
はじめに

本書は、大学や短期大学等において、教職課程で教育心理学を学ぼうと

する人や、教育における心理学的観点に興味を持つ人などを対象とした教

科書として企画されました。そこで次の特徴を備えた教科書になるように

編集しています。

1．教員採用試験、または公務員採用試験を受験し、合格することが目的

の人のための教科書を目指します。したがって、なるべく受験に役立つ内

容を想定しています。

そのためにまず、教育心理学に関する基本的な理論や研究を確実に学ぶ

ことを目的とします。そして各章末には、試験問題を付録として設けて、

解説を行います。これは、受験する立場からは、試験問題の例を知るとと

もに、試験問題作成者は、その章で何を学び、どのような知識を蓄えてほ

しいと願っているのか、を知ってもらいたいからです。

2．現実場面での問題解決に向けて、教育心理学の基礎的思考へ戻るこ

とができることを目指します。

教育場面で実際に直面する問題や課題は、多岐にわたります。そのとき、

具体的な解決策をどのように考えて、何をどのように実行すればよいのか

という見通しを立てることは重要です。教育の現実場面、そして教職また

は教育公務員などの職場で生じる諸問題の理解と解決に向けて、考えるた

めの一助として、教育心理学の基礎的な研究や理論に立ち戻ることができ

るように、この教科書を利用していただきたいと思います。

ほぼ 1世紀前に「教育心理学」という名称の書物が初めて出版されまし

た。その内容は、21 世紀の今、読みかえしても違和感がありません。教育

という営みに心理学が果たす役割は、時を超えて大きいといわざるを得ま

せん。

この教科書が教育という場に携わる皆さんの一助となるならば幸いです。

平成 26 年 立春

和田 万紀
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本章のポイント

教育心理学は、教育学と心理学が単に合体し

た学問ではない。教育という幅広い人間の活動

を、学際的に、かつ、実証的方法を用いながら

探求しようとするものである。さらに、教育の

実際場面での問題を取り上げて、その問題解決

にも挑戦しようとするのである。

これから教育心理学を学ぼうとする皆さんに、

教育心理学の目的は何かを問いかけながら、現

実の教育場面を常に目の前に置き、その問いに

どのように答えるのかを考えるための案内とす

る。

心理学
実験教育学
実践研究
教育心理学の領域

実証的方法
アクション・リサーチ
教育心理学の歴史
教育心理学の方法
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1 教育心理学の目的

A 教育心理学の定義と目的

教育心理学は、教育全般に関わる問題について心理学を基礎として研究

する学問である。教育心理学の目的は、教育という事象を理論的、実証的

に明らかにして、教育の改善に資することと定義されている（日本教育心理

学会、2003）。つまり、心理学の研究成果を教育場面へ適用して教育の実践

に反映させ、教育目標の達成に寄与することである。

現代の日本に生きる私たちにとって教育の場は、単に学校だけで展開さ

れるものではなく、家庭や地域の活動においても、また学校を卒業した後

も提供されている。さらに最近の情報技術の進化により、いつでも、どこ

でも教育を受けることが可能な時代である。その中で現代の教育心理学は、

教育という事象を対象として、心理学を基礎とする学術的側面と、それら

の基礎研究を基にした実際の教育場面への応用、という側面を持つ。

まず教育という事象を理論的、実証的に明らかにする目的がある。それ

は、教育場面での現象の解明と、教育問題を普遍的で一般的な問題へと抽

象化して検討を加えるものである。しかしそれは、教育の実践的な場面へ

の直接的な適用や応用に際しては、結果を直結させて具体的な解決を導く

ためには距離があり、教育心理学自体が教育の実際とはかけ離れた学問と

みなされることがある。

確かに、現場の問題を直接的に解決するためには、学術的観点からの研

究だけでは十分ではない。そこで、具体的な教育の現場での問題を直接的

に取り上げて、心理学の理論や方法を用いながら解決を目指していこうと

する立場が最近増えている。これが第 2の目的となる。

B 心理学の貢献

人間は、他者との関わりを通じて学び、発達する存在である。その中で

教育心理学は、幅広い範囲を対象とすることになる。さらに教育とは、特

定の目的や意図をもって、学習者と関わる行為となる。そこには、価値が

介入することは避けることができない。また、学校という教育制度の中で
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計画的に働きかけを行うときのように、教育の場の独自性が強調されなけ

ればならない。

それでは、心理学のどのような特徴が教育に有効となるのか。

まず心理学には、個人差、発達、学習、思考、対人関係、集団の特徴、

教授法などを対象として、教育に関わる人間とその心の過程を個人に還元

しながら研究を行い、その成果の積み重ねがある。したがってこれらの心

理学の理論や方法、研究成果を、教育場面に還元して応用することが可能

となる。

しかしこの立場からは、教育という現象の解明に力点が置かれており、

教育の現場で生じている問題を直接取り上げて解明するというよりは、そ

れを普遍的な問題へと抽象化したうえで、解明することになる。そのよう

な心理学の基礎的な知見や理論は、あくまでも普遍的な人間を想定してお

り、それを具体的な教育現場の個々の問題解決への提言とすることが、時

には妥当ではないと指摘されることもある。もちろん、単に心理学の一般

法則や基礎的知見だけで、教育の問題を解決できるわけではない。たとえ

ば、校内暴力や不登校、いじめ、学力問題など、現代の教育場面で苦慮し

ている問題は多く存在し、その解決に向けては、学際的なアプローチが必

要となることは明らかである。

また現代の心理学は、その誕生の歴史において実証的方法を取り入れて

いる。この実証的方法を教育心理学も用いることになる。たとえば、教育

場面で生じる問題をまず記述して、その原因や要因を探る。そして因果関

係の仮説を立てて実際にデータを収集して、その分析から何らかの法則性

を明らかにしようとする。それによって、問題改善にむけての対策を提言

できる。さらにその対策の導入効果の検証も行うことも可能である。

教育心理学は、心理学の実証的方法を取り入れて、具体的なデータを基

にしながら、実際の教育場面の問題解決に適用しようとするのである。
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2 教育心理学の成立の歴史

A 教育心理学の成立

教育が心理学と関わりを持ち、教育心理学へと発展していく最初の過程

は、哲学からの影響を大きく受けた。そこでは「望ましい教育とは何か」

という観点から理想を掲げ、実践に関わった。

フランスでは、ルソー（Rousseau, J.- J. 1712〜1778）が 1762 年にその著書

『エミール』で、孤児エミールの成長に与える自然に従った人間の本性を尊

重した教育の影響力を述べた。またペスタロッチ（Pestalozzi, J. H.

1764〜1827）は、形式的な授業や記憶の重視、罰による動機づけの喚起など、

教育における個人の活動の重要性、個人の成長、そして個人に即した訓練

と学びの重要性を強調した。

教育における心理学の重要性に注目したのはヘルバルト（Helbart, J. F.

1776〜1841）である。彼はカント（Kant, I. 1724〜1804）の後にケーニヘスベル

グ大学で哲学の教授に就任した。彼は、教育における個人の興味の重要性

を強調している。また『一般教育学』（1806）において、教育の目標を倫理学

に求め、その方法を心理学に求めて心理学の役割を指摘した。

現代心理学の成立は、教育心理学に大きく貢献している。その現代心理

学は、実験心理学の祖となるヴント（Wundt, W. 1832〜1920）に負うところ

が大きい。1879 年ヴントは、ライプチッヒ大学に心理学実験室を開設して、

心理学に「実験」という方法論を確立させることに貢献をした。彼のもと

で学んだ研究者の中から、教育心理学に貢献する研究者が出現することに

なる。特に 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけては、アメリカで教育心理学

が発展することになった。

ジェームズ（James, W. 1842〜1910）は、心理学と哲学とがまだ融合的状態

にあった 1890年に『心理学の原理』を出版した。彼は、人の存在を要素に

分けて考えるのではなく、全体的な観点から捉えようとする立場をとり、

意識の重要性を強調した。さらに、1899 年には「心理学における教師との

対話、人生の理想についての生徒との対話」と題して教育心理学に関連し

た著作を出版している。
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ジェームズの指導を受け、アメリカ心理学会の初代会長となったホール

（Hall, G. S. 1844〜1924）は、アメリカで初の心理学実験室をジョンズホプキ

ンス大学に開設している。さらに、American Journal of Psychology（アメ

リカ心理学研究）や Pedagogical Seminary（教育学セミナー）を刊行した。その

中で、発達心理学の研究を発展させている。そして、親や教師を含めて共

同研究を行うという児童研究運動を起こして、1893年に児童研究協会を発

足させた。

デューイ（Dewey, J. 1859〜1952）は、1884 年に『新心理学』を出版すると

同時に、哲学の論文も発表するなど、哲学者であり心理学者でもあろうと

した。彼は、シカゴ大学に設立した実験学校での教育にも関心を向けてお

り、『学校と社会』（1899）、さらに子どもの動機づけや問題解決能力の重要

性を示した『教育における興味と努力』（1913）などの著作がある。

ヴントに学んだモイマン（Meumann, E. 1862〜1915）は、実験心理学の方法

を教育学に取り入れて、『実験教育学講義』（1907）、『実験教育学網要』（1914）

などを著した。彼は、児童の発達段階に合わせた教育の展開を主張してい

る。彼の実験教育学の研究課題には、児童の心身発達、知覚、記憶、その

他の精神的能力、個性、個人差と知能検査、学校作業における児童の行動、

教科における心的作業の分析、教授法と教師の行動、などがあり、現代の

教育心理学の領域、内容をほぼ網羅している。

ソーンダイク（Thorndike, E. L. 1874〜1949）は、アメリカで教育測定運動

を展開して、『精神測定と社会測定理論』（1904）を出版した。さらに、『教育

心理学』（全 3巻）（1913〜1914）を発行した。この第 1 巻には、人間の生得的

性質が述べられており、教師のために児童の心理が解説されている。第 2

巻は、読みについての能力や計算や問題解決について、そして第 3 巻には、

作業と疲労、個人差などが述べられている。

一方、イギリスではゴールトン（Sir Galton, F. 1822〜1911）が個人差の研究

や双生児、天才の遺伝の研究を行い、「知的能力の測定器具」を開発してい

る。フランスではビネー（Binet, A. 1857〜1911）が、フランスで初めて「心

理学年報」を出版した（1895）。彼は、学校関係者や管理者とともに教育問

題の討議や研究を行い、発達が遅れている児童に対する社会的施策を求め

ていった。それは、1905 年にシモン（Simon, T.）との共同で「ビネー・シモ
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ン式知能検査」の開発となって結実した。これを契機に、知的能力や学力

の定義およびそれらの測定についての議論が展開されると同時に、世界各

国で知能検査が翻訳されて実施された。特にアメリカでは、集団で知能検

査が実施できるように開発されたことは、その後の心理検査の発展にも大

きく寄与することとなった。

B 日本の教育心理学の成立

日本における教育心理学の歴史は、明治期の心理学の導入と並行して、

欧米での研究成果を取り入れる形で始まった。

1888 年には元良勇次郎（1858〜1912）が、ホールのもとで博士号を取得し

て帰国し、特に児童心理学やその研究方法について紹介した。彼は帝国大

学と高等師範学校の教授として心理学を担当して、教育に関する実証的研

究を進めた。また当時は、教員養成のための心理学のテキストとして、有

賀長雄が 1885 年に『教育適用心理学』を出版している。

その後、モイマンの実験教育学やソーンダイクの教育心理学の影響を大

きく受けるようになった。そして、ビネーとシモンが開発した知能検査の

翻訳が行われて、主に心理学者がその日本版の標準化を行った。そして、

1916 年に松本亦太郎（1865〜1943）、樽埼浅太郎（1881〜1974）によって『教育

的心理学』が発行された。

1926 年、田中寛一（1882〜1962）らによる学術雑誌「教育心理研究」が創

刊されて、わが国における教育心理学の研究成果を発表できる場が提供さ

れた。そして第 2 次世界大戦後の大学改革後、教員養成の教育課程に教育

心理学が位置づけられた。また、1952 年に「日本教育心理学協会」（現在は

「日本教育心理学会」）が設立、1953 年に「教育心理学研究」が発刊された。

この「教育心理学研究」に現在では、「実践研究」という部門が加えられ

て、アクション・リサーチという方法が適用されている。それは、一般的

な法則の確立や理論構築を目指す研究というよりも、実践的な教育場面に

おいて問題解決をするという実践的な方法であり、教育の改善に資すると

いう目的を達成するものでもある。
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3 教育心理学の領域

A 教育心理学の領域

教育心理学が取り扱う内容は、教育が学校教育だけに限定されない現状

を踏まえると、非常に広範囲となる。しかし実際に取り扱う内容は、主に

学校教育の中での問題が中心となる。

歴史的な観点からみてみると、教育心理学という学問分野の成立に大き

く貢献したソーンダイクは、その著書『教育心理学』（1913〜1914）において、

主に人間の本性（原性）、学習の心理、作業と疲労および個人差について記

述している。その「序言」には、「原理原則を実際の教育場面で経験し、実

際の問題を通してそれを明らかにして確認し、教育の理論と実際の問題に

応用することを希望する」、と述べている。

またゲイツら（Gates, Jersild, McConnel,&Challman, 1948）は、その著書『教育

心理学』の内容を、身体の成長、情動、認知、社会的行動および精神発達、

知能とその測定、学習、適応、教育評価などとしている。さらに、教師を

含めたメンタルヘルスの問題を取り上げて記載している。教育心理学の草

創期に、児童、生徒そして教師の立場においても、精神的健康の問題に焦

点を当てていたことは重要である。この内容に、集団、教師と生徒の人間

関係などが加えられると、ほぼ現在の教育心理学の領域が網羅されること

になる。

現在、日本における教育職員免許法施行規則によると、各校種の教諭の

普通免許状（一種免許状）の授与を受ける場合に必要とされる教職に関する

科目について、教育の基礎理論に関する科目として、「幼児、児童及び生徒

の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学

習の過程を含む。）」という事項と、生徒指導、教育相談及び進路指導等に関

する科目として、「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法」が定められている。教育心理学が寄与できる領域、内容がこ

こに主として示されている。

表 1に、日本教育心理学会が年 1 回発行している「教育心理学年報」を

もとに、上記を含めて教育心理学の領域、内容を示す。
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B 学習

教育には、学習しよう、教育を受けようとする学習者と、教育を行う指

導者が存在する。そこでは、学習と学習指導が展開されており、基礎的な

学習の成立過程と学習者一人ひとりの学びの特徴を把握すること、そして、

いかに指導するのかが問われることになる。

学習者の立場からは、学習を成立させる基礎的過程、たとえば学習への

興味や関心、意欲などがどのように形成されて発展するのか、また、でき

なかったことができるようになる、知識を獲得して応用する、考えるなど

の過程は、どのように進行するのか、が問題となる。一方、指導する立場

からは、学習成立に効果的な教授法、指導法とはどのようなものか、また

学習者に、いつ、どのような働きかけをするのがよいのか、などが問題と

なる。

その一方で、教育成果はどのような方法、内容で測定して評価するのか、

それを学習意欲へと反映させて次のステップへとどのように導くのかが問

題となる。さらに、集団教育を行ううえで、学級という集団を指導者とし

てどのように取りまとめて統率していくのか、指導者に求められる指導能

力とはどのような内容かなどが問題となる。

C 発達

人は生まれてから死にいたるまで、遺伝的な生物学的要因と社会や文化

などの環境的要因との影響を受けながら、その心身の形態や機能が変化す
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表 1 教育心理学の主な領域

「1」発達 乳幼児の心理、児童心理、青年心理、成人、高齢者の心理

「2」人格 パーソナリティー理論と測定、自己・自我、アイデンティ

「3」社会 学級集団、家族関係、対人関係、教師―生徒関係など

「4」教授・学習 学習理論、授業理論、教科学習、教育工学、知識・概念の獲得など

「5」測定・評価 教育評価、テスト理論、教育統計、データ解析法など

「6」臨床 教育相談、学校臨床、不登校、非行、同調行動、矯正など

「7」特別支援教育 発達障害、特別支援、リハビリテーションなど

「8」学校心理学 楽手援助、スクールカウンセリング、学校教育相談など



る。ここでは、たとえば教育場面での教師から生徒への働きかけなどが、

個人の持つ能力をいつ、いかに引き出すことができるのか、が問われるこ

とになる。さらに身体的発達と精神的発達との関連性や社会性、対人関係

の発達、個人的特性、パーソナリティの形成と集団との関わりなどが問題

となる。

また、発達過程には一般的な特徴と同時に、個人特有の特徴が現れる。

発達の障害や遅滞など個別の事象にも十分に対応しながら教育を展開する

ためにも、発達の理解が必要になる。

D 教育評価と教育測定

教育はその結果として、評価を伴う。その評価によって、次の指導が決

定されるとともに、評価を受けた者は次の学習段階へと移動することにな

る。この際の評価の対象は、学力、知的能力などとなる。そこで、測定対

象となる学力や知的能力の定義と、それに対応する内容の何を測定するの

か、また測定結果が何を意味するのか、等を明確にすることが求められる。

評価と測定については、その基準となる定義、価値観がその結果に大きく

影響する。

E 集団と適応

個人と集団、集団への適応についても重要である。最も身近には家族と

いう集団をはじめとして、児童、生徒は 1 日の多くの時間を、学級集団や

クラブ、学校以外では塾やお稽古ごとなど、数種類の集団の一員として過

ごしている。そしてその集団こそが、社会となるのである。その中では、

人間関係や個人と集団との相互作用などが展開されている。もしもそこに

適応できないと、どのような心理的機能が働き行動へと現れるのか。また、

集団になじめずに、時には問題行動を引き起こす場合など、その対処も含

めて個人と集団に関連する心理学の知見が問われることになる。
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