河崎

直茂

まず'第 lの理由に ついて｡例えば 入部 二 九九 八)は'日本 の

し課題 を解決す るために'論理的な表現が不可欠な のであ る｡

二番目 の理由は'内発的 理由 であ る｡日本人同士 が相互理解

あると いう理由 である｡ (
中略 )

るためには日本人も欧米型 の論 理的な表現を身 に つける必要 が

第 1の理由は外発的理由 であ る｡国際社会 で外国人と交流す

発的な理由があ る｡

論理的表現が必要 だと言われ る理由には'外発的な理由と内

その理由を有 元 (一九九 八)は次 のように 二種類 に大別 した｡

ている｡では'な ぜ'論理的な表現 の能力が必要とされ て いる のか｡

ここには､論 理的な表現能力 の育成 に重きを置く ことが述 べられ

︱物事を多面的に把握する能力の獲得とパネル･ディスカッション︱

高 等学校 国語科 におけ る論 理的表 現力育成 のため の実 践

t 論 理的 表 現力 の必 要性

一九九九年 の高等学枚学習指導要領 の告 示に降 し､共 に示された
教育課程審議会 の答申 には､国語科 の改善 の基本方針として､次 の
ように述 べられ ている｡

‑特に'文学的な文章 の詳細な読解 に偏りがち であ った指導 の

に

在り方 を改 め､自
分の考えを
もち､論理的に意見を述 べる能力､
目的 や場面など 応じて
適切
に表現する能力'目的に応 じて的
しむ態度を育 てることを重視する｡
(ア 改善 の基本方針 の (ア))

確 に読 み取 る能力や読 苔 に親

留学生 の海外 での経験 などをもとに､次 のように述 べて いる｡

ll

だと教えられ ているも のが､イ ンターネ ット のような世界的な

が ｢論理｣だと思 っているも のが､あるいは ｢論理的な古き方｣

翰理は人間社会に概ね受け入れられ'共有され ているも のである｡

ーシ ョンを行うために'約理が必要だという ことになるであろう｡

この二つの理由を併せ考えるならは､他者と訳解なく コミ ュニケ

ことは'これから の日本人に不可欠な課題 であ る｡

情報網に の ったときに'他 の国 々の読 み手に論理的な作文とし

一対 Iにせよ､ 一対多にせよ､他に影響を与え ることや'他から彩

翰理に世界基準があるかどうかは不確か であるが'われわれ

て通用するかどうかは疑問である｡

ている｡社会は人間と人間と の関係から成立しており､社会を離れ

管を与えられること (
すなわち表現と理解 )には' この翰理が働 い

て人間が生きることが考えられな いとすれば､共有されるべき的甥

)
日本人は欧米人に比 べ論理的表現が苦手であると いう脱は'百は
技術教育 の立場に立 つ人々からも多く出され ている｡またへ国隙的

的な表現が不可欠 であ る｡したが って､翰理的な表現能力を育成す

一万 的 な 教 え こ み の指 導 と 受 け 身 学 習 の悪 循 環

高等学校 の国語教室にお いては'今なお､ T方的な数え こみを行

二

ある｡ 一方的な教え こみの指導と受け身学習 の悪循環 である｡

学校国語教室には､ こうした論理的表現力 の育成を阻害する要因が

生かされていなければならな いだろう｡しかしながら､現在 の高等

は来年度 (二〇〇二年度 )であるとはいえ､その精神は既に実践に

新指導要領 の告示から三年がた った｡高等学校 における完全実施

る必要があるのであ る｡

な情報網 の発達が' この第 1の理由 の意味を大きくしていることに
も注意す べき であ ろう｡
次に､ 二番目 の理由 である｡前述 の有元 二 九九八)には､次 の
ように述 べられ ている｡

現在 のわが国は'経済 ･政治 ･行政 ･教育などあらゆる局面
で危機的な状況にある｡ これら の危機的な状況を解消するため
には､徹底的に論理的な議論を尽くすほかはな いはずである｡
しかし'金融不祥事や エイズ薬害事件や動燃 の問題を例にと っ
ても'事態が極度に悪化するま で公式 の場 で本格的な議論が行
われな い｡公式 の場 で積極的か つ翰理的に械諭することを学ぶ
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う指導者と､受け身 の学習者と いう図式が多く見られ る｡そしてこ

④定期 テスト前 には ノート ･問題集 の解答 例を丸暗記す る｡

し てはじめ て安 心する｡

訓練を喪失させる｡そうなれば'主体的 に思考 ･表現す る習慣 と能

一方的な教え こみの指導は､国語教室から主体的な思考 ･表現 の

の図式が'論理的 な表現力 の接待を阻害 し ている｡
一方的な教え こみの指導とは､指導者が学習者 に'問 いから答え
ま で与え るも のである｡ これには' いく つか のバター ンが考えられ
る｡

学習態度を取らざ るをえな い｡ そうなれば'指導者は いよ いよ 一方

力は損得されな い｡習慣 も能力もなければ'学習者は自然受け身 の
①指導者が 一方的 に喋り'
学習者は l言も発 しな いような授業｡

的な教え こみの指導を行わざ るを得な い｡

ドリル学習 や､

局その答 え とは

実践がなされ て いる｡しか し､ そう した実践 に ついては､高 等学校

学習者 の主体性を生かし､か つ表現力 ･思考力を育成 しようとする

三

高 等 学 校 r国 語 表 現 ｣ に お け る 論 理 的 表 現 力 育 成

る科目があ る｡｢
国語表現｣ であ る｡

しか し､ そう した難 し い状況にも､折り合 いを つける こと のでき

習 の悪循環 の中 では' そ のような能力を育成す る のは難 しい｡

は既に述 べた｡しかしながら､ 一方的な教 え こみ の指導 と受け身学

高等学校 にお いても論 理的表現力 の育成が急務 とされて いる こと

よりも､義務教育課程 の方が積極的なよう であ る (
註‑)
｡

(

れが悪循環とな っている｡そう した反省 に基づき､ これま でにも､

主体性 の問題と表現 ･思考力 の問題 はセ ット であり､現状 では そ

②指導者 は問 いを発す るが'
学習者に考え る暇を与えな い授業｡

｣

業

結

③指導者は問 いを発す るが､発問が学習者 のレ ベルにあ って い
な いので' そもそも答えられな い授業｡

答

④指導者は 問 いを発し生徒も え るのだが､

別に教
､ 師
が｢
正解 を提示するような授業
誘 的な授 もこれに当たる)｡

高度 に 導

これらと表衣をなすも のが､次 のような'学習者 の受け身 の態度
である｡

②自分自身 で追究 し解を導くような問題に戸惑 いを見 せる｡

①指導者 の援助な しに文章 の主題を捉える ことを しな い｡

③自分 で導 く解を容詑せず､横車される指導者 の ｢正解｣を写

1
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ついて'最も積極的な姿勢を 示している のは r国語表現J であ る｡

高 等学校学習指導要領を見 ると'高等学校 の国招科目にあ って'

わせ考える必要があ るだ ろう｡

しなければならな いことは何か｡それは'学習者 の現状 と照らし合

それ では､翰 理的表現 (
な いし思考 ) の指噂にお いて'特 に虫祝

･
･
･
行文 に於け る翰理展開 の唆昧さや乱れも多発 し てゐる｡実 例

和告だが'
高校生 の実体 にしても それと少しも変わ ると ころはな い｡

梅原 (t九九 八)は看辺将門学校 における作文指導をもとにした

論 理的表現力 (
な いしそれと鶏 ･卵 の関係にある的理的思考力)に

国語 で適 切に表現する能力を育成 し､伝え合う力を高めるとと
もに'思考力を伸ば し言語感覚を磨き'進 ん で表現す ることに
よ って社会生活を充実 させる態度を育 てる｡
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は省略に従ふが､彼 ら の話は､どう してそんな風に展開す る の

かへど こからそんな結 論が出 て来 る のか､判 らな い場合が少 く
な い｡ ひど い場合には'何を言 ひた いのか理解 できな いことす

l

(
｢
国語表現IL の ｢目螺 ｣)

自分 の考えをも って論理的 に意見を述 べたり'相手 の考えを等

ら,な くはな い｡それは､AからどうしてBと いふ結果に成 る

は条件な のか等と いった串が'きちんと把捉 され表現され てゐ

一

重 し て話 し合 ったりす る こと｡(
｢
国語表現Ⅰしの ｢
内容｣より)

情報を収集 ､整 理し'正確か つ簡潔 に伝え る文章 にまとめる こ

な いから であ る｡

のか､どうしてCとDだけからBが言 へるのか､ Fに対す るG

と｡ (
｢
国語表現 IL の ｢
内容｣より)

このような駒理的な構成能力に欠ける学習者 の実体 は､高 等学校

もほぼ同 じこと であ る｡高等学校 一年時 に履修す る国箔Ⅰにお いて

I

情報を活 用して表現す る学習括動に役立 つも の .
歴史的 I
国際

意 見文作成 の演習を行 ったと ころ､段落分け の能力 ･方法を招待 し

.
論理的思考 力を伸ば す学習 括動に役立 つも の

的な視 野か ら現代 の国 語を考え る学習活動に役立 つも のを取り

ていな いことが明白な文章や､意見と根拠 が滞然 一体とな った文革

教材は I
特に

上げるようにす る (
｢
国語表現IL の ｢
内容 の取扱 いJより)
｡

が多く見られた｡

むべきは ｢
根拠と結論から文章を構成すること｣ であると考えた｡

全体的 には'学習者 の問題意純に基づ いて'学習が進行し､ スキ ル

問題点 の指摘や方法論 の指導 の際に教師 の指導が入るとは いえ､

叩き台 の作成1問題点 の発見1方法論 の指導1問題点 の改善

そしてそれを核として据え､そこにいく つかの必要となる個別 のス

ア ップ に繋が っていく ことを期待したも のである. それぞれ'具体

こうした現状を踏まえ'論理的表現力 の育成に際Ltまず取り組

キ ルを付加 し っつ' レベルア ップしていく方向で'高等学校第三学

的 には'以下 のような形である｡

Oaは叩き台としての作文である｡ bの内容 に繋げるために'
不完全ながらも文章構成を意識させる形 での学習とした｡
Obは本来 aに先行する形 で行われる内容 であるがt aが叩き

年を対象として実践計画を立案した｡その概要 (
四月当初 から七月

二単位 (
二時間連続)

中旬まで)は以下 の通りである｡

国語表現講座

r
問題提起1論証1結論｣の三段構成による意見文

台としてあることでtより実感をも って理解されるのではな

a
b 事実と意見を明確に区別した意見文

いかと考え､ この位置に据えた｡

O eは小論文 の作成を前に､論証材料 の選択を効果的に行うた
めに必要としたも のである｡

が'同様 の理由により付加的な内容として位置付けた｡

した｡ dの内容も Cと同じく aに先行す べき基礎的な内容だ

Odでもt cの結果を叩き台とLt新たな スキ ルの頒得を期待

階 へ向 かう 叩き台となる｡

O cはt a･bを終えた段階 での演習 である｡ これが新たな段

C 推薦理由を明確に示した書籍推薦文
d 常体と敬体､話し言葉と書き言葉､和文脈と漢文脈など文

体に関する学習

一学期 のまとめとしての小論文

e 図書館利用を中心としたリファレンス演習
Ⅰ

学習者 の主体的な活動が中心になることを期待し'
全体 の流れが'
以下 の形をとるように留意 した｡

0‑は 一学期 のまとめの演習として位置付けたものである｡
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そしてtfを終えた時点 で'学習者 の多くは､単純な桐成ながら
も論理的なつながりを持 った文章をも のすることが できるようにな
った｡
しかし'学習者 の文革には'新たな問題が含まれていた｡

は'
同 一の串物を多方面
から見ることが できる｡

古く ことに本物 の技鯛をも っている人
‑ 想像力と洞察力を持
っている人‑

新たに物串を多面的に捉える力を増村す べき ことが分か った｡物

事を多面的に捉える能力とは､換言すれば 一皮うち立 てた白税を相

例えば柄想 マップを作成する際に'或 いは文革 の構成 の過程にお い

それまでの授菜 の中 でもその必要性を感じなか った訳 ではな い｡

対化する能力である｡

○(
臓器移植に ついて)脳死患者から の臓器移植によ って多く

て指導していた｡しかし'それは十分な効果をあげるには至らなか

(
文章 の内容 の例)

の命が救われ ている｡みんながドナーカードを持 つべき｡

った｡効果をあげなか った原因としては､例えば､次 のような事柄

ここにお いて'改めて'物事を多面的に捉える能力 の招待を目指

こと｡

○他 の付加要素 のように､明確にトピ ックとして立 てなか った

を踏まない短絡的な指導 であ った こと｡

○頻得する能力が比較的高度なも のであるにも関わらず'段階

○指串者からの 1万的な教え こみの指噂 であ った こと｡

が考えられるだろう｡

○ (
少年犯罪に ついて)家庭 のし っけの力が弱ま っている｡家
庭が教育力を取り戻す べき｡

○ (プライバシー保預に ついて) マス ･メデ ィア側が知る権利
を濫用している｡マス･メデ ィア側が その姿勢を改める べき｡
ここに挙げた内容をも つ文章も ｢
事実を証拠 に意見を述 べる｣と
いう点 では合格 であるし､その構成 のあり方も及第点にある｡しか
し' これらの文章が'物事を 1回的に捉え､断じているも のである
ことは明らか である｡ このような内容は'論理的な表現としてふさ
わしくな い｡ ハヤカ ワ 二 九八五)は次 のように述 べている｡

した学習過程を設置するとしたら､それはど のような形にな るだろ
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うか｡上記 の反省点に基づくならは'その条件としてはt

ある｡実際､討論形式 の授業と いえば､真 っ先 に思 い浮かぶ のはデ

言語教育 の充実が取り上げられる中'デ ィベートを取り入れた授業

ィベートであろう｡平成元年度告示の現行指導要領にお いて'音声

O学習者 の主体的な酒動を中 心にしたものであ ること｡

は大 いに注目され'また研究 ･実践された｡

違

P an

た

el

う

ら'聴衆 (フロワー ･メ ンバー)に向か って各自 の知識や情報

立場 の代表者 (
パネ ル ･メ ンバー)数人が'それぞれ の立場か

Di
s
c
us
s
i
o
n)は'あ る特定 の問題に ついて'予め選ばれ

パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョン (
代表者討議 ･陪審討議

パネ ル･
デ ィスカ ッシ ョ,
)は'
例えば次 のように定義付けられる｡

う方法 ではなく､パネ ル･
デ ィスカ ッシ ョンの形をとることにした｡

程度は達成されるであろう｡しかし､今回はあえ てデ ィベートと い

もちろん､デ ィベートによる授業によ っても'所期 の目標はある

○能力獲得 のために'段階を摘む こと｡
○明確にトピ ックとして立 てることで'能力 の損得を自覚し易
いも のにすること｡

こうした条件を満たす ことができる授業としては'討論形式 のも
のが考えられる｡討論 では､様 々な立場から様々な意見が出され､
折り合 いを つけながら収束 していく｡ この体験が'学習者 の多面的
思考 の契機にならな いだろうか｡ つまり､集団による討論を､個人
の弁証 の契機にすることが できな いかtと考えた のである｡

れ ており､よく知 られている｡しかし'今回は､その目的をよく達

や意見を述 べ'そのあと で司会者を中心に､聴衆が質問し'意

討論形式 の実践としては'デ ィベートを用 いたも のがよく報告さ

成するために'あえ てデ ィベート の形式を採らず'パネ ル ･デ ィス

も いう べきも のである｡(
池尻 一九 八二)

ともに' 一つの問題を解決または解明しようとす る共同会話と

門 の代表者たち の討議に聴衆がまき こまれたようなかたち で'

見を述 べあ って討議に参加する形式 のも のである｡ いわば'専

パ ネ ル 二 丁イ スカ ツシ ョ ン

カ ッシ ョン形式 の実践を行うこととした｡

四

討論形式 の授業と いうと､デ ィベート の形をとるも のが 1般的 で

1
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では､な ぜ'デ ィ ベート ではなく､ パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョンな
のか｡
この実践 の主 たる目標は ｢問題を多面的に捉え る｣ こと であ る｡
そし て' この ｢
多面的 に｣と いう ことを蒐祝 した場合'デ ィ ベート
よりも パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョンに利があ ると考える のであ る｡デ
ィベートに比 べて'研究 ･実践ともに例 の少な いパネ ル ･デ ィスカ
ッション形式 の授業 であ るが'次 に挙げる文章 には'それぞれ パネ
ル ･デ ィスカ ッシ ョンの利点が明確に示され ている (
傍線 は河崎が

よ いと いう ことになる｡

常 に 二 つの反対 の立場をと るデ ィ ベート の限界が ここにあ る｡

校数 の立切ごとにグ ループを組むパネル こアイスカ ッシ ョンの

合

要

であ
る (高橋 ]九九 八)

枯
､ し い形
態として適し ているという 場 合もあるのた｡
ほう が
い
れ
ずにし
て
も､視
点を変え て結Lt聞くという学習の指導
｡
はた い へん重

こうしたデ ィ ベートに対 し てパネ ルデ ィスカ ッシ ョンは､ 一

つのテー マのもといろ いろな角皮から考えを述 べあ い､話 し合

ここに､反対 の立場から見 ると いう こと の効 果が生まれる｡

﹃互 いに意

言者 の意見に耳を傾け'自分 の意見を修 正し'問題 の解決 のた

ネ ルの討論 の場 では'自 分 の意 見を主張す るのと同時 に他 の発

う ことによ って自 分 の考えを豊かにし ていく ことが でき る｡ パ

意見を反対 にす る立場から見る (
反論 して予想を言う)
､聞き手

めによりよ い方向を兄 いだ していこうとす る姿‑

が見 られ る｡

付 したも のであ る)
｡

の立場 にな って話す (
話し手 の立場 にな って聞く) こと の大切

見を述 べあ って真理をたずね る討論本来 の姿﹄
I

パネ ルデ ィスカ ッシ ョンは､ そうした ｢
表 現 ･理解｣両面 の

(
荻 野 丁九九 El
)

さ であ る｡
デ ィベートを採り入れ ること の有効性が ここにあ る｡
ただ し､常 に反対 の立場に立 つことがよ いとは限らな い｡例

く の人は車輪が 二 つ見え る横から見た自転車をイメージして話

能力を育 てるとともに'調査 ･発表 ･質疑応答と い った括動 を

えば､自転車 の構造や機能を説明する場面を考え てみよう｡多

すだろう｡次 に正反対 の視点から見 ても'自転車像は基本的 に

通し て'自分 の考えを深める総合的な討論 であ ると言え る｡
(
金 子 l九九 四)

は変わ らな い｡ ハンド ルの説明が しにく い｡時 には､前から の
視点､上 から の視点を設けるなど､効果的 に移動させたほうが
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こうした考えに基づき'パネル ･ディスカ ッションの形式を用い

パ ネ ル 二 丁イ スカ ツシ ョン形式 を 用 いた 授 業 の実 際

た実践を計画した｡

五

今回の指導 の対象とな ったクラスは､第三学年国語表現選択者の
うち'河崎が担当する三 一名 である｡
実際の授業を行うにあた って'大きく次 の三段階を設け､順に進
んでいくことにした｡

①討論憤れ ･雰囲気作り
②パネル ･デ ィスカ ッションの紹介〜調査テー マの決定

自由討議 の授業を設けた｡扱 ったテー マは ｢
脳死状態にある人間か

らの臓器移植 の是非に ついて｣である｡

ここでは ｢
なるべく声が出る｣｢
討論 の雰囲気を作る｣と いうこと

が狙いであるので'討論 の方法に関する細かい指導はなる べく控え

ることにした｡また'意図的なグループ分けもしなか った｡

討論は'学習者が個々に出てくる意見を述 べ'指導者が黒板にマ

ッピングしていく形をと った｡討論中､指導者は司会を担当しなが

ら､アドバイスを加えた｡特に'常に意見に対しては反論を考えよ

ということに関してへ指導を行 った｡その結果'例えば'次 のよう

な意見 のやり取りが見られた｡

(
意見)脳死の人は再び目を覚ますことがな いから'臓器を摘
出しても良 い｡

(
反論)患者は脳死である､すなわち再び目を覚ます ことがな

い'と いうのは医者が下す判断 でしかな い｡

③調査〜発表原稿 の作成
④パネル ･デ ィスカ ッション

(
意見)臓器移植によ って死ぬしかなか った人が生を得られる

て良か った人が死んでしまう｡

(
反論)移植臓器目当てに殺人が行われるとすれば'死ななく

のは素晴らしい｡

⑤小論文作成 (
個人活動)

① 討論慣れ ･雰囲気作り (
自由討議)

実際にパネル ･デ ィスカ ッシ ョンに入 ってから'全く言葉が飛び
卒2
■しとが無い､という ことでは困るので､導入部分として'まず
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○列女平等とはどういうことか

○荷齢化社会とこれからの梱祉 に ついて

緒となるも のではないかと考える｡他者の見解に触れ､自現 の検証

○情和公開 ･知る櫓利 ･プライバシーの保巧に ついて

このような意見 のやりとりは'批判的思考 (
旺2)能力育成 の職

を余儀なくされることは'弁証法的に自説 の内容を磨き上げていく

○科学技術 の進歩と現場取頓

など

○国旗 ･国家法 の是非 (
日の丸 ･君が代を国旗 ･国歌とするこ

(
パネル ･ディスカ ッションで取り扱うテー マ)

取り扱うことにな ったテー マは､次 の7 つである｡

者が自分で設定したものも認めた｡学習者問の協和の結果'実情に

選択す べきテー マの校定に当た っては､これら以外 のもの'学習

O ｢ことばの乱れ｣に ついて

能力を獲得するための第 一歩となりうるであろう｡
ところで､討論形式の授業ということに ついては'中学校 でも経

ができないと いう学習者も見られなか ったし､ こうした投薬に抵抗

験している者も複数名存在していた｡そのせいか､全く関わること

パネル ･デ ィスカ ッションの紹介〜調査テー マの決定

を感じるという学習者も､特には見られなか った｡

②

｢これまでにパネル ･デ ィスカ ッシ ョンに参加した経験があるか｣
と尋ねたところ､経験者は皆無 であ った｡また (
パネル ･デ ィスカ

とに ついて)

○テレビの功罪 (知る権利 ･プライバシIの保路に ついて)

ッシ ョンと いう言葉を聞 いたことがある学習者は存在したが)パネ
ル ･ディスカ ッションに ついて具体的な知識がある学習者は存在し

○男女共同参固社会 の実現に向けて (
女性 の社会進出 ･男女屈

○国隙化とは何か (日本が ｢国際化｣していくために)

○幼児 ･児童虐待に ついて

○托民間規に ついて

○少年犯罪が多発する原因に ついて

用機会均等法に ついて)

なか った｡従 って最初に'パネル エアィスカ ツシ ョンに ついての基
本的な考え方 ･方法を紹介する必要があ った｡紹介した内容は'先
述 の池尻 二 九八二)･荻野 二 九九日)などに準するも のである｡
続 いて'
指導者から学習者に対して､
規 つかのテー マを例示した｡

(
提示したテー マの例)

2
0

学 習者 の主 体 性 ･積 極性 を活かし た学 習 活 動とす る た め には' 学

習 者 の興味 ･関 心に 沿 うことが必要 であ る ｡ また今 回 は '学 習者 が

意

｢b

事

の隙 に

と し て捉 えた｡デ ィスカ ッシ ョンは 即興 で行 わざ るを得 な い｡ 即興

今 回 は資 料 の引 用を 'デ ィスカ ッシ ョンを充実 さ せるため の方 環

｢e

も触

こ

｣及 び

そう した ことから' テー マの選択 ついては､学 習者各 々 の興味 ･

習

区

｣

資 料 の引 用 の 義と 方法 に
つ
い
ては' れま で の指導
れ てき た (
四の
実
と意
見
を
明確に 別 した意見文
ン演 な ど)｡

と し たリ フ
ァレ ス

関 心に任 せ る ことと した｡ そし て' それ ぞれ のテー マのもと に参集

のデ ィ スカ ッシ ョンを実 りあ るも のにす るため には'グ ルー プ内 の

心

した学習者 が､自 然 発生 的 にパネ ラー ･グ ルー プを 形成 す る ことと

他 のバネ ラIや ､聴 衆 が 1定 の資料 を保持 し て いる必要 があ る｡ そ

図 酉 館 利 用を中

な った ｡各 パネ ラー ･グ ループは最も少 な いと ころ (
国旗 ･国家法

のため には､資 料 の引 用を今 1度強 調 し ておく 必要 があ ると考 え た

進 学 を控 え た第 三学年 にあ る こと にも'配慮 しなければな らな い｡

国際化 とは何 か ) では七 人を集 め
の是非 ) で三人'最 も多 いも の (

のであ る｡

も のであ った｡

け る こ の指 導は' そう した こと 以上 に'次 のよ うな意 図 に基 づ いた

とや'討 論 の活性 化 と い った狙 いもあ る｡ しか し'今 回 の実 践 にお

このことに ついては' パネ ル 二アィ スカ ツシ ョン の形式 を整 え る こ

次 に､ パネ ラー各 個 人が異な る観点 を持 つよ う に指導 した こと ｡

た｡

次 に' 一学期末 の授 業 か ら夏期休業 にか け て'各 バネ ラI ･グ ル

③ 調査〜 発表 原稿 の作 成

ー プ毎 に調査 及 び発表 原稿 の作成 を行 った ｡
まず 留意 点 と し て' これま で の学 習内容 を活かす こと の他 に'新

まず 1つには' バネ ラI の調査 ･デ ィスカ ッシ ョン のあり方 によ

ー マを異 な る観 点 から捉 え る ことは' まさ に この実 践 が 狙 うも のを

た に次 の二点 を 示 し て指導 した｡

明確 に形に した も のであ る｡ それを目 の当 たり にす る (
経験 す る)

って､多 面的 思考 を 形態と し て示 した いと いう こと であ る｡ 同 じ テ

○同 じ テー マを扱 う パネ ラー各 個人が'異 な る観点 を持 つよ う

ことは '学習者 が多 面的 な思考力 を獲 得す る上 で重要 な契機 にな る

○資料 の引 用を行 う こと ｡
にす ること ｡
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であろう｡
二 つ目 の意図は'学習者 の主体的な思考 を喚起する こと であ る｡
複数 の観点 を与えられた学習者 は､ おそらく混乱するであろう｡ そ
して'そ の混乱を収束す るために､否応な く主体的 に思考 せざ るを
得なくな る であ ろう｡ そう 予測 した のである｡
調査 及び発表原稿 の作成 は'図書室を活動 の場として行われた｡
指導者 は､
机 間巡視を通 じて上記 の点 に関す るアドバイ スを行 った｡

な手段が必要であ った｡ そ のために'次 の二 つの方法を

用いた｡

た｡バネ ラI の報告を聴衆がただ聞くだけ にならな いため の具体的

○発表原稿 ･添付資料を印刷して生徒に配布しておき'内容理

解と質疑 の際 の 7助とす る

○あらかじめ質問用紙を配布しておき､発表を聞きながら後 で

ー側 (
ある いは司会)が聴衆全員 の質問用紙を回収して､全体討論

なお' この実践 の計 画 の段階 では'パネ ラー発表終 了後､パネ ラ

質問 した いことを メ モす るように指 示す る｡

夏期休業が明け て最初 の時間｡ ここでは'まず進捗状 況 の稚 謁を

そ のような活動 の後に'学校 は夏期休業 に入 った｡

行 った｡ それからパネ ラー ･グ ループ在に'デ ィスカ ッシ ョン本番

の流れを作 る のに役立 てる予定 であ った｡ しかし'今 回 の実践 では

だろうか｡

○現在 の社会 の女性 の社会進出に対する社会体制は十分なも の

A生 ⁚女性 の立場から の発表

(
パネ ラー A生 ･B生 ･C生 によ る発表V

テー マ ⁚女性 の社会進出に ついて

例を挙げ る｡

具体的 にデ ィスカ ッシ ョンがど のようにな っているか｡ ここに 一

そこま では行 っていな い｡

を呪ん でのミーテ ィングをも った｡
進捗状況 には若 干 の差 が生まれ ていた (
休業中 の取り組 み の度合
いや要領 の良 し慈 しなど によるも のであろう)
｡そこから､必然的 に
発表順が決定す る こととな った｡ 発表順が確定す ると'学習者 の活
動 はそれま で以上 に活発化し､放扶後など授業時間外 にも主体的 に

パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョン

取 り組む姿が見られた｡

④

実際 のデ ィスカ ッシ ョンに入るにあた っては､それがただ パネ ラ
ーによる情 報提供会 にならな いよう に指導する必要があ ると思われ

2
2

○雇用機会 の不平等さ (
例 ⁚男性 の方が女性よりも雇用がはる
かに高 い近年 の雇用平均 ･新入社員比率で四分 の 一と いう放
送業界 の女性 の雇用率)
｡

過酷な現場は女性 では無理だtと考えている｡

○ (男性が圧倒的多数を占める)雇用者側が､(男性 の論理で)
○女性 の社会進出 ･雇用に伴う出産や育児などのリスク｡産休
や育児休暇に関する社会的無知｡

○今 の社会が女性にと って不十分であるのは､社会が いまだに
男社会であり'男性中心の ｢
性別による分業｣と いう考え方
があるから｡

ように'今日の社会体制は女性 の社会進出に対しても っと十

○男女がお互 いを助け合 いへお互 いにと って十分な社会になる
分な体制に改善されるべき｡

B生 ⁚男性 の立場からの発表
○現在'現実として家事や育児を担 っているのは圧倒的に女性
である｡

○女性 の中に'｢男女平等｣を主張し っつも､時に ｢私は女だか

ら｣という意識が表れる人がいることも確か｡

○性別による役割分業という ｢固定観念｣｡男性もそれに縛られ
ている｡

役割分業という ｢
固定観念｣を打破することから始めて'新

○女性 の社会進出というよりも､男女に関わらず､性別による

しい社会 のしくみを作る必要があるのでは｡

C生 ‑子供 (
少子化問題)の立場からの発表

○女性にしか出産 (及び授乳などの初期の育児)ができないの
は確か｡

児と女性 の社会進出 のジレンマにもある｡

○少子化問鬼 の原因は'単に経済的な問題 ではなく'出産 ･育

○少子化は人間の存在そのものを脅かすゆゆしき問題である｡

○明確に性別分業がなされている家庭 で育 った子供は'性別分

業 の考えにとらわれやすく'共働きで性別分業が明確でな い

家庭で育 った子供は､性別分業 の考えにあまりとらわれな い
と いう｡

○男女雇用機会均等法によれば'女子の遅い時間 の残業もあり

○また､家庭における高齢者介護も､主に女性が支えている｡
○現在 のところ'それらを肩代わりするだけの社会的なしくみ､

得る｡
しかし'
｢
かぎ っ子｣
という言葉にも象徴されるように､

子供の小さい頃に母親が家庭にいな いことは'子供にと って

設備 (
保育園 ･託児所 ･高齢者介護施設など)が整 っていな

い｡

2
3

は大きな問題である｡

○ いろ いろと考え てみると､現在 の社会体制 の中 での女性 の社
会進出は'良 いことばかりではな い｡
A生 ⁚まとめ

ことから考えれば'出産 ･育児 のある女性 の屈用が不利

な条件 の中 で行われている のは'ある耐やむを得な いの
では｡

<生 ･
･
企菜 の価値観そのも のを転換 していくと いう ことも'視

野に入れて考える必要があるのでは｡

互 いの欠ける面を補 い合 い､支え合 っていく ことが盃要｡ そ

的に｡ 私は'企菜がも っと出産 ･育児に寛大 であ って欲

F生 ･
･
A生 に｡企業 の価値観を転換 していく ことに ついて具体

O r
男女が全く同じように生きる社会｣と いう のは難しい｡お

れは個人 のレベルで達成されることば かりでなく'社会 のシ

しいと思う｡私が社長にな ったらそうする｡

T･
･
バネラIに｡考えるために何か参考になる堺例は如⁝
いか｡

ステムの変化を必要とするも のである｡そうした大きな変化
を実現するためには､固定観念 の打破と い った'多 くの人 々

A生 ･
･
諸外国'とりわけ ヨー ロッパ の産 ･育休 の在 り方が参考

D生 ‑企某だけではなく'やはり社会全体 で考えていく必要が

‑ この発言よりしばらく議論は中断I

なぜ 日本ではそのようにな っていな いのだろうか｡

G生 ‑パネ ラーに｡外国はそ のような制度が整 っている のに'

育休に ついて解説)
｡

になる のでは (スウ ェーデ ン ･ドイツ ･フランスの産 ･

の意識改革が望まれる｡

(
質疑応答)
D生 ‑A生 に｡ 必要にして十分な社会体制があれば､男女共同

参画社会は実現するか｡

それを実現していくためには､まず ｢
男社会｣と いう意

ある｡北欧 の税率と日本 の税率は全く違う｡社会福祉 ･

A生 ‑保育 ･介護など のしくみや設備 の整備は重要｡ しかし'

識を変えていく必要がある｡意弧が先 で､ しくみ ･設備

社会保障 の充実度 の違 いは､そうしたことにも関係して

‑ この発言よりしばらく議論は中断'行きづまりの感あり‑

くる｡

は後ではな いか｡
E生 ⁚A生に｡意識を変えていくと いう のは賛成｡ただ'企業

の論理'すなわち利益優先や労働力 の安定確保と い った

2
4

H生 ⁚バネラIに｡男女共同参画社会をどう理解 しているか｡

T⁚(
聴衆に話題 の転換 を指 示)
は｡

って欲 し い｣と常 々言 っている｡やはり叔 しか った ので

男性 が いるが' その人は ｢
自分 の結婚相手には家庭 に入

A生 ‑松本市 の職月が'少子化に関する調査 の隙'｢子供も欲し

二回目以降 では､ パネラーの意 見を踏まえた発一
胃や'他 の発言者 の

他的な発言が見られたが'2回目以降' そう した発言は減少 した｡

一回目 のデ ィスカ ッシ ョンでは､自 己中 心的 で 一方的な発言や排

ために｣と いう居 で､各自小論文を作成 した｡

※議論 は ここま でで' この後 ｢男女共同参 画社会を実現 させる

いう形は可能な のではな いか｡

による育児を､社会的な しく みが補助 Lt支え て いくと

A生 ‑非常に難しい問題だと思う｡ただ'母親と父親と の協 力

かどうか疑問だ｡

備す る ことが､果たして ｢母親 の愛 ｣ の代わりにな るの

L生 ･
･
そ の話題 に関連 して｡社会的 な保育 のしく みや設備を整

B生 ‑男女が全く同じになる社会 ではな い｡男女がその性別に

で参加 し作り上げ ていく社会 のこと であると思う｡

よらず'個人個人 のライ フスタイ ルの在り方 に合 った形

Ⅰ生 ‑C生 に｡少 子化 の原因と して'出産 ･育児と女性 の社会
進出 のジ レン マを挙げ ていたが'もう少 し具体的 に説 明
を｡
J生 ･
二 番には所得保障 の問鬼 があ る｡また'職場に自 分 の代

わりとな る人が いなければ'周り への配慮 と いう面にも
問盟 のタネがあ る｡

B生 ⁚産 ･育休をと った後 の職場復帰が難 しいと いう こともあ

いし仕事 も した い｣と答えた女性 に対 して ｢それはわが

意見を参考 にした発展的な意見が見 られた｡また､安 易に答 えを出

る のでは｡

ままだ｣と言 った､な どと いう事 例もある｡そう いう意

ただ'積極的に発言す る生徒 は パネラーを除 く生徒 の約 二分 の 1

人 で考 え込ん でいる場面も見られた｡

さなくな った ことから､結論を出 しにく い難 し い問題 では､個人個

識が社会 に根強く残 っている｡

K生⁚C生に｡母親が家庭に いな いことが'幼少期 の子供にと

っては大きな問題になると いうが､どう いう ことか｡
C生が答えられな いので)知り合 いに ｢元かぎ っ子｣の
Ⅰ生 ⁚(
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にも個人的な思索 の見られる生徒Iをどう評価していくかは課煩と

合 いが分かりやすく見 て取れるのだが､宛百 の少な い生徒‑ その中

が同じであ る｡従 って'発言 の多 い生徒に ついては､その習熱 の皮

(二 一
〜 一五人)と い ったと ころであり､また毎回ほとんど顔ぶれ

述が見られた｡

ている｡ 一回目で約三分 の 一㌧ 二回目 では約三分 の二にそうした記

ン終 了後 の小姶文を見 てみると'枚数 の観点を示した小論文が増え

ができたと言える小的文は二 つ)
｡しかし'パネル ニアィスカ ッシ ヨ

して残 った｡
(
小論文 の内容 の例)

やプライバシI の侵苔などが挙げられる｡(
松本サリ ン串件な

○ マスメデ ィアによる人権佐吉に ついて｡問題点として､誤報

パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョン終 了直後に'小論文作成 の場面を般定

どを例示し)これらを解決するためには' マスメデ ィアの意

⑤小論文作成

した｡ここでは､話し合われた中心的な問規に ついて'デ ィスカ ッ

しかし' こうした結果を以て個人 の能力損得と結 び つける のは早

実をはかる必要がある｡

とも必要 である｡そのためには､情報処理に関する教育 の充

識改革とともに'伯和をう のみにしている受け手を変えるこ

この実践 の主たる目標は､多面的な思考力 の揮得 である｡デ ィス

シ ョンの内容を踏まえた形 で'小論文を作成させた｡

カ ッシ ョンはそれだけに終わらず､ そこで行われた集団レベルでの

ければ'目標を達成した ことにはならな い｡従 って'デ ィスカ ッシ

からであ る｡しかし'こうしたメタ言語活動を繰り返す こと で､多

計 であろう｡それが単に'集団思考 の記録に過ぎな いかも知れな い

多種多様な意見 の交換が'個人 のレベルの思考 ･表現 へ反映されな

ョンと いう集団思考を､個人の思考 ･表現に組 み込み､収束させる

六 考察

として穫得され ていく のではな いかと考え る｡

面的な思考 のパター ンが自覚的に理解されれば､徐々に個人 の能力

場が必要である｡そうした精勤 の場として､小論文作成 の場面が有

では'小論文 の内容はど のようなものであ ったか｡

効 であると考えた｡

先にも述 べたように'デ ィスカ ッシ ョン前 の小論文 では' 一面的
に物事を捉え､断ずる表現が多く見られた (
複数 の観点を示す こと

2
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今回 の実践が､生徒 の多面的な思考力 の獲得に有効 であ ったか｡

る｡

次 の二点は'その問 いに対する肯定的な材料として捉えることがで
き

はそれは難しい｡したが って'幼児には'遊 びと いう経験的

な活動から始める べき であり'ある程度成長した段階 では学

習から始める べき である｡

たと ころ'｢
相手が何を言うか予想を立てるようにな った｣｢
自分と

また'本実践 の終 了後 に'本実践に関して学習者に感想を苔かせ

て'新たな意見を構築しようとする営 みが見られたこと｡

① パネ ル ･デ ィスカ ッシ ョン中'他者と自己 の意見を収赦させ

た感想が見られた｡ これなども'本実践 に効果 のあ った ことを暗示

は遇う人が何を考えるかと いう ことを考えるようにな ったJと い っ

するも のと言えそう である｡

②パネル ･デ ィスカ ッシ ョン終 了後 の小論文に､複数 の配点を
示すも のが増えた こと｡

方法は､ある 一定 の有効性を持 つ｡特に'多面的な思考力を獲得す

論理的表現力 の猫得 のために'パネ ルデ ィスカ ッシ ョンを用いた
また' このパネ ル ･デ ィスカ ッシ ョンの実践 以降'受験対韓とし

る過程として' このような形 の実践を位置付けることが できる｡

はある｡学習者 の感想 の中に ｢も っと実際的な受験小論文 の指導を

と時間を割く方法を採ることが適当かどうか､疑問 の残ると ころで

に過ぎな いことも事実 である｡それを獲得するのに' これほど労力

一方'本実践 で招待 できる能力が'論理的表現力を支える 7要素

て別に指導 していた小論文に'多面的な思考力が発揮されたも のが
見られた｡ これも'実践 の効果を裏付ける材料 である｡

(
小論文 の例)

○子どもに必要なも のは遊 びか学習か｡遊 びは未分化な活動 で
対 して'学習はもともと未分化なも のを分けて行う活動 であ

い った学習効率 の向上に目を向けなければならな い｡そ の中 で､本

すためには'学習する内容 の厳選や' 一つ 一つの学習 のスリム化と

こうした時間的 ･労力的制約 の中 で'確実 にスキ ルア ップを果た

して欲 しか った｣とあ った のも見逃してはならな い事実 である｡

る｡ある程度成長すると､学習によ って得られる ｢
部分的な

あり､実生晴 のため の訓練として有効なも のである｡それに

も の｣を統合していく ことが できる｡しかし'例えば幼児に
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実践 の採 った方法 もまた形態 を新 たにする必要があ るだろう｡しか
しながら､効率化 のために学習者 の主休的 活動か ら折れ ていく こと
は'かえ って能 力損得を阻告する｡ このことは先 にも述 べた通り で
あ る｡

(
旺‑)義務教育課程と高等学校 の間にあ るそう した追 いと､それ

学 相

ぞれ の指導者 の 力奴 の 遇は大 い に関係があることと思われ

｡
両
者の
学
力奴の
相通に
ついては細川 (二〇]
〇 )に詳し い｡

る

(
註2)批判的 思考力 (
cr
i
t
i
c
al Thi
n
k
i
z
l
叩)の用語に ついては､井
上 二 九九 八)に拠 る｡
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