
論文投稿をめざす若手研究者のための

論文の書き方セミナー

日時：2014年８月１日（金）18時～20時
場所：法政大学 55・58年館551教室

主催

日本環境教育学会編集委員会・若手学会員の集い世話人会



話題提供
• 荻原 彰 氏（日本環境教育学会編集委員長・三重大学）

「環境教育学会 査読ってどんなん？」

• 岩佐礼子 氏（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
「質的資料の収集・分析の方法について考える」

• 野田 恵 氏（東京農工大学）
「質的研究・理論研究のまとめ方－これまでの経験をもとに」

• 木俣美樹男 氏（元東京学芸大学）
「若手研究者へのメッセージ－動き、考え、読み、書く」
環境教育学の論文を書くということ



環境教育学会
査読ってどんなん？

環境教育学会編集委員会 荻原彰



査読・閲読の流れ
著者が投稿・編集委員会が受付け（以下の過程では著者名
や所属名はすべて覆面で行われる）

編集委員長による担当編集委員の指名

担当編集委員による査読者2人の選任（閲読の場合は担当
編集委員が閲読者を兼ねる）

査読者が査読報告を編集委員会に提出

担当編集委員が査読報告にもとづいて判定報告を作成

判定報告を編集委員会が承認

著者に判定結果を送付



査読の意味

・学会誌としての質の保証

・同じ分野専門家の意見を聞くことで、誤りを防
ぎ、内容を向上させる



査読ガイドラインより
Ａ．このまま掲載可

Ｂ．軽微な修正で再査読なし

Ｃ．多数の修正または重要な修正を要する

Ｄ．構成を含む，大幅な修正を要する）

Ｅ．掲載不可

今後、DとEは統合する予定

最初の査読ではほとんどCかD



（1）未発表のものであるか，オリジナリティは十分である
か。

（2）目的は明瞭か，適切な研究方法をとり，結果を十分
に考慮しているか。

（3）研究方法，分析材料などが適切に書かれているか。

（4）論旨，論理展開は首尾一貫しているかどうか。

（5）用語（概念），文章表現，図・表類の数や書き方（描
き方）は適切であるか。

（6）論文表題，章・節の見出しは適当であるか。

（7）引用文献は適切であるか。（先行研究を引用してい
るか等）



速やかな掲載に向け努力しています

・報告について

査読者2人・判定者一人 判定者が査読

者を兼ねる（一人）

・判定報告について

査読報告＋判定報告 判定報告のみ



お願い！

・どこかで区切りをつけてまとめる

・最初の査読にびっくりしないで粘り強く修正を

・でも指摘には誠実な対応を



質的資料の収集・分析方法に
ついて考える

東京大学 新領域創成科学研究科
客員共同研究員

岩佐礼子

2014年8月 日本環境教育学会第25回大
会

論文の書き方セミナー
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本話題提供の流れ
始めに：投稿論文の反省点から
1. 調査以前の設定
2. 事例地の選定：宮崎県綾町
3. 地区の絞り込み
4. 上畑地区の選定
5. 聞き取り調査：依頼の手続き
6. 山形県西川町大井沢地区との比較
7. 調査の期間
8. 聞き取り対象・人数
9. ＫＪ法でのカテゴリー分類
10.分析枠組みをどうするか
11.まとめ（質的調査）
12.まとめ（分析方法）
終わりに：査読の教訓

2



始めに：投稿論文の反省点から
• 綾町の事例が初めての投稿論文
• 一回目はＣとＤ判定で、大幅修正し再投
稿

• 受理まで合計5回投稿し、一年半ほどか
かった
⇒⇒先行研究と調査手法の説明がいいかげん先行研究と調査手法の説明がいいかげん
だっただった
⇒⇒修士論文（修士論文（170170頁）の内容を無理に凝縮頁）の内容を無理に凝縮
したので、理論が多すぎて査読者が混乱し、したので、理論が多すぎて査読者が混乱し、
小論文としては不適切だった小論文としては不適切だった
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1．調査以前の設定
•• 研究目的研究目的：内発的発展論に依拠し、地域の自
然や伝統文化に根ざした生活世界の教育や学
習の実態の詳細を把握し、その分析と考察か
ら、内発的ＥＳＤという新しい教育概念を導
き出す

•• 問いの設定問いの設定
– インフォーマル教育・学習の内実とは⇒⇒膨大な領膨大な領
域域

– 研究枠組みとして鶴見和子の提唱する内発的発展
に埋め込まれた教育や学習とはどういったものか
⇒⇒キーワードは自治キーワードは自治 4



2．事例地の選定：宮崎県綾町
•• 査読でも指摘されたが「なぜここを選ん査読でも指摘されたが「なぜここを選ん
だのか」ということが論文では問われるだのか」ということが論文では問われる

• ここを事例地とする必要があるとすれば、
その理由とは。
–保母武彦（1996）や池田清（2008）が内発
的発展のモデルとした綾町⇒⇒内発的発展に関内発的発展に関
わる教育が発見できるのではわる教育が発見できるのでは

– 1965年に区長制を廃止し、ほぼ半世紀にわた
る自治公民館制度という伝統が確立している
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3．地区の絞り込み
• 日本自然保護協会、北大、東大が中心となって実施していた
「「ふれあい調査」ふれあい調査」を既にやっていた上畑地区の自治公民館役
員との接触

• 11月の秋の綾神社例大祭のための「しめ縄づくり」「しめ縄づくり」現場へ
⇒綾町22地区中、20地区の自治公民館長が集まってしめ縄
を作るのが定例

• いくつかの地区の自治公民自治公民館長と館長との接触の接触：どこの地区が適切
か、地図も含めて特徴と感触をつかむ
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4．上畑地区の選定

• 自治公民館制度が確立しているので、自治公民館長が調査に協力自治公民館長が調査に協力
的的であるかがカギ

• 「ふれあい調査」の実施など、外に積極的に開いている外に積極的に開いている点を評価
• 綾南川を境界として、綾町中心部の対岸に位置する地理的な地理的な独立独立
性性

• かつては入野村の集落で、綾村と合併して綾町に吸収される以前
は、独自の発展を遂げてきた歴史独自の発展を遂げてきた歴史を持つ
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5．聞き取り調査依頼の手続き
• 自治公民館での役員の前での調査の目的と研
究趣旨の発表⇒⇒役員会の合意による許可役員会の合意による許可

• 自治公民館長を通した調査依頼と調整
– どういった住民を対象に、何人で、いつごろ
– 自治公民館長が住民に連絡を取り日時指定
– 場所は主に自治公民館。付き添われて住民の自宅
訪問も行った。

– 対象は夫婦、個人、グループ（役員、グラウンド
ゴルフの仲間、子ども会など）

• 上畑地区以外の住民の聞き取りは自分で連絡
を取って行った。
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66．．山形県西川町大井沢地区との比山形県西川町大井沢地区との比
較較

• 区長制度で公民館長は区長とは別
• 寒河江川沿いに8㎞に渡って十余りの小集落が分
散⇒⇒6565戸が地理的にもまとまっている上畑地区と戸が地理的にもまとまっている上畑地区と
は対照的は対照的

• 各小集落で独自の祭りや伝統行事を持っている⇒⇒
上畑では地区全体の行事上畑では地区全体の行事

• 聞き取りは、電話をして訪問する場合と、突撃訪
問の場合と半々。ほぼ自由に調査できる⇒⇒集落内集落内
で日常的に人々が予告なしに訪問し合っている文で日常的に人々が予告なしに訪問し合っている文
化なので、失礼ではない。化なので、失礼ではない。

• 上畑の場合は、自治公民館制度が「よそ者」と
「住民」の間に立つ形で仲介している⇒⇒町内会の町内会の
ようでもあるが、もっと強い自治であり、住民はようでもあるが、もっと強い自治であり、住民は
地区の情報をしっかり共有している地区の情報をしっかり共有している
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7．調査の期間
• インフォーマル領域なので、何度も集落に
通い、時間をかけて聞き取りデータを蓄積
する必要

•• 20082008年年1111月、月、20092009年年11月、月、33月、月、88月、月、
1010月月（投稿論文でカバーした期間）（投稿論文でカバーした期間）、
2010年12月、2011年11月、2012年4月
の計計88回（合計回（合計6767日間）日間）行った。

• 一年間の四季の移り変わりや町や地区の行
事の参与観察もあって、できるだけ月が重
複しないように配慮。
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8．聞き取り対象・人数
•• 上畑地区で合計上畑地区で合計5656人（人（1212人の小学生、人の小学生、88人の中学人の中学
生、生、3636人の成人住民）の聞き取りを実施した。人の成人住民）の聞き取りを実施した。
36人の大人の年齢別構成は90歳代が1人、80歳代
が3人、70歳代が4人、60歳代が5人、50歳代が6
人、40歳代が13人、30歳代が4人であり、そのう
ち成人女性は17人である。

•• 他の地区住民が他の地区住民が5858人人、宮崎市民が1人、綾町役場
職員が2人、教育委員会職員が2人、綾小・中学校
教員が4人、清武町役場の職員が2人、任意団体
（当時）「てるはの森の会」の職員が2人。

• 総計127人の聞き取りを行った。
• 加えて2010年3月に上畑地区の壮年会の32人に頼頼
母子講に関するアンケート調査母子講に関するアンケート調査を実施した。
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9．調査手法（上畑地区）
•• 住民の日常的な生活活動（子育ても含む）や文化、住民の日常的な生活活動（子育ても含む）や文化、
伝統行事などを自由に語ってもらう。伝統行事などを自由に語ってもらう。

• 自宅訪問の有利なところは、夫婦そろっての聞き
取りができること。土地柄、夫婦で農作業をして
いるビニールハウスでの聞き取りも行った。同じ
話題でも奥さんの視点は異なっていることがあり、
興味深い。

• 話の要所要所で、「それはどうやって学んだの「それはどうやって学んだの
か」「誰に聞いたのか」か」「誰に聞いたのか」といった、教え合いや学
び合いのやりとりの具体的な方法を聞いて、継承
方法をおさえていった。

• 最初の頃は筆記での聞き取りなので、先方もリ
ラックスして話すことができた。１人、２人ぐら
いでじっくり長く聞き取りする際に、許可を得て
ＩＣレコーダで録音し、テープ起こしテープ起こしをした。詳
細が記録できるが、大変な時間と手間がかかるの
が欠点。
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ひなの節句 照葉樹林
教育

俵踊り

正月
歴史

集落の治安と情報
姑のいいつけ

方言

結い

ペットの世話婦人会

盆踊り

軍護神社

十五夜

春の花見

山の神

おすそ分け

生涯学習

婚礼

新築祝い 氏神

頼母子講

子どものしつけ

民謡

大掃除

青年会

棟上げ ひな山

人間関係

自治公民館長の選び方 郷田前町長

結束力

合併反対

文化の継承

狩猟
塾とスポーツ

自然生態系農業

名前の呼び方

苦言

核家族化

消防団

山菜採り

嫁と姑

リーダーシップ

綾川

近所づきあい

手仕事

漆塗り

社日講

郷土料理

葬式

挨拶

アユ釣り

班長の仕事

子ども時代の遊び

子育て
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10．ＫＪ法でのカテゴリー分類
1. 自治公民館の運営
2. 自然生態系農業
3. 遊び仕事
4. 家庭や地域の生活
の規範

5. 子ども時代の遊び
6. 習俗

どういう経緯と理由でこのどういう経緯と理由でこの
「六つの生活機能」に収れん「六つの生活機能」に収れん
していったのかが、その「論していったのかが、その「論
証過程」を丁寧に記述せよと証過程」を丁寧に記述せよと
の査読者の指摘の査読者の指摘
• 自治公民館活動と習俗の
区別

• 自治公民館運営に着目
• 主要な生業としての自然
生態系農業

• 子ども時代の遊びと遊び
仕事の区別

• 家庭や地域の生活の規範
を社会教育と捉える
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10．分析枠組みをどうするか
• 初回の投稿論文は「静的」「動的」「静的」「動的」という枠組み
でデータの分析表を作ってみたが、この枠組みと
内発的発展との関係性がうまく結びつかなかった

• よって二回目の投稿論文では、環境教育、環境倫
理、環境社会学などの分野における、「自然との「自然との
かかわり」「人とのかかわり」かかわり」「人とのかかわり」の関係性という共
通した枠組みでやり直し。さらにそれぞれを「知「知
識」「技術」「価値観（精神性）」識」「技術」「価値観（精神性）」に分別した。

•• それに対して査読者はそれに対して査読者は「知識」「技術」「価値観「知識」「技術」「価値観
（精神性）（精神性）」という分別が複雑すぎるので、もっ」という分別が複雑すぎるので、もっ
とシンプルに「鶴見の四つの伝統の型」を分析枠とシンプルに「鶴見の四つの伝統の型」を分析枠
組みにすることを提案。組みにすることを提案。

• 投稿論文はそれに従ったが、博士論文はすべてを
取り入れた。
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11.まとめ（質的調査）
•• 対象地域社会の自治的仕組み対象地域社会の自治的仕組み（町内会、自治公民
館制度、区長制度、隣組）と必要な情報を持ってと必要な情報を持って
いるキーパースンいるキーパースン（区長、自治公民館役員、名人、
長老、郷土史家、主婦グループ）を見つける

•• 当時当時のの研究研究関心ではない情報であっても、後に役関心ではない情報であっても、後に役
立つことがあるので、粘り強く耳を傾け記録する立つことがあるので、粘り強く耳を傾け記録する
⇒例えば頼母子講

•• 参与観察参与観察も大事も大事⇒地域の祭り、文化祭など見学す
ることで信頼される。懇親会参加も積極的に

•• 調査結果を事例地にフィードバックする調査結果を事例地にフィードバックする：2010
年3月の修士課程卒業後に、4月の上畑地区総会で
紙芝居の形で内容を発表し、大変喜んでいただい
た。 17



12.まとめ（分析方法）
•• 分析によって、何を明らかにしたいのか分析によって、何を明らかにしたいのか
⇒生活世界における共育共育（教育と学習を一体化
した用語）に、どういった関係性が埋め込まれ
ているのか：シンプルな分析枠組みシンプルな分析枠組み
⇒最も把握しにくい偶発的な共育共育にも、なんら
かの普遍性があるのではないか：表にしてみる：表にしてみる
ことで一定の構造を発見ことで一定の構造を発見
⇒自分にとって深い意味があり、精神的な価値自分にとって深い意味があり、精神的な価値
をもつ知識を浮き彫りにするをもつ知識を浮き彫りにするために「価値観
（精神性）」という枠組みを設けた。こうしたこうした
知識は、知識伝達中心の学校教育ではなく、生知識は、知識伝達中心の学校教育ではなく、生
活世界の自然や人、モノ、コトとのかかわりの活世界の自然や人、モノ、コトとのかかわりの
中で形成される中で形成される 18



終わりに：査読の教訓
• たった14ページで論文を完結するためには、あま
りたくさんの要素を取り込まず、簡潔かつシンプ
ルにテーマや理論を設定し、わかりやすい方法で
分析し、結論を出すことが肝心

•• あきらめず粘るあきらめず粘る。。査読者のコメントの言わんとす
るところをしっかり読み取る

• 出来の悪い論文を掲載するレベルまでに導く査読
にはかなりの技量が必要。査読者の忍耐に感謝。

•• 査読者の提案から重要査読者の提案から重要なことなことを二つ学び、博士論を二つ学び、博士論
文においても採用した。文においても採用した。

⇒⇒鶴見の伝統の四つの型を分析枠組みとする鶴見の伝統の四つの型を分析枠組みとする
⇒⇒現行の現行のESDESDと内発的と内発的ESDESDとの相違を明確にするとの相違を明確にする
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質問の時間
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質的研究・理論研究のまとめ方

～これまでの経験をもとに～

野田恵（東京農工大学）

※当日スライドに一部修正を加えております。



自己紹介

• 東京農工大学修士課程卒（卒論・修論もフィールドワーク）

• ＮＰＯグリーンウッド自然体験教育センター勤務

• 東京農工大学博士課程へ 環境倫理学の研究室で研究

• 5年かかって博士（農学）取得

/322
理論とフィールドの往復によって、研究を深めるスタイル



研究紹介

• 『自然体験論～農山村における自然学校の理論~』2012年、みくに出版

• ↑博士論文『環境教育における「経験」概念の研究～農山村における自

然体験学習の経験主義的基礎づけ～』とほぼ同じもの

農山村の自然体験の意義を理論的に基礎づけるために

「経験」とはなにか？論じました

/323



報告の流れ

• 論文を書くために：参考になったもの＋気を付けている事

• 博士論文の内容に即して展開

• イントロダクション

• 事例研究（実践の参与観察＋＠）

• ライフストーリー

• 文献研究

/324

それぞれ、成功あるいは失敗した部分、

コツなどをお話しします



論文を書くために

参考になったもの・心がけている事

/32 5



論文を書くために
参考になった本

•分野は違うが、とにかくおすすめ

•タイトルの付け方

•どこで何を書けばいいのか・・・

/326

酒井聡樹 『これから論文を書く若者のために』
大改訂増補版2007年 共立出版



論文を書くときに意識している事

• 常に「どうして？」を意識

「（結論）である。 なぜなら（理由・・・）」

「（いくつかの理由）。だから（結論・主張）」

研究を進めるときも「どうして？」を頭においておく。

/327
研究目的／対象／方法／引用文献・・・



具体例
博士論文の内容に即して・・・

/32 8



• はじめに

• 1章 環境教育における自然体験学習の課題

• 2章 日常と非日常～農山村における自然体験学習をとらえる観点～

• 3章 自然体験学習における教育的「経験(experience）」概念の検討

• 4章 上田薫「這い回る経験主義」の遺産

• 5章 農山村における「ローカルな自然体験学習の可能性」

• 6章 農山村における自然体験学習の「連続性」～山村留学生のライフストーリーをてがかりに～

• 7章 「他者」と「自然」の独立性がもたらす経験の意義

• おわりに～総括にかえて

/329



• はじめに

• 1章 環境教育における自然体験学習の課題

• 2章 日常と非日常～農山村における自然体験学習をとらえる観点～

• 3章 自然体験学習における教育的「経験(experience）」概念の検討

• 4章 上田薫「這い回る経験主義」の遺産

• 5章 農山村における「ローカルな自然体験学習の可能性」

• 6章 農山村における自然体験学習の「連続性」～山村留学生のライフストーリーをてがかりに～

• 7章 「他者」と「自然」の独立性がもたらす経験の意義

• おわりに～総括にかえて

/3210



イントロダクションに書いてよかったこと

• なにをやるのか→「効果測定、実証研究ではない」

• どうしてやるのか

• 着眼点・アプローチ、方法

/3211

問題意識、研究者のスタンスを論じながら、自分の研究が、どう
して効果測定ではなく質的・理論的研究でなければならないのか
理由を明らかにした



• どうしてその対象でなければならないのか

• どうしてその方法でなければならないのか

• 私はどのように世界を見ているのか？

• なぜその立場が妥当なのか？

/3212

説得力が増す

研究方法に密接な関係

ポイント：イントロダクションに明記



• はじめに

• 1章 環境教育における自然体験学習の課題

• 2章 日常と非日常～農山村における自然体験学習をとらえる観点～

• 3章 自然体験学習における教育的「経験(experience）」概念の検討

• 4章 上田薫「這い回る経験主義」の遺産

• 5章 農山村における「ローカルな自然体験学習の可能性」※後半

• 6章 農山村における自然体験学習の「連続性」～山村留学生のライフストーリーをてがかり
に～

• 7章 「他者」と「自然」の独立性がもたらす経験の意義

• おわりに～総括にかえて

/3213



事例研究の場合

• 2章と5章の後半は、実践事例研究

• データ収集：参与観察（参与の部分が大きい）

• そこで得られた知見を理論的フレームに従って解釈すること

/3214



山村留学に参加した子どもたちの様子。4月から徐々に慣れていって、非日

常の風景がすっかり日常化していく。その姿を子どもの様子を記述。

↓

鷲田誠一の「日常論」を手がかりに、日常と非日常の関係について整理

↓

2月ごろの子どもたちが変化する様子を記述

↓

中西新太郎によりながら、非日常的経験が日常生活を批判的にとらえる

（意識化する）意義があると論じる

/3215



ダメなところ

• 子どもたちの様子を書いた後で

「ここで、このことについて中西新太郎によりながら考えてみたい」

どうして○○さんを根拠にするんですか？理由が書けていない

/3216



ダメなところ

意外に多い。

突然、「マルクスによれば…」「ヘーゲルによれば…」「ハーバマスは…」

みたいに始まる文章。

でも基本的にはよくない。

/3217

どうしてその人が、あなたの研究を説明するのに
必要なのか明確にする→説得力が増す



■ましな例

（環境教育の先行研究にみられる経験疑念は2種類。その第1と第２の経

験概念の限界を指摘したのち）

そこで筆者は、J．デューイの経験概念に着目した。なぜなら、第1と第2

の経験概念の検討のうえに、両者の限界を指摘し、プラグマティズムの

経験概念の積極性を見出したのはデューイだからである。

/3218

野田恵『農と共生の思想 第10章』



■ましな例

• 渡部（2010）は、近年の認知科学の知見をもとに、網の目のように広が

る認識のモデルを提起しているが、これは筆者の主張を支持するもので

ある。教育学において、いち早く認識を｢網の目｣として捉えた独自の経

験概念を提起したのは、上田薫である。上田によれば「認識は関係づけ

によって成立する」が、その知識の発展は次のように説明される。

/3219

野田恵『農と共生の思想 第10章』



• はじめに

• 1章 環境教育における自然体験学習の課題

• 2章 日常と非日常～農山村における自然体験学習をとらえる観点～

• 3章 自然体験学習における教育的「経験(experience）」概念の検討

• 4章 上田薫「這い回る経験主義」の遺産

• 5章 農山村における「ローカルな自然体験学習の可能性」

• 6章 農山村における自然体験学習の「連続性」～山村留学生のライフストーリーをてがかりに～

• 7章 「他者」と「自然」の独立性がもたらす経験の意義

• おわりに～総括にかえて

/3220



質的研究の場合

• ライフストーリー研究：やまだ（2000）によると「ライフ（人生、生活、

生）を生きていく過程、その経験プロセスを物語る行為と語られた物語

についての研究をさす」。

• 人生におけるある経験（山村留学）についての語りを対象とした研究

やまだようこ,2000,「展望 人生を物語ることの意味―なぜライフストーリー研究か？」,『教育心理

学会年報』日本教育心理学会、147頁

/3221



■査読者とのやり取りで・・・

• 「仮説の生成」という表現はおかしいとの指摘。

「質的研究だから当たり前」というような気持ち（キレ気味）だったが、今思う

と説明できなかったのは、私自分の未熟さだと思う。

査読にキレるのではなく、「そもそも」のところを説明できるようになろう。

だいたい、査読者の意見は妥当＝一般読者の代表と考えられるので、

質問には答える。誤解は解く。不十分な点は補う・・・ことが必要だとおもう。

/3222



• はじめに

• 1章 環境教育における自然体験学習の課題

• 2章 日常と非日常～農山村における自然体験学習をとらえる観点～

• 3章 自然体験学習における教育的「経験(experience）」概念の検討

• 4章 上田薫「這い回る経験主義」の遺産

• 5章 農山村における「ローカルな自然体験学習の可能性」

• 6章 農山村における自然体験学習の「連続性」～山村留学生のライフストーリーをてがかりに～

• 7章 「他者」と「自然」の独立性がもたらす経験の意義

• おわりに～総括にかえて

/3223



文献に基づく理論的研究の場合

• 3章は環境教育研究の経験概念のレヴュー＋デューイの経験概念

• 4章は上田薫の思想と戦後の教育論争の評価

• 7章は、6章で得た語りをK.レーヴィットを手がかりに解釈すると
いう作業。

•いずれも、引用しながら論述を行う。

/3224



文献メインの研究のポイント

• 先行研究の扱い方

• 引用の仕方：ねつ造しない。意味が通るように引用。

• 引用＋解釈で論述を行う

• 思想研究を行うために・・・

/3225



■先行研究の扱い方

• 内容に即してグループ化すると書きやすい。

• ダメ出しにならないように（他人の研究をけなしても、自分の研究の価

値は高まらない）

/3226

自分の研究の本当の
「よさ」が分かって

いないと、
こうなってしまいがち



■意味が通るように引用(例) 『自然体験論』76ページ

では、経験の質とは何か。デューイは「それが快適なものか不快なもの

であるかという直接的側面」と「経験がその後の経験にどのように影響

を及ぼすか)」という二つの側面を挙げている＊ 。最初の点は容易に判断

できるが、後者は「表面には現れ出ない」。だから「継続して起こる経

験の中で、実り豊かに創造的に生きるような種類の現在の経験を選択す

る」ことが、「教育者に課せられた仕事」であることをデューイは強調

する＊。

/3227

文末ごとに「」引用の出典を
明記する。



■引用と解釈(例）『自然体験論』 219ページ

レーヴィットは（中略）次のようにいう。「もしも人間の性質に既にそれ

自体、人間を自己目的だと思うような傾向があるとしたら明確な尊敬なん

て必要はないだろう」。つまり、人間はもっぱら自分の目的のために、他

の人間を手段として扱う傾向があり、そのような目的に対する手段として

人間同士が関わるのが、ごく普通のありふれたあり方なのである。レー

ヴィットの「人びとが相互に或る目的のために存在するこのような日常的

な交渉関係（間柄）」という表現からも、直接的な「ある目的のために存

在している人びとの関係」が通常の間柄のイメージであると考えられる 。

/3228



■引用と解釈(例）『自然体験論』 219ページ

レーヴィットは（中略）次のようにいう。「もしも人間の性質に既にそれ

自体、人間を自己目的だと思うような傾向があるとしたら明確な尊敬なん

て必要はないだろう」。つまり、人間はもっぱら自分の目的のために、他

の人間を手段として扱う傾向があり、そのような目的に対する手段として

人間同士が関わるのが、ごく普通のありふれたあり方なのである。レー

ヴィットの「人びとが相互に或る目的のために存在するこのような日常的

な交渉関係（間柄）」という表現からも、直接的な「ある目的のために存

在している人びとの関係」が通常の間柄のイメージであると考えられる 。

/3229

この部分が、「 」の引用
部分の解釈にあたる。

自分の解釈の根拠を示す。



■思想研究を行うために

•思想家の思想自体を研究する

•ある思想を手がかりにする

/3230

全く違う

自分の研究はどちらなのか？先行研究の押さえ方や結論にも
大きな影響があるので、この点がぶれないようにすることが大事。



■思想研究を行うために

•原著を読む

•解説本を読む

/3231

時代によって、思想家の評価や解釈は変わる。

先行研究の成果を生かすべき。
そうでないと、トンチンカンな論述になりかねない。

どちらも読むこと！



おわりに・・・：

•60点でもいいから、書けばいいんですよ。

/3232

私が、尊敬している先生から言われた言葉です。これは、60パーセントの力で書けと言って
いるわけではなく、「全力で書いても出来上がったものは、60点くらいのものにしかならな
い。そんなものですよ。それでいいから、書けばいいんですよ。」ということです。
穏やかな先生ですが、言っていることは結構厳しくて、こういわれると
書かない言い訳はできないですよね。
未熟な自分は100点の論文を書くことはまだまだできませんが、
合格ラインぎりぎりでもいい。とにかく全力で書こうと思っています。



若手研究者へのメッセージ
－動き、考え、読み、書くー

環境教育学の論文を書くということ

日本環境教育学会 若手会員の集い 2014.8.1

木俣 美樹男 （民族植物学、南アジア学専攻）
自然文化誌研究会／植物と人々の博物館・日本村塾

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所



研究生活の信条

研究は自己の興味から出発する。知りたいこと、や
りたいこと、学びたいことをする。（「先行」研究はな
い）

独自性こそ研究の本質である。固有性は突き詰め
れば、普遍性につながる。

研究費を確保するために、世間の役に立つなどと、
流行を追うような嘘は言わない。

世間の評価・名声を求めない。



論文の条件：
a 研究方法が新しい
ｂ 研究材料が異なる
ｃ 研究成果が今までと違う
ｄ 理論的に新しい

自然科学では調査・実験データを数量化処理して考察す
る。再現性が必要である。比較研究、関連文献を引用して、
上記の条件を立証する。

自然科学論文では構成が形式化されている。序論、材料
と方法、結果、考察、引用文献。

田中義麿・田中潔 １９71、科学論文の書き方（改正２５
版）、裳華房、東京、374pp.



フィールド調査、実験（社会、圃場、実験室）など
の成果を資料として蓄積する。
作業（仮設）モデルを考える。

作業モデルの検証方法の学習； 生物実験法、
フィールド調査法（生物学、人類学）、解析法（生
物学、統計手法）などの研鑽。

作業モデルを、第3者との協働による現地・現場で
実践検証する。

関連文献を検索し、読む。作業モデル改訂の繰り
返し、理論の洗練化。



作業モデル

１．農耕文化基本複合
（中尾1966、1967）

３．農山村エコミュージ
アム（リビエール1973）

２．ELF環境学習プロ
グラム枠組み

４．持続可能な社会の
ための環境学習過程

６．生涯にわたる環
境学習過程の構造

５．環境教育学の位置
づけ



6

作業モデル1：自然から文化へ
（農耕文化基本複合、中尾1966、1967）

植物種子

栽培・生産 加工・調理 食作法

廃棄
堆肥 消費

在来品種 栽培方法

農機具

加工方法／加工器具

調理方法／調理器具

雑草

人里植物

野草

循環



7

Ｗ

Ｗ。

作業モデル２： ELF環境学習過程



作業モデル３： 農山村エコミュージアム

自然

環境保全、水源涵養

災害防止、

生物多様性の保存

農山村（里山）
集落景観、居住形態､

生活様式、社会関係､

伝統的知恵、食文化

世界観

自然観、信仰、

価値観の形成

農林業生
産機能

自然環境保全機能 生活機能

教育/文化機能

レクリエーション
機能

農業慣行､
農耕儀礼アニミズム

野生生物

森・川
神社･仏閣

農耕地



環境教育学も自然科学を基礎にする。しかし、環境学は
統合的な学問を志向しており、自然科学をはみだしてい
る。

ましてや、環境学に教育学がつくので、人間の学びのあり
かたが問われる。専門家かつ教養人になる努力がいる。

環境教育学でも論文の形式は基本的には自然科学的で
よい。しかし、自然科学ではないから、すべてその通りに
は構成できない。

書きたいようにまず書いて、論文のストーリーに迷ったら、
構成原則の「起承転結」を明確にしてみる。

とても書きにくいから、投稿論文が少ないのだろう。環境
教育学を構築するために、論文の書き方を試行してきた。



作業モデル４：
持続可能な社会のための環境学習過程



環境科学： 環境
化学、環境経済
学、環境心理学、
環境社会学、環
境倫理学など

複合、学際領
域：生態学、地
理学、文化人類
学、生活学など

科学
環境学

自然

人文 社会

環境教育学

分析学 統合学

還元論的 全体論的

作業モデル５： 環境教育学の位置付け

関係学

民族植物学



総合学習（関係知）

直観(統合知)

教科学習

(科学知)
体験学習

（生活知）

合科学習

伝統地域⇒ 近代学校制度⇒ 現代国際化⇒ 未来文明

幼児期 学齢（少年・青年）期 成人期

Local ⇒ Global ⇒ Sustainable

統合学

関係学

分析学

正統的
周辺参加

作業モデル6： 生涯学習過程
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参加者
協力者

卒業生、初中等学校など



質的研究法： 民族植物学の場合

ツール： 人類学ANTHROPAC、多数の統計解析手法、

テキスト分析、心理学の手法（数量化する手法もある）
など。

木俣美樹男・石川裕子訳 2004、民族植物学―原理と
応用、八坂書房、東京、416pp. （ C.M.Cotton, 2002、
Ethnobotany － Principles and Applications）

表１．　人類学調査での質問方法

質問方法 詳細さ 課題の広さ 統計解析 情報提供者数

自由質問 ごく高い ごく広い 困難 少ない

空欄記入 高い 広い 中間 中間

多数選択 中間 狭い 容易 多い

二者択一 低い ごく狭い 容易 ごく多い

Martin 1995

質
的

量
的



表２.　人類学研究のための質的研究と量的研究の比較

質的研究法 量的研究法

方法

自由で半ば体系（構造）化した面接聴取 体系（構造）化した面接聴取と質問紙
伝統技術の直接体験学習 自由一覧表づくり

統計法：パイル挿入法、優先順位
三組および二組比較を含む
系統的調査、例えば、トランセクトまたはヘク
タール区の調査

応用

さらに公式的な方法では得にくい情報の広さと
深さを求める

情報提供者内・間のデータの交差証明をする

地域と地域外の参与者間の非公式関係を強
める

ある植物種の利用価値あるいは相対的な経
済的重要度のような要因の数量的評価をする

伝統的な方法を用いた実体験をする
ある地域でとりわけ知識豊かな参与者を選定
する

Martin 1995



原稿の依頼は原則として引き受ける。文章はなかなか
上手にはならないので、日頃から鍛錬する。

自分の見解、文章スタイルに強くこだわってしまうと難
解になる。読み手のことを考えて、何度も推敲する。短
文に切るのがよい。

研究成果を書き残すこと、稿本（安藤昌益、宮沢賢治）
であっても、優れた文章は大きな価値をもつ。

著者校正、何回も見ること。遠慮しないで直す。

日本エディタースクール、1999、校正記号の使い方、日
本エディタースクール出版部、東京、pp.40。



国内外の雑誌に投稿、挑戦する。査読者の意見を聞きな
がら、まずは抵抗し、自分の見解を再検討する。安易に
迎合して、妥協すべきではない。査読者は「敵方で味方」
であり、ありがたい協働作業の伴走者である。

たとえ受理されなくても、めげないで、他の雑誌に寄稿し
たらよい。ただし、2重投稿はしてはいけないので、１誌ず
つ投稿を試みる。

余談：メンデルの遺伝法則は、カール・ネーゲリに評価さ
れず、再発見されるまで、３０年も要した。遺伝学を遅らせ
た「査読者」は科学史上に不名誉が残る。

マックリンも、学会誌に受理されなかったが、めげないで
研究所の研究報告に書き続けた。実験データの蓄積が
第一である。解釈は人と時間によって変わる。



参考： 『環境教育』誌への投稿歴 （運営委員などを辞してから投稿した）

１）木俣美樹男、2004、農耕文化基本複合をめぐる環境教育学の方法論、環境教育
14(2)：43-54。

２）木俣美樹男・大澤由実・野々村美穂、2007、雑草の地方名形成と子どもの文化を再
創造する「植物めいめい」プログラム、環境教育17(1)：13-22。

３）木俣美樹男・服部哲則・井村礼恵・南道子・中西史、2011、プロジェクト学習科目「植
物と人々の博物館づくり」の方法論と評価、環境教育20(3)：2-15。

４）木俣美樹男・齊藤嵩之、2013、大学キャンパスの生物多様性保全・管理に関する意
識とその変容、環境教育22(3):2-13。

５）木俣美樹男・黒澤友彦・井村礼恵、2013、統合的な環境学習枠組の可能性―『ELF環
境学習過程』を適用した講義科目等の評価―、環境教育23(2):1-14。

６）木俣美樹男、2014、教科『環境科』の予備的検討、環境教育24(1)：印刷中。

７）木俣美樹男、最終論文、生涯にわたる環境学習過程の構造―環境学習原論の構築に
向けて、環境教育： 修正後掲載可。

＊その他、植物学、人類学関連は専門誌、一般誌に投稿・寄稿。
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ご清聴 ありがとうございました

TM  Mikio Katsunbou Kimata

kibi20kijin@yahoo.co.jp； www.milletimplic.net


