとした。




