
　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績          　　総数（5）件

近現代のドイツ・日本・アメリカを中心に、子ども

と家族に関する比較歴史社会学を専門としている。

「子ども」や「家族」に関する自明性を、歴史的、社

会学的に問い直すことを課題としている。現在すす

めているのは、家族や子ども、教育についての言説

分析と制度分析である。

　今年度（29 年度）参加した共同研究は、27-29 年

度科研費「世紀転換期における国民・ジェンダー規

範の形成」（代表加藤千香子）、29- 継続「「子ども」

の保護・養育と遺棄をめぐる学際的比較史研究」( 代

表橋本伸也 )、29- 継続「戦後ドイツにおける「過去

の克服」の研究 ? 宗教・家族・政治教育・教育学の

再生 ?」に研究分担者として参加した。

　また、比較家族史学会（6 月）、教育史学会（1 月）

で、大会シンポジウムシンポジストとして報告を行

い、家族社会学会（9 月）では、記念テーマセッショ

ンで報告をおこなった。

　また、戦後日本の家族に関する復刻版（日本図書

センター）の監修に携わり、計 2 冊の本を選定し、

解説を執筆、刊行した。

　My research field is comparative social history of 

education, especially on modern Japan, Germany, and 

U.S. I am mainly concerned about the obviousness 

of the “children” and the “family” , which I try 

to deconstruct from a historical and sociological 

viewpoint. In order to do this, I set two research 

strategies, one is the analysis of discourse and the 

other is the analysis of system and institution.

　In this fiscal year I analyzed the trend of the 

family education in post war Japan. I and my friend 

published the books of reprint edition. And we wrote 

the commentaries on these books.

・広井多鶴子・小玉亮子監修（29）『文献選集：現代の親子問題（第一期　子育てのエージェント、第
二期「問題」とされる親と子）』全 2 巻・別巻、日本図書センター
・小玉亮子（29）「父親論・母親論 ? 父親不在』と『母子密着』という問題 ?」広井多鶴子・小玉亮子編『別
巻　解説：文献選集　現代の親子問題』日本図書センター、pp.265‐294
・小玉亮子（29）「捨て子・虐待・子殺し・子の売買 ? 子どもたちの受難 ?」広井多鶴子・小玉亮子編『別
巻　解説：文献選集　現代の親子問題』日本図書センター、pp.295‐328
・小玉亮子（29）「ひとり親家庭・養子・里子・いろいろな親子 ? 近代家族規範と子どもたち ?」広井多鶴子・
小玉亮子編『別巻　解説：文献選集　現代の親子問題』日本図書センター、pp.328‐361
・小玉亮子（21）「少子化、ナショナリズム、ジェンダー ?191 年代のドイツにおける出生率低下問題
から ?」『比較家族史研究』第 24 巻

子ども／家族／教育／社会問題／社会史

children ／ family ／ education ／ social problem ／ social history
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　◆研究計画

　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　子どもや家族、教育といったテーマは、だれでも語ることのできるテーマですし、多くのことが「あたりま

え」のこととして、人々に共有されているようにおもいます。「やっぱり家族だよね」とか、「子どもなんだか

ら」とか。でも、そういう言葉をきくとき、違和感を感じることも少なくないように思います。家族ってなに？

子どもらしさってなに？　そういった違和感にたちどまってみたいとおもいます。そして、子どもや家族、教

育といった事柄に関わる「あたりまえ」について、少し距離を持ちながら検討していきたいと考えています。

　そのためには、比較の視点が重要になるとおもいます。自分がどこに立っているのかを見極め、自分の立ち

位置ではない位置から再検討してみること。比較のやり方は様々ですが、時代・地域・ジェンダー・エスニシ

ティといったことにセンシティブになりながら、様々な試みをしていきたいとおもっています。

家族と子どもに関する歴史社会学的分析をドイツと日本を中心として共同研究に参加してきたが、29 年度か

らは、29- 科研費「戦後ドイツと＜過去の克服＞」（代表對馬達雄）に研究分担者として、科研費「『子ども』

の保護・養育と遺棄をめぐる学際的比較史研究」（代表橋本伸也）に研究分担者として、科研費「大学コミュ

ニティにおける乳幼児保育の場から生成される重層的カリキュラムの開発」（代表浜口順子）に連携研究者と

して参加しており、すべては 211 年度まで継続される。

　さらに、21 年度から、新たに科研費の研究代表者として「ヴァイマル期ドイツにおける消費社会の進展と

家庭教育に関する社会史的研究」に着手する予定である。

　また、加えて、現代の日本を中心に子ども・親子関係について、メディアや言説がどのように議論してきた

のか、その変遷に関する分析をまとめたものを 21 年には刊行する予定である。

学部では、発達臨床心理学講座において、比較教育

文化論に関する講義と、幼児教育に関して国際比較

をおこなった文献購読の演習を担当し、幼児教育に

おける大人と子どもの関係について、多様なテーマ

の下に比較文化的検討をおこなった。この他、教職

科目の「生徒指導の研究」および「家庭科教育論」

を担当した。

　大学院では、人間発達科学系の保育・児童学コー

スに所属し、授業では、幼児教育の比較世界史に関

する文献購読を行い、ドイツ、イギリス、日本等の

幼児教育の思想と制度の成立史について検討をおこ

なった。

　また、あわせて、子ども社会学研究会を開催し、

メディアと子どもというテーマで今年度は映画を通

して、子どもがどのように表象されているのかを検

討した。

Under Graduate education:  As the exercise in the 

2009 fiscal year, I lectured educational culture in 

many perspectives, for example gender, power, and 

so on. In seminar we discussed by taking up the 

literature on the theme of the comparative early 

childhood education system. I am also concerned 

with the education and the management of the 

teacher-training course.

　Graduate-school education: In the 2009 fiscal year, 

in seminar we discussed by taking up the literature 

on the theme of the early childhood teacher’ s 

training system and thought in world history.

 I also had workshop on sociology of children, and 

in this workshop we discussed on the children on 

the movie. This workshop opened for graduate and 

under graduate students, and will continue in the 

next year.
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