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授業における集団思考の組織化

藤原幸男

YukioFUjiwara

ConsiderationonOrganizationofClassroom

ThinkinginTeaching

授業のなかで認識を深化させ、仲間のなかでの人間的育ちを生み出すため

には、集団思考が重要であり、多くの教師は集団思考を成立させるために癒

闘してきた。集団思考の組織化はその本質理解と組織化の方法・技術の認識

と駆使を必要とし、教師に高い指導的力量を要求するが、うまくいけばその

成果には大きなものがある。授業の醍醐味は集団思考にある。本論文では、

対話の原理をもとに集団思考について考察し、その組織化の上での課題とし

て、主題設定と主題集中、向かい合い・聴き合い・練り合い、「学問の論理」

をくぐっての主題探求、指導技術の工夫について論じる。

キーワード：集団思考、対話、他者、異質、向かい合い・聴き合い・

練り合い

1．授業における集団思考の研究経過

「三人寄れば文殊の知恵」に象徴されるように、戦後日本の授業研究の中

で集団思考の組織化が重視されてきた。「三人寄れば文殊の知恵」は、三人

寄り合ってあれこれ知恵を出し合うことによって、どこにもなかったすばら

しいものが生まれてくる、ということを意味している。東丼義雄は、集団で

の分け合い・磨き合いをとおして「どこにもなかったすばらしいもの」が生
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まれてくるだけではなく、「こういう学習の中で育つのでなかったら、『ひと

り』の中に『仲間』が生きてくるということには、なりにくい」とし、個人

が仲間の中で磨かれて育つことを、授業をとおして育つ人間像としてあげ、

｢最近『集団思考』ということがやかましくいわれるようになったのも、こ

れによって、すばらしい授業の効率をあげることができるからではないか」

と述べているⅢ)。

佐藤学は、学びとは、モノ（対象世界・教材）の意味を構成する認知的実

践（世界づくり）と、他者（仲間・教師）との関わりを構成する社会的実践

(仲間づくり）と、自分自身（自己）のあり方を探る倫理的実践（自分探し）

の三側面が緊密に関わり合い、展開されていくととらえ、これを「学びの三

位一体論」としているが'2'、このことはすでに40年以上前に集団思考の組織

化によって主題化され、実践され、実践をとおしてその重要性が実感されて

きたのである。

教育学者は集団思考を対話という視点から理論化してきた。たとえば、授

業における集団思考研究の第一人者であった砂沢喜代次は、古代ギリシャの

対話法をてがかりにして、対話の特徴を、①,相互問答の言論技法可②相互の

内面的ロゴス（思考）やパトス（感情）を生かす、自分の考えの主張と相手

の考えの理解、相手の考えとの共通点の発見、③真実および本質の発見方法、

④言論の分割と総合、の４点に見出し、集団思考とは、「対話の弁証法の本

質的契機となっているもので、ある十分に吟味選択された素材（授業の場合

は教材とか課題とか）を中心として、自他の差異や対立をあくまでも鋭角的

に強調し追求するなかで、それらがどこで一致するか、共通な基盤はどこに

あるかを徹底的に究明するエネルギーである」とした"!》。

その後、哲学の視点から、金子晴勇『対話的思考』（創文社、1976年）で

ブーバーの対話論をもとに対話的思考が考察され、いくつかの重要な方法原

理が究明された。1980年代後半以降、集団ということばへの嫌悪もあって教

育界において集団思考ということばはしだいに使われなくなってきた。だが、
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近年では再び、ヴィゴツキーを始めとして、学びにおける関係論への着目も

あって、協調的・協同的学習の文脈において学びにおける集団の相互作用が

注目されるようになったい'１。

最近の教育学研究では、岡田敬司が対話論を軸に「授業のコミュニケーショ

ン」を理論的に考察している151。「授業の対話的実践」については、久田敏

彦がコミュニケーション論をベースにして授業対話を理論的に考察し、それ

をふまえて授業実践記録の分析をしている１１１１。また、佐藤学が「学びの三位

一体論」を軸に授業の臨床的研究をとおして実践的に考察している(7)。

ところで、対話は通常２～３名でのコミュニケーションを問題にするが、

授業における集団思考は、対話を原理としつつも、３０～40名の成員からなる

学級授業組織で展開される。３０～40名の成員からなる学級授業組織で対話は

成り立つのかという議論はあるが、日本の教師はうまく集団思考を組織して

きた。２～３人による対話とはちがって、その展開過程は複雑であり、教師

と子どもに高度なコミュニケーション能力を要求する。

集団思考では、ある主題のもとに全員が集中して対話することが求められ

る。発言者には番取りが求められ、うまく割り込むには高度な力量が子ども

の側に必要になる。教師はできるだけ多くの子どもに発言をさせようとする

が、1時間（45～50分）のなかで発話という形で直接対話できる子どもは限

られる。量的拡大とともに質的深化をはかろうとすれば、なおさらである。

発話しなくても耳を傾け、対話に参加し、他者をくぐって考え、発話者とほ

ぼ同等な成果をあげることが求められる。

このような特質を持つ、授業における集団思考を組織するには、集団思考

の本質を理解するとともに、指導上の技術的工夫と組織技量も教師に必要に

なる。以下では、まず集団思考の本質を論じ、次に集団思考の組織化につい

て論じることにしたい。
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２．集団思考とは何か

集団思考は対話を原理とする。対話は独話（モノローグ）ではない。独話

とは一方通行であり、たとえ２人で話していても相手から何も影響を受けず、

ただ自分の考えを確認し－人よがりの考えを強め増長するだけである。これ

に対して対話（ダイアローグ）では、相手からの反応によって自分の考えを

修TＥし、相手の考えに触発されて満想を思いつく。それを話すことによって

相手の同調を得る、といったように、対話は「相互作用としての関わり」の

生起を内実としている。

この意味で、対話は同質のなかでは発展せず、他者のなかに存在する異質

との出会い、異質の発見と触発を本質とする。教育現場では、異質というと

排除につながるイメージがあって、異質との対話という言い方は受け入れに

くいが、異質との出会い、異質の発見と触発のなかで、言論が弁証法的に発

展し、何か新しいものが生産・創造されていくのであり、このことをリアル

に見る必要がある。

対話は自己・他者の両者がともに関わり合う意思を持たなければ成り立た

ない。この人とは話す気がないところでは成り立ちようがない。相手を馬鹿

にするとか、相手に萎縮するといった雰囲気があるのでは、対話の前提が崩

れている。ある種の同等で共同的な関係の中でしか対話は成立しない。対話

への参加者には、他者の意見.考えに対する関心と敬意が必要になる。それ

を前提として、対話する自己と他者は、ある主題を設定してそれについてそ

れぞれの考えを率直に出し合い、触発し合い、発展させ合うことに意味を認

め、その過程への参加に積極的でなければならない。

日常会話では、主題は次から次へと移動してもかまわない。気分と状況に

よって移り変わる。「対話における主題への集中ということにも欠け、……

新聞紙上をにぎわしている最近の'111H1のlIl来事などもさかんに話題になり、

これらが雑然と前後の脈絡もなく並びたてられていても会話は続けられ、話

題が転換しても論旨が飛躍してもかまわない。ただ『話しはすこし変わりま
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すが』とひとことつけ加えればよいのである｣(8)。相手との感情交流が生ま

れ、つながり・絆が確認できればそれでよいのである。

しかし授業における対話は、教育内容を背負っておこなわれる。授業では、

教えなければならない教育内容があり、それをもとにして教師は教材・主題

を選択する。子どもにとっては、教育内容を秘めた主題が目の前にあり、そ

れに向けて追求が開始される。何よりも、主題への持続性と集中性が求めら

れ、主題への持続的・集中的なとりくみをとおして教育内容の伝達・狸得が

生起する。

ところで、教師の側からすれば、対話の教育性を意識するにしても、対話

を手段としてしか考えず、授業目標となる普遍的・客観的認識への到達、普

遍的・客観的認識への合意が重視されがちである。対話の目的をそれに帰着

してしまうと、どうしても合意できない部分が切り捨てられ、対話の豊饒さ

が消失してしまう。もちろんそのことは真理の相対性を意味するものではな

い。真理は存在するし、授業では真理にせまっていくのだが、真理は多面`性・

多層性・多重性を含み持ち、多面的・多層的・多重的な顔を示す。だからこ

そ真理の豊饒さが問題になる。

井上達夫は、真理反映説・収散説に対して真理合意説が提起されているが、

真理合意説では乗り越えることはできないとして、その乗り越えには、真理

の超複合性の承認、つまり、「存在は人間理性の単一の体系に包摂されるに

はあまりに豊かである」ことの承認が必要であり、「存在の豊饒性の自覚は、

われわれの探求の成功が合意による対立の終局的な止揚よりも、競合する多

様なパラダイムの『複生』による知の地平の絶えざる拡大に依存しているこ

とに、われわれの目と心を開くだろう」と述べている。存在の豊饒性と、多

様なパラダイムの相互補完性について合意できたときに、「各パラダイムは

自閉的偲傲から自由になり、それらの間の相互干渉による相互活性化と、多

方向的連鵬が可能になるだろう」と述べている(9)。井上はこの立場を、ｉ存在

志向的多元主義と呼んでいる。集団思考では、この立場に立つことが重要に
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なる。そうしないと成果は貧相・皮相なものになる。

これまで真理存在の側から考えてきたが、真理を探求する主体の側から考

えてみると、人はどうしても自分の関心や視点からしかものを見ることがで

きない。そこにその人の個性や主体性があり、そこを拠点にして他者の考え

を取り込み、総合化していく。したがって、総合化された認識は普遍的・科

学的認識かつ個性的・主観的認識である。自分の視点から総合して普遍的・

科学的認識を形成するとともに、それをくぐってますます個性的・主観的認

識が顕在化し、自分らしさの現われた認識を形成するｉｌＩＩ)。主題解決への方

向性を共通にしながら、合意できない部分を含みこみ、その子の関心・視点

から真理の多面的・多層的・多重的顔に接近するのである。

集団思考では、文脈が共同構築される。文脈は複数の話者の共同によって

対話を通じて構築され、修正されていく。幼児期から児童期の移行期にかけ

て、ごっこ遊びの会話の文脈設定にみられるように、共同での文脈設定がで

きるようになる。これは各人が自分なりの文脈構想を持った上で、他者の構

想と両立するようにすり合わせている、あるいはさきに発言した子の文脈に

合うように、自分の構想を急遼つくりだしていることを示す。「異なる文脈

の発言が飛び交う討論が全体として何らかの知的生産物を生み出すためには、

それらの異なった文脈群が相互に関連づけられる大文脈（メタコンテキスト）

が必要である。そうした大文脈がそれぞれの発言者、聴音の意識に形成され

てくること｣('１）こそが、集団思考のリアルな姿なのである。その意味では、

こうした大文脈を形成することに集団思考の終着点があるといってよい。

これらのことを視野に入れると、集団思考を次のように概念規定できるだ

ろう。

「集団思考とは、共通の主題をめぐって、成員間の多様で異質な認識を交

流させ、自他の考えを明確にし、問題解決に向けて批判、修正、補足しあう

ことをとおして共同の物語（大文脈）を形成し、存在の豊饒さ、多面性・多

層性・多重性に気づき、広く深い認識を獲得する授業展開過程である｡」
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３．主題設定と主題集中

集団思考では、主題を設定し、そこからはずれないで議論することが求め

られる。集団思考は多数の成員の間で展開される討論という形態になる。い

がみ合い・攻撃し合いのイメージから、集団思考を討論に置きかえることを

好まない人がいるが、集団思考は主題を設定し、主題をめぐって議論するの

で、実質的には討論なのである。この主題に主体的・共同的に関与し持続的

に集中して議論することが成員に求められる。「討論に加わっている者の主

体的責任はつねに問われ、傍観者となったり、第三者的立場から高等批評を

したり、ジャーナリズム的見解を述べたりすることは許されない｣('２１のであ

る。

討論には、「論争」と「話し合い」のちがいがある。「論争」は相手をく打

ち負かす＞の意味で、一方の側の勝利をめざすのに対して、「話し合い」は

く互いに入り乱れてゆさぶりあう＞という意味で、「いろいろ異なった発言

を１つのより高い全体性へと総合させることを求める」ものである１１３１．集団

思考は、前者を取り入れることもあるが、通常は後者を主に追求するもので

ある。

こうして集団思考では主題の設定と主題への集中が問題になる。対話的に

思考すること＝集団思考とは、「共通の主題に共働的に参与して応答的に思

索しながら語ることにほかならない｣(Ⅱ》のだが、集団思考の授業では、主題

の設定と主題への集中に関しては、教育内容に精通しその観点から主題を選

ぶ教師の責任が大きい。主題への持続的集中は、一方では学習者の側の注意

力・集中力の問題にもなるが、他方では、教師の教材開発（教材づくり）力

量（教育内容吟味力、教育内容の教材化を生み出す力）に大きく依存してい

ると言わざるを得ない。

ここで重要になるのが、教育内容と教材の区別であり、教材をとおして教

育内容を教えるという視点である。教育内容と教材の区別は、1960年代以降

の教育内容現代化の運動のなかで確定された教授学の知見である。教材とし
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ては、学習者に対しては具体性、教育内容に対しては典型性が要求され、具

体`性と典型性の２条件を備えていることが必要である。具体性とは、身近な

生活経験や具体的な事実をあらわしていることであり、典型性とは、教育内

容の本質的特徴を最も明瞭に備えていることである。このような条件を備え

ている事実・絵図・具体物を探し、それを加工して教材に仕上げていくこと

が重要になる。

加藤公明は、高校日本史の討論授業の成否は、教師が提示する教材と提起

する問題にかかっているという。生徒の知識やイメージでは解釈できない意

外性があり、多様な解釈や考察が可能な魅力的な史料（事実・絵図・具体物）

を発掘し、それを問題にまで仕上げることが重要になる。加藤によれば、

｢なるべく多様な解釈や考察が可能な史（資）料を教材にして、各自の意見

が鋭く対立し、論争の進展がより本質的で総合的な時代像を結実させるよう

な問題の提起」が何よりも重視されるq5jo

このような、生徒の知識やイメージでは解釈できない意外`性のあるもので、

多様な解釈や考察が可能な史料（事実・絵図・具体物）が提示されれば、生

徒はその問題を集中して考え、持続的に追求する。主題の設定と主題への集

中において重要なのは、このような教材の提示によって、認知的葛藤を呼び

起こすことなのである。

そして、問題にまで仕上げるときに留意しなければならないのは、集団思

考を展開する上での共通土俵・枠組みと思考の方向性をその中に余すことな

く盛り込み、その観点からとらえるようにしむけることである。このことを

加藤は、「提起する問題には、複数の観点をもち込まない｣、「提起された問

題自体が二通りに解釈できる暖昧さ、つまり意味のぶれ」をもち込まないよ

うに、明瞭に文章化することの重要性を指摘している(１１脚。問題がその後の集

団思考の成否を握っている以上、問題の作成には細心の注意が必要なのであ

る。
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４．向かい合い・聴き合い・練り合い

（１）向かい合い

対話の基本運動をみていこう。対話のはじまりは、まず主題を媒介として

自己と他者が向かい合うことである。金子晴勇は「対向」ということばを使っ

て「向かい合い」を論じている。金子によれば、対話は他者に「対して向か

いたつ」こと、つまり「対向」が対話の第１の基本運動だという。この対向

は相互的であり、「私が相手に『対向』し、相手も私に『対向」することに

よって、相互的に関係のなかに立つ」ことであり、このような関係において

｢相手は私が本質的に関わりをもつ『他者』となっている」のである('?)。こ

のような「対向」のなかで「出会い」へと出で立つのである。

ここでの「対向」には、他者とのあいだの「対向」だけでなく、実在との

｢対向」が含まれる。実際の授業では、教師からの問題提起からはじまり、

意外性のある問題と「対向」して、認知的葛藤が発生し、自分にとっての真

の「問題」に「出会う」ことが通例である。他者との「対向」によって、真

の「問題」に「出会う」こともある。

金子晴勇によれば、「私の指向が他者や実在の側からきたる指向によって

引きつけられ、あるいはまきこまれ、ときには圧倒されて否定されるといっ

た避遁の出来事がそこに生じている｣１Ｗのであり、「『対向』は他者や実在

の側からの働きかけを受けて、専心そこに意識を集中し、その働きかけてく

る実在に向かって『汝』を語る運動｣('９１である。

そして、「対向の前提には他者の異質性もしくは他者性という『距離』が

設定されていて、『対向』はこの『距離』を克服して出会いへと出立する

『関係』の行為なのである｣いⅢ。「対話の『聞いて語る」基本運動は、他者と

の『距離』に立つ『関係』へと歩み入るところの『対向』を、そのつどの－

回的な瞬間の中に呼びおこしてゆく」のであり、金子によれば、「この瞬間

をひとつの持続へと導くものが対話における『主題への集中』である｣煙１１と

いう。こうして、「対話の基本運動のなかに対話を持続的に展開させ、かつ
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問題解決へ向かって共同的にかかわり発展させるものとして主題への集中が

加えられなければならない｣煙》のである。

これまでみたように、意外性のある問題と「対向」し、認知的葛藤が発生

し、自分にとっての真の「問題」に「出会う｣。この「出会い」の強さが集

中を生み、「対話を持続的に展開させ、かつ問題解決へ向かって共同的にか

かわり発展させるのである句金子によれば、「ブーバーがおそらく気づいて

いないこの『主題への集中』は対話の運動がもつ『持続性』、『継続性』、『目

的性」を明らかにし、人間がなす他の実在との避遁をさらに実りゆたかにし

てゆく」(23）のである。

（２）聴き合い

集団思考の進展は他者との共同によっておこなわれる。他者との触れ合い

のなかで思索がすすむのであり他者との共同は不可欠である。「他者の発

言を主題への方向性においてとりあげ、私の見解と一致する点を確認し、不

一致な点を尊重し、主題を解明する有力な視点として自己の思索の内容に加

える｣《Z!’ことが集団思考に参与する成員すべてに求められる。この点で聴き

合うことが重要になる。聴き合うなかで主題の方向性がいっそう明確になり、

焦点がしぼられていくのである。

「聴く」とは、何もしないで耳を傾けるという単純に受動的な行為なので

はない。むしら能動的な行為であって、相手の考えに能動的に耳を傾け、専

心・没入し、その背景を含めて相手の考えをまるごと受け止めることである。

その上で、「私の見解と一致する点を確認し、不一致な点を尊重し、主題を

解明する有力な視点として自己の思索の内容に加える」ことなのである。相

手の考えの不充分さも、尊重の姿勢で吟味していく。このような視点・見方

があるのではないかと差し出すのである。「聴き合い」では、このような

｢聴く」ことが相互行為として展開されていくのである。授業での集団が

｢聴き合う」共同体に育っていくことによって、子どもは他者の発言を通り
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一遍の解釈にとどまらず、他者の生活背景、ものの見方・考え方まで含めて

解釈し、豊饒さをたもって他者の考えを取り込み、自分のこだわりを軸に総

合化の旅に出立するのである。

（３）練り合い

聴き合いは「練り合い」へと発展していく。「練り合い」とは、発言同士

を意識的につなぎ、絡めていくことで、内容的には、「他者の考えに触発さ

れて、自分の考えを見つめ直し、認識を広げ、意思表示しながら深めること」

だといえる.「練り合い」ということばは現場的用法だが、集団思考の豊饒

さと結びつけて言えば、発言同士をつなぎ、絡ませることによって、自己の

認識が認められ、補われるだけでなく、これまで見えていなかった異質な視

点・見方が浮き彫りになり、そのことをきっかけにして「それらの異なった

文脈群が互いに関連づけられる大文脈（メタコンテキスト)｣(25)が形成され、

認識の広がりと深まりが生まれ、質的に高まっていく事態を指す。

聴き合いが自然と練り合いに発展することもあるが、聴き合いを考えの出

し合い、練り合いを考えのつなぎ合い・絡ませ合いというように区別して、

授業を展開することが多い。聴き合いから練り合いへと自然に展開すること

もあるが、仮説実験授業での討論の進行過程にみるように、授業の局面とし

て区別して展開するほうが多いようである。そのほうが子どもも意識化でき

るからである。

考えのつなぎ合い・絡ませ合いをある程度行なった後、教師は深まりに物

足りなさを感じ、いっそう深めようとして意識的に組織する場合が多い。こ

の場合の練り合いは、授業の山場に設定されることが多く、平板な認識に落

ち着きかけたときに、それをさらに高い地平にあげるために、ちがう角度か

らの発言を紹介したり、発言してもらったりして、認知的葛藤を激化させて

いくことを言う。

－５３－
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（４）練り合いの実践事例

佐藤学は、静岡県富士市の広見小学校の「下水道」を主題とした総合学習

(小学４年）の実践を紹介している。そこでの展開はまさに練り合いの重要

性を示している(鋼)。少し長くなるが、練り合いのイメージを確かにするため

に授業の様子を紹介しておきたい

生活廃水が直接、川に流れ込み、川と海を汚染している事実が明らかにな

り、校区の地域全体での下水道の整備状況をグループ調査し、その結果、学

校周辺の地域ではほとんどの世帯に下水道が完備されているのに、学校から

離れた地域ではほとんどの世帯が下水道を完備していないことがわかった。

そこから、この問題を授業で深めていくのだが、まず子どもから出された疑

問「たくさんのお金をかけても下水道をひいたほうがいいのか」をめぐって

意見を交換し合った。しかし、賛成・反対の意見が伯仲し、同質の意見が繰

り返され、平板な展開状態になったので、教師は「下水道の整備が遅れたの

はなぜだろう」という問いを考えさせた。むずかしい問いだが、ここでよう

やく、一人の女の子が「いくら市が半額補助しても下水道の整備は高すぎる」

という母親の生の声を紹介し、これをきっかけに、別の女の子が「家を購入

するとき浄化槽の予算は準備していなかった」など、たどたどしいが現実感

のあることばでの発言がつづいた。

そして、ある男の子が「へんなおじさん（道路工事の作業員）から聞いた

んだけど、ここの地域の地下は大きな岩がゴロゴロしているから、下水道を

つくるのは簡単じゃない｣、「この地域は少し掘ると大きな岩がゴロゴロして

いるので工事が大変で困ると言っていた」と発言したことから、課題に肉迫

する展開となった。これを受けて、別の子どもが新築の家の土台づくりの工

事現場を身に行った経験を話し、少し掘り進むと大きな岩が合って工事が難

航していた、と言った。この校区に下水道が不充分にしか整備されていない

のは、この地域が富士山の裾野の開拓地であるからで、富士山の噴火によっ

て堆積した大きな岩が無数に埋もれていて、下水道の工事には多大な労力と
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費用を要することがわかってきたのである。地域の開拓が町の中心地からし

だいに外へと拡大していき、学校から離れた地域では大きな岩が残り、下水

道の整備がなされていないことがわかったのである。こうして、「下水道」

を切り口に出発した４年生の環境学習は、それまで教師も親たちも知らなかっ

た地域の歴史と課題を再発見する学びへと発展していったのである。

ここでは子どもからこれまでの流れを断ち切るような異質な発言が出たの

だが、その発言によって下水道の未整備が地域の開拓の歴史と関連している

ことがわかり、それでもって環境学習と地域学習の重なった、広がりと深ま

りのある豊饒な認識が生まれ、質的に高まっていったのである。ここに、子

どものフィールド調査の経験を出して物語化することと、異質な視点・見方

を提出することの重要性がよくわかる。山場における練合いは、教師が出す

か子どもが出すかは別にして、異質な視点・見方の提出によって、質的高ま

りの機会を意識的に組織することにその核心がある、といえよう。

５．「学問の論理」をくぐっての主題探求

授業における集団思考は、日常会話のようなおしゃべりにとどまってはな

らない。問題や課題に対して生徒の既有知識や問題関心・問題意識を大切に

しながら、「学問の論理」とむすびつけてそれを発展させ、鍛えたり磨いた

りしなければならない。「学問の論理」をくぐって主題を追求することによっ

て、その子の視点が相対化されるとともに、にもかかわらずその子の視点か

らの総合化がすすむのである。その中から、それぞれの子どもの視点から真

理の多面性・多層性・多重性へとせまることができるのである。

「学問の論理」といったときには、それぞれの学問によりちがいもみられ

るが、一般的には、事実に立脚しているかという実証性と、その考えに筋が

とおっているかという論理'性が問題になる。とくに、授業が問題解決学習の

形で進行する場合には、「○○説」という形で仮説を立てさせ、その仮説が

正しいかどうかを、歴史的事実や資料にもとづいて推論・検討させることが
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重要になる。さらには異論・批判に対して応答させ、異論・批判という形で

提出された様々な論点から自分の考えを見直し、変更・修正・補足を行なわ

せることが重要になる。そこから、自然観・社会観・歴史観の再構築にせま

ることが重要になる。

これらは他者を媒介にして子ども自身が自己構築するのであって、討論と

いう形態の集団思考がその重要な刺激材料になるのである。

そのさい「学問の論理」は、教科や対象によって異なるし、さらに発達段

階によっても異なる。「学問の論理」構築能力の発達は、小学校と中学校と

では異なるし、中学校と高校でも異なる。現実の子どもの実態を見ながら、

当該学校・学年の教科・対象の特質、子どもの思考上の特質を踏まえて、

｢学問の論理」と「学問の世界」を教育的に発見・創造しなければならない。

さらに、「学問の論理」のうち、何をどの程度おさえるかは、その学級集

団の力量にも依存する。最初から本格的な「学問の論理」で集団思考ができ

るのではないので、４月にそのクラスを受け持ってから簡単な問題・課題で

少しずつ「学問の論理」と「学問の世界」を体験させ、それにしだいになじ

ませ、熟達させていくことも考慮しなければならない。

加藤公明は、高校日本史の討論の授業では定評があるが、彼でも受け持っ

たばかりの４月には、本格的な討論をさせていない。加藤は、討論は「一つ

の仮説を媒介に真実を探求する集団的活動である」とし、「集団性が高まれ

ば高まるほど、多面的にその説は検討され、たとえその説自体は否定されよ

うと、その過程で各自に認識は発展し、歴史の真実に近づくことが可能にな

る」という蝿７１．４月には、加曾利遺跡から出土した犬の埋葬遺体を取り上げ

た「加曾利の犬」を討論しているが、そこでは同一の説を立てた者同士で班

を作り、討論させるのだが、この共同作業をとおして、仲間と協力して歴史

の真実を追究することのおもしろさ、討論のおもしろさを体験させることに

ねらいを置いている。ここではこのような班での協同活動、討論を体験する

こと、それをとおして学問体験をすることに重点がおかれているのである。
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このような体験をすることによって、学習集団は凝集化され、がらりと雰囲

気が変わる(281．その後、このような討論授業を繰り返す中で追究の精度、

｢実証性」と「論理性」の精度は高められ、榊造化され総合化された時代像

の認識へとせまっていくのである。

こうして、集団思考においては、当該教科の特質、発達段階の特質は何か、

さらには学級集団の発展段階を考えて、向かい合い・聴き合い・練り合いを

組織化しなければならない。それを踏まえて、素朴な常識・直観の世界から

事実・論理をへた科学の世界へと子どもを引き上げ、子どもを鍛え磨くこと

をつねに意識しながら、子どもの個性的視点・見方を生かしての、子どもみ

ずからによる総合化を創出させ、多面的・多層的・多重的認識へと接近させ

ることが重要になるのである。

６．集団思考を組織する指導技術の工夫

集団思考の授業では、子ども同士の向かい合い・聴き合い・練り合いを生

み出すためのさまざまな仕掛けが重要になる。たとえば、問題の作り方と提

起の仕方、生徒に自説をつくらせるための指導、集団思考の組織と運営につ

いての指導、事後に生徒がそれぞれに自説を反省し発展させるための指導な

ど、綿密に仕掛けを考えなければならない。そのような仕掛けを物としてつ

くりつつ、そのときどきで生徒の考えと対決し、あるいは生徒同士の対決を

組織していくことが重要になる。問題シート・発表用レジメ・ミニレポート

などの「物（教材・教具）としての工夫」と、授業中の子どもの考えに傾聴

しその要点をみんなに示したり論点を整理したりする「関わり（コミュニケー

ション）の工夫」の両方が必要で、どちらかを欠くと考えの十分な発揮と練

り上げにいたらなくなる。技術はあくまでも技術に過ぎず、すべてではない

にしても、個々の技術の中に集団思考を生み出す要素が込められているので、

おろそかにしてはならない。

加藤公明は、たとえば、問題文の提示と自説づくりにおいて、「生徒の目
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由な探求と思考が歴史の実態から遊離することなく、時代の構造的理解に進

むには、なるべく多くの歴史的事実を踏まえ、かつその時代を構成する基礎

的概念（倭冠、勘合貿易、観応の擾乱、守護領国制など）を理解し、操作で

きなければならない」として、問題文の中に教科書やその他の教材の読みこ

みを指示している。さらに、自説づくりの作業にとりかかっているときに、

机間巡視をしてアドバイスしている。このアドバイスを受けて、生徒の意見

はより充実した、鮮明な主張に発展していくが、すべての生徒にアドバイス

を保障するために、全員の回答用紙を回収して、「その日のうちに全員の回

答に目を通して、それぞれにアドバイスを欠いた付菱を付け、次回の授業で

返却する」ことをしている。この付菱アドバイスによって、生徒は指摘され

た点を包摂する説得力ある回答を構築することを迫られる。それを踏まえて、

討論に入るのである(291・

加藤公明は、討論授業には４つのタイプがあるとしている!抑。

タイプ１－人の生徒に意見を発表させ、その後その説への賛否を問い、

賛成ならば理由や付け足しを、反対ならば批判や対案（異見）を

言わせて、討論を組織する。

タイプ２１の形態で複数の異見を取り上げ、討論を組織する。

タイプ３あらかじめ各人に自説をつくらせ、同じ異見の者同士で班を編

成させ、討論を行なう。

タイプ４席が近い者同士で班を編成しＴ協力しながら班の異見をつくり、

他班との討論を行なう。

タイプｌは、問題提起を含めてｌ～２時間で実施でき、授業の進行も比較

的単純で、授業時間に余裕のないときや討論に生徒がなれていないときに特

に有効な方法である。タイプ２は、４～５時間で終了でき、時間の余裕のな

いときや、判別でも生徒相互のコミュニケーションがとりにくいクラスで有

効である。

タイプ３と４は、時間がかかるが、班での異見の練り上げとそれにもとづ
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いての全体討論によって本格的に討論をおこなうものである。班内・全体の

場というように、集団思考の場をふんだんにもりこみ、醍醐味を味わえる討

論である。

加藤は、４つの討論タイプを、提起する問題の内容、生徒の反応、真殿状

況によって使い分けている、という。こうしたことも、討論＝集団思考を硬

直させないで、目的と状況に応じて柔軟に組織する上で重要なことである。

いずれにせよ、自分の考えと他者の考えとを突き合わせ、他者の考えを取

り込んだり批判的に吟味したりして、実証性と論理性に裏打ちされた論へと

発展させていく。さらに、それを同じ意見の者同士で班をつくったり、席が

近いもの同士で班をつくったりして、班の意見へと発展させ、班別討論へと

組織していく。このような生徒の学習活動の進展とそれに対する指導を、具

体的なレベルであきらかにすることが重要になる。これらの技術的工夫と、

授業の中での向かい合い．聰き合い・練り合いの過程に教師も参加し、異質

と出会い対話を創造することとの両立によってこそ、生徒の考えを他からの

批判に耐えうる総合化された論として発展させ、それぞれの生徒の視点・見

方をくぐった教育内容（たとえば歴史教育だと時代像の構造的把握）にせま

ることができるのである。
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