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教育課程と教授法研究における認知科学の応用 

―身体性理論を取り入れた算数の授業実践をもとに― 
 

北京市朝阳区一土学校 趙 夢瑶(Mengyao ZHAO) 

 

1980年代以来、認知科学は「非身体性認知論」(Disem Bodied Cognitive Science)から「身体性

認知論」(embodied cognition Science)へと変化している。われわれは、自らの身体が環境と相互

作用することで得られる感覚運動の経験をイメージとして描き、言語や概念を利用しつつ施行、判

断、行動を実現している。身体性認知とは、身体を介して得られた感覚運動情報を取り込みながら

実行される情報処理である。これは、有名な言語学者、哲学者の Lakoff を代表とした学者の考え

方である。彼らは、脳神経科学の研究成果より，私たち人間の認知能力は身体的なもので、概念は

ただ外部世界の叙述ではなく、その形成は身体化したものであると主張している。このように、私

たち教員は「身体性認知論」をもとに、子どもが自分の身体的な活動と隠喩から認識し、心の発達

を促し、個々の子どもの発達の特徴に応じて学習活動を設計し、支援する。算数の学習活動では、

子どもの手作業などの身体的な体験活動を取り入れ、数学的な実験を学習の入口とした算数の授業

デザインすることができる。Lakoff は、私たち人間の思考はほとんど無意識的ものであるが、私た

ちの各々の経験と認識を概念化し、「隠喩」を通して無意識のものを実在とし、抽象概念への認識

能力が構築されていると論じている。次に述べる算数の実験的な授業では、このように認知の身体

性をもとに、挑戦問題、つまり、操作、実験、修正、繰り返しなどの活動経験から数学的な概念認

識能力を養っていくことをねらいとしている。以下、具体的な例で説明する。 

挑戦的な問題：巨大な円と楕円をどのように描くのか？（G4） 

活動：1.円と楕円の定義をもとに実験道具を選ぶ 

   2．グランドで巨大の円と楕円を描く 

ここでは、円と楕円の概念について、それらを「描く」活動を通して認知することになる。例え

ば、道具を選ぶ際、「平面上で、ある定点から等距離にある点の集まりを円と言う」と「2つの定点

からの距離の和が一定の点の集合であることを楕円という」という 2つの概念に対して、予想し、

動作を構成する。描くには、子どもが身体的で試行錯誤の活動の中で、操作、実験、修正、繰り返

しながら、「紐を真っ直ぐ」「円心または 2つの定点が変わらない」ことなどの描く動作の定義を自

分たちで確認し、導き出していく。これらの規範はちょうど円と楕円の概念が形成される大切な要

素でもある。 

 上述した事例から分かるように、数学の概念は、1つ 1つの小さい作業の活動の中で自らの体験

から認識し、分類し、認知する。それによって、新しい概念への理解ができ、認知構成が繰り返さ

れる中で更新され、認知の視野が広がっていく。 

 しかし、このような実験的な授業では、例えば、「個々の子どもの個性に合った挑戦的な問題の

設計は教員にとって大切なことであるが、すぐ対応できるかどうか」や、「抽象概念への認知は隠

喩から投影していくことが必要であるため、授業の中で活動に円滑的に行っていけるか」、等々の

実際の授業づくりの中での実践がまだまだ課題として残っている。これらの課題を解決するべく、

教員として新たな考え方で挑戦し、向上することが求められているといえよう。 

 

 

 

（創価大学教育学部 董 芳勝 訳） 
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认知科学应用于课程与教学的研究 

—基于涉身认知理论的数学实验课程探索― 

 

北京市朝阳区一土学校 赵 梦瑶（Mengyao ZHAO） 

 

    20世纪 80年代以来，认知科学从“非涉身的认知理论”走入了“涉身认知科学”时代，涉身

认知科学认为概念和推理来源于身体，大脑和身体感觉运动机制是认知机制的来源，意义理解的

认识过程依赖于体验。其中代表性人物是著名语言学家、哲学家莱考夫（Lakoff），他结合脑神经

科学的研究成果，说明我们的分类能力是涉身的，概念不是对外部世界的对应描述，概念的形成

是涉身的。基于涉身认知科学观，我们能够更好的了解学生是如何通过涉身活动和隐喻进行认知

及心智发展的，也促使我们思考如何借助符合学生认知的方式来更好地设计学习活动。将数学学

习融于丰富的动手操作体验当中，以数学实验为切入点的数学教学尝试成为了我研究的方向。莱

考夫认为大多数思维都是无意识的，无意识的认知就像一只看不见的手，塑造、概念化我们的各

种经验，并通过“隐喻”在认识无意识中建立实体、抽象概念。在数学实验课程中，我们应遵循涉

身认知特点，基于一个挑战性问题来设计探索、实验活动，在经历操作、试验、修正、迭代等一系

列活动后形成一定的活动经验，从而建立起数学概念。具体教学设计释例如： 

挑战性问题：如何画一个巨型的圆和椭圆？（G4） 

实验活动：1.根据给定圆和椭圆的定义选取合适的实验工具 

2.尝试在运动场画一个巨星圆和椭圆 

    这里要建立圆和椭圆的概念，而这一抽象概念是在画的过程中逐步建立的，在这一过程中，

讨论选取何种实验工具实际上是对“圆是在一个平面上与一点相距特定距离（半径）的所有点的

集合”、“椭圆是所有到两焦点的距离之和相同的点的集合”这一概念在操作前的预想和构思；尝

试画是一个涉身活动，在这一过程中学生将经历不同的境遇，在不断试错和调整中明确一些操作

规范，如“绷紧线再画”、“确保中心点（焦点）位置不变”、“保持笔尖不倾斜”，而这些涉身活动

当中不断明确出来的规则也恰恰是形成概念的要点所在。 

    通过形如以上释例的实验操作类课型，将一个个数学概念的建立具体化于一个一个小的数学

实验当中，通过一系列的涉身活动，加强对概念的认知，通过对新概念的认知和类比，并构入原有

的认知系统当中，继而不断往复，最终达到拓展认知的目的。 

   在探索和实践当中，收获了丰富的实验类课型的经验，当然也遇到了诸多困惑。如，“如何设计

符合学生认知和需求的挑战性问题？”、“抽象概念的认知建立需要通过隐喻来进行映射，如何将

这一认知理论运用于课堂设计与实践当中？“带着这些新的问题不断在研究的路上摸索，通过将

涉身认知科学应用于数学实验课程的尝试，教师能够用更科学的认知观去设计教学，也能够更理

解学生的困难点，能够站在更理性的维度上实践课堂教学。 
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関係的思考における「１＝10」 

 

首都師範大学博士課程 3 年 代 婧宇(Jingyu DAI) 

 

等号を含む式は等式と呼ばれるが、１＝10はどうだろうか？見た目は、等号の左側の１に対して、

右側は 10で、２つの数字は＝の記号では成り立たない。しかし、この式に生活経験の情報を入れて

関連させると理解できるようになる。例えば、中国の貨幣では、1元=10 角なので、1＝10 の式が成

立する。この場合は、＝の両側の表し方は異なるが、両辺の数値は同じで等価関係が成立している。 

 

１．関係思考 

“＝”の記号が表しているのはあくまでも 1種類の等価関係に過ぎない。「関係性」の概念は私た

ちの身体的な体験に基づいている。人は、まず胎児期に臍帯を通して母親とつながり、生まれてか

らは、両親は歩行を学ばせるために、手や帯で支える。この手と帯による繋がりによって関係がで

きる。具体的な手や帯が、見えないものになれば、抽象的なものの理解ができるようになる。関係性

の思考は、2 つのこと、もしくは多くのことを関連付けて認識して考える活動であり、物事の関係性

から、それらの属性や規律、本質などを見抜いていく。物事はもともと何らかの関係で鎖のように

互いにつながっている。私たちはこの関係性で物事や新旧知識、考え方と考え方などをつなげて認

識している。 

 

２．関係思考の過程 

  白馬と黒馬の事例 

 (1)識別（Discrimination） 

 識別は、似通うもの中から違ったものを掘り出し、複雑な問題を分析、分解し再構成していく過

程である。これは、様々な情報を分析し、選択する中で、物事のそれぞれの特徴や属性から違うもの

を区別していく。この「白馬」と「黒馬」の二つの言葉に対して次のように分けて認識することがで

きると考えられる。「白馬」を見たとき、「白い」という色への認識と、動物である「馬」という２つ

の概念がある。無論、「黒馬」を見たときも同様、「黒い」の顔色と「馬」の動物の 2 つの概論があ

る。そして、共通しているのは、両者とも動物でありながら、それぞれの異なる顔色の特徴がある。 

(2)抽出（Abstraction） 

 抽出とは、知覚した対象の多くの属性から本質的な部分を見出す過程であり、この部分は情感的

なものであったり、個人の欲求に沿うものであったりする場合がある。これは、異なる特徴や属性

の中で主な特徴と属性をつかめることが大切である。情報の中から抽出する際、自分の需要もしく

は趣味に従い、「白馬」の「白い」を選び、または「黒馬」の「黒い」を選び、認識していく。 

(3)関連付け（Connect/Related/Link） 

関連付けは情報への分析、選ぶ時、物事の同じ属性を考え、または異なる属性の中から同じ属性

を選ぶ過程である。例えば、この場合、「白馬」と「黒馬」を、今までの白いや黒い事物と接した経

験と関連して選ぶ時、これは顔色を主とした思考活動である。同様に、「白馬」と「黒馬」を、馬に

対しての経験と関連した場合、馬を主とした思考活動であり、「馬」の動物は「白馬」と「黒馬」を

関連しているから、「白馬」と「黒馬」の両者が等価の関係が生じているといえる。 

 

３．算数の中での関係思考 

    2+3=4+1 

   直感的にこの式を見ると、＝の両側の数字が異なる。その数字の意味を経験上から捉えると、2+3
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は、ある箱の中にもともと 2個のりんごがあって、3個のりんごを加えたという意味を理解すること

ができるのに対して、4+1は、ある箱の中にもともと 4 個のりんごがあって、1個のりんごを加えた

という意味に理解することができる。ところが、2+3と 4+1の 2つの式を関連付けて理解すると、2

つの式の総数ともに「５」となって、＝の記号で表すことができ、等価の関係が成立する。このよう

に、その認識には、「識別」と「抽出」及び「関係」という過程があると言える。 

 この関連付け思考は、数字と＝の記号、及び式の知識を認識する能力を培い、人としての発達を

促す作用と言える。 

 

４．関係思考の教育的意義 

 上述したように、「識別」は同じの属性の中から異なる特徴を見出す能力である。「関連づけ」は異

なるもの中から同質のものを見出す能力である。私たちはこの類似点の違いを求め、相違点の共通

点を探す関係的思考能力を身に付けると、多くのことを成し遂げることができる。 

 例えば「藍色妖姫」(Rosa Hybrida)という 4つの漢字を初めて見たときは、どのような意味であ

るかは分からないかもしれない。「藍色妖姫」の写真を見れば、その見た目が「花」であるのを見る

ことができる。見たことがない花ではあるが、バラに似ているから、この青いバラの一種である「藍

色妖姫」という言葉に意味を持たせるため、「花」「バラ」ということをつなぐことができる。もう一

つの例は、学生が通学時に、バスに乗った時にバスが遅れて遅刻しそうな状況を考えてみる。学生

は、経験上、バスは目的まで送ってくれる公衆交通機関であると認識しており、また、地下鉄も同様

な交通機関であると認識している。両者は同様な属性と機能を有している。それで、学生は、遅刻し

ないように地下鉄に乗り換える方を選ぶことができる。 

 人々は、類似点の違いを探し、違いの共通点を探して、複雑なものを分解して組み合わせ、混沌と

した経験を整理し、調和したシステムに変えていく能力が求められている。このような能力は、考 

え学ぶ人の力であり、教育者が学習者を指導して身に付けさせていくべき能力である。 

 

結論： 

 算数学習ではこのように、＝の記号に関する知識から「関連付け」の思考活動を活発化し、同じな

ものから異なるものを見出す能力と、異なるもの中から同質のものを見出す能力という思考能力を

養う。また、「関連付け」の視点から物事を見ることができ、生活上の様々な課題を解決することが

できる。 

 

 

 

（創価大学教育学部 董芳勝 訳） 

  



第 4 分会场                   2020 東アジア学校カリキュラムと教授法研究大会               第 4分科会 
2020 Annual Conference on Curriculum and Pedagogy in East Asia 

2020 东亚学校课程与教学研究大会 

 
5 

关系思维下的“1=10” 

 
首都师范大学教育学博士 3年 代 婧宇(Jingyu DAI） 

 

     含有等号的式子叫做等式，那么1=10吗？在感知方面，视觉上接受的信息是等号的

一边是 1，一边是 10，两个数字都认识但是长得不一样，数字内涵的大小也不一样，从

这些角度来说，1肯定不等于 10。但是如果把它与人们的已有经验相互关联，比如以人

民币作为一个参照背景，1元=10角，那么 1就等于 10了。虽然等号两边的表达方式不

同，但两边的数值相同就满足了等号所传达的等价关系。 

一、关系思维 

    “=”所传达的等价关系实际上是关系的一种。“关系”概念是基于涉身体验的，人

们生来第一个连接就是婴儿肚脐和母体的连接，父母为了让我们学会走路，就用手或者

绳带来支撑，手和绳带就起到了连接、关联的作用，具体的手或者绳带也可以是抽象

的、看不见的事物。关系思维就是把双方甚至是多方连接、联系起来进行认知的过程，

是从事物之间的相互联系中观察和分析各种现象并揭示其属性以及发展规律的一种思维

方式。事物之间就像存在一个连接链条，人们通过连接链条把事实与事实、事物与事

物、新经验与已有经验、思想与思想联系起来。 

二、关系思维过程 

    以白马和黑马为例： 

   （一）辨别（Discrimination） 

    辨别就是识别相似中的不同，是把一个复杂的主题、内容拆分或分解为其他组成部

分的过程。通过对信息的分析、筛选，区分事物间的不同特征或属性，在相同中寻找不

同。将白马和黑马两个词语各自分开来看：看见白马，可能会出现两个意义，“白马”分

为“白”和“马”，一个是颜色“白”，一个是动物“马”；看见黑马，也可能会出现两个

意义，“黑马”分为“黑”和“马”，一个是颜色“黑”，一个是动物“马”。它们拥有不

同的特征，一个是“白颜色”，一个是“黑颜色”。 

   （二）提取（Abstraction） 

    提取是指从感知对象中分离多种属性，提取本质属性的过程，这个属性可能是情感

偏好的，也可能是个体需要的。或者说，在事物的不同特征或属性的部分中，抓住重要

的特征或属性。在信息提取时，根据偏好或需要，“白马”可以提取“白”也可以提取

“马”，同理，“黑马”可以提取“黑”也可以提取“马”。 

   （三）关联（Connect/Related/Link） 

    关联就是通过对信息的分析、筛选，找出事物间的相同属性，在不同中寻找相同。

如果把白马和黑马与已有经验中其他的白色或黑色事物建立联系，就形成以不同颜色为

主的思维；同样，如果把白马和黑马与已有经验中的“马”建立联系，就形成以动物

“马”的意义为主的思维。“白马”和“黑马”的共同意义是都是“马”这个动物，因

此，白马和黑马也属于一种等价关系。 

三、数学中的关系思维 

   2+3=4+1 

    从感官上看，等号两边的数字是不一样的；从意义上来看，可以联想到涉身活动。

2+3表示的意思是，一个箱子中原来有 2个苹果，后来又放进去了 3个苹果；而 4+1表

示的意思是，一个箱子中原来由 4个苹果，后来又放进去了 1个苹果，2+3 和 4+1这两

个式子所代表的意义不一样。但是若把两个式子联系起来，从这些不同中寻找相同就会
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发现，2+3的计算结果是 5，4+1的结果也是 5，两个式子在数值上相同，等号相连接所

得等价关系就成立了。在这个过程中，进行了辨别、提取和关联的关系的思维活动。 

    关系思维不仅仅存在于数学中与等号、等式相关的知识中，它还起到了一个育人的

作用。 

四、关系思维的育人功能 

    辨别就是从相同中看到不同，就是同中求异的能力；关联就是从不同中识别相同，

就是异中求同的能力。拥有了同中求异、异中求同的关系思维能力之后，人们可以做很

多事情。 

    比如初次看到“蓝色妖姬”这四个汉字，可能并不知道它是什么意思，但是出示蓝

色妖姬的图片就可以看到，它的外形是一朵花，与已有经验中的玫瑰花相似，那么就可

以把它们联系起来，赋予“蓝色妖姬”这个词意义，“蓝色妖姬”是一种蓝色的玫瑰花。

再比如学生上学需要乘坐公交车，公交车迟迟不来马上就要迟到了。公交车是载人到达

目的地的一种交通工具，联系已有经验，地铁也是一种交通工具，二者的基本属性相

同。那么为了不迟到，学生可以选择换乘地铁去学校。 

    人们需要用同中求异、异中求同的能力去把复杂的东西进行拆分和结合，把混乱的

经验变成和谐的系统。这种能力是一个思考者应该拥有的能力，是需要教育者应该对学

习者进行培养的能力。 

 

结论： 

    利用数学中与等号相关的知识发展关系思维，可以发展异中求同、同种求异的能

力。如果我们用关系的眼光去看待两件事或者多件事，就会给我们的实际生活带来很多

好处。 
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単位概念を通して“10＝1”を考える 

 

首都師範大学博士課程 2年 杨 润歌(Runge YANG) 

 

 普通の状況であれば、私たちは、馬の数を容易に識別することができるが、多くの馬がいる時、

一群れの馬がいると表すこともできる。この場合には、「1 匹の馬」と「一群れの馬」の 2 つの単位

化された概念があって、前者は単一の 1 つの対象とした単位、後者が 1 つの複合の対象とした単位

である。前者は単一単位、後者は複合単位と呼ぶ。 

 

１．単位概念を通して“10＝1”を考える 

 算数には上述したような 2種類の単位の形式がある。例えば、子どもは、10本の小さい棒にみ

て、はじめは、1本ずつ数え、10本であることを理解する。そして、10本が 1束になる時、この

10 本の棒を 1つの全体として捉えることができる。これは、子どもにとっては 10 という数字の概

念への挑戦である。「どのように 10の数字と 1の数字で同一ものを表すことができるか？」という

課題がある。1本の棒は「単一単位」と、「10本の 1束」は「複合単位」と呼ぶ。このように、異

なる単位概念の視点から物事を見るとき、はじめて 10の数字と 1の数字で表している「10」の概

念を理解することができる。ここで、異なる単位概念の視点から物事を見ることには主観的なもの

や、個々の人々の見方があることを意味すると同時に、１から多数へ、または多数から 1へと転化

の意味を有することもうかがえる。 

 

２．単位の中にある「類」の思考 

 算数には「類」の思考方式がある。「類」の思考は主観的な思考活動であって、次の 3つのパタ

ーンがある。1つ目は異なるものの中で同じものを求める思考活動である（「異中求同」）。例えば、

10 本の棒と 1束の棒を見る際、この両者とも「10」の数字を表していることが共通の有する意味で

ある。 

 2つ目は、同じなものの中で異なるものを求める思考活動である（「同中求異」）。例えば、両者と

も 10の数字を意味するが、単位が異なり、10本の場合は 1本を単位とした単一単位、1束の場合

は複合単位である。 

 3つ目は抽出の思考活動であって、前の 2種類の思考活動をもとに、個々の人の需要と好みから

行っている個別的な思考活動である。先の例から見ると、これらの棒の色や形、材質などを無視し

て、単一単位で見るか、それとも複合単位で見るかを選んで 10の数字を表すことにする。これは

個人的な需要と好みによって選び、異なる立場によるものである。このように、単位化される能力

は、数字の表し方や知識の学習の中で展開した思考活動で、「類」の思考活動の展開である。 

 中国の古代の公孫龍は、「白馬は馬ではない」、つまり「白馬は馬ではない」という主張を提唱し

た物語がある。この判断には、「類」の思考活動の形式が含まれている。まず「異中求同」では、

「形」の観点から見ると、白馬であれ、黄色の馬であれ、黒馬であれ、みんなは「馬」に属する。

次に「同中求異」では、「色」の観点から見ると、全て「馬」に属したとしても、色が違ってい
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る。最後に、抽出の思考活動である。それは、個人の必要と好みに基づいている。先の「形」の観

点からは「馬」の概念を、「色」の観点から色の概念が抽出できるので、「白馬は馬ではない」とい

う結論を言うことができる。つまり、これは人によってそれぞれの物事を見る視点が違うことを意

味する。 

 

３．結論 

 上述したものから分かるよう、算数には「単位」関係の知識が多くある。子どもたちはこれらの

知識を学ぶと同時に、「類」のような思考能力も養うことができ、異なる視点から物事を見、多様

な考え方を身に付ける。これは、学習の要件であるだけでなく、それによって、子どもたちが自分

の生活上に応じて、様々な生活能力を高めることができる。例えば、学習道具を片づける場合、

「類」の考え方で筆箱を 1 の単位として考え、本も同じテーマで配置する等々である。 

 

 

 

（創価大学教育学部 董 芳勝 訳） 
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透过单位看“10=1” 

 

首都师范大学教育学博士 2 年  杨 润歌(Runge YANG) 

 

    通常情况下，大家很容易识别出一只马的数量，但当视野中有很多马时，可用一群马

予以表示。这里的“一只马”和“一群马”蕴含了单位化的概念，前者以单个对象为单位，

后者以一个复合对象的集合为单位。因此，可以称前者为单一单位，后者为复合单位。 

 

一、透过单位看“10=1” 

    在数学中也存在着上述单位的两种形式。例如有 10 根小棒，学生最初通过一根一根

的数得到共 10 根小棒。接着 10 根小棒能组合成一捆，此时形成了一个整体 1，这就挑战

了学生最初的数字概念 10，怎么可能同时既能用 10 又能用 1 表示同样的事物呢？当以 1

根小棒为单位时，可以称其为“单一单位”，而 10 根小棒即一捆为单位时可以称其为“复

合单位”。由于看单位的眼光不同，因此可以解释为什么既能用 10 又能用 1 来表示数字

“10”。又由于眼光不同表明了单位具有主观性的特点，不同人具有的不同看法，同时蕴

含了这样由多到一以及由一到多的二者之间的相互转化。 

 

二、单位中的“类”思维 

    在该数学例子中蕴含了“类”的思维形式。“类”是一种主观性的活动，包括以下三

种：第一种思维活动是“异中求同”，看到上述的 10 根小棒和 1 捆小棒，自然会想到它们

的共同意义即均为数字“10”的表达。 

    第二种思维活动是“同中求异”，虽然都是数字“10”的表达，但看单位的眼光有所不

同：10 根小棒以 1 根为单位属于单一单位，而以 1 捆为单位则属于复合单位。 

    第三种思维活动是“提取”，是在前两个活动的基础上，依据个人需求或偏好，忽略一

些意义，专注于个别的思维活动。看到这些小棒时，学生可能会忽略小棒的颜色、形状和

材质等，既可以提取单一单位，也可以提取复合单位用以表达“10”这样的数字。这既是

依据个人需求或偏好来选择的，也是具有不同眼光的原因。这种单位化的能力，不仅是数

字的表达、知识的学习，更是一种“类”的思维活动的发展。 

    中国古代的公孙龙提出了“白马非马”的论断，意思是“白色的马不是马”。这一论断

中也蕴含了“类”的思维形式。首先是异中求同，从“形”的角度看，无论是白马、黄马

还是黑马等，他们都属于“马”这个物种。其次是同中求异，从“色”的角度看，虽然都

是马，但颜色不同。最后是提取的思维活动，正是依据个人需求与偏好，既可以从“形”

的角度提取马的概念，又可以从“色”的角度提取颜色的概念，所以才会有“白马非马”

的论断，这亦是不同人在以不同的眼光看问题。 

 

三、结论 

    综上，数学中与“单位”相关的知识，学生学会的不仅是某个知识点，同时也在依托

知识发展学生类的思维形式，以不同眼光看问题，甚至发展学生的多样算法。这既是对学

生学习的要求，同时也能帮助学生将这一思维形式迁移到日常生活中，如学生收拾书桌时

会将文具归类放入铅笔盒中作为一个单位，书本也会按相同学科放在一起等等。 
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原理的な知識の機能はどこに？ 

 

首都師範大学教育学博士３年 胡 希楷(Xikai HU)・蒋 鑫源(Xinyuan JIANG) 

 

 首都師範大学は教師教育課程の改革の先駆機関であり、オリジナルな教員養成システムを構築

できている。それは、理論知識と技能及び実践の三者融合したモデルで北京市の小中学校の優秀

な教員を多く送り出している。しかし、卒業生とのつながりの中で、新任の教員(3年未満)は、①

大学で学んだものを円滑に教育現場での実践に応用できないことと、②教員と子どもとの考え方

のギャップと、③授業と学級経営のバランスという 3つの課題が残っている。②と③の課題は、

これからの実践経験に連れて改善できるが、理論と実践の融合関連はなかなか円滑にできず、教

員の実践活動の増加に連れて、理論的なことがだんだん忘れ、両者の融合がますます実現しにく

くなっている。 

 個人経験の教授法は、誰でも真似することができず、普遍性がないが、技術的なものは繰り返

す中で機械的な作業になりがち、教育の活発性を促す力がなくなってしまう。理論知識は私たち

人類の経験を総括し昇華したものであって、人々の深い思考や何千回何万回の実践検証を通し

て、普遍性と発展性をもつものである。教師教育はこのように巨人のような理論の肩に立ち、高

く遠いところを見透していくことが必要で、そうではなかったら、「門を閉じて車を作る実践性の

ない」
(1)
発想に落ちてしまう。 

 周知のように、プロフェッショナルな教員は、新米の教員より経験が豊かで、その経験から子

どもを対応し授業などの教育活動を余裕で対応することができる。しかし、R.J. Sternbergの調

査
(2)
から分かるように、両者はただ経験から得た知見の量の多さだけではなく、その知見を自分な

りに再構成できるかどうかの差が大きい。そして、両者の創造的に問題を解決していくのも差が

ある。それは、創造的問題を解決する際、情報の選択、判断、関連と比較
(3)
などといった洞察力

(insight)が違ってくる。前者は教育事件(event)の中の情報と相関の情報との関連性、及び応用

性を考える方に注目するのが多いからである。 

 本来ならば、4年間(学士)または 6年間(修士)の理論的な学びを得たばかりの新任教員は、現場

での教育問題にぶつかった時、自然にその理論的な知識をもって実践的な場面を対応して行ける

と考えられる。しかし、教育現場へ行ったばかりの新任教員は、理論知識の有効性を知ったにも

かかわらず、実際の教育事件と関連して考えることが苦手であるため、理論知識の無用論になっ

てしまう。それは、自分自身の理論知識を得る方法に課題があると考えられるからである。授業

などの教育活動では、教員が子どもたちに探求的に学習してほしいと励ましていく一方、自分の

支援の仕方では、伝統的な教授法―教員が教え、子どもが受ける、暗記、テストなど―に留まっ

ている。このような教授法から得た原理性的な知識は断片的で、関連性が少なく、真実の教育問

題とは離れているものである。これはまるで一段の文章や、一篇の暗唱の文章のように、教員と

子どもとの共鳴が得られず、実際の抽出し応用していくのは困難であろう。 

 上記のように、実践的なカリキュラムや理論知識のカリキュラム、どちらも現職教員と交流す

る教師教育に不可欠で大切な内容となる。これは、特にこれからの現場に行く新任教員にとっ

て、実際の授業実践の学びや心構えなどをもつことが必要となる。教師教育を担っている教員養

                                                             
(1) Catherine Scott,Steve Dinham. Born not made: the nativist myth and teachers' thinking[J]. Teacher Development,2008,12(2). 
(2) R.J.斯腾伯格,J.A.霍瓦斯,高民 ,张春莉.专家型教师教学的原型观[J].华东师范大学学报(教育科学版),1997(01):27-37. 
(3) 按照斯滕伯格的解释，选择性编码即区分与问题解决相关的信息和无关的信息；选择性联合即将信息以有利于问题

解决方式结合起来，得出有洞察力的解决方案；而选择性比较则是通过注意、找出相似性、运用类推来解决问题。

详情见：R.J.斯腾伯格,J.A.霍瓦斯,高民 ,张春莉.专家型教师教学的原型观[J].华东师范大学学报(教育科学

版),1997(01):27-37. 
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成大学と小中学校との連携、しかも理論知識と実践との連携といった 2つの連携が今後の教師教

育の発展にとってもっと大切にし、深めていかなければならないのである。（図 1を参照）。 

                        图 1 
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原理性知识为何“无用？” 

 

首都师范大学教育学院 胡 希楷(Xikai HU),蒋 鑫源(Xinyuan JIANG) 

 

    首都师范大学是教师教育课程向实践改革的先行者，已经形成了一套相对完备的培

养方案。通过理论知识、教学技能与教学实践三者结合的模式为北京市中小学提供了大

量优秀师资。然而，在同已进入一线教学岗位的首师大毕业生沟通后，发现新手教师

（工作年限少于 3年者）仍存在并不限于以下困境：（1）在校学习的理论难以应用到教

学实践；（2）师生思维差异及沟通；（3）教学、管理难以平衡等。后两者在实践中随着

经验的增加能够得到一定缓解，然而理论与实践的联系却难以建立，并在教师教学经验

逐渐丰富的同时日渐消退。 

    个人经验取向的教学，是无法复制且不具普适性的；技术取向的教学，则容易使得

教学演化为重复、机械的劳动，教育失去活力。理论知识是人类种族经验的概括与升

华，经历深层的思考，经过历史的锤炼与千万次的实践验证的，因此具有普适性与可延

展性，教师教育站在原理这个巨人的肩膀上，方能看得更高、走得更远，否则只能在不

断“闭门造车式的试误”(1)中缓慢前行。 

    人们常常说，专家型教师比新手教师更有经验，是丰富的经验让专家型教师在面对

教学、学生以及各类教育事务更加轻松自如。然而，斯滕伯格（R.J. Sternberg）的一

项调查(2)表明，两者之间不仅仅是知识量（随着教学经验丰富而增加）的差别，更多是

知识在记忆中组织方式的不同，主要在于其结构的完整性；其次，还在于两者创造性地

解决问题的能力之差异，这种能力是基于选择性编码、联合与比较(3)的洞察力

（insight）的，即专家型教师更有可能注意到教育事件（event）中可能与解决问题有

关联的信息，并有效运用。 

    理想情况下，在学校进行了四年（本科）甚至六年（硕士）课程的学习之后，新手

教师在遇到问题时应能熟练运用理论知识解释并指导实践。然而，一线教师表明知道理

论知识有用，却无法及时与真实的教育事件相联系，究其根源在于理论知识获得的方

                                                             
(1) Catherine Scott,Steve Dinham. Born not made: the nativist myth and teachers' thinking[J]. Teacher Development,2008,12(2). 
(2) R.J.斯腾伯格,J.A.霍瓦斯,高民 ,张春莉.专家型教师教学的原型观[J].华东师范大学学报(教育科学版),1997(01):27-37. 
(3) 按照斯滕伯格的解释，选择性编码即区分与问题解决相关的信息和无关的信息；选择性联合即将信息以有利于问题

解决方式结合起来，得出有洞察力的解决方案；而选择性比较则是通过注意、找出相似性、运用类推来解决问题。

详情见：R.J.斯腾伯格,J.A.霍瓦斯,高民 ,张春莉.专家型教师教学的原型观[J].华东师范大学学报(教育科学

版),1997(01):27-37. 
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式，我们一边鼓励中小学生进行探究式学习，一边对准教师采用传统的教学方法——教

师讲、学生听，死记硬背、书面考核。准教师通过这种方式获得的原理性知识是碎片化

的、互不联系、缺乏结构的，而没有与真实世界相联系的知识，只是一段文字、一篇需

要背诵的文章，准教师无法产生共鸣，在需要提取和应用的时候，相对困难。 

    基于此，不仅是实践课程，教师教育理论性课程也应将在职中小学教师纳入合作者

的范围，为准教师提供真实案例或情境，形成大学——中小学理论与实践双结合的模

式，从而推动教师教育的进一步发展（如图 1）。 

             图 1 


