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Why don’t students 
like learning at 
school?  

The Willingham thesis  

 

第 1 章 なぜ学校での学びが嫌われるのか？ウィリンガムの問い 

 「なぜ子どもたちは学校が好きじゃないのだろうか？」アメリカ・バージニア大学の認知心
理学教授ダニエル・ウィリンガムは2009年に出版した本でこう問いかけた。この単純な問いに
答えようとすると、人についてや学びについていろいろ考えさせられる。 
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	 実は、ウィリンガムは子どもたちが学校を本当に嫌っていると言っているわけではない。現

に子どもたちが学校を嫌っていることを示す証拠もない。このことは1920年代に初めて行われ
た調査以来よく知られていることである。このことは今もほとんど変わらない。子どもたちに

「学校がどれくらい好きか」を2, 1, 0, -1, -2の５段階で評定してもらう調査をすると、平均は1
と0の間くらいになる。 

	 もちろん、回答には幅があって、10−20パーセントくらいはマイナスにつける。それでも、平
均すると1から0の間になるということは、子どもたちは学校がそう好きでもないが、嫌いで
もないのである。嫌な時もあったとしても全体としては良い経験をしているようだ。学校には

多くの利点もあり子どもたちとって重要な生活の場になっている。そこで、総合的にはやや肯

定的な評価になるわけである。 

 

核心を突いた問い 

	 それでも、ウィリンガムのこの問いは核心を突いたものである。教師たちは、生徒に考えて

もらいたいと思い、いろいろ工夫した教材や刺激的な体験活動を時間をかけて用意する。しか

し、それにもかかわらず生徒たちは思ったほど興味を示さないことが多く、教師たちはしばし

ばがっかりさせられる。それだけでなく、こうした生徒たちの無虚力無関心は、教師にストレ

スを与え、仕事への情熱を削ぐことになる。さらには、燃え尽き症候群などの要因にもなって

いる。 

	 時間と労力をかけて準備した教材が、それに見合うだけの反応を生徒から引き出せないとき

の教師の失望は大きい。特にまだ教師に成り立ての場合には試練となるだろう。教師もまた人

間であり、生徒からの反応に左右される。生徒からのフィードバックは教師のやる気に影響す

るし、それにどう対処するかが将来いい教師になれるかにまで関わる。教師になるためにはそ

れなりの苦労をしてきているわけであり、誰もが「教師になって良かった」と思いたいと考え

ているはずだ。 

	

子どもたちはもっと学校が好きなはず？  

	 ウィリンガムの問いかけをこう言い換えてみよう。「なぜ学校での学びは、多くの子どもた

ちにとって嫌なことなのか?」この本の読者は学校が好きだったはずだ。私たち教育に関わる者
は皆この「ゲーム」がどんなものかがわかっていて、それを楽しんだものだ。つまらない作業

と感じるものもあったが、だからこそ教育に関わるようになった私たちはそうした作業をもっ

と楽しいものに改善しようと励んでいるのだ。だから、今の子どもたちはその恩恵を受けてい

るはずである。学校は、昔に比べてもっと刺激的で楽しいものになっているはずなのである。 

	 単純に見える質問には多くの答えが隠されているものである。たとえば、学校を好きになる

かどうかは、性格や友達の存在などの多くの要因が関係する。学校では友達との社会的な交流

などの多くの利点がある。だから、学校はいいものなのだと、学校教育に携わるものは考えが

ちで、こうした考えが誰にでもあてはまると思ってしまうのだ。 
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	 親の影響も無視できない。例えば、学校で積極的に活動することを推奨する母親の子どもは

「学校を楽しい」と回答しがちであるという調査結果がある。母親のこうした働きかけは、学

校側の方針とも合致していることも一役買っているようだ。他にも、女子は男子よりも学校が

好きであり、できる子のほうがそうでない子よりも好きだと回答することが多い。学年進行に

伴って、一時的にやや落ち込みがあっても、多くの場合はまた好きになっていくものである。 

	

学校では子どもたちに考えさせようとしている  

	 しかし、ウィリンガムの答えは「ヒトの脳はもともと考えることが嫌いなのだ」というもの

である。これは、一見、ヒトの特性と矛盾しているように思える挑発的な主張である。一般に

は、考えることはヒトの重要な特徴の１つとされる。現に、人はいつも考えているではない

か。考えることヒトと他の動物を区別する重要な特徴である。ヒトは考えるために大きな脳を

持って生まれてきているのではなかったのか？だとすれば、考えることは楽しいはずである

し、少なくとも役に立つことのはずである。考えることでいろいろなことができるようにな

り、問題を解決でき、その成果を誇らしく思うではないか。 

	 ところが、認知心理学者の多くは「考えることあまり楽しいものではない」ということを認

めている。本書の第30章で紹介するように、脳はシステム1とシステム2という2つのモード
で働くことがわかってきた。考えることはシステム2でなされるのだが、このシステム2はう
まく働かず、働いた結果も期待通りにならないものなのである。 

	 では、なぜ「考えることは楽しくない」のだろう? 認知心理学者はこう説明する。まず、考え
るためには努力が必要である。努力を嫌うことは怠けることではない。ヒトは生きるために知

力や気力などの認知的資源を使うが、この認知的資源は限られたものであり、無駄なく有効に

使う必要があるのである。ところが、努力は認知的資源を浪費するものだ。そこで、人は目標

に合わせて努力や意欲をバランス良く使おうとするのである。これはまた「自己効力感（＝ど

れだけ成功できそうかの自信）」とも関係する。だから、他人に努力するよう求めることは簡

単にすべきことではない。そうした要求は、今その人が持っている他の欲求とのバランスをと

りながら、それなりのコストを払うことを求めることだからである。使える認知的資源は限ら

れているが、考えることはその資源を短時間にかなり消費してしまうことである。だから、考

えるよう言われても考えないのは、怠けたいからというわけではない。そこでは、大事な認知

的資源を節約しながら使おうとする「経済的な」決断がなされているのである。 

	 実際、考えても良い結果がえられるかどうかはわからない。そんな不確実なことに、大切な

資源を使うのは得策ではない。認知的資源は限られていて節約しなければならないのだ。だっ

たら、うまくいく保証がないことに資源を浪費しないほうがいい。うまくいかないことに挑戦

して失敗するよりもしない方がいい。子どもたちはこう考えて「考えるよう」に言われても考

えないほうを選んでしまうのである。 

	 失敗を避けようとすることは、成功や報酬を求める動機よりも数倍強い。このことは、「(a) 
人はリスク回避的」であり「 (b) 良いことよりも悪いことを重視する」という2つの認知的原
理として広く認められている。  
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知識を活用することの難しさ 

	 知識には「活用されやすさ」に違いがあるという興味深い知見もある。目の前の課題を解決

するために、知っていることがすべて活用できるわけではない。考えるためには長期記憶にあ

る知識をうまく活用しなければならないが、「活用されやすさ」に違いがあるために、活用さ

れやすいものばかりが思い出されてしまうのである。そこで、肝心の知識の活用ができない

と、課題解決がうまくいかず、自信ややる気を失くしてしまうことになる。 

	 適切な知識が活用できないことは不快なことなので、そうした嫌な経験は、その後の「知識

の活用されやすさ」に大きく影響する。社会心理学者のノーバート・シュワルツは、知識の活

用されやすさが奇妙な効果を生じさせることを報告している。シュワルツは、過去の出来事を

思い出す（＝活用する）ことが、その後の判断に影響することを実験で検証した。被験者の半

数には「自分が積極的に行動した事例」を6件、残りの半数には倍の12件思い出すように求
め、その後で「自分がどれだけ積極的な性格か」を評定させた。その結果、6件思い出した被験
者の方が「自分が積極的である」と評定したのである。これはなぜだろう？それは6件思い出
す方が簡単だったからである。一方、12件思い出すように求められた被験者の多くは、この要
求に答えられず、自分の過去の記憶を活用することに失敗した。「活用されにくい」知識は、

その重要性や正しさが低いとされてしまうのである。ここでは思い出せた事例の数よりも「思

い出しやすかったかどうか」の方が重視されることにも注目すべきである。思い出されにくい

知識は、考えることに活用されないようになる。「去る者日々に疎し」という格言（英語では

Out of sight, out of mind.「見えなくなったものは忘れられる」）のとおりなのである。 

	

知識の小さい穴は埋めたいと思うが、大きな穴は放っておかれる 

	 ウィリンガムの問いの中心には、好奇心というものもある。人はもともと好奇心を持つ動物

で、周囲のものごとについてもっと知りたいと思っている。これ自体は素晴らしいことなのだ

が、そこには大きな制約がある。何にその好奇心を向けるかは「選択される」ということである。

この選択性が、他人に努力を求める際に大きな問題となる。好奇心は、自分の能力や課題の難

しさ、目標レベルに影響されるからである。いつでもどんなものにも働くような「一般的な好

奇心」はない。それは特定の状況でのみ「スイッチが入る」特別なものなのだ。 

	 人はすべてのことに興味を持つことはない。そうではなく、好奇心は知識のギャップに向け

られる。人は、すでに知っていることに基づいて、常に知識基盤を増強しようとしている。そ

こで、すぐに埋められそうな知識のギャップを埋めることには熱心になれる。認知資源の有効

利用を考える上で、これは重要な戦略である。一方で、知識の大きなギャップを埋めるには相

当の努力が必要とされるため、そうしようとは思わない。だから「コンピュータがどのように

機能するか」のような元々ほとんど知らないことには、関心が向かないのである。人は、知識

のギャップがあまりにも大きい場合には、それを埋めようとせず、興味を持たないのだ。人

は、知らないことすべてを知りたいと思うわけではない。研究者を目指すような優秀な大学生

でさえそうであることは、大学教員の誰もが経験して知っていることである。 
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	 一方で、知識のギャップが十分に小さく、それを埋めるための手段が見つかるときは、好奇

心が働く。しかも、そのための努力も時間もそれほどかからない場合はなおさらである。逆説

的になるが、知識が豊富な人ほどさらに知識を増やす機会が多いということなのである。 

 

考えるよりも記憶に頼る 

	 ウィリンガムの主張の主要な論点の1つは「人間の認知機能は考えることよりも記憶を使う
ようにできている」ということである。人は、考えることを避け、記憶を使って問題を解決し

ようとする。だからウィリンガムは「ヒトの心はもともと考えるために作られていない」と主

張する。では、いったい心は何のために作られているのか？脳が優れている点をいくつか挙げ

てみよう。それらは、(a) 起伏の多い地形でも2本足で歩けるように身体の各部を調整するこ
と、 (b) 時間、距離、空間が関わる複雑な視覚情報を的確に把握し活用すること、 (c) 約25万
語にも及ぶ言葉の意味を理解できること、 (d) 身の回りの2万から3万の事物に名前を付けて
区別することができること、 (e) 人物なら、数千人についてその顔を覚え、名前を付けて認識
できること、 (f) 社会的な手がかりを利用して他人の精神状態を正確に推測できること、そし
て (g) 他人の性格や意図などを考慮しながら会話ができること、である。これらのうち、(e) (f) 
(g) は社会脳仮説と適合していることがわかる。これは、ヒトが大きな脳を進化させたのは、社

会的関係を確立し維持するためであったことを示している。この仮説は本書の多くの章 (第3-4
章、第8章、第15章、第17章、第27-28章、第30章) で繰り返し登場してくる。 

	 一方で、よく考えたり、効率的に学んだり、問題をうまく解決したりする能力は、ヒトの本

来持つ特性には含まれていない。哲学者は「いや、よく考えられる人もいる」と主張するかも

しれないが、それは広く当てはまることとは言えない。きわめて知的な家系の一族や一部の高

等学術機関など、一部の人々が「考える人々の集り」を形成してきたことも事実であるが、そ

れは人間一般に言えることではない。それよりも人間は、考える力に頼ることなく、社会生活

の中で莫大な量の知識を吸収することで生きてきたのである。科学ライターのマイケル・シャ

ーマーも、ヒトがいかに考えるかについての研究をまとめた著書 (2011) の中で、脳を「信念機
械」と呼んでいる。ヒトは社会的学習によって信念を形成することで生きる動物なのである。

そうした信念が共有されないような他の社会と遭遇したときには、自分たちの信念を守り通す

ための方法も学んでいる。一方、人類が、すべての決定を厳密な論理と合理的なデータ分析に

よって慎重に検討する「合理的な人類」(Homo rationalis) として進化することもできたかもしれ
ない。しかし、シャーマーはそうした想定をした上で、そんな「合理的な人類」は進化の過程

で滅びただろうし、もともとそんな種は生まれてこなかっただろうと述べている。 

 

学校での学習はヒトの社会的学習とは大違い 

	 以上のような考察を踏まえた上で、考えを進めてみよう。頭を使うことはヒトの生まれ持っ

た能力ではあるが、だからといって、子どもたちが考えることを楽にできるわけはでない。小

さい頃から、子どもたちは家庭の中で大人の真似をして学びながら育つ。言葉を覚えながら、

周囲の生活文化に適応することを学び、多くのことを記憶していく。それが子どもたちの主要

な「仕事」だからである。子どもたちの目標はただ一つ「周囲の人々とうまくやっていくため
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の種々の社会的技能を獲得すること」である。そこで求められることは、周りから与えられる情

報を取り込んでそれに自分を合わせていくことであって、与えられた情報の先までを考えることで

はない。ところが学校では、そうした子どもたちに目に見えるものを超えて考えるよう要求す

るわけである。突然に今までとまったく違うことを求められて、子どもたちが戸惑ってしまう

のは当然なのである。 

 

展望： ウィリンガムの主張の評価 

	 ウィリンガムの主張は次の6つの考えに要約できる。(a)ヒトの心はもともと考えることに

は向いていない。なぜなら(b)脳が「考える」活動をするとき、その活動は遅く、努力を要

し、結果が不確実なものである。そのため(c)意図的で意識的な思考は人が相互作用しながら

生きている現実の世界ではほとんど役に立たない。一方、脳は記憶するための器官であり、

そのため(d)人は自分自身の過去の経験や他人の経験の記憶に基づいて行動する。また、ヒト

は好奇心の強い生き物であるが(e)好奇心が働くのはある程度の先行知識を持っている領域に

限られ、しかも知識の補完ができるという自信がある場合だけである。さらには(f)人は、努

力をすることで成功する見通しが得られないかぎり、真剣に努力しようとはしない。 

 その他に、以下の点にも注目すべきであるとされる。人は考える際に作業記憶を使う。作

業記憶には限界があり、同時に四項目を超える情報を使って考えようとすると思考の質は急

速に低下する(第16章参照)。ヒトの脳は考えることが苦手なだけでなく、長期記憶からの情

報の取り出しやすさの制限を受ける。以上を学校教育にあてはめると、生徒たちの自信の欠

如が問題をさらに複雑化させる。自信を持てないでいる生徒は(a)上手くいくかどうかわから

ない活動に精神的資源を使おうとしないし、(b)教師が教えようとしていることと自分が今知

っていることとの間に相当なギャップを感じると好奇心を失くしてしまう。 

 そこで、教師は「考えないよう設計された脳」を持つ子どもたちに直面しているのだとウ

ィリンガムは主張しているわけである。子どもたちが考えられないわけではないが、「学校

のやり方」で考えることは、子どもたちにとって自然なことではなく楽しいことでもないと

いうことだ。教師が考えさせようとすることは、子どもたちには不快なことなのである。と

ころが、教師たちは子どもたちが喜んで複雑な学習や思考をするものだと誤解している。考

えるとは、目の前に見えていることとは異なる視点を取ることである。目前の情報に反応し

てしまうことをあえて抑制して、見えないデータに基づいて判断することが求められる。既

有知識を論理的な探求と証拠によって乗り越えることなのである。今まで出会ったことのな

いような新しい考え方を受け入れるように求められる。多くの子どもたちにとって、これは

今まで家庭で求められてきたこととは正反対のことが求められているように感じるだろう。 

 本書では、こうしたウィリンガムの主張を一つ一つ、人の認知理論と照合してみた。その

うちの一つは、ヒトの脳が二つのオペレーティングシステムを持つということだ。システム1

は習慣化された行為や既有知識に基づいて自動的に「すばやく働くシステム」である。一

方、システム2は「ゆっくりと働くシステム」であり、自動化されたシステム1ではうまく

いかない場合にのみ作動する(第30章で扱う)。しかし、このシステム2を働かせるには努力

が必要で不快感を伴う。それでいて結果は保証されない。システム１だけを使っていれば、 
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学習ガイドとしての読者への問い 

1. 子どもたちは学校が好きだろうか？さて、この問いの答えは何だったろう？（調査研究がな
されるようになって以来、90年以上にわたって一貫した答えが得られてきている。） 

2. 上記の質問に対する伝統的な答えがあるにもかかわらず、ウィリンガムは教育関係者にどの
ような問いかけをしたのだろうか？ 

3. ウィリンガムは「ヒトの心はもともと考えるために作られていない」という。プロの教育者
として、読者はこのような悲しい現実を受け入れられるだろうか？ 

4. 本章ではこの考えを発展させ「考えることは多大な努力を必要とする活動である」ことを述
べた。努力できることに限りがあることを考慮すると、子どもたちに考えさせようとすること

はどんな要求をしていることになるだろうか？ 

5. 努力の問題以外にも脳内知識の活用可能性の問題もある。人は、すぐに活用できる知識だけ
を利用し、それに基づいて行動したいと思うものだ。こうした要因は学校での教育目標とどの

ようにぶつかり合うだろうか？ 

6. すべての人は生まれながらに好奇心を持っている。しかし、それが働くには一つの大きな制
約がある。それは何だろうか？ 

7. 心が考えるために作られていないのだとしたら、いったいそれは何のために設計されている
のだろうか？ 

8. 全体として、ウィリンガムは「教師の目標と子どもたちの目標がもともと違うものなのだ」
という興味深い考えを提供している。この考えに反論するにせよ受け入れるにせよ、子どもた

ちが必要としていることというのは何だろうか？ 

 

文献ガイド 

▪ ダニエル・ウィリンガム (Daniel Willingham) 教授は自身の専門である認知心理学の視点から
「アメリカ教員連盟 (American Federation of Teachers)」の機関誌『American Educator』に
「認知科学者に聞いてみよう」という記事を連載している。彼の著書『なぜ子どもたちは

学校が好きじゃないのだろうか？』(Willingham, 2009)は刺激的な本である。 

こうした抵抗感も感じず、楽にしていられる。ところが、学校では始終システム2で考える

ことを求めるから、子どもたちは疲れるし不快なのである。システム2を使い続けることで

十分な「過剰学習」ができれば、自動化されるようになり「すばやく働くシステム1」として

使えるようになるのだが、苦痛を伴うシステム2を使い続けてもそうなる保証があるわけで

はない。だからこそ、子どもたちにシステム1を使うのを止めさせ、既有知識を変えたり拡

大したりできるシステム２を使わせるようにすることは、教師にとって重要な挑戦なのであ

る。 
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▪ 子どもたちは学校に耐えているし、やや好きなほうである。こうした事実は、オーストラリア
の研究 (Ainley, Batten, Cherry & Withers, 1998)、イギリスの大規模研究 (Attwood, 2011)、ニュ
ージーランドの研究 (Wylie, Hipkins, & Hodgen, 2008) など多くの研究で報告されている。 

▪ 児童⽣徒の無気⼒無関⼼は教師にストレスを与える (Geving, 2007; Tsouloupas, Carson, Matthews, 
Grawitch, & Barber, 2010) 。 

▪	母親の支援の効果はサウスオーストラリア州の研究で報告されている (Annear & Yates, 2010)。 
▪	誰でも自分の持っているものを守ろうとする。人はリスクを回避しようとし⾃分の資産を減ら

すようなことは避ける (Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.)。悪いことは
良いことよりも強いものだ (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, &Vohs, 2001)。 

▪	 知識の「活⽤されやすさ」は奇妙な効果を⽣み出す(Schwarz, Bless, Strack, Klumpp, Rittenauer-
Schatka, & Simons, 1991)。 

▪	簡単に埋められそうな知識ギャップは埋めたくなる (Litman, Hutchins, & Russon, 2005; 
Loewenstein, 1994) 。 

▪「信念の機械」としての脳 (Shermer, 2011)。 

 

私訳者による批判的コメント (2021.1.28) 

	 第1章は第2,3章のような不適切な内容は含まれていなかった。それはこの章が基本的にウィ
リンガムの『なぜ子どもたちは学校が好きじゃないのだろうか？』(Willingham, 2009)に基づくも
のだったからである。ウィリンガムの本は『教師の勝算―勉強嫌いを好きにする9の法則』と
いうタイトルで東洋館出版社から2019年に2,530円で出版されているのでそれを読む方がいい
と思う。（守も購入したが未読。→読後のコメントを参照） 

	 というわけで、本章への批判的コメントはウィリンガムの本を読んでからということにした

いが、本章だけを読んだ限りでの不満は、子どもたちの知能について言及がないことである。

この章の冒頭に「この本の読者は学校が好きだったはずだ。私たち教育に関わる者は皆この

「ゲーム」がどんなものかがわかっていて、それを楽しんだものだ。」という記述があるが、

知能の高い子どもたちは学校の勉強が好きなはずだ。知能だけでなく、学校で真面目に勉強し

ようとすることや協調性、我慢強さなどが遺伝によって規定されることは「学びについての科

学的研究成果」として無視できないものである。それが欠けているのは大きな欠陥だと思う。

知能や他の性格が遺伝することと、それを考慮した時の学校教育はいかにあるべきかについて

の主張は安藤寿康 (2018)『なぜヒトは学ぶのか』（講談社現代新書）が国内唯一のものだと思
う。（ウィリンガム (2009) が知能についてどう書いているのかを確認してから、コメントに加
筆したい。） 

	 ウィリンガムが注目し、本書の第30章でもう少し詳しく説明される脳の「システム1」「シ
ステム2」としての働きは、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン(2011)の『ファ
スト＆スロー（上下巻）』（ハヤカワ・ノンフィクション文庫2012年刊：セットで1,848円）
に詳しい。また、脳のこうした働きの違いは日本の哲学者信原幸弘 (2000)『考える脳・考えな
い脳』（講談社現代新書：絶版）でも述べられていたのだが、残念ながらあまり注目されず、

この本も絶版品切れになっている。古書ででも購入して読む価値のある本だと思う。『ファス

ト＆スロー』よりも訳書でないこともあり読みやすい。 
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上記コメントへの補足 (2021.2.5) 

	 ウィリンガム『教師の勝算―勉強嫌いを好きにする9の法則』（および原書）を読んでの補
足をする。ウィリンガムは9章のうちの第7章と第8章で子どもたちの知能の差について論じ
ている。第7章では自身の娘が重度知的障害を持っていることを明かした上で、知能だけが人
の価値ではないと述べる（ただし、この部分は翻訳書では誤訳されている。）そして、第8章
でも「知能が遺伝的に大きく影響を受けること」を認めた上で、それでも「環境の影響も大き

く」「知能は高められる」と考えることが重要であると主張している。 

	 ウィリンガムのこの本は2009年に書かれたものであるためかもしれないが、上記コメントで
紹介した安藤 (2018) よりも「環境重視」の立場で書かれている。知能が低い子どもへの教育観
も穏当なもので、ありきたりである。この点に関しては、安藤に比べ専門的知識が浅いと思

う。両者のどちらが正しいかは、どちらも日本語で読める本なので読んで自分で判断してもら

いたいと思う。 

	 一方、ウィリンガムの本はハッティとイエーツのこの本よりも優れていると思う。翻訳書も

読みやすい訳文になっていてこの本とは大違いである。（ただし、第9章のタイトルを含め、
"mind"を「知能」と訳しているのは、不適切だと思う。第7章と第8章で知能を取り扱ったため
に「知能」という言葉が翻訳者の「心」に浮かびやすかったのかもしれない。この章の「知

能」は「心」に置き換えて読むことをオススメする。）  


