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　　はじめに

　大学の講義中に学生をずっと座らせたままでノートを取らせて、その理解度をレポートや教場試験で確

かめる。そうした座学中心の受動的学習に対する批判の声が高まって、少々時間が経った。そうした声が

日本で明瞭な形となったのは、2008年に出された文部科学省による「学士課程教育の構築に向けて（答

申）」であったと言ってよい［小林　2017：83］。

　同答申においては、このグローバル化時に企業が大卒者に求めているのは即戦力となる業務関連知識

ではなく「汎用性のある基礎的な能力」であって、それゆえに学士課程においては「知的活動でも職業生

活や社会生活でも必要な技能」の育成が求められていると述べられている［文部科学省　2008：9］。そう

した汎用的技能として同答申の中で挙げられているのは、コミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報

リテラシー、論理的思考力、問題解決力、の５つである［文部科学省　2008：12］。こうした5つの汎用的

技能の厄介なところは、既存の座学による受動的教育の中ではなかなか身につかない点であり、実践を通

して主体的かつ能動的に学ぶことでしか修得しえない点である［小林　2017：83］。

　そうした５つの汎用的技能のうち、コミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報リテラシーまでは初

年次生にも想像しやすい。コミュニケーション・スキルおよび数量的スキルは、基本的には一般言語や数式

を使った発信および読解の技術である。そして情報リテラシーは、一般言語や数式に基づいた様々な情報

を整理し、その情報を使用する能力である。ここまでは、母語や第一外国語での表現力を鍛えて、高度な

数学や統計に精通していけばよいという予想が大学初年次生にも容易にできる。

　それに対して、問題は残りの２つの技能、すなわち論理的思考力、およびそれを基盤とした問題解決力

である。その２つの技能は、大学初年次生にはどうやったら修得できるのかが容易にはイメージしえない。

たとえば彼らは、「論理的であるための条件は何か」、「何をしたら問題解決したと看做されるのか」と

いったことに頭を悩ませることになる。そのために、知識や経験のない初年次生に教える場合には、彼らに

も分かりやすい形で論理的思考や問題解決の基本手続きを教える必要がある。

　その際にもっとも分かりやすい手続きとして挙げられるのが、比較である。論理的思考の基礎は、複数

の事項や出来事を見比べて、原因と結果という形で筋道の通るように関係性を紡ぎ出すことである。他方

で問題解決の一歩目となるのは、正常時と異常時を、あるいは異なる見解同士を比べることにある。ようす

るに、比較は論理的思考にも問題解決にも欠かせないのである。
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　だが、そうした比較作業は大学初年次生の苦手とするものである。なぜなら、彼らは高校教育までは知

識の暗記に全力を注いできて、自らの頭で比較検討をする作業には慣れていないからである。その事実を

踏まえるならば、論理的思考力や問題解決力の鍛え方を初年次生に教える場合には、比較を意識的に訓

練する方法が肝心になってくるのである。

　大学初年次生に比較を意識させる方法は、様々にありうる。本稿では、筆者の関わってきた高崎経済大

学経済学部の初年次必修科目「日本語リテラシーⅡ」における教育事例を取り上げたい。同科目の授業プ

ログラムの中に、どのような比較が様々な形で組み込まれているのか。さらには、そうした比較が初年次生

にとってどのような点で難しいのか。「日本語リテラシーⅡ」の事例を見ていくことは、初年次生に対して意

識的に比較を身に着けさせる効率的な教育法を開発するための一つの参照点になるはずである。

　本稿では、比較が論理的思考や問題解決に不可欠なものであることをまず確認する。続けて、事例とし

て取り上げていく高崎経済大学の「日本語リテラシーⅡ」の概要を描き出す。その後に、同科目の読み方指

導、研究指導、書き方指導の各々の中に比較がどのように組み込まれおり、そうした比較の一つ一つがい

かなる点で学生にとって難しいのかを描き出す。そのことを通して、論理的思考力や問題解決力の基礎的

手続きとしての比較を初年次教育の中でもっと焦点化していく必要性があることを述べる。

　　1.	思考基盤としての比較

　従来の大学初年次教育において重視されてきたのは、自らの力で「問いを立てる」ことであった［e.g. 

道田　2007；高松 2015：7］。問いを立てるとは、自らの頭で問うに値する問題を発見することである。そ

のために必要とされるのが、一般的には「クリティカルシンキング」という名称で呼ばれている「先入観に

囚われず、 論理的に考え、合理的な決定を導き出す能力と意思」［若山ら　2014：85］である。そのこと

に異論を唱える大学教員はいないであろう。問題は、大学初年次生に「クリティカルシンキングが必要で

ある」と教えても、「何をしたら問いが立ったと看做されるのか」あるいは「何をしたらクリティカルシンキ

ングができていると看做されるのか」などと悩ませるだけでたいていは終わってしまうことにある。その

ために、「問いを立てる」あるいは「クリティカルシンキングを行う」のに不可欠な要件を具体的に教える

必要がある。

　では、その要件をどのように教えたらよいのだろうか。参考になるのが、苅谷剛彦の『知的複眼思考法』

［苅谷　2002］である。教育社会学者の苅谷は、「問いを立てる」ことの絶対条件として、常識やステレオ

タイプに囚われている状態からの離脱を挙げている［苅谷　2002：24］。その脱却作業の一歩目として必

要なことは、世間一般で言われていることを無条件に自分に当てはめることなく、各人の置かれた立場や置

かれた環境との関係で常識やステレオタイプの妥当性を位置付け直すことである［苅谷　2002：26］。それ

を苅谷は、ステレオタイプを「相対化する視点を持つこと」［苅谷　2002：27］とも言い換えている。

　ここで注目したいのは、相対化という作業である。相対化を進めるためには、「これが正解だ」として教

えられた知識を暗記して満足しているだけでは、あるいは自らの感情や疑問をそのまま表明して留めている
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だけでは済まない1。たとえば、暗記するように求められた知識や理解は、他人からすれば、とりわけ他の

時代や他の社会の観点からすれば妥当ではない可能性もあることにも思いを巡らせるべきである。あるい

は、自らの感情や欲望はそのまま伝えても、他人にとって説得力がないゆえに無視されてしまうかもしれな

いと想像するべきであろう。相対化とは、様 な々比較を通して一つに定まっていると「思い込んでいる」答え

を揺るがしていくことなのである。

　つまり、「問いを立てる」あるいは「クリティカルシンキングを行う」ことに比較は必須なのである。そのこ

とは、人文社会科学だけではなく、自然科学でも当てはまる。実際、経済開発協力機構（略称OECD）が

2006年に行った「学習到達度調査（略称PISA）」の中では、科学的問いを立てることが重視されているだ

けでなく、比較作業や比較対象の設定が科学調査の重要な特徴の一つとして数えられている［国立教育

政策研究所　2007：34］。

　比較が不可欠であることは、大学教育の外でも同じである。汎用的技能としての問題発見能力にとって

も、比較は欠かせない。たとえば、ある機械が故障している状況や、ある国家的な統計値が出ている場合

を考えて欲しい。機械の故障要因を見つけるには正常な状態と比べることが不可欠であるし、ある国家的

な統計値がよいものなのかどうかを判断するためには同じ国家における以前の統計値や同時代の他国に

おける比べてみる必要がある。ようするに、比較は日常的な問題発見の際にも要になるものなのである。

　このように比較は、「問いを立てる」あるいは問題を発見することの前提となる。それと同時に、機械の故

障の例に見るように、比較は問いの答えに、あるいは問題の解決策を探す手段にもなる。そうした問題解

決の探索法として参考になるのは、協同学習法の一つである知識構成型ジクゾー法を用いた「問いの立て

方」と解の出し方について、教職課程の大学生を対象に行った実践的研究［小清水ら　2018］である。知

識構成型ジクゾー法とは、①一つの問いにまつわる複数の課題を設定し、②その各々の課題の担当者数が

参加者全員の中で均一になるように分配し、③分担された課題に担当者が最初は一人で取り組み、④同じ

課題に取り組んだ担当者同士だけで集まって議論し（以上を「エキスパート活動」と言う）、⑤異なる全課

題を担当した者が入っている別のグループで総合的に討論を行って設定された問いに迫る（これを「ジク

ソー活動」と言う）、というものである2［小清水ら　2018：91］。こうした知識構成型ジクソー法の代表的

な解法は、以下の表1に見るような集合型、ベン図型、マトリクス型の３つである［小清水ら　2018：92-

93］。集合型とは、エキスパート活動で得た情報をジクソー活動の中で統合したり、論理的な因果関係の中

に位置付けたりすることで解を導く方法である。ベン図型とは、エキスパート活動で得た情報に共通する思
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1　講義のリアクションペーパーに表面的な感想や疑問しか書いてこないという嘆きは、様々な大学でよく耳にする。
だが、感想や疑問を抱くこと自体は悪いことではなく、それらを問いに変換する必要があるだけである［e.g. 苅谷　
2002：179］。その意味で、大学教員はただ嘆くのではなく、感想や疑問を問いに変えるための具体的な支援をしてい
かなければならないのである。

2　ジクソー法の利点は、専門家ではない参加者の準備負担を軽減しながらも問いに迫ることを可能にしてくれる点であ
り、さらには分担によって参加者各人に責任感を持たせられる点にある。



考や規則を見つけて解を導く方法である。そしてマトリクス型とは、エキスパート活動で得た情報を複数の

視点から整理し、各々の利点や欠点を考えて総合的に解を導く方法である。

　こうした知識構成型ジクソー法における３つの典型的な解法にも、しっかり比較作業は含まれている。最

も明瞭なのは、マトリクス型である。複数の事項間の利点と欠点を考える作業は、相互比較をしなければ出

来ないからである。また、ベン図型の比較も分かりやすい。複数の事項間の共通点と差異を比較検討して

いった結果として、ベン図が出来あがるからである。最も比較とは縁のなさそうな集合型にも、比較作業が

伴っている。なぜなら、複数の事項を統合したり繋げたりすることは、事項間の関係性を比較した上で可能

になるからである。このように、「問い」に対する解を出す作業においても比較は欠かせないのである。

　以上見てきたように、比較は「問いを立てる」前段階においても、そして「答えを出す」というプロセスに

おいても不可欠である。いわば、比較は思考の動力であり、思考の基盤なのである。だが、大学入試までで

「唯一の正解がある」と思い込まされてきた大学初年次生にとって、比較をすることは思いも寄らないか、

念頭にあってもなかなか出来ないものである。その事実を踏まえるならば、大学の初年次教育における最

も重要な課題は、比較をいかに意識させて実践の中で体感させていくのかにあるのである。

　そうした比較を初年次生に実践の中で体感させる方法は、様々にありうる。だが、そうした手法を逐一追

うことは、教育学を専門としない筆者の手には余る。そこで、筆者自身が担当教員の一人として関わってい

る高崎経済大学の「日本語リテラシーⅡ」の教育事例に絞って、以下では論じる。比較が当該科目の中にど

のように組み込まれており、そうした様 な々比較が履修者にとっていかなる点で難しいのかを示す。ただし、

そうしたことを描き出していく前に、まずは「日本語リテラシーⅡ」の設置経緯や授業概要を示しておこう。
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　　２．高崎経済大学「日本語リテラシーⅡ」の授業設計：型の修得から運用へ

　　これから本稿で初年次教育における比較の組み込み事例として取り上げていく、高崎経済大学経

済学部の初年次必修科目「日本語リテラシーⅠ・Ⅱ」の授業設計について最初に説明しておきたい。

2.1	「日本語リテラシーⅠ」の授業設計：型の修得

　高崎経済大学経済学部の「日本語リテラシーⅠ・Ⅱ」は、2003年度から10年間にわたって語学系選択必

修科目の一つとして開講されてきた「論文の読み方・書き方」に代わって、2014年度から初年次必修科目と

して新設された科目である［高松　2015：5］。「論文の読み方・書き方」では「問いを立てる」ことを重視し

て広く世界や社会の問題を扱っていたが、そもそも文章の型さえなっていない学生が少なくないという問題

に直面することになった［高松　2015：8-12］。そこで、文章の型から鍛え直し、さらには学生自身を対象と

した話題に絞って考察を容易にすることによって、初年次生全体の基礎力の底上げを図ろうということに

なった3［高松　2015：12］。そうした経緯から生まれた科目が、「日本語リテラシーⅠ・Ⅱ」である。

　一年次前期に開講される「日本語リテラシーⅠ」においては、1クラス13-15名程度からなる全40クラス程

度の少人数編成で、高校教育から大学教育への移行に必要となる様々な基礎技術を教員による補助下で

実践的に訓練させる［名和　2015：15］。具体的には、半期の講義を聴き方指導、書き方指導、読み方指導

の３つに分けて指導を行っていく4。

　入学直後の聴き方指導では、クラスの学生全員に２分程度の自己紹介をさせて、その紹介を発表者以外

の全員にメモさせる。その上で、そのメモに基づいてA４片面ないし両面1枚程度にワープロソフトでまとめ

させて、授業外課題として提出させる5［名和　2015：17-20］。

続く書き方指導では、キャリアプランにかかわる学生自身の問題をテーマとし、「序論‐本論‐結論」の型に

したがってA４片面一枚16行の型作文を手書きで反復させる。それを、教員が繰り返し添削して学生に返

却する。添削対象となる作文テーマは、「今期の受講科目の中で友人にお薦めする講義」、「現段階で志
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表１：知識構成型ジクゾー法による代表的な解法（A,	B,Cはエキスパート活動の結果）

3　身近な問題を素材にしてアカデミックスキルを鍛える手法には、限界を指摘する声ある。なぜなら、アカデミックス
キルは深い知識と洞察の中でしか根本的には鍛えられないからである［小林　2017：84］。その限界は確かにある。だ
が、初年次生の多くは「大学生以降に求められている説明が説得的正当化である」という暗黙知すら理解していない
［上村　2018：257-265］。それゆえに、「知識不足でできない」という言い訳を防ぐ意味でも、またキャリア形成を意識
させる意味でも、高校卒業間もない者に身近な話題を使ってアカデミックスキルの基礎を教える意義は大いにある。

4 「日本語リテラシーⅠ」については、ここでは必要最低限の紹介に留める。同科目の詳細は、名和（2015）、さらには本
報告書第Ⅰ部第1章、第2章も参照のこと。

5　同指導を通したノートテイキング力の向上の実際については、上村（2016）を参照のこと。



望するゼミ」、「現段階で志望する職業」の３つである。この３つのテーマに関して、それぞれお薦めする理

由あるいは志望理由を３つ挙げさせて、その３つの理由に強度付けをさせて最も強い理由を本論の最終段

落に配置させる。そうした作業を授業外課題としてやってこさせて、その課題に対して授業中にダメ出しを

して書き直せた上で、その修正版に対して教員が添削指導を行う6［名和　2015：21-23］。

　最後の読み方指導においては、ギリシア時代の弁論術をテーマとしたキケロの『弁論家について』から

抜粋した50行程度の文章を題材とし、そのレジュメを授業外課題としてA４片面一枚で切らせる。その上

で、授業中に教員の補助下で意味段落分けをさせて、学生主体でプレゼンテーションの上達法について議

論させる［名和　2015：23-26］。

　こうした一連の指導を通して鍛えようとしているのは、第一に話を聴きながらメモを取って後日報告書を

作成すること、第二に筋道を立てて文章作成すること、最後に論旨を理解した上で文章の論点を考察する

こと、という基礎的な技能である［名和　2015：15］。中でも重要なのは、様 な々型である。聴き方で教えら

れるのは、話の流れを再構成できるようなメモを自主的に取るという規範（≒型）を内面化することである。

書き方指導では、「序論‐本論‐結論」という論理的な型を遵守する精神を養う、読み方指導では、意味段

落分けを試みることで課題文の論理形式を浮上させることを習慣化（≒型化）することである。ようするに、

「日本語リテラシーⅠ」の目的は型を意識させ、体得させることにあるのである。

2.2	「日本語リテラシーⅡ」の授業設計：型の運用

　このような半期を通して鍛えた基礎技能および型を踏まえて、一年次後期に開講される後継科目が「日

本語リテラシーⅡ」である。同科目では、「日本語リテラシーⅠ」とは違って、１クラス20-30名程からなる全

20クラス程に編成し直されて、協同学習法の一つである知識構成型ジクソー法に基づいて学生主体でグ

ループ学習させる7。その中で、「日本語リテラシーⅠ」で身に着けた様々な型を実際に運用させて、２年次

後期から始まるゼミナール活動に耐えられるようにするのが授業目的である［小田　2016：97］。「日本語リ

テラシーⅡ」で行われるのは、具体的には読み方指導、研究指導、書き方指導の３つである。

　読み方指導でテキストとされるのは、福沢諭吉『学問のすすめ』から抜粋し、形式段落をわざとなく

した３篇である。2018年度の場合は、有名な初篇、さらには13篇「怨望の人間に害あるを論ず」と17篇

表２：2018 年度「日本語リテラシーⅡ」の授業内容

概要 内容詳細 次回までの授業外課題回 分類

1

4

読
み
方

研　

究

書
き
方

１）ジクゾー活動用の班割り
２）班内の相互自己紹介ガイダンス

Ａ）前期型作文の復習①
　 「後期に力を入れたいこと」
Ｂ）『学問のすすめ』初篇の読書レジュメ

11
１）ジクゾー活動用の班編成の変更
２）接続詞導入法の講義
３）ゴール課題文の告知および説明

講義 『学問のすすめ』初篇の冒頭部の
論理構成を真似た構成模倣文

12 「研究する」に関わる5つの動詞の目
的格に来る情報の比較考察①

担当となった日本の教育制度（小中／高／
専門学校／大学の教養課程／大学の専門
課程）に関するオリジナルの定義文

5
１）ジクゾー活動用の班編成の変更
２）研究テーマの選定およびエキス　    
　  パート活動用の分担決定

テーマ
選定

エキスパート活動で分担となった箇所の文
献調査の報告書①

『学問のすすめ』17篇の輪読輪読③ 前期型作文の復習②
「『学問のすすめ』を読んで学んだこと」

6 １）図書館員による文献調査法の講義
２）図書館における文献探し

文献
調査実習

エキスパート活動で分担となった箇所の
文献調査の報告書②

7 研究発表の際の考察軸を
ジクゾー活動用の班全体で決定する

考察内容
の模索

エキスパート活動で分担となった箇所の
発表原稿（600～800字）

8 パワーポイントによる発表資料の作成考察内容
の模索 リハーサル用のパワーポイントスライド

9 発表会に向けたダメ出しリハーサル 他班のリハーサルの出来に関する
審査報告書

10 他クラスとの合同研究発表会研究
発表会

前期型作文の復習③
「研究発表会で学んだこと」

13 日本における学校制度の内容比較考察② 大学教育の現状および
理想像についての考察文

15 クラス担当教員ごとのオリジナル内容オリジナル
講義

14 大学教育についての考察考察③ ゴール課題文に応えるレポートの作成
（2000字以上）

2 『学問のすすめ』初篇の輪読輪読① 『学問のすすめ』13篇の読書レジュメ

3 『学問のすすめ』13篇の輪読輪読② 『学問のすすめ』17篇の読書レジュメ

日本語リテラシーと・・・ 思考基盤としての比較の導入法 （上村）
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6　型作文の添削指導の実態については、名和（2016）および上村（2018）、さらには本報告書第Ⅰ部第３章も参照のこ
と。高崎経済大学の型作文の大きな特徴は、端的な名詞句を用いた小見出しを必ず付けるように指導する点にある
［上村　2015：83-84；2018：254］。

7　「日本語リテラシーⅡ」の開講初年度である2014年度には、知的生き方文庫版の『学問のすすめ』［福沢　2010］を
テキストとしていた。ところが、わずか３篇しか読まないという事情に加えて、現代語訳であるがゆえに明治時代にそ
ぐわない訳語もあるという課題が出てきた。そこで、「日本語リテラシーⅠ・Ⅱ」の担当教員の一人で明治期の日本政
治思想史を専門とする沢目健介非常勤講師が、授業中に読解する篇だけを訳して編纂したものを使うことになった。
この沢目訳を、2015年度から現在まで「日本語リテラシーⅡ」では用いている。



「人望論」であった。同書をテキストとしているのは、経済学部初年次生にとってはビジネス書としても長ら

く愛好されてきた書籍に触れさせることに意義があるからである。そうした『学問のすすめ』から抜粋した

３篇について、前期に学んだ読書レジュメを授業外課題として毎回切らせて、グループ活動を通して学生主

体で意味段落分けや内容討論をさせることになる。

　続く研究では、グループ発表が行われる。発表テーマとなるのは、読み方指導で扱った『学問のすすめ』

の史的背景を理解する目的からも、また初年次生でも一定の知識を有している情報に限定する目的から

も、福沢諭吉の生きた時代の日本史あるいは世界史の一つの事象としている89。事象の選択は、同一クラ

ス内で同一の歴史的事象を選ぶことができないという条件の下で、全クラス共通で配布される年表の中か

らチームごとに学生の希望で行う10。その選択したテーマについて、①「出来事の発生経緯」、②「出来事

の詳細」、③「主要人物の生涯」、④「世の中への影響」、⑤「近年の研究動向」、の５つについてグループ

内で分担者を決めて二週間にわたって文献調査をさせる。それを踏まえて発表時間８分以内で、パワーポ

イントのシート総枚数14枚以内の映像スライドのみのプレゼンテーションを準備させる［小田　2016：92-

93］。その発表の軸となる考察については、教員が積極的にアドバイスして決めさせる11。その上で、クラス

ごとにリハーサルを行って、そこで明らかになった問題箇所を修正した上で、複数クラスで合同研究発表会

が開催されることになる。こうした一連の歴史研究は、高校を出て間もない大学初年次生にとって「知識の

習得という従来型の学びから脱却し、同一の出来事であっても着眼点次第で歴史の見方が大きく変わるこ

日本語リテラシーと・・・
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8　この時期の歴史研究を経済学部の初年次生にさせる理由は、２点ある。第一に、福沢の生きた開国期から明治維新
期の日本は、現代日本社会の礎となる諸制度が整備された時期だからである。つまり、現代日本の社会や経済を理
解する上でも理解の欠かせない時期なのである。第二に、同時期と、グローバル化に対応を迫られ続ける現代日本と
は、世界的に繋がっていく大変革期という意味でよく似た状況にあるからである。それゆえに、『学問のすすめ』の読
解が、この現代グローバル化社会を生き抜く姿勢を学生に考えさせる契機になるのである。

9　高崎経済大学経済学部の場合には、理系志望から文転した学生、あるいは商業科出身者も少なくない。そのため
に、全ての高校で必修科目となっている「世界史A・B」のいずれかしか歴史系科目を高校で履修していない者も一
定数いる。さらには、文系普通科出身者でも、選択科目の関係で日本史や世界史を入試科目として使っていない者も
いる。たとえば、2014年度の「日本語リテラシーⅡ」の履修者を対象とした「日本史に関するアンケート」（提出者総数
510名）によれば、高校時代に「日本史A・B」の一方でも履修した学生は全体の63.9%の326名で、センター試験で「日
本史A・B」のいずれかを受けた者は47%の241名で、高崎経済大学の一般入試で「日本史」を受験科目とした者は
26%の133名であった［小田　2016：90-91］。歴史的知識の不足気味な初年次生をカバーするという意味も、グルー
プで歴史研究をさせる意義はある。

10　配布される年表は、知的生き方文庫版『現代語訳　学問のすすめ』の巻末に登場する福沢諭吉の関連年譜（1835
年-1904年）［福沢　2010：248-253］を基に、本科目担当者の一人で日本政治思想史を専門とする小田義之非常勤
講師が作り直した年表である［小田　2016：92］。その年表には、当該時代の日本国内で起きた事項だけでなく、ム
ガール帝国の滅亡やスエズ運河の開通などの世界史上の重要事項もかなり含まれている。

11　一般的にアクティブラーニングの推奨者は、教員の干渉を排し、学生の主体的活動のみに委ねたがる［中園　
2018：17］。ところが、そうした姿勢でアクティブラーニングを行おうとしても、学生側の知識不足から議論停滞などの
支障が生じることがある。そうした障害を放置しないためには、教員はときには適切に学生の議論に関与しなければ
ならない。そうした適切な関与をめぐって、「制御型アクティブラーニング」［中園　2018：18-20］、あるいは成人教育
用に開発された「ファシリテーション手法」の応用［竹内　2015］などが既に提唱されている。 

とを通じて歴史解釈の多様性を認識する機会」［小田　2015：97］になる12。

　最後に行われるのが、書き方指導である。「日本語リテラシーⅡ」の書き方指導では、まず「日本語リテ

ラシーⅠ」で行った型作文指導に修正が加えられる。それが、本科目の担当者の一人である高松正毅教授

の考案した「接続詞導入法」［高松　2016a：148］である。「日本語リテラシーⅠ」の型作文は、初年次生

に「序論‐本論‐結論」の型を意識させるのには適切だが、本論で理由を３つ併記するだけで大きな議論

展開をさせられないという課題もあった。さらには、「序論‐本論‐結論」という型をマスターさせただけで

は、学生が自由に文章を展開させられるようにはならないという現実もあった。そのために、「序論‐本論

‐結論」という論理形式に「接続詞導入法」が付け加えられるのである。「接続詞導入法」とは、事前にあ

る程度の論理展開の決まった筋道のある文章のお手本を提示しておいて、そのお手本のヴァリエーションと

なる文章を作成させることによって論理展開に必要な「接続詞（Link words, Discourse markers）」を意

識させる手法である［高松　2016a：147-149］。具体的には本稿第５節で論じるが、福沢諭吉の『学問のす

すめ』初篇の有名な冒頭部の論理展開を「日本語リテラシーⅡ」では模倣させることになる［高松　2016a：

149］。

　こうした『学問のすすめ』冒頭部の構成を模倣させた上で、書き方指導はメインの内容に入る。その後の

流れは、高松正毅教授が「IT化、グローバル化の影響で雇用環境の変化する現状下における大学教育」を

テーマに執筆した8000字程度の課題文を読ませた上で、最終的に「大学の置かれた現状を論評し、それ

にまつわる自分自身の課題を見つけて、残る大学生活に対する学習見通しを述べよ」という2000字以上の

レポートを書かせることになる。この最終レポート作成は、歴史研究をグループで行ってきたとはいえ、初

年次生にいきなり一人で行わせるのはかなり難しい。そこで、3回にわたって授業中に比較考察の機会を与

えることで、最終レポートの準備をさせることになる。その3回の準備段階では、①「学ぶ」」ことに関わる５

つの動詞（具体的には、「学習する」／「理解する」／「記憶する」／「調査する」／「研究する」）の目的格

に来る情報内容を比較させることで大学における調査・研究の性質を考えさせる、②日本における学校制

度（具体的には、小学校・中学校／高等学校／専門学校／大学の教養課程／大学の専門課程）における

教育内容の違いを比較検討させる、③前２回の比較検討を踏まえて大学のあるべき姿や自らの現状を検

討させる、という段階を経る。このプロセスを各人の必要に応じて活かしながら、学生は最終レポートを書

くことになる。

思考基盤としての比較の導入法 （上村）
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12　大学入試までの歴史科目の試験は、年号や単語の暗記を中心としている。そのため、大学初年次生の大半は歴史
学習の本質を客観的な知識の記憶にあると考えている。だが、高校までに暗記させられてきた「客観的な」歴史と
は、国定教科書に基づいている以上は、国家の承認した「正史」に他ならない。実際には、そうした正史から零れ落
ちるものが様々にある。たとえば、反乱を起こしていない時の日常的な農民の生活や、彼らの国家に対する認識など
である。そうした正史から零れ落ちる存在を、あるいは正史とは異なる歴史認識を視野に収めようとしなければ、正
史をただ受け入れるだけで、「社会の不正義／正義という歴史的な課題に沿う民主教育」［鵜飼　2017：9］は不可
能になる。もちろん、正史に全面的に抗う必要まではない。だが、別様の解釈もありうるという認識がなければ、暗記
科目としての歴史からは抜け出せない。



　以上が、「日本語リテラシーⅡ」の大まかな流れである。見て頂ければ分かるように、型の徹底をはかる

「日本語リテラシーⅠ」から、型を踏まえながらの比較作業を行っていくために様々な修正がなされる。読

み方指導においては、意味段落分けや討論について教員の補助下で行っていたのに対して、学生同士で意

見を出し合いながら主体的に行っていく形に変更される。研究指導においては、考察面で教員の積極的な

アドバイスがあるとはいえ、テーマを学生主体で選定し、自らの足で文献を調べて、客観的な歴史知識では

ない多様な歴史解釈を試みることになる。そして、書き方指導では、『学問のすすめ』冒頭部の構成模倣さ

せることによって論理展開の一歩目を踏ませた上で、現状の大学教育について様 な々比較考察を行わせる

ことで思考の深め方を体験させていく。これらはすべて、「日本語リテラシーⅠ」で学んだ型の運用を実際

に行わせるものである。こうしたプログラムの中に、思考に不可欠な比較の作業が様 な々形で組み込まれて

いる。そうした比較の作業がどのようなものであり、そしてそうした作業が大学初年次生にとって難しい理

由を以下では見ていく13。

　　３．読み方指導の比較：意味段落分け、学生主体の討論

　まずは、「日本語リテラシーⅡ」における読み方指導の中に比較作業がどのように埋め込まれていて、

そうした一つ一つの比較作業が学生にとっていかに難しいのかを見ていきたい。ここでは、テキスト外要

因による意味段落分けと、学生主体の討論について見ていく。

3.1	意味段落分け：テキスト外要因も踏まえた分節化用

　ゼミナール形式の講義において読書レジュメを作る際には、分担箇所の内容要約をする必要がある。そ

の要約の第一歩は、対象テキストの形式段落に囚われることなく、意味のまとまり（＝意味段落）を探すこ

とである。

　そうした意味段落分けは、実は小学校や中学校の国語でも、「意味のまとまりを探す」という形で教えら

れている例が少なからずある［新井　2015；76；水野ら　2009：3］。たとえ小中学校で習っていなくとも、

多くの大学初年次生は高校入試や大学入試の準備をする中で、受験参考書などを通して意味段落分けの

存在を認識してきたはずである。ところが、たいていは既に触れているはずの意味段落分けを、多くの初年

次生が出来ない14。そのために、入学直後に開講される「日本語リテラシーⅠ」の読み方指導では、接続詞

や特定の表現に気をつけて「意味のまとまり」を探し、本の目次のように内容の流れの分かる見出しをつけ

日本語リテラシーと・・・
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13　筆者個人は、「日本語リテラシーⅠ」から「日本語リテラシーⅡ」への変化を、「型の修得から型を応用した比較へ」
という表現で学生に伝えている。ただし、その表現は個人的なのもので、当該科目の授業設計者の公式見解でも、同
科目を担当する全教員の共通見解でもない。

14　ある大学の例であるが、小学校教員免許の取得を志す大学生ですら、意味段落分けを含めて論理的文章を読む
ための視点を十分に有していない者が少なくないという［國府田　2017］。

て分節化していくという初歩的なところから指導することになる。

　そうした指導のお蔭で、学生は「日本語リテラシーⅡ」の段階では一定の意味段落分けの技法を理解し

ている。ただし、意味段落分けを教員の補助なく学生のみで行うことは、初年次生にとってかなり難しい。

特に「日本語リテラシーⅠ・Ⅱ」においては、意味段落分けの最大の拠り所になる形式段落をなくした課題

テキストを利用していることが、一層意味段落分けを難しくしている。なぜなら、純粋にテキスト内の論理

的接続関係だけを比較検討することによって、意味段落分けを決定しなければならないからである15。

　テキスト内部の論理関係を比較検討することだけが、初年次生にとって意味段落分けが難しい理由で

はない。もっとも意味段落分けを厄介なものにしているものは、テキスト外部にある。それは、配布資料の

紙面的制約、そして発表時間という時間的制約である。

　「日本語リテラシーⅠ」では、「パッと見て分かる」レジュメの作成を推奨し、加えてA４片面一枚以内とい

う紙面的制約の中で意味段落分け、論点列挙、さらには私見の提示を行うように指導している。さらには、

ジクソー活動の時間もあるので、エキスパート活動の中で同じ部分の分担者全員で意味段落分けを検討す

る時間はせいぜい25分程度しかない。こうした紙面的、そして時間的制約が、意味段落分けに大きく影響

してくるのである16。

　ところが、そうしたテキスト外部から意味段落分けを制約する要因について、初年次生の多くはなかなか

気づけない。そのために、必死にテキスト内部の論理関係だけで内容を捉えようとしがちになる。一つ実例

を挙げよう。

　次の図１は、筆者の担当した2018年度「日本語リテラシーⅡ」のクラスにおいて、同科目がはじまって初め

て比較的出来る学生が切ってきた読書レジュメである。意味段落分け、論点の列挙、私見の提示のすべて

が形式的に整っており、一定の評価を与えることができるものになっている。ただし、意味段落分けの点で

はまだ問題が多い。

　このレジュメにおける「出向B」とは、福沢諭吉『学問のすすめ』初篇の中で、実生活に役立つ学問の重

要性を説く件の部分である17。学生に配布したテキストでは、１行40字で合計27行の部分に過ぎない。その

ことを踏まえると、10個にも分節化するのは分け過ぎである。
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15　意味段落分けの判断基準となる接続詞に関して、初年次生の多くに見られる誤った考え方がある。それは、短期的
に国語力をあげるための受験テクニックとして高校や受験予備校で教えられてきたもので、具体的には「形式段落冒
頭に逆接の接続詞が置かれている場合には、自動的に大きな意味転換を意味する」という考え方である。この考え方
は、「形式段落冒頭に逆接の接続詞がある場合には注意を要する」という意味では正しいが、「自動的に大きな意味
転換を意味する」という意味では誤っている。逆接の接続詞のあとに本筋から一端外れて付帯的な話が展開されるこ
ともあれば、逆接の接続詞の前の形式段落とセットで一つの意味段落と看做した方がよい場合もあるからである。   

16　大学教員が学術誌に書評を書いたり、研究会で書籍批評をしたりする際も同じである。どこまで丁寧に対象書籍
の要約をするかは、字数や時間の制約、さらには論点によって左右される。

17　日本語リテラシーⅡ」では、小清水ら（2018）の言う「エキスパート活動」に関わるグループのことを「出向グルー
プ」と呼び、「ジクゾー活動」を行うグループのことを「本籍グループ」と呼んでいる。図1に登場する「出向B」とは、
「エキスパート活動」の際にテキスト内で分担した部分のことである。三笠書房の知的生き方文庫版『学問のすす
め』で言えば、「実生活に『役立つ』学問を最優先しろ」の節［福沢　2010：16-18］に相当する。
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　分け過ぎの原因は、２点ある。第一の原因は、事例と話の骨組みを同一レベルに置いてしまっている点に

ある。図１の意味段落分けで（３）から（７）までに挙げられている地理学などの諸学問は実学の例であっ

て、せいぜい「ex.」などの表記でレジュメに記載すれば十分なものである。第二の原因は、話の骨組みすら

も細分化し過ぎている点にある。具体的には、図１の意味段落分けで分けられている（１）および（２）は主

張の前提に過ぎず、（８）と（９）も「実学を修める手段と主目的」位の見出しで一個にまとめるべきであ

る18。ようするに、話の骨組み（＝構造）と肉付け（＝事例）を比較しながら区別できておらず、他方で前提

などの密着度の高い話題をメインの話題と比べた際に同等に扱ってしまっているのである。

　このように見ていくと、意味段落分けという単純に見える活動の中にも様々な比較が伴っており、その作

業のどこが初年次生にとって難しいか分かるであろう。意味段落分けは、テキスト内部の論理関係を比較

し、さらにはテキスト外部にある時間や紙幅との見比べながら、そうしたテキスト内外の制約の中で「適切

な」形を探さなければならないという点で、極めて複雑な比較作業なのである。単純に見える意味段落分

けという作業からも、初年次生は比較というものを学んでいくのである。

3.2	学生主体の討論：見解相違から統一的議論へ

　学生主体におけるグループ輪読において、初年次生にとって難しいのは意味段落分けだけではない。それ

以上に難しいのが、ジクソー活動の際にグループでテキスト全体に対する見解を出すことである。

　確かに意味段落分けは難しいが、手掛かりはある。接続詞をはじめとしたメルクマールとなる表現は、形

式段落はなくとも見つけられる。そのことを「日本語リテラシーⅠ」の読み方指導の中で教えられてきている

ので、「日本語リテラシーⅡ」の履修者は意味段落分けの判断基準をある程度意識できている。それゆえに、

「唯一の正解がない」にせよ、学生たちだけで分節の妥当性をめぐって一定の質の議論をできるのである。

　ところが、福沢諭吉の主張を確認することを越えて内容について議論をしようとすると、そう簡単にはいか

なくなる。どこを論点とするか、あるいはどのような私見かは、学生ごとに異なる。その結果として、エキスパー

ト活動やジクソー活動の中でなかなか意見を集約できないという場面に教員はしばしば遭遇する。特に、ジ

クソー活動をはじめて間もない書き方指導の間は、「〇〇を議論すべきという者が△名、××という者が□名

で、意見集約できずに終わりました」という報告がクラス全体の前でなされることも珍しくはない。

　そうなるのは、やむをえない。なぜなら、ジクソー活動の総合討論に正解はないからである。エキスパート

活動時に意味段落分けに悩むグループがあれば、教員は断基準となりうる接続詞を示唆し、そこで切れる

か否かの妥当性を検討するように促すことはできる。だが、テキスト全体を通して何を感じたか、あるいは

何を学ぶべきものと看做すかは、読み手である学生各人によって異なる以上は、そこからグループの統一見
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「日本語リテラシーⅡ-16」　第２回（2018年10月4日提出）

福沢諭吉『学問のすすめ』初編 出向B

1. 構成
　2. 万人が学ぶべき「実学」［27～53 行］
 （１）実用生活に役立たない学問［27～34 行］
 　　和歌を詠めたり、詩を作れても商売など実社会には役立たない。
 （２）日常生活に密接な「実学」を学ぶべし［34～37 行］
 　　いろは、手紙、家計簿、そろばん、天秤など生活に必要なものを学ぶ。
 （３）地理学［37～38 行］：世界中の気候、土地柄を知り、交通を覚える。
 （４）物理学［38～39 行］：天地万物の本体をきわめ、作用を研究する。
 （５）歴史学［39～40 行］：世界中の古今の出来事をつまびらかにする。
 （６）経済学［40～41行］：一身一家から社会全体までの生計を説明する。
 （７）修身学［41～42 行］：自分を修め、人と交わり、正しい道理を明らかにする。
 （８）西洋書を読むべし［43～46 行］
 　　読む時も書く時も仮名で間に合わせ、学問の才能のある者には原書を読ませる。
 （９）対象の働きを見きわめ、自然の法則を発見する［46～48 行］
 　　科学精神を用いて現実世界に自然の法則を活用することが最も肝要である。
 （10）実学を学ぶ大切さについてのまとめ［49～53 行］
　　　   実学をわきまえることによって自分の本文を果たすことができ、
　　　   一身一家も社会も独立できる。

2. 論点
 （１）実学を勉強するべし
　　　　「暇つぶしの学問は棚上げにして、まず勉強しなければならぬのは、万人に共通の、
  　日常生活に密接な「実学」である。（34～35 行）
 （２）西洋に学ぶべし
 　　 「これらの学問をするには東洋古来の書物では駄目で、
  　常に西洋書の翻訳を読むことが必要となる。」（43～44 行）

3. 私見

　私は、筆者の古文を読んだり、詩をつくる実生活に役立たない学問より文字や会計など日常生
活に必要なことを学ぶべしという意見に賛成である。一部の人しか関わらない学問を学ぶより皆
に共通した学問を優先させることが自分のため、社会のためになると考えたからである。

図１：比較的出来る学生が「日本語リテラシーⅡ」で初めて提出した読書レジュメ

18　当該箇所の意味段落分けについては、当該学生の振った番号で言えば（１）から（９）までと（10）とで二分するの
が最も簡潔であろう。とはいえ、（９）までの部分を（７）までとそれ以降とでさらに分けて三分とするのも、やや細か
い分け方とはいえ誤りとまでは言えないであろう。



解を出すのは容易ではない。

　そうした状況下にあって教員に出来るのは、ただ見守ることだけである。筆者のように相当にお節介な

教員ですら、小清水ら（2018）の「ベン図型」で意見を集約して何らかの共通項を探すように促すのが限度

である。それ以上になると、教員による過剰干渉になり、完全にアクティブラーニングとはいえない状態にな

り下がってしまうからである19。

　そうした参加者各人の異なる関心や視点を比べながら、参加者全員で議論に値する論点を決めていくと

いう作業には、確実に困難がつきまとう。ただし、参加者各人の関心や視点がバラバラなままでは、単に各

人の好みや関心を言うだけで終わってしまう。「日本語リテラシーⅡ」の履修者は、「正解を一つに定められ

ない」状況の中で、自他の関心や視点を比較してまとめていくことの難しさを実地で経験していくことにな

るのである。

　　４.研究指導における比較：文献選定、事象の相対化、視覚的な情報提示

　このように、「日本語リテラシーⅡ」の読み方指導では、学生は意味段落分けと討論を通して比較を実

践的に経験する。その経験の上で、次の研究指導に入っていく。そうした研究指導の中で生じる比較は、

文献選定、歴史事象の相対化、そして視覚的な情報提示である。

4.1	文献選定：構成や種類の知識、検索語の拡張

　「日本語リテラシーⅡ」の研究指導では、本稿２節で述べたように、福沢諭吉の生きた時代の国内外の

歴史事象の中から一つ選んで、それを調べて何らかの考察を行って発表する。

　その一連の活動の中で最初に問題になってくる比較が、文献選定である20。そのために必要な文献調査
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の技法については、図書館員が講義形式で教えている。その講義の中で、学生はciniiやgoogle scholarと

いったインターネット上の論文検索サイトの存在を教えられると同時に、図書館の検索サイトも含めてキー

ワード検索や発行年順で並び変えるという文献調査の基本技法をも教えられることになる。そうした基本

的な文献調査法を習った上で、学生は実際にインターネットの大海や図書館という巨大蔵の中を探していく

ことになる。

　そうしたインターネットや図書館での文献調査は、教員の想像以上に初年次生にとって難しいものであ

る。なぜなら、彼らは書籍および論文の論理構成や種類、さらには拡張的な情報検索術を知らないため

に、当たりを付けられないからである。少し具体的に説明しよう。

　書籍および論文の論理構成や種類を知らないという状況は、かなり深刻である。場合によっては、卒論

執筆時になってもまったく分かっていない学生もいる。論理構成面では、先行研究をめぐる整理と批評が

序論や結論に登場しやすいこと、あるいは考察の前提となる史的背景や現状整理が本論冒頭部で行われ

やすいこと、などの論理構成の傾向をまったく知らないのである。他方で、書籍や論文の種類は、書籍につ

いて入門書から専門書までの幅があると知っている初年次生はいても、論文についてはレビュー論文や現

状報告論文といった形で執筆目的や想定読者の異なる論文の形式があることを理解している一年生はま

ずいない。ようするに、書籍や論文に関するメタ知識がないために、大量の書籍や論文を比較し、どれから

読むべきなのか、あるいはどれは読むに値しないのかを判断できないのである21。その結果、初年次生に

文献調査をさせると、検索リストに出てくる大量の情報を前にして困惑し、図書館で在庫のある文献の中か

ら適当に借りるか、せいぜい最新のものに当たる位しかできない22。この状態では、山勘で文献を選ぶこと

しかできないのである。

　それどころか、初年次生はもっと基本的な情報拡張術すら知らないのである。文献調査法の基本技術

という点で言えば、初年次生の中には、刊行年順に最新のものから並び変えるという術があること、あるい

は論文内の全文検索で単語を調べる術があることを文献調査法の講義以前には知らない者もいる。さら

には、文献調査以前の基本的な知の拡張技術という点で言えば、初年次生の多くは検索したい用語をうま

く転換して情報検索の幅を広げられないという問題を抱えている。たとえば、「イギリス」という用語を和語

である「英国」に直して検索し直したり、「足尾銅山鉱毒事件」について調べる場合に「公害病」と一般化
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19　アクティブラーニングにおいては、「学びたくない」や「協調したくない」という意思を含めて、学生の内心を最大限
保障すべきだという意見がある［e.g. 中園　2018：18］。その意見には、筆者も理念としては賛同できる。エキスパー
ト活動時に議論を聞いて消極的にメモするだけ、あるいは度を越えない範囲で脱線話を続けるといった程度ならば、
筆者も内心の自由として承認できる。だが、必修科目である以上は出席不足や大幅な課題未提出の場合には単位を
出せないし、さすがにグループ討論を直接的かつ大幅に妨害する場合には咎めないわけにはいかない。そうしたこと
を考えると、成績評価を伴う拒否不可能な必修科目の中心活動としてアクティブラーニングを据えことは、必然的に
理念と現実の乖離を引き起こすと言ってよいだろう。

20　研究テーマの選択の際に参加者各員の意見が割れるのではないかと想像する方も多いだろう。だが、筆者の過去5
年間にわたる「日本語リテラシーⅡ」の経験からすればたいていは大きな混乱もなく決まる。研究テーマの選択は、①
グループメンバーの高校時代に選択していた社会科の履修状況の確認（＝予備知識の有無）、②ciniiなどの情報検
索サイトにおける当該歴史資料の多さ（＝文献調査のやりやすさ）、③グループ内の多数決（＝強制的に決定しなけ
ればならない時の非常手段）、という3つのプロセスで通常決まる。このプロセスにもグループメンバーの予備知識や
文献量を比較検討する作業が含まれるが、文化祭の出し物を決定するような場面でも見られる比較なので本稿では
わざわざ取り上げることはしない。

21  書籍や論文、あるいはインターネットの情報検索サイトの中には、分析対象の素材としてであれば別であるが、論理
的な根拠として扱うには学術的信用の薄いものがある。そうした学術的信用について、初年次生のほとんどは理解
していない。それゆえに、「日本語リテラシーⅡ」の研究指導では次のような事態が過去に生じた。「ダーウィンによる
『種の起源』の発表（1859年）」をテーマとしたグループが進化論の「一般的な」説明を行う際に、進化論を否定す
る立場を取るキリスト教保守派のウェブサイトの記事を論拠としたり、学研プラスの発行する月刊オカルト紙『ムー』
から進化論を疑った記事に依拠したりするケースがあった。

22 手際のよい文献調査法を身に着けている学生であれば、①最新の論文を数本読んで議論の傾向を掴んで、②そうし
た最新の論文に付された参考文献表の中から自分の論じるのに不可欠な過去の論考に当たりをつける、ことが可能
である。ただし、それは修士論文を執筆する位の段階で徐々に身に着ける水準の技術であって、学部生、ましてや初
年次生には難しいものである。



して検索をかけ直したりすることができないのである。そうした用語を変換したり、拡張したりして情報検

索の幅を広げていくことは、一部の初年次生を除けば自力で気付けないのである23。

　以上に見るように、初年次生は書籍および論文の構成や種類に関する知識がなく、さらには情報検索の

ための検索語を拡張できない。それゆえに、彼らは書籍や論文のリストを入手しても立ち往生しがちなので

ある。この状況を突破するためには、いわば書籍や論文の審美眼というべきものを養う必要がある。そのた

めには、まずは書籍および論文の構成や種類に関する知識を与える一方で、実際に学生に情報検索させる

中で検索語を拡張する必要性があることに気づかせるしかない。その一連の作業に伴うのは、書籍や論文

の一覧の中から「読むに値する」文献を選びだす比較作業であり、情報検索の中で得た知識を比較し関連

する言葉で広げながら文献調査することである。文献調査には、様 な々比較が必須なのである。

４.２	事象の相対化：学術的な比較への第一歩

　「日本語リテラシーⅡ」における歴史研究の目的は、①学生にとって一定の知識があって調査可能な歴史

的事象を発表素材とし［e.g. 高松　2015：12；2018：42］、②歴史を暗記から多様な解釈に開かれたものへ

と変化させること［小田　2015：97］、にある24。こうした歴史考察を通して、初年次生は学術的な比較へ

の一歩踏み出すことになる。

大まかな「日本語リテラシーⅡ」における歴史研究のやり方は、本稿２節２項で既に述べた通りである。改

めて簡単にまとめれば、教員の配布した年表の中から日本史あるいは世界史に関わる事象を一つ選び、そ

の事象にまつわる背景知識を分担して収集し、その収集した情報から何らかの考察を引き出し、最終的に

グループ発表するという流れになる。

　こうした歴史を対象とした研究指導の中で最大の山場となるのは、単に「調べたらこうでした」という報

告で終わらせることなく、考察の軸を立てようと試みる段階である。その考察の軸を立てる際に、全クラス

共通で教員の提案する方法が３つある25。まず、支持しうる歴史解釈について論じる方法である。たとえ

ば、歴史解釈をめぐる論争を選んで、自分たちの調査の結果としてどの解釈を支持しうるのかを意見表明
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するものである。その場合には、論争をめぐる陣営の主張を比較検討し、自分たちの集められる範囲での

資料で自分たちの意見を構築することになる。次に、事象に関わる一点に着目して歴史を再考する方法であ

る。たとえば、ある歴史的事象にまつわる当時の特定の人物や庶民の視点などに絞って、現代における歴

史的理解とは異なる事象理解を深く調べるものである。この場合には、特定の視点を借りることで、既存

の理解と比較することになる。最後に、時間と地域の一方あるいは双方を固定した上で、類似事象との比

較考察する方法である。たとえば、スエズ運河とパナマ運河の設置経緯を比較して大運河建設の歴史的意

義の類似性と違いを考察したり、現代と明治期における米国からの開国要求を比べて相互の類似性と違い

を考察したりするものである。

　こうした３つの推奨される考察手法の選択に関しては、教員用「『日本語リテラシーⅡ』指導要領　

2018年版」の中で積極的なアドバイスすることが認められている26。そのために、「日本語リテラシーⅡ」を

担当する各教員が各グループに対して考察方法を指導している。文化人類学を専門とする筆者自身は、３

つの考察手法の中で最後の比較を推奨している。なぜなら、第一の歴史解釈をめぐる論争に意見を述べる

という考察方法は、先行研究の論争を十分に理解できるだけの読解力のみならず、二次資料の中から論拠

となりうる情報を選び出す審美眼をも必要とするからである。また、第二の手法である事象に関わる一点に

絞っていく手法も、運よく該当する論文や書籍があればいいが、そうでなければわずか一か月の準備期間

で一次資料を探し出すのは難しいからである。ようするに、どちらの手法も高度な文献調査能力を必要とす

るのでなかなか難しいのである。それゆえに、筆者自身は第三の手法である比較を使って当該事象を相対

化し、考察を模索する道を学生に推奨している27。

　「日本語リテラシーⅡ」の研究指導における比較考察の道は、筆者が推奨しているとはいえ、決して容

易ではない。比較考察のためには、①比較対象となる事象を選択し、②その事象を改めて文献調査して、

③事象間の類似性と差異性を比較考察の軸を決めて並置し、④最終的に何らかの考察を引き出す、ことが

必要になる。このプロセスの中で、初年次生にとって比較的難しくないのは、２点目の再文献調査だけであ

る。他の３つのプロセスについては、教員の補助なしにはまずできない。どんな事象と比較したらよいかを

選ぶ際にも、そして比較の軸を立てようと試みる際にも、一定の基礎知識が必要となってくるからである。

さらには、比較の軸を立てることと考察を引き出すこととは、「考察の指針があるから比較の軸が立つ」とも

「比較をした結果として考察の指針が立つ」とも言いうるもので、「卵と鶏のどちらが先か」という議論のよ

うに相互を切り離しきれないからである。
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 23 そのことに気づいた学生が、2018年に担当した筆者のクラスで全30名のうち１名だけいた。当該学生は、研究発表
会を終えた後に出された課題である型作文「研究発表会で学んだこと」の中で、「最初は『アヘン戦争』という言葉だ
けにとらわれていたが、『三角貿易』や『不平等条約』など細かくかみ砕いていくことで、論文や本などの検索数が増
えた」と書いてきている。

24 こうした歴史研究は、一人前の研究者ならば一人で行うものである。ただし、情報検索に不慣れな初年次生の負担を
軽くするために、さらにはゼミナール活動や社会人生活で必要なグループ活動に初年次生を慣らすために、知識構成
型ジクソー法で歴史研究を行わせているのである。

25　以下で説明する３つの方法は、「日本語リテラシー」の担当者の一人である小田義之先生の手になる学生用配布資
料「『日本語リテラシーⅡ』参考資料／幕末明治期の歴史研究」の中で示されているものである。なお、最後に挙げ
られている比較という考察法は、「日本語リテラシーⅡ」の開講２年目となる2015年度までは推奨される方法として挙
げられていなかったが、筆者の提案を受けて2016年度から加筆された［小田　2016：97］。

26　 同指導要領は、「日本語リテラシーⅡ」の担当教員にのみ渡されるもので、一般向けに公刊されているわけではな
い。その指導要領の8頁に、研究指導については「適当に巡回し、研究テーマの絞り込みや研究方法などを積極的に
指導する」と明記されている。なぜなら、アクティブラーニングの手法を採用しているとはいえ、歴史を暗記科目だと
思っている初年次生が教員の補助なしに考察を捻り出すことはかなり難しいからである。

27　会計学者の沼田は、社会科学的な思考を行う際には「他の事象との比較をすることや、その事象に対して立てた仮
説から観察可能な含意（observable implications）を多く引き出すこと」によって、特定事象を特権視しないようにす
る必要があると述べている［沼田　2018：67］。



　ここで、筆者がどのような比較考察の道を実際に提案したのかを少し紹介してみよう。以下の表３は、

2018年度に筆者の担当した「日本語リテラシーⅡ」のクラスで選択された歴史事象であり、さらには研究発

表会時点の題目と筆者の指導した比較考察法である。

　表３から分かるように、各グループは異なる歴史的事象に関して、各々の比較考察法を取っている。これ

らの比較考察法は、学生が筆者の示唆を踏まえて、自分たちで実際に先行研究の量を確認し、その上で否

応なく「選択した」ものである。なぜなら、学生たちは筆者の提案を拒否する権利を有していたとはいえ、

「調べたことを報告しただけで終わりにしない」ための他の考察法を筆者の提案からの類推で思いつけな

かったからである28。

　その結果として、筆者の担当したクラスでは、全グループが筆者の提案を結論の指針とすることになっ

た。こうしたやり方に対して、教員による「強制」だという批判もあろう。ただし、そうした「強制」された比

較考察の中であるとはいえ、学生たちは高校までの暗記型勉強と、大学における考察中心の研究との違

いに気づいていくのである。たとえば、2018年度に筆者の担当した「日本語リテラシーⅡ」の履修者の一人

は、「白虎隊という一つの物語を持つ歴史を文献や論文を追って紐解くのは困難であったが、一つの筋の

通った考えを導き出せたときはうれしさが込み上げてきた」と感想を書いてきた。これとは対照的に、「今ま

でに日本史を学んでいたのとは異なり、今回は自分で論文などを調べるという点で難しさが現れた」と述べ
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て、研究への不安を訴えてきた履修者もいた。

　研究発表をめぐる感想は履修者ごとに異なるが、いずれにしても全ての学生が歴史考察を通して高校に

おける暗記と大学における考察の違いを実感していくことになる。そうした歴史研究における考察の中核

に来るのが、比較なのである。教員側の示唆する考察法は、①歴史解釈をめぐる論争に対して意見を述べ

る、②事象に関する一点に着目して掘り下げる、③時間的あるいは空間的に類似した事象と比較する、の３

つである。そのすべての考察法で必ず比較作業を伴うが、そのことは特に最後のもので顕著である。いず

れの考察法を取ったとしても、学生は研究発表の準備をする中で比較考察の不可欠性を理解していくので

ある。

4.3	視覚的な情報提示：比較軸の明確化

　本稿２節で述べたように、「日本語リテラシーⅡ」の研究発表においては配布資料なし、さらにはパワー

ポイントのスライドだけで発表を行うことになっている。それゆえに、視覚的に見て一発で分かるように情

報提示をする必要がある。そこで課題となるのが、スライドを「パッと見て分かる」形で情報を整理し提示す

ることである29。だが、それが最初から出来ている学生は限られる。特にリハーサル段階では、研究発表の

考察において時代比較や事象比較をテーマにしているにも関わらず、一見しただけでは「何と何を比較して

いるのか」がすぐには分からないスライドが相次ぐことになる。「パッと見て分かる」ようなシートになってい

ないとは、どのようなものであろうか。以下では、2018年度に筆者の担当したクラスの学生が作ったシート

の事例を見ながら、筆者がリハーサル時にどのようなコメントをして比較を明確化するように指導したかを

見ていく。

　まずは、リハーサル段階から完成度の高いシートを見ていこう。図２を見て欲しい。図２の上部は「アヘン

戦争」をテーマに発表したグループの経緯紹介をしたシートものである。こちらは、対立構造も時間的経過

も一目で分かるだろう。他方で図２下部にあるシートは、「白虎隊」をめぐる歴史的認識の変遷を扱ったグ

ループの「白虎隊神話」の概要を示したものである。このシートは、長い文章を使わずに端的な言葉だけで

構成されており、対比軸も明確で、さらには単なる表ではない矢印型の枠を使っていてデザインの工夫もあ

る。図２に示した２枚のシートは、もう一定水準に達していると言ってよい。実際に、筆者も「そのまま本番

で使って構わない」とコメントした。
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表３：筆者の担当した2018 年度「日本語リテラシーⅡ」のクラスにおける研究発表テーマ

選択した歴史事象 研究発表会の題名 最終的な比較考察法

1 「日本医学の近代化」
蛮社の獄
（1839年） 漢方医学と蘭方医学の連続性と差異

2 「アヘン戦争：日本と中国の比較」
アヘン戦争勃発
（1842年）

アヘン戦争をめぐる
日中の外交・国内状況の違い

3 「幕末から現代にかけての
新撰組の変化」

新撰組の池田屋襲撃
（1864年） 新撰組に対する評価の歴史的変化

4 「白虎隊をめぐる史的評価の変遷」
白虎隊の自刃
（1868年） 白虎隊に対する評価の歴史的変化

5 「イタイイタイ病と足尾鉱山鉱毒事件
のその後の対策の差異」

足尾鉱山鉱毒事件の
顕在化（1890年）

足尾鉱山鉱毒事件が
後の公害病対策に与えた影響

6 「日清・日露戦争の検証」
日露戦争勃発
（1904年） 日清・日露戦争の共通点と相違点

28　「蛮社の獄」を研究したグループは、当初は渡辺崋山や高野長英の芸術活動に注目し、「幕末から明治初期の芸
術」で研究しようとしていた。だが、そうした先行研究が少ないために、調べただけで大した考察もできずに終わって
しまうことが危惧された。そこで筆者が提案したのが、「蛮社の獄」で捕らわれた蘭学者たちの関心の一つである蘭
方医学に着目し、漢方医学との連続性と差異を考察する道であった。

29　「日本語リテラシーⅠ」の聴き方指導では、報告書を作成する際に「パッと見て分かる」ことを追求せよと全クラスで
学生に指導している［上村　2016：126］。その事実からすれば、パワーポイントのシートでも報告書と同様に「パッ見
て分かる」ことが大事だと、学生が類推できてもおかしくはない。だが、それを何も言われずに出来る初年次生はごく
一部である。
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　こうしたシートばかりであれば教員は楽なのだが、現実には大半が問題を抱えている。ここでは多少工夫

が見られるとはいえ、問題があるシートの例をいくつか見ていこう。まずは図３を見て欲しい。これは、「足

尾銅山鉱毒事件」を研究テーマに、「イタイイタイ病」と比較して日本における公害対策の変化を考察した

グループのシートである。図３の上部は、リハーサル段階のものである。シート単体で見れば、比較的コンパ

クトに情報をまとめていて、見やすい方の部類のものである。ところが、リハーサル段階では、「足尾銅山鉱

毒事件」と「イタイイタイ病」の各々の「発生後の対応」を別々のシートで示しただけで、両者を比較対応す

るシートを作成していなかったために何のために比較をしたのかが分からない状態になっていた。そこで

筆者は、「両公害病の『発生後の対応』を一枚のシートの中で比較軸を決めて表にし、違いを一目瞭然に

した方がよい」とアドバイスした。そのアドバイスを踏まえて、当該グループが研究発表会当日に作り直した

シートが図３下部に示したシートである。

　もう一つ同様の例を挙げておこう。図4を見て頂きたい。これは、「日清戦争」を研究テーマに、「日露戦

争」と比較することによって考察を試みたグループのシートである。図4上部のシートは、文字情報だけと

はいえ、一枚のシートの中に比較軸を立てて相違点をまとめようとしている。その意味では、図３上部のも

のに比べれば、リハーサル時のシートとしては上出来である。ところが、最終的に縦軸にした「日清戦争」と

「日露戦争」という単語が何度も登場することが、対比を掴みづらくしている。そこで筆者は、「表にすれ

ば、縦軸に『日清戦争』と『日露戦争』という単語を一度出すだけで済む」とアドバイスした。その結果、
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図２　リハーサル段階から出来のよかったシートの例
（上は「アヘン戦争」、下は「白虎隊」をテーマにしたもの）

図３：リハーサルから大幅に改善されたスライドの例①
（「足尾鉱山鉱毒事件」と「イタイイタイ病」の比較）

図４　リハーサルから大幅に改善されたスライドの例②
（「日清戦争」と「日露戦争」の比較）



当該グループはリハーサル時のシートにあった情報を単に表にするのみならず、別の相違点も表に組み込ん

できた。図４下部の発表会のシートと、上部のリハーサル時のものを比べれば、比較精度の点でも、情報量

の点でも、見やすさの点でも大幅に改善されたのが分かるはずである。

　このように、初年次生の多くはパワーポイントのスライドを作成する際に情報をコンパクトにまとめること

を苦手としている。彼らは歴史研究の文献調査に追われてしまって、情報をいかに「パッと見て分かりやす

く見せる」ことにほとんど気を配れなくなるのである。そのために、考察の手法として比較を折角導入して

も、情報提示の仕方として比較を分かりやすく見せられないのである。研究発表の中で初年次生に学んで

欲しいのは、考察としての比較のみならず、情報提示としての効果的な比較技法でもあるのである30。

　　５．書き方指導の比較：
　　　		構成模倣、構造主義的な比較考察、比較軸の意識	、自説の位置付け

　このように、「日本語リテラシーⅡ」の履修者は、日本史あるいは世界史という既に馴染みのある知識

の中で比較考察の作業を実体験するのである。その経験の上で、「日本語リテラシーⅡ」の最終単元であ

る書き方指導に入ることになる。書き方指導においては、学生に様々な形で比較や対比を意識的に行わ

せる。それを以下で具体的に見ていく。

5.1	構成模倣：真似るという対比作業

　「日本語リテラシーⅡ」の書き方指導では、学生は「接続詞導入法」という形の文章作成法の講義を

最初に受けることになる。その中では、大まかに論理展開を決める接続詞を事前に配置しておくことに

よって、想定外の方向に反れぬことなく文章を最後まで書き切るための訓練が施される［高松　2016a：

148］。
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30　リハーサル時に教員のアドバイスを聞いて、あるいは研究発表会における「分かりやすい」グループのシートの特徴
を自分なりに分析して、キーワードだけをスライド化することの、あるいは表にして情報提示することの効用を理解す
る学生もいる［e.g. 小田　2015：96］。ただし、そうした学生はごく一部である。大半の学生は、「研究発表会で学ん
だこと」という型作文の中で、「前を向いて話す」あるいは「発音明瞭にゆっくり話す」といった発表の外的パフォー
マンスを指摘するか、グループ活動の困難さや意義に触れるかに留まる。

図５：構成模倣のお手本（上図）、および比較的出来る学生の作例（下図）

＜お手本＞

　「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」といわれている。つまり、 天が人間
を生みだしたときから、万人はみな同じ地位・資格を持ち、生まれながら平等であると
いうことだ。尊いとか賤しいといった身分上下の差別などない。――（中略）――
　しかし、 広く人間社会を見渡すと、賢愚・貧富、さらに貴族や身分の低い人など、
人間の暮らしには、まさに雲泥の差がある。
　なぜなのだろう。
　その理由は、 まことにはっきりしている。『実語教』という修身の本には、「人、学ば
ざれば智なし、智なき者は愚人なり」とある。
　つまり、 賢人と愚人の違いは、学ぶか学ばないかによって決まるのである。

※実際の文章はここで完結しているわけではないが、今回真似るのはこの部分まで。
※□で囲んだ接続表現は様々に変化し、省略されることも。
　課題では適切な接続表現を用いるように！

半信半疑の心持ち

　「人を見たら泥棒と思え」ということわざがある。人間は自分のためなら平気で嘘を
つくことや盗んだりするため、疑ってかからなくてはならない。つまり、他人を軽々し
く信用してはならないという意味である。
　しかし、他人の信用なしでは社会の構造が成り立たない。銀行での貸し借りは行われ
ず、法的な手続きでさえも市役所には任せられない。すべてにおいて自給自足の生活を
自ら強要しなければならない。このような非効率的な社会では経済が回るはずもない。
　例えば、「渡る世間に鬼はない」ということわざにもあるように、世の中には人情の
厚い人もいる。実際、私たちの人間関係は、友人や恋人、同僚など疑わずして付き合い
を行っている人が大勢いる。さらに他人同士でさえも、買い物の際は大抵の場合疑いも
せずに購入している。これは、法律の下において信用があるからこそ成り立つものであ
る。また、その信用とは短期間に生まれるものではなく、少しずつ蓄積していくもので
ある。そのため私たちは日常的に人間を見る目を養い、信用できるか否かを段階的に判
断している。
　ゆえに、「泥棒と思え」とは人間不信になれという意味ではないだろう。世の中には
詐欺師や泥棒など他人を欺く人もいるため、人と会う際は観察力を大いに発揮し、時間
をかけて性格や行いを見極めなければならない。そのために他人に対してすぐさま信用
を与えてはならないという意味である。つまり、最初は疑ってみることから始め、徐々
に人を見極めていくことが必要であるということである。　（全 632 字）
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かって、グループ討論を重ねていく作業である。

　そのグループ討論の最初に来るのが、初年次生に課すには珍しい考察である。それは、「『研究する』に

関わる５つの動詞（①学習する、②理解する、③記憶する、④調査する、⑤研究する）の目的語に来る情報

の性質を比較考察し、各動詞が相互にどう関連しているかを議論しなさい」というものである。

　このグループ討論の背景にあるのは、構造主義的な発想である。言語学者フェルディナン・ド・ソシュー

ルおよび彼の影響を受けた音韻論者たちは、記号や音韻は単体で生まれてくるのではなく、相互に対比さ

れた２つ以上の記号や音韻のセットの形で一挙にシステムとして誕生すると考えた［e.g. 高松　2006：47-

48］。たとえば、音韻論においては、図６の左図に見るような母音の三角形のように、aとiとuという音が最

初に同時に弁別されて、その後に中間音としてeとoという音が誕生したと考えられた。この考え方と同様に、

記号もまた同時にセットで誕生してきたのだと、後の構造主義者たちは考えたのである。たとえば、「右／

左」、「男／女」といった対概念が典型である。そのように、「複数の記号のセット」が同時に発生するとい

うのが記号をめぐる構造主義的な発想の基本である。

　その構造主義的な発想を踏まえれば、「学習する／理解する／記憶する／調査する／研究する」という

動詞は異なっている以上は相互に弁別されているはずである。その弁別を深く考察させることによって「研

究する」ことの特異性を学生に理解させようという目的からなされるのが、「日本語リテラシーⅡ」の最初の

グループ討論である。
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　こうした「接続詞導入法」に入る前に、最初に教員が講義を行う。その中では、「日本語リテラシーⅠ」で

教えていた型作文の有効性と限界を教える。具体的には、型作文における「序論‐本論‐結論」という論理

的な型自体は今後もずっと有効である一方で、「日本語リテラシーⅠ」の型作文では本論において３つの理

由を並置するだけで大きな論理展開をさせられないという問題を抱えていたことを教える。その上で、大き

な論理展開をするためには様々な接続表現を使っていく必要があることを教える。その際に、代表的な論

理展開の技法として、①比較と対比、②具体と抽象、③比喩、④因果関係、⑤論理的帰結、の5つを教えて、

各々の具体的な表現例も示していく。

　そうした講義を踏まえて、大きな論理展開を伴った文章を書かせる訓練に入る。その際には、いきなり初

年次生が自力で大きな論理展開をすることは難しいので、まずは一定の論理展開を伴った文章の「構造」

を模倣して、ヴァリエーションを作らせることを授業外課題で行わせる。その際に用いられる論理構造が、

図5の上部に見るように、福沢諭吉『学問のすすめ』冒頭の「天は人の上に人を造らず」からはじまる有名な

部分である。

　『学問のすすめ』冒頭を模倣させる理由の一つには、読み方指導で当該書籍の初篇を読んだという事

情もある。だがそれ以上に大きな理由は、①何らかの言明を引用して詳しく解説し（「つまり」という語を使

う）、②その限界あるいは反例を挙げて（逆接の接続詞を使う）、③その理由を考察し（理由の接続詞を使

う）、④最初に挙げた言明をめぐる理解を深化させる（帰結の接続詞を使う）、という簡明でありながらも

しっかりとした論理構造を当該箇所が持っているからである。その論理構造をなぞらせることで、初年次生

に論理展開への第一歩を踏ませるのである。

　この『学問のすすめ』の冒頭部を真似るという授業外課題は、「最初の言明についての理解を深化させ

る」という部分以外は多くの初年次生にとってやりやすい。なぜなら、学生は論理展開には頭を悩ませるこ

となく、お手本となっている福沢の論理構成をなぞればいいだけだからである。比較的出来る学生であれ

ば、図５の下部のような作例を作ってくる。

こうした構成模倣は、「真似る」という古くから存在する教育法に拠るものである。ただし、日本における古

典的なやり方である「芸を盗め」とは違って、教員が学生に明確に意識すべき接続詞や論理展開について

具体的に指示を出す。そうした明確な指導論理に基づいた模倣の中で、学生は意識的にお手本である『学

問のすすめ』冒頭部の論理展開と見比べながら、同じ論理構造の別の内容を捻り出していく。その作業を

通して、学生は理由を３つ並置するしかできない導入的な型作文から抜け出して、複雑な論理構造の世界

へと足を踏み入れていくのである。

5.2	構造主義的な比較考察

　以上のような「接続詞導入法」の講義、そして構成模倣文の実習を踏まえた上で、「日本語リテラシーⅡ」

の書き方指導はメインの作業に入っていく。それは、「大学の置かれた現状を論評し、それにまつわる自

分自身の課題を見つけて、残る大学生活に対する学習見通しを述べよ」という2000字以上のレポートに向

図６：母音の三角形、および「日本語リテラシーⅡ」の考察

 

 

 

  



　ただし、こうした構造主義的な発想で動詞「自体」を考察することは極めて抽象的であり、初年次生には難

しすぎる。そこで「日本語リテラシーⅡ」では、各動詞の目的語に来る情報の性質を相互比較することによっ

て、当初の議論の目的を達成しようということになった。なぜなら、「学習する／理解する／記憶する／調

査する／研究する」という動詞はすべて目的語を要求する他動詞だからであり、動詞の目的語に来る情報に

ついて考えることは動詞自体を抽象的に考えることに比べれば初年次生にとっても難しくないからである。

　たとえば、大半の小学校入学者にとっては未知の情報であるが、大学生にとっては既知の情報である

「九九」で考えてみよう。大学初年次生にとってみれば、「九九」は学習済のものであり、既に理解し記憶し

ているものである。それゆえに、「九九」は通常であれば改めて深く考える必要はない。ところが、小学校

高学年生の「九九」の理解度について国際比較の調査をする、あるいは「九九」の効率的な教授法を研究

するといった形であれば別である。同じ「九九」でも、それをめぐる情報の性質が変われば調査や研究の

対象になりうる。

　このように考えていくと、「学習する／理解する／記憶する／調査する／研究する」の目的格に来る情報

の内容が重なり合いながら、ずれていることが分かるだろう。そのことを図示するならば、図６の右図にな

る。これは、本稿1節の表１で示したベンズ型の考察である。

　このような形で「学習する／理解する／記憶する／調査する／研究する」の目的格に来る情報の内容を

比較しながら「研究する」という行為の性質を考えていくことは、初年次生にとっては手探りのものとなる。

なぜなら、一方的に知識を教授されるだけの従来の学習とは

違って、まったく馴染みのないものだからである31。そのために、学生たちは四苦八苦しながら比較考察し

ていくことになる。その結果として、暗記では済まない考察には比較が不可欠であることを研究指導に続い

て実感していくのである。

5.3	比較軸の意識：マトリクスの作成

  こうした「学習する／理解する／記憶する／調査する／研究する」という動詞の比較考察に続くのが、日

本における学校制度の内容比較である。具体的には、学生は「小中学校／高等校／専門学校／大学の教

養課程／大学の専門課程」の各々の制度内容をエキスパート活動で考察し、それら５つの教育制度の連続

性と断絶性をジクソー活動の中で比較考察する。

　その５つの教育制度の比較考察は、直前にやった５つの動詞の比較考察に比べれば易しいものである。

なぜなら、少し調べてくれば教育制度の内容はすぐに分かるからである。特に、小中学校、高等学校お
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よび大学の教養課程は自らの通ってきた道であり、初年次生は実体験として物語ることも可能である32。

しかしながら、容易なのは各学校制度の単体として内容を描くという段階までである。初年次生にとっての

問題は、学校制度間の比較である。

　その比較が初年次生にとって難しいのは、歴史研究を通して比較軸を立てることの重要性を理解してい

るにも関わらず、その作業を自力でできないためである。実際に、エキスパート活動では「小中学校／高等

学校／専門学校／大学の教養課程／大学の専門課程」について様々な内容が挙げられるが、ジクソー活

動の中では相互報告をした後に比較軸を立てることもなく考察をしようとする。そうなってしまうことを防ぐ

ために、筆者は授業外課題を出す段階で「教員資格」、「授業選択」といったいくつかの比較軸を与えてお

いて、それらをエキスパート活動のすべてのグループで共通して内容を検討させておいて、その共通する要

素でジクソー活動の際に比較軸を立てられるように指導している。

　こうした比較軸を立てるという行為は、本稿1節で述べた知識構成型ジクソー法の「マトリクス型」の解

法に不可欠なものである。小清水ら（2018）の言う「マトリクス型」の解法では、相互の共通点と相違点を

踏まえて、利点や欠点を考察することになっている［小清水ら　2018：92］。その共通点と相違点を比べる

には、どうしても比較軸を立てることが前提になる。比較軸は、情報を集めた結果として立つこともあれば、

うまく情報を集めるために事前にある程度予想して立てておいた方がよいこともある。そのいずれかを決す

ることは難しい。だが、比較軸を意識して情報整理を試みなければ、まともな比較が出来ないことは確実で

ある33。その事実を、そしてその難しさを、初年次生は「小中学校／高等学校／専門学校／大学の教養課

程／大学の専門課程」の比較考察の中から学んでいくのである。

5.4		自説の位置付け：先行研究との比較

　「日本語リテラシーⅡ」では、このような日本における教育制度の比較を踏まえた上で、より詳細な教育

内容についての議論をもう一度させる。その際には、エキスパート活動の中で、「小中高、専門学校、大学

における学びの違いは何か」、「（大学以外の教育との類似や相違を踏まえて）大学教育とはいかなるもの

か」、「大学教育に関する識者の様々な意見」、「理想の大学教育とはいかなるものか」、「大学生の理想

的な学習と学習実態」の５つの課題に分けて議論をさせる。その議論をジクソー活動で最終的に総合し、

「自分たちは大学で今後いかに学び続けるべきか」についてグループ全体の見解を出すことになる。

　ここまで来た段階で「日本語リテラシーⅡ」の履修者は、ようやく「大学の置かれた現状を論評し、それ

思考基盤としての比較の導入法 （上村）

ー 27   ー

31　「日本語リテラシーⅡ」の書き方指導におけるグループ討論は、盛り上がりに欠ける。その理由は、あまり経験した
ことのない比較考察を自分たち主体でやることに学生が不安を覚えるからである。さらには「自らの大学生活におけ
る学習設計をする」という最終目的が、学生からすればお説教じみているからである。それゆえに、学生は気乗りせ
ずに議論をすることになる。

32　ただし、専門学校、および大学の専門課程は別である。大学の初年次生にとって、前者はまったく知らない異世界
であり、後者はまだ深く分け入っていない世界だからである。

33　筆者は、「日本語リテラシーⅡ」の開講初年度の2014年度には学生に何も言わずに授業外課題をやらせていた。と
ころがそれでは、エキスパート活動の内容がバラバラで、ジクソー活動における比較考察がうまく機能しないことが分
かった。そこで筆者は、2015年度からジクソー活動において比較考察する際には「マトリクス型」で表にして情報を整
理するように指導し、2016年度からはエキスパート活動の前提となる授業課題で「全員に共通する比較軸」をいくつ
か出しておくようにした。結果的に、ジクソー活動の際に最低限の比較考察が進むようになった。



にまつわる自分自身の課題を見つけて、残る大学生活に対する学習見通しを述べよ」という2000字以上のレ

ポートの執筆に取りかかることになる。その際に一番の課題になってくるのは、自説の位置付けである34。

　自説を位置づけることは、様々な識者の意見や先行研究との対比において自分の立ち位置を示すことで

ある。そのためには、的確な文献調査が必要になってくる。「日本語リテラシーⅡ」の履修者は文献調査法

を歴史研究の中で学んでおり、既に識者の意見を集める技術を未熟ながら持っている。また、ここまでの

書き方指導におけるエキスパート活動やジクソー活動を通して、比較によって情報整理をしていくことも学

生はよく理解している。　

　とはいえ、自らの立ち位置を定めて説得的に正当化することは、大学入学までに「学習とは暗記である」

と思い込み続けてきた初年次生にとって容易ではない。なぜなら、自分の立ち位置を決めることに唯一の

正解はないからであり、様 な々識者の意見や先行研究に目を通しながら自らの立場を決めていく他ないから

である。この容易ではない作業に、最終レポートを執筆する中で「日本語リテラシーⅡ」の履修者は向き合

うことになる。

　もちろん、書き方指導における最終レポートを執筆しただけでは、初年次生が引用を使って自説を正当

化する技術を完全には覚えられない。その技術は、今後の大学生活をずっと通して課題になる。とはいえ

高崎経済大学経済学部の初年次生は、「日本語リテラシーⅡ」における様々な考察を通して比較の必要性

や技術に触れた上で、自説を位置づけるという論文執筆に不可欠な比較技法に最終的に辿り着くのであ

る。その結果として、「思考にとって比較は欠かせない」ことだけは十分に理解していくのである。

　　おわりに

　本稿では、大学初年次教育において思考基盤としての比較を焦点化する必要性を論じた上で、そうした

比較を様々に取り込んだ一つの教育事例として高崎経済大学経済学部の「日本語リテラシーⅡ」を取り上

げてきた。同科目の中で様 な々比較がどのような形で組み込まれており、各々の比較が初年次生にとってど

のような点で難しいのかを見てきた。そうした高崎経済大学の「日本語リテラシーⅡ」の例を描き出すことを

通して、同科目における教育法が唯一の正解ではないとはいえ、初年次生の論理的思考力や問題解決力を

鍛えるためには比較を焦点化した方がいいという点だけは改めて明確にできたはずである。

　その上で、本稿の抱える課題を２点ほど指摘しておきたい。まず、比較という語の適切性である。次に、

比較の質である。

　第一に、比較という語の適切性である。筆者は、論理的思考力や問題解決力の基盤となる技術を「比

較」という語でまとめて論じてきた。そのやり方には異論を挟む方もいるはずである。たとえば、社会批判

のための相対化、新たな価値創造のための相対化、さらには日常的な問題は悪のための比較を、「比較」
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という一語の下にまとめてしまってよいのかという疑問が当然のことながら出てくるはずである。換言すれ

ば、新自由主義的な経済活動を推進するグローバル企業を批判することと、そうしたグローバル企業の新し

い利益を生み出すために商品開発をすることと、機械の故障に対応するために正常時と現状と比較するこ

とは、一緒くたにできないのではないかという疑問である。その疑問は極めて正当である。ただし、そうし

た相対化や比較が異なってくるのは目的や用途においてであり、その作業過程において比較考察が必須で

ある点は変わらない。その事実を初年次生にシンプルに伝えるためには、「比較」という一語でまとめて基

本技術として教えていって教育法を精緻化していった方がよいのではないかと筆者自身は考えている。そう

することによって、「クリティカルシンキング」や問題解決力に共通する基本技術は何かを初年次生にも分か

りやすく伝えて、彼らが思考力を意識的に鍛える道を示せるからである。

　第二に、比較の質の問題がある。比較さえすれば自動的に素晴らしい思考になるかといえば、そういう

わけではない。比較は、常に質が問われる。たとえば、人文・社会科学の中で悪しき比較の例として挙がっ

てくるのが、社会発展度と肌の色を比較し関連させることで白人を最も優れた存在とし優位として位置付

けて、そのことによって植民地支配を正当化してきた人種ヒエラルキーの発想である［e.g. ハンら　2017：

147］。そうした人種ヒエラルキーの発想が、現代からすれば問題含みの比較であったことは間違いない。

それと類似した議論は今なお巻き起こる。2019年には、遺伝子研究のパイオニアで、ノーベル賞の受賞歴

があるジェームズ・ワトソン博士が、白人と黒人の知能検査の平均値差には社会的要因だけではなく遺伝

要因もあると発言して米国で物議を醸した［New York Times　2019］。そうしたワトソン博士の発言に対

する批判の声は、そもそも人種差別を助長する可能性のある比較考察を公開すべきではないというもので

あった。では、人種と何らかの社会指標を関連付けて考察してはいけないかと言えば、そう簡単ではない。

たとえば、米国商務省経済統計局の機関が人種と貧困率（poverty rate）を結びつけた統計調査を2018年

にも公開している［Fontenotら　2018：14］。その調査結果は、人種間の平均的な所得格差を解消する政

策を打ち立てるための素材となっていくものである。つまり、比較考察の引き起こす社会的影響によって、

人種と結び付けた比較考察に対する評価が変わってくるのである。

　こうした比較と社会的影響の例に見るように、人文・社会科学においては良い比較と悪い比較がある。

社会的影響の及びづらい自然科学においても、実験の手続きや考察として適切な比較と不適切な比較はあ

る。つまり、比較は単に行えばよいのではなく、その質をも視野に収めて行う必要がある。そのことを学生

に教える必要があるが、「日本語リテラシーⅡ」のわずか15回の講義では伝えきれない。比較をするだけで

はなく比較の質までをも初年次教育で教える事項に含めるべきか、あるいはそれ以降の専門教育における

課題とすべきなのか。そのことは、初年次教員の担当者が一度きちんと考え直すべきことであろう。

以上のような２つの課題が、本稿には残されている。だが、少なくとも比較を焦点化して初年次教育を見詰

め直すことが、初年次生の思考力の成長に寄与しうることは示せたはずである。「比較」という言葉でまと

めるか否かについては、確かに課題として残っている。とはいえ、初年次生にとって暗記から考察へという

学習転換の基軸となる技能を、今以上に初年次生に分かりやすく伝えるための改革をする必要性は全国の

大学であるはずである。その改革に本稿が少しでも資するように、願ってやまない。
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34  自説の位置けは論文執筆の必須作業であり、引用を必要とする［高松　2016b］。だが、大学初年次生の多くは引
用方法どころか、なぜ引用する必要性があるかさえも分かっていない。そのために、彼らには引用からではなく、説得
的正当化の必要性にまで立ち戻って教えなければならないのである［上村　2018：265-271］。
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