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１．は じ め に

　近年，大学には「学士力」や「社会人基礎力」など，様々
な能力の育成が求められている。その背景には，長引
く景気の低迷と就職率の低さ，離職率の高さ，企業内
教育の再編，即戦力を求める社会風潮など，さまざま
な要因があると考えられる。また，1990年代後半まで
さかのぼれば，初中等教育においても「生きる力」の
育成が目指され，授業時間の削減と総合的な学習の時
間の創設などが政策的に実施されるなど，学校教育全
体にかかっている圧力は決して小さくない。「学士力」

「社会人基礎力」「生きる力」などの言葉で語られてい
る各種の能力は極めて重要なものばかりであることは
間違いないが，違和感を覚えるとすれば，大学を含め
学校教育の中で育成されるものであるかのように聞こ
えることである。これは筆者が，初中等教育と比較し
て相対的に地域とのつながりが弱い高等教育機関に在
籍していることが原因かもしれない。というのは，地
域の教育力に関する政策をまとめた新海（2009）によ
れば，1974年の社会教育審議会答申「在学青少年に対
する社会教育のあり方について」や1985～87年の臨時
教育審議会答申以降，「学校教育と社会教育の連携」「家
庭・学校・地域の連携」「学社連携」などのキーワー
ドで家庭を含めた地域との関わりが重要であるという
旨の提言が長い間なされてきているからである（新海，
2009，pp.2-3）。そして現実にも，学校と地域や家庭
が一定程度連携して，「生きる力」等の諸能力を育成
することを目指してきたことは確かであろう。しかし
ながら，政策における「地域の教育力」への注目が始
まった1970年代から既に40年の月日が流れる中，優れ
た実践記録はいくつかある一方で現実には初中等教育

における「総合的な学習の時間」を利用した実践など
学校教育に任されている部分が多く，根本的・普遍的
にこの問題が解決したとは言い難い（しかし，もちろ
んそうした実践の有効性を否定するつもりはない）。
　学問の世界に目を転じてみると，教育に関連した地
域研究は少しずつ発展を遂げてきていると言える。社
会性の発達に着目する心理学の研究，「人々がつくる
社会的ネットワーク，そしてそのようなネットワーク
で生まれる共有された規範，価値，理解と信頼を含む
ものであり，そのネットワークに属する人々の間の協
力を推進し，共通の目的と相互の利益を実現するため
に貢献するもの」（宮川・大守編著，はじめに，ⅲ）
と定義されるソーシャル・キャピタルに着目する社会
学等の研究，総合的な学習の時間での実践研究に着目
する学校教育学の研究などである。教育社会学での地
域研究においては，新井（1995）が教育を形成主体（教
育を働きかける主体）と被形成主体（働きかけられる
主体）の双方が意図的か・無意図的かによって「指 
導」（形成主体＝意図的，被形成主体＝意図的），「感化」

（形成主体＝無意図的，被形成主体＝意図的），「影響」
（形成主体＝無意図的，被形成主体＝無意図的），「模範」
（形成主体＝意図的，被形成主体＝無意図的）の４つ
のタイプに分類したうえで，地域を「社会」「文化」「自
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表１　地域の教育力の分類
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地域「社会」 文　化 自　然
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感　化
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模　範

出典：新井・岡崎編（1995）76頁
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然」の３つから見れば，地域の中に存在する教育（地
域の教育力）には表１のように４×３＝12通り存在す
ることを示した。
　新井の分類から考察すれば，総合的な学習の時間等
の学校教育のカリキュラム上の問題を扱う学校教育学
は，少なくとも形成主体は意図的である部分に着目し
ていることが多いだろう。一方で，異年齢集団での関
わり等を重視する門脇（1999），勝山（2004），新海

（2009），住田編（2010）などの研究は，いずれも教育
社会学もしくは社会教育学からのアプローチと言え，
社会学・心理学・学校教育学などからのアプローチと
ともに重要な接近方法である。とりわけ教育学に関し
て言えば，「従来の教育学は，総じて学校教育学に偏
重していた」（新海，p.8）と言われており，学校教育
以外の教育機能に着目する教育学の一分野である教育
社会学からの地域研究の重要性はいくら強調してもし
すぎることはない。
　そこで筆者は，先の新井の分類にあるような複雑な
地域の教育機能について，これまで教育社会学がどの
ように研究を蓄積してきたのかふり返る必要があると
考える。とは言え，どのような研究方法を採用すべき
かについては難しい問題があるが，本稿では我が国に
おける教育社会学に関して最も重要な学術団体である
日本教育社会学会の学会誌『教育社会学研究』に着目
する。『教育社会学研究』をデータとして，量的・質
的傾向のうち，本稿では量的な側面から教育社会学研
究における「地域」研究の傾向を明らかにしたい。

２．『教育社会学研究』と分析方法

⑴　『教育社会学研究』の概要と分析対象
　日本教育社会学会は「1948年に，教育社会学の発
展と普及を期し，会員相互の研究上の連絡を図るこ
とを目的として設立された学術団体１」である。そ
して既述の通り，当該学会の学会誌が『教育社会学
研究』（以下，教社研）である。第１集は1951年５
月に発行され，以来第43集（1988年10月発行）まで
年１回もしくは２回発行してきたが，第44集以降は
年２回の発行となり2012年７月現在第90集まで発行
されている。現在の教社研は，基本的には「論稿」
と「書評」から構成されているが，春に発行される
偶数集では「特集」「課題研究報告」「学会賞選考委
員会報告」が，秋に発行される奇数集では「教育社
会学文献目録」が加わる（表２）。ただし歴史的に
見れば，1994年10月発行の第55集までは，第４集・

第５集を除いて毎回特集が組まれていた。また，特
に初期の頃には複数の特集が組まれたり，特集や課
題研究との関係が明確でないシンポジウム等が掲載
されたり，あるいは学説紹介・大会要旨・研究者の
消息などが掲載されたりするなど，現在とは編集方
針が異なっている集があった。本稿の分析では，特
に初期の頃に掲載されていた「大会発表要項」「学
説紹介」「海外動向」や1990年代中ごろに見られた

「書評に対するリプライ」，2000年代に入ってから創
設された「学会賞（日本教育社会学会奨励賞）報告」
などはその掲載数の少なさから分析から除外し，「特
集」「論稿等」「書評等」「課題研究等」「教育社会学
文献目録」を分析対象とする２。

⑵　分析視角と分析方法
　教社研における「地域」研究の動向の量的分析を
主な課題とする本稿の分析視角と方法は，以下の通
りである。
１）分 析 視 角

　学会誌に掲載される内容には，大きく２つの方
向からの関心が反映されていると考えられる。第
１に学会自体の関心であり，第２に個々の学会員
の関心である。もちろん，学会を運営しているの
は学会員全体から選ばれた学会員であるから，両
者を完全に切り離せるわけではない。しかし前者
がその性格上，教育社会学全体や他の近接学問領
域などの関連等から幅広い視野を持たざるを得な
いのに対し，後者は個々の研究者の関心そのもの
である。学会の関心と学会員の関心は必ずしも一
致しないかもしれないし，学会の関心が学会員の
関心に影響を与える（あるいはその逆）かもしれ
ない。そうした視点から，本稿では２つの方向か
らの分析を試みるが，上述の分析対象を２つの方
向から再分類すると以下のように整理できよう。

表２　現在の教社研の構成

春発行（偶数集） 秋発行（奇数集）
○特集
○論稿
○書評
○課題研究報告
○学会賞選考委員会報告

○論稿
○書評

○教育社会学文献目録
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表３　関心別構成内容

学会の関心 特集，書評等，課題研究等
学会員の関心 論稿等，教育社会学文献目録

　特集や課題研究等は，国内外の研究動向，社会
の動向，政策の動向などを考慮して，学会がその
内容を決定していると言えよう。書評等について
は判断が難しいが，最終的に書評等の対象として
どの書籍を選定するかは学会が決めることである
と考え，ここでは学会の関心のカテゴリーに含め
ている。一方で，論稿等は個々の学会員が自分の
研究成果を発表する場であり，学会編集委員会（学
会事務局）はオリジナリティや研究水準などは考
慮するものの，学会の意向や研究動向と合致しな
いことを理由に採択しないことはない（もちろ
ん，それらはオリジナリティに関わることでもあ
るし，そもそも教育社会学との関連が希薄な論稿
等は採択されることはないだろうが）。教育社会
学文献目録は，学会員に事前にアンケート調査を
行い，報告のあった著書・論文等を掲載している
ものである。こちらも判断が難しいところではあ
るが，ごく一部の集で「紙幅の都合で」掲載を見
送られた以外は，報告のあった文献等は原則とし
てすべて掲載しているようである。そうしたこと
から判断し，本稿では「学会員の関心」のカテゴ
リーに含めている。本稿の分析の対象とする「特
集」「論稿等」「書評等」「課題研究等」「教育社会
学文献目録」において，「地域」に関連があると
思われるものがどれほどあるか，時系列的にどの
ように推移してきたのか，学会の関心と学会員の
関心はどのような関連があるのか，他のどういっ
た視点との関連が強いのかなどを分析する。

２）分 析 方 法
２．１　「特集」「論稿等」「書評等」「課題研究等」

　本稿の分析では，教社研の目次に着目し，「地
域」関連の研究かどうかを判断するという方法
を採った。目次が内容のすべてを示していると
は限らないことは言うまでもないが，内容の分
析は今後の質的な分析の稿で改めて行うことと
したい。
　まず，教社研の目次をデータベース化
し，SPSS Text Analysis For Surveys 3.0 
Japaneseを利用して，目次に含まれる語句を
抽出し，語句カテゴリーに分類した。自動分類

の後，手動で修正や再分類を行っているため，
分析手続き上の厳密性に欠ける可能性があるこ
とは否めないことはここで予め断っておきた
い。また，１つのタイトルから１つの語句カテ
ゴリーに分類されたものもあれば，複数の語句
カテゴリーに分類されたものもある。抽出・分
類の結果，表４のように「地域」をはじめ多数
の語句カテゴリーに分類されたが，以下に述べ
る研究方法との関連から，表４では「地域」カ
テゴリーの他，「地域」カテゴリーとともに分
類された（現れた）語句カテゴリーのみを掲載
している。
　分類をした後で，学会の関心・学会員の関心
のいずれに対しても，「地域」カテゴリーに分
類される言葉がどれほど含まれていたか，また
その頻度がどのように推移してきたのか，他の
どのような語句カテゴリーとともに分類されて
いるか（現れているか）などを分析する。ただ
し，課題研究等については，集によっての報告
者が１人１人独立して報告されていたり，まと
めて報告されたりしているため，ここでも正確
性・厳密性の問題は存在する。こうした問題を
軽減するため，原則として単年度ごとの分析と

表４　抽出された語句カテゴリー

カテゴリー 代表的なテキスト

地 域 地域・地域社会・農村（農山村・漁村含む）・
都市など

教 育 教育（明らかに学校教育を示す場合は除く。）
学 校 小学校・中学校・高校・大学など
子 ど も 子ども・児童・生徒など
変 化 変容・変化・変動など
教 師 教師・教員
家 庭 親・家族・家庭など
社 会 化 社会化・発達・人格形成など
産業・職業 仕事・産業・職業など
文 化 文化
過 程 過程
集 団 集団
青 年 青年
政 策 政策・行政・財政
生 活 生活
生 涯 学 習 生涯学習・生涯教育
若 者 若者

差 差・格差など
友 人 関 係 友・友人
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はせず，約10年ごとに時期区分を設定した上で
分析を行う方法を採った。

２．２　「教育社会学文献目録」
　「教育社会学文献目録」については別途説明
が必要である。「教育社会学文献目録」は，第
13集（1958年10月）で初めて「戦後国内教育社
会学文献目録」として掲載された。第14集（1959

年11月）の「補遺」で補足されたのち，第18集
（1963年10月）から毎年度出版・発行された書
籍や論文などが，「教育社会学論・方法論」「パー
スナリティとその形成」「集団と教育」「学校の
社会学」「地域社会と教育」「青少年問題と教育」

「産業と勤労青少年教育」「文化と教育」「社会
体制と教育」「経済と教育」「その他」（第13集
の分類方法）などのテーマ別に掲載されるよう
になった。分析上の注意としては，第27集（1972

年10月）から「著書の部」「編著の部」「訳書の
部」「論文の部」「編纂書の部」「調査報告の部」
に分けて掲載されるようになった点，加えて「論
文の部」以外は既述のテーマ別掲載がされなく
なった点である３。よって本稿では「論文の部」
に登場する文献目録に着目したが，上述のよう
に第26集（1971年10月）までの文献目録には論
文の他「著書の部」「訳書の部」「調査報告の部」
なども混在している。また，上記の11のテーマ
についてはその後何度か変更がなされた後，第
49集（1991年10月）より現在まで表５のような
テーマ分類となっている。
　文献目録については，テーマ別に見た場合に

「地域社会」が関連するテーマに掲載される論
文数が目録全体の論文数と比較してどれほどを
占めているのかを分析した。なお「地域社会」
が関連するテーマは，「地域社会と教育」（第13

集～第18集，第22集～第47集），「地域社会と社
会教育」（第19集），「地域社会」（第20集・第21集，
第49集～）である。従来は「地域と（社会）教
育」というように，場と機能の両方を表してい
たが，第49集以降は場に特化するとともに，機

能についてはテーマ２に「人間形成」というテー
マが設けられ，データの連続性には若干の問題
がある可能性があろう。

３．学会の関心における「地域」研究の傾向

⑴　特　　　集
　表６は，教社研における特集のテーマ一覧である。
第13集から第19集においては，「第１特集」「第２特
集」といった形で複数のテーマを取り上げているこ
とがほとんどであった。表を見ると，まず教社研に
おいて“地域”が特集テーマの前面に出ることはほ
とんどなかったことが分かる。“地域”という言葉
が特集のテーマにダイレクトに登場するのは，第20

集と第29集のみである（表中太字部分）。特集中の
個々の論文に着目した場合，そのタイトルにダイレ
クトに“地域”という言葉が含まれている論文は，
表中右「タイトル」に示すように23論文存在した４。
　“地域”というダイレクトな語句に限らず，特集
論文中に地域に関連のある語句がどれほど含まれて
いたのかを，年代別に詳細に見たものが表７であ
る。第１集から第90集までの特集論文数は全体で約
500あるが，そのうち地域に関連があると思われる
論文は全体の７％弱である。時期区分別にみると，
戦後から高度成長期にかけては地域関連の特集論文
が比較的多く見られていた。戦後は都市―農村問
題があり，高度成長期は農村から大都市へ移住する
人々の増加があり，1970年代は高度成長の終焉と三
全総による定住圏構想が上がった時期である。地域
は，まだ教育及び教育社会学の中心的な課題であっ
たのかもしれない。一方1980年代以降は，教育の問
題と言えばいじめ・受験競争・登校拒否（不登校）
などの社会病理がクローズアップされた時期と言え
よう。また，1990年代以降は冒頭に示したように，
教育機関に対する様々な外圧が増した時期である。
それらの社会背景を反映しているとも言えそうで 
ある。
　さて，「地域」はどのような文脈で語られている
のだろうか。あくまでタイトルのみからの判断であ
り，詳細な分析は今後の課題である。「地域」とと
もに現れる語句カテゴリーを見たのが表８である
が，結果は「教育」カテゴリーとともに現れるケー
ス（「都市教育」「地域生活と教育」「地域と教育」
など）が９，「学校」カテゴリーとともに現れるケー
ス（「学校と地域との組織化の問題」「地域の中の学

表５　文献目録（論文の部）のテーマ

１　総　　論
２　人間形成
３　家　　族
４　学　　校
５　高等教育
６　生涯教育／生涯学習

７　地域社会
８　文　　化
９　社会構造／社会体制
10　経　　済
11　教育工学
12　そ の 他
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集 テ　　　ー　　　マ タイトル
１ 教育社会学の展望
２ 教育社会学の課題
３ 産業と教育
６ 社会教育の問題
７ 勤労青少年教育 ２

８ 集団教育の理論と実践
９ 大都市の青少年教育
10 入学試験をめぐる諸問題
11 学級集団の分析
12 大衆文化と教育

13
教師・学校・社会，日本教育社会学の現状と課
題（その１）

14
公教育と学校差，日本教育社会学の現状と課題

（その２） １

15 教育における組織と運動，教育方法の社会学的考察 １

16
後期中等教育をめぐる諸問題，調査研究　都市
化に伴う教育の諸問題 ２

17 教育経営における人間関係

18

変動社会におけるモラル，調査研究　変貌過程
における九州農山村及び炭鉱地の教育構造に関
する総合的研究

１

19
青少年非行，最近五年間における教育社会学研
究の成果と課題（一部20集へ） １

20 地域開発と教育 ２

21 現代社会における家族
22 青年期の教育
23 工業化と教育 １

24 社会移動と教育
25 マスコミ時代の教育
26 高等教育の社会学 １

27 学校・その機能と役割 １

28 日本の教師
29 地域社会と子ども ５

30 教育における社会病理
31 社会化と教育
32 社会指導の社会学
33 職業・学校・家庭
34 教育社会学の展望 １

35 生涯教育と人間の発達 １

集 テ　　　ー　　　マ タイトル
36 学校と社会 １

37 学校の組織と文化
38 学歴の社会学
39 逸脱と教育
40 女性と教育
41 教育改革の社会学
42 階層文化と教育
43 教師の社会学
44 家族と社会化
45 高等教育の新段階
46 ライフコースと教育
47 教育社会学の批判的検討
48 社会変動と教育
49 理論を創る
50 教育社会学のパラダイム展開 １

51 社会の情報化と教育の変貌
52 教育における「公」と「私」
53 変化する教育の「場」
54 教育言説の社会学
55 大学改革の社会学
57 教育の歴史社会学
59 学 校 問 題
61 教育におけるジェンダー
63 子どもを読みとく
64 教育社会学の自省と展望
66 教育におけるグローバリゼーション
68 不登校問題の社会学
70 1990年代― 教育変動の諸相
72 教育改革と評価のダイナミクス
74 教育臨床の社会学
76 後期青年期の現在
78 転換期における教育社会学の課題
80 「格差」に挑む １

82 人口変動と教育改革
84 質的調査の現在
86 ゆらぐ教員世界と教職の現在
88 幼児教育の社会学

校」「大学と地域のあいだ―大学開放を中心とし
て―」など）が８，「産業・職業」カテゴリーと
ともに現れるケース（「地域の産業構造と高等教育
者数との関係について」「電源開発と教育」「農村児
童労働に関する一考察」など）と，「子ども」カテ
ゴリーとともに現れるケース（「都市化状況におけ

る児童生徒のなやみ」「子どもの生活における地域
社会」など）が７であり，比較的多いことが分かる。
その他のケースは３以下と，多くはない。

⑵　課題研究等
　課題研究等が継続的に目次の中に含まれるように

表６　特集テーマ一覧
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なったのは第38集（1983年10月）からであるが，第
32集（1977年９月）から「昭和○年度における主要
研究活動」といった形で教社研の中にはその内容が
記載されていた。それ以前は必ずしも記載されてい
るとは限らない。よってここでは，課題研究等に関
する記載が変更された1970年代以降のみを分析対象
としている。
　さて，課題研究は年度につき２～５ほどあり，特
集テーマのようにここで全てを網羅することはしな
いが，第32集以降の地域に関係する課題研究等につ
いては「地域と学校の機能」（第32集），「地域社会
の子ども」（第34集），「地域社会と子どもの教育」（第
35集），「新しい地域社会学校の可能性―千葉県館
山市立北条小学校の事例から―」（第37集），「都
市空間と子ども」（第43集，第44集），「大学と地域
社会のパートナーシップ：大学改革の中で」（第60集）
などであり，その多くが1970年代に企画された課題
研究である。
　課題研究等について特集論文と同様に，「地域」
が含まれるタイトルをカウントした結果が表９であ

る。全体的な傾向としては，地域関連のものが課題
研究等の１割弱と特集論文よりは比率は高いが，時
系列に見れば特集論文の傾向と類似している。また，
時期区分別にみれば上述のように地域関連の課題 
研究等の多くが1970年代に企画されたことを受け
て，表９にもその結果が反映されていると言える。
2000年代以降では，地域に着目した課題研究等が，
少なくともタイトル上からは見られなくなってし
まった。
　また，「地域」とともに現れる語句カテゴリーを
見たのが表10である。「子ども」カテゴリーととも
に現れるケース（「地域社会における子どもの集団
と文化」「子どもの地域生活と教育」「都市空間と子
ども」など）が５，「教育」カテゴリーとともに現
れるケース（「地域教育編成の視角」「秋田における
地域教育編成」など）と，「学校」カテゴリーとと
もに現れるケース（「地域政治システムの中での学
校の機能」「大学と地域社会のパートナーシップ」
など）が４であった。

⑶　書　評　等
　書評等について，「地域」が含まれるタイトルを
カウントした結果が表11である。書評等の場合，そ
のほとんどが書籍（本）であるため，タイトルから

表８　「地域」と現れる語句カテゴリー（特集）

ケース数 カ　テ　ゴ　リ　ー
９ 教　　育
８ 学　　校
７ 産業・職業，子ども
３ 社会化，差
２ 生活，集団，家庭，変化
１ 政策，教師，生涯学習

表９　地域関連文献数（課題研究等）表７　地域関連論文数（特集）

表10　「地域」と現れる語句カテゴリー
 （課題研究等）

ケース数 カ　テ　ゴ　リ　ー
５ 子 ど も
４ 学校，教育
３ 社 会 化
２ 集　　団
１ 教師，青年，文化，家庭
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は地域関連の内容を含んでいるのかどうか，判断が
つかない場合が相対的に多い。特に，学会創設後し
ばらくは「教育社会学」を冠する書籍が多く取り上
げられていたが，その中には地域関連の論文が所収
されている可能性が高いことは容易に想像がつき，
分析上の難点がある。
　表11を見ると，書評等に選定される書籍のうち，
約６％が地域に関連するものであることが分かる。
時系列的に見れば，特集や課題研究等とはやや異な
り，増減を繰り返しているように見える。時期区分
別にみると，地域に関する書籍が1950年代や1970年
代に比較的多く取り上げられているのはこれまでの
分析と同様の傾向であるが，1980年代以降の低下の
仕方が特集論文や課題研究等ほどではなく，2000年
代に入っても６％ほど地域に関連する書物が取り上
げられている。
　また，「地域」とともに現れる語句カテゴリーを
見たのが表12である。「教育」カテゴリーとともに
現れるケース（『地域教育計画』，『都市の教育問題』，

『地域と教育』など）が15と最も多い。ついで「学校」

カテゴリーとともに現れるケース（『地域社会と国
立大学』『北海道の学校と地域社会』『地域文化と学
校』など）が11である。その他のケースは３以下と
少数である。
　以上，学会の関心を一定程度反映していると示す
と考えられる「特集」「課題研究等」「書評等」にお
いて，地域関連の言葉の出現頻度や他の語句カテゴ
リーとの関連について調べてきた。1970年代～1980

年代までは地域を扱うことが少なくなかったが，そ
れ以降は書評等について一定の割合で取り扱われて
いる一方で，特集や課題研究等でテーマに取り上げ
られることが徐々に相対的に少なくなったことがう
かがえる。また，他の語句カテゴリーとの関連につ
いては，特集や書評等で取り上げられる文献につい
ては「教育」という広い概念がともに使われること
が多く，課題研究等ではより特化した形で「子ども」
カテゴリーとともに使われることが多かった。しか
しその一方で，「学校」に関連する言葉とともに使
われるケースも比較的多かった。

４．学会員の関心における「地域」研究の 
傾向

　この節では，学会員の関心を示すと考えられる論稿
等や教育社会学文献目録に着目し，地域に関連する論
文等の出現頻度・他の語句カテゴリーとの関連や，時
系列的にどのように変遷したかなどの傾向の分析を 
行う。

⑴　論　稿　等
　論稿等に関しては前節と同様の分析を行ったが，

「地域」が含まれるタイトルをカウントした結果が
表13である。全体的に見れば，論稿等の９％ほど
が地域関連の論稿等である。時期区分別に見れば，
1950年代の論稿等についてはその４分の１強が地域
に関係するものだったようである。当時の論稿等の
タイトルを見てみると，特に初期において「都市」

「僻地（村）」「農村」「漁村」などの言葉が用いられ
ている論稿等が数多く，やはり教育社会学研究者に
とって都市―農村問題がいかに大きな問題だった
かが見て取れる。1970年代までは10％前後の論稿等
が地域関連のものであったが，1980年代以降はその
数もその後は減少し，現在は５％ほどとなっている。
　また，「地域」とともに現れる語句カテゴリーを
見たのが表14である。「学校」カテゴリーとともに

表11　地域関連文献数（書評等）

　表12　「地域」と現れる語句カテゴリー
 （書評等）　

ケース数 カテゴリー
15 教　　育
11 学　　校
３ 産業・職業
２ 子ども，家庭，変化

１
社会化，差，教師，文化，生活，集団，
生涯学習，若者
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現れるケース（「都市と学校」「僻陬地学校教育の実
態」「都市再開発と学校体系」「地域社会と学校の論
理的媒介としての教育の分業化」「昭和50年代前期
高等教育計画以降の地方分散政策とその見直しをめ
ぐって」など）が18，「産業・職業」カテゴリーと
ともに現れるケース（「農村の産業構造と教育計画」

「漁村における職業観について」「漁村青少年の出稼
ぎと人間形成」「東北農山村学卒者の就職傾向とマ
スコミ」など）が12，「差」カテゴリーとともに現
れるケース（「教育機会の地域間格差」「地域の社会
経済特性による子どもの学力の推計」「地方／中央
都市部の進学校生徒の学習・進学意欲」など）や，

「教育」カテゴリーとともに現れるケース（「農村の
封建制と教育」「漁村と教育―リヤス式海岸地帯
の一漁村の場合―」「「地域社会と教育」論の再検
討」など）が６あった。
⑵　教育社会学文献目録

　表15は，教育社会学文献目録に記載された全論文
数及び地域関連の論文数とその割合を示したもので
ある。目録に掲載される論文数全体は1990年代まで
は増加を続けていたが，2000年代以降は総数自体が
減少している。学会員の関心の低下や，直近では
WEBを利用して調査をしていることなどがその原
因ではないかと考えられる。
　全体的に見れば，目録に掲載される論文の８％弱
が地域関連である。また時系列的な傾向は，これま
でと分析と同様であると言え，1960年代までは「地
域」研究が１～２割ほどを占めていたのが，1970年
代以降その比率は低下している。教育社会学が対象
とする領域の広がりも考えられる一方，地域関連の
論文数そのものが増えていないことも比率低下の要
因である。ただし，既述のように第49集（1991年10

月）から「地域社会と教育」というカテゴリーが姿
を消し，代わりに「地域社会」という場に特化する
ようなカテゴリーへの変更とともに，「人間形成」
という機能に着目するカテゴリーが新設されたこと
が影響している可能性はある。表15を見ても，確か
に1990年代以降にその率が低下していることが見て
取れる。
　この節では，学会員の関心における「地域」研究
の傾向を分析した。論稿等や教育社会学文献目録に
おける地域関連の論文・文献の出現頻度やその推移
は，やや傾向の上下があったものの，長期的・大局
的に見れば，前節の分析結果と類似していた。ただ
し，前節の分析と大きく異なる点としては，論稿等
に現れる地域関連研究は，「学校」に関連する論稿
等がきわめて多かったという点であろう。

５．まとめと考察・今後の課題

　本稿では，日本教育社会学会の学会誌である『教育
社会学研究』を利用して，学会誌の研究等（特集，課

表13　地域関連文献数（論稿等）

　表14　「地域」と現れる語句カテゴリー
 （論稿等）　

ケース数 カ　テ　ゴ　リ　ー
18 学　　校
12 産業・職業
６ 差，教育
５ 子 ど も
４ 家　　庭
３ 集　　団
２ 青年，変化

１
社会化，政策，教師，過程，友人関係，
生涯学習

表15　地域関連論文（教育社会学文献目録）

地域論文（A） 論文計（B）  （A/B）
1951～1960 303 1,290 23.5%
1961～1970 331 2,255 14.7%
1971～1980 204 3,228 6.3%
1981～1990 225 3,597 6.3%
1991～2000 139 4,001 3.5%
2001～ 61 2,310 2.6%

計 1,263 16,681 7.6%
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題研究等，論稿等，書評等，教育社会学文献目録）中
に地域に関連のあるものがどれほどあるのか，その時
系列的変遷はどのようなものであるか，また，どのよ
うな文脈で地域に関連のある研究等が出現しているの
かを分析した。分析では，教社研の目次をデータベー
ス化し，目次に登場する語句を量的に把握する方法を
採用し，その際，学会の関心と学会員の関心という２
つの視点から分析を行った。
　本稿の主な分析結果をまとめると，①地域関連の研
究等は，教社研に掲載・所収される研究等のうち１割
弱（６％～10％ほど）を占めている，②時系列的に見
れば，地域関連の研究等の多くは戦後から1970年代に
かけては非常に多く見られたが，1980年代以降徐々に
その比率が低下している，また，①②の分析結果は学
会・学会員の関心双方で類似の傾向を示す一方で，③
学会の関心を反映した特集や書評等においては，「地
域」研究は「教育」といった広い概念と結びつけられ
ている（課題研究等においては，やや特化した「子ど
も」という概念と結びついている）一方で，学会員個
人の関心を示す論稿等においては「学校」という概念
と結びつくことが多かった，などであった。
　分析結果の①②については，教育社会学としてはど
のように考えるべきか。少なくとも政策的には，地域
の教育力に関する提言は立て続けになされてきてお
り，研究上の重要性が低くなっているとは考えがたい。
教育社会学における地域研究の相対的減少は，１つに
は，地域と教育が日本教育社会学会以外の関連学会の
テーマとなっている可能性が否定できない。例えば社
会教育学会や地域社会学会など，関連学会の動向も検
討していかねばならないだろう。もう１つには，地域
と教育の研究の難しさが考えられよう。地域は学校の
ように同質の集団が集まっているわけではなく，異質
な他者の集まりである。また，その範囲も決まってい
るわけではない。それゆえ，研究の対象としては難し
く，実践的にアプローチすることが有効なアプローチ
なのかもしれない。
　関連することが，分析結果の③からも考察できる。
特集・課題研究等・書評等において「地域」とともに
現れることの多かった「教育」カテゴリーについては，
学校教育を示すのか，それ以外の教育を示すのか，地
域の教育を指すのであれば新井の示した12の分類のう
ちどこに位置づく内容なのかなど，タイトルからは判
断はつきにくい。一方で，特集・課題研究等・書評等
でそれに次ぐ形で多かった「学校」カテゴリーは，同
時に論稿等では「地域」とともに現れることが最も多

かった語句カテゴリーである。また，課題研究等では
「子ども」という非意図的な教育を含む可能性のある
語句カテゴリーとともに現れることが多かったが，同
じく非意図的な教育を含む可能性のある「社会化」や

「集団」などの語句カテゴリーとともに現れることは
決して多くはなかった。これらのことは教社研（学会・
学会員双方）において扱われる「地域」は学校教育と
結びつけられて考えられることが多いことを指すと考
えられ，冒頭で述べた新海の指摘をある意味で支持し
ていると言えるかもしれない。上記分析結果①②の考
察とあわせて，やはり教育社会学における地域研究の
主な視点の１つであることを示すとともに，教育にお
ける地域の捉えられ方が他の学会や政策での捉えられ
方とは異なるということとなろう。
　本稿の分析は，教社研を利用した量的な動向を明ら
かにしたに留まる。しかも，その分析上の問題点や限
界は，本稿の各所で指摘してきたとおりである。今後
の研究課題としては，地域に関する教育社会学研究が
質的にどのように変遷してきたのか，明らかにするこ
とである。
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日本教育社会学会編　教育社会学研究　東洋館出版社　
各年

佐藤一子　子どもが育つ地域社会　東京大学出版会　
2002

新海英行　地域でなかまと育ちあう―地域の教育力
再生・創造をめざして―　名古屋柳城短期大学
研究紀要（31）　2009　1-9

住田正樹編　子どもと地域社会　学文社　2010

【注】
１　日本教育社会学会WEBサイト（http://www.

gakkai.ne.jp/jses/about/activities.php）参照。
２　後述のように，継続的に「課題研究報告」が掲
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載されるようになるのは1970年代後半以降である。
1950年代半ばまでは「展望」「課題と展望」「講演抄
録」といった課題研究に準ずると考えられるものが
時折掲載されていたが，データの連続性の問題もあ
り，これらのものは本稿では取り扱わない。

　　また、「課題研究等」には「課題研究報告」のほか「シ
ンポジウム」を,「論稿等」には「論稿」のほか「論
壇」「研究ノート」を，「書評等」には「書評」のほ
か「文献紹介」を含めている。
３　後に編纂書論文や調査報告も，テーマ別に分類が

なされるようになった。
４　そのうち，第16集の論文のタイトルの１つは「調

査地域の概況」であり，実質的な意味を持っている
とは言えない。




