
2014.11.08　日本平和学会秋季研究集会 
自由論題部会２（於鹿児島大学）　

グローバルな世界の読み書き2.1 
駒澤大学・青山学院女子短期大学・東京大学

での実践を中心に 

駒澤大学 
グローバル・メディア・スタディーズ学部 

芝崎　厚士

０　本日の流れ

0900-0910　ガイダンス
0910-1010　芝崎報告・体験授業

1010-1030　柳原コメント
1030-1040　前田コメント
1040-1050　初瀬コメント

1050-1110　Small Group Discussion
1110-1130　Wrap Up＋質疑応答

趣旨 
◎目的：ある１つの授業実践の試みを実際に体験してもらうことで、
対面式・一方向的な形式にのみ陥りがちな大学の授業のあり方を改善

していく必要性や可能性を追求する。
◎今回紹介する形式：構造上は対面式・一方向的でありつつ、実質上
は参加型・双方向的であるような、平和教育・国際関係教育の基礎と
して必須の、入門的・啓発的な「グローバルな世界の読み書き能力の

養成」に特化した内容・形式。
◎ワークショップ形式の採用：背景説明＋体験授業＋コメント＋ディ

スカッション
◎中心的な問い：平和教育・国際関係教育の授業はどうあるべきか。
どのような授業をするべきか、どのような授業を望むのか。一つの答
えとしてのこの形式。この形式の授業にはどのような効果があるか、
長所・短所、特徴・限界、いわゆる「普通」の授業との違い、改善点、

応用可能性など。

１　問題の所在 
◎どのような・どのように「講義」をするべきか。
◎お互いにとって意味のある９０分間をどのように
作るか。
◎「講義」を受ける、とは何か。「講義」をする、
とは何か。
◎「平和」「国際関係」を学ぶ・教わる／学ばせる・
教えるとは何か。
◎受けたい・したい「講義」vs.受けるべき・する
べき「講義」
◎今回は　何を教えるか＜どう教えるか



１　問題の所在 
A　主張・手段・含意
◎主張：講義においていかに「教える」べきか？と
いう問いの答えとして、一方向型・テキストのみの
「教え込み」のみの講義から、行動と知覚を促し「身
体知」の活性化をもたらす「模倣と習熟」を重視し
た「考えること・学ぶこと」を身につける手助けを
する講義への転換を提唱する。
◎手段：具体的事例として「いつでも、どこでも、
何からでもこの世界とこの世界の意味について学び
取る力＝グローバルな世界の読み書き能力」を養成
するための報告者の講義の試みをその叩き台として
検討の俎上に載せる。

１　問題の所在 
◎含意：
①辻本雅史のいう、１７世紀前半のメディア革命によって
成立した文字社会を前提として発展してきた近代「学校社
会」が２０世紀後半から２１世紀前半のメディア革命（電
子メディア）に伴い歴史的使命を終えつつある中で必要と
される「（生涯）学習社会」への転換への対応の試み
②「身体知」の活性化にもとづく自己学習能力の養成は、
近世に形成され現在も生き続ける日本の学習文化の伝統の
延長線上にある。
③行動と知覚に働きかけて「考えることを教える」とい
う、「学習（教授）の三原理」・「教師に対する十戒」を
軸として問題発見の方法（heuristics）を体系化した数学
者ポリアの教授法論とも整合的
④マルチリテラシー(Multiliteracies)の必要性とその向上
のための取り組みの一例。

１　問題の所在 
Ｂ　諸前提
①よりよい世界形成のための実践としての教
育、学ぶ側の立場に立つ
②協働して研究、研鑽、切磋琢磨する必要性
③借り物の導入と適用ではなく、実践と経験
に即し、文化的社会的適合性、必要性に合致
した教育
④「何を」「どう」教えるか　今回は「ど
う」に重点
⑤not模範例but叩き台

１　問題の所在 
C　背景にある動機
◎１：大学での講義・演習担当の経験（そ
れ以前、それ以外も含め）とISPへの着目
（論文評）、いくつかの模索の試み（講義
ノート）
◎２：世界構想が先か、哲学が先か　〈自
我・国家・国際関係〉論の前提にある自我
形成、主体形成論　人間の世界の見方、考
え方はどのようにして形成されるのか。デ
カンショからインターネットへ　
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芝崎『近代日本の国際関係認識』創文社、2009年、巻末12ページ

体験授業 
◎今回は、いくつかある授業実践のうち、主に学
部１，２年生向けに、国際関係の初歩を教える授
業を実際に体験してもらいます（2014.9.29青山
学院女子短期大学における「国際関係論B」）。
◎対象は、国際関係についての専門的な知識がほ
とんどない学生であり、かつ、大学での知的なト
レーニングを初めて受ける学生です。つまり知識・
スキルの両面で初学者であることを前提にしてい
ます（ただし今回の受講者の２／３ほどは前期の
「国際関係論A」において形式にはある程度習

熟）。

２　授業 
◎今回の授業は半期の授業「国際関係論B」の２回目、９／２９実施分にあたります。
スケジュールは下記の通りです。
０９／２２　第１回　ガイダンス・特別講義
０９／２９　第２回　グローバリゼーションの基礎
１０／０６　第３回　帝国とマルチチュード
１０／１３　第４回　映像分析１　日本と戦争を考える
１０／２０　第５回　日米安保
１０／２７　第６回　人口
１１／０３　休講　
１１／１０　第７回　貧困と開発
１１／１７　第８回　映像分析２　女性の人権・子どもの人権を考える
１１／２４　第９回　子ども
１２／０１　第１０回　地球環境問題　　
１２／０８　第１１回　ナショナリズムと民族紛争
１２／１５　第１２回　リージョナリズム
１２／２２　第１３回　映像分析３　援助・支援を考える
０１／０５　第１４回　グローバル市民社会
０１／１９　第１５回　まとめ

２　授業 
◎講義は次のような形式で行います。作業は全てB4の答案用紙
に行って下さい（サンプル参照）。具体的な指示は実施しながら
行います。
１　ニュースウォッチ：新聞記事要約（５分）・解説
２　リーディング：テーマごとの論文読解（１５分）・解説
３　メディアウォッチ：音楽・映像・写真・地図・短い英文など
の読解（５−１５分）・解説
４　フィードバック：質問・感想・取り上げてほしいこと
今回は９０分の授業を６０分程度に短縮して、ニュースウォッチ、
リーディングの一部、メディアウォッチを行います。
◎初めて経験する方は学生になりきって、過去に経験している方
は自分の授業体験や感覚を思い出しつつ、取り組んで下さい。



２　授業 
◎講義は次のような形式で行います。作業は全てB4の答案用紙
に行って下さい（サンプル参照）。具体的な指示は実施しながら
行います。
１　ニュースウォッチ：新聞記事要約（５分）・解説
２　リーディング：テーマごとの論文読解（１５分）・解説
３　メディアウォッチ：音楽・映像・写真・地図・短い英文など
の読解（５−１５分）・解説
４　フィードバック：質問・感想・取り上げてほしいこと
今回は９０分の授業を６０分程度に短縮して、ニュースウォッチ、
リーディングの一部、メディアウォッチを行います。
◎初めて経験する方は学生になりきって、過去に経験している方
は自分の授業体験や感覚を思い出しつつ、取り組んで下さい。

２　授業 
★一つ一つの事項を手取り足取り体系的に
「教え込む」授業ではなく、一定の流れの
中で制限時間内でどこまで「つかみ取るこ
と」を主眼に置いた授業：知識そのものよ
りも、知識に対する姿勢、知識の知り方、
身につけ方を学び取る授業→これによって
刺激を受け、もっと知りたい、もっと学び
たいという意欲が出てくる→復習したり自
分で調べたりするようになることを狙う。 

３　柳原コメント 

３　前田コメント 



３　初瀬コメント 

４　Small Group Discussion 

◎教える側、学ぶ側の双方が忌憚のない意見交換をするために、
３～４グループに分かれ、ディスカッションを行っていただきま
す。
◎発表者を決めて、今回の授業に関する感想・意見・この形式に
関する過去の経験・自己の授業実践などについて、なるべくまん
べんなく、一人一人の意見を順番に述べ合って下さい。発表者は
書記をつとめつつ、自分でも積極的に発言して下さい。

５　Wrap Up+質疑応答 

◎発表者はそれらの意見をまとめて、手短に報告し
て下さい。各班の報告に対して芝崎と柳原さんが応
答し、特に芝崎はこの形式の授業を行う背景にある
考えについて補足しつつ述べます。
◎さらにフロアーと自由に質疑応答をします。

２　授業 
★ニュースウォッチ＝最新の世界の状況、ある出来事から
○○年（例　ルワンダ虐殺２０年、特攻７０年など）。基
本は新聞だがウェブ上の記事、雑誌なども利用。 
★リーディング＝書き下ろしの文章、教科書類の一部など
利用。 
★メディアウォッチ＝原則として同一のアーティストの曲
を２曲聞かせることで比較対象させる（あるいは同一のテー
マに関する２人のアーティストの表現を比較する　例　
Tracy Chapman / Americaと岡林信康「アメリカちゃん」
など） 
★ニュースウォッチ、リーディング、メディアウォッチの
関連：基本的には意図的には密接に関連させないが、ある
程度は意識。三題噺的に結果としてなることもあり。 



２　授業 
ニュースウォッチ リーディング メディアウォッチ

9/27　駒澤 スワジランドHIV/
AIDS

国際関係の歴史　
-19c

Bob Dylan / The 
Time, They are-
a changin’ & 
With God on 
Your Side

9/29　青山短大 スワジランドHIV/
AIDS

グローバリゼーシ
ョンの基礎

Ani Difranco / 
Subdivision & 
Your Next Bold 
Move

10/25　駒澤 特攻７０年 多国籍企業、
NGO

Ani Difranco / 
Subdivision & 
Your Next Bold 
Move

10/27　青山短大 特攻７０年 日米安保・沖縄 岡林信康／くそ
くらえ節＆ア
メリカちゃん

今学期の感想（初回） 
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今学期の感想（３回目　１０／５＝今回の分） 
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宇佐美寛の思想（『大学授業の病理』東信堂、2004年より）
一、なぜ、わざわざ教えなければならないのか。自分で学習
する方が学生本人にとって幸福なのである。
二、学校で教え得る可能性は、時間的にもきわめて限られて
いる。学校以外で自力で学ぶための問題意識を持つのを助け
得れば「御の字」と思うべきだ。
三、読み書きの能力をつけるべきである。それを欠いては、
右の「自力で学ぶ」は不可能である。
四、学生がのんびりして、たるんでいる状態は不可である。問
題意識は作り得ない。また、教師がなめられることになる。
教師をなめていたのでは、その言をまじめに考慮する気には
ならない。
五、どぎもを抜くべきである。学生の予想を越えた刺激を与え、
自分の限界に気付かせよ。
六、教師がすることを代りに学生にさせる可能性は無いかと
いつも考えるべきである。学生に教えさせる機会を見出し、
なるべく教えさせる。教師の身にならせるのである。

同じく宇佐美寛「講義をやめよう」（『大学の授業』より）
　今どきの学生に五分間以上も一方的に話しつづけたら、私語が生
ずるのは自然である。学生は、どんな学習行動をしたらいいかわか
らないのである。
　全瞬間において学生に何かをさせていなければならない。そのよ
うな指示・発問をしなければならない。
　講義をやめて、教材資料を読ませ、そこから作った問題を解かせ
よう。ひんぱんに指示・発問を浴びせよう。
　私語があるのは、私語していてもすむような（行うべき学習行動
が不明な）授業だからである。授業は講演会の場ではない。講演会
と本質は等しい〈講義〉という因習的で無自覚な方法をやめて、学
生がのんびり出来ないような方法にしよう。（中略）
　私は超歴史的な主張をしているわけではない。（中略）大学全入
時代の、日本語学力がおおいに低下した学生、学習の意欲も目的も
微弱な学生を相手にしては、〈講義〉はやめるべきだと言っている
のである。
　講義をやめて、学生を指名し、書かせたり言わせたりすると、学
生の頭の中が今どんな状態であるかが推測できる。これによって、
あらたな、次の発問を考え出し得る。

居神　浩（神戸国際大学経済学部教授）「ノンエリート大学生に
伝えるべきこと――「マージナル大学」の社会的意義 」『日本
灯籠研究雑誌』２０１０年９月号（６０２号）
◎伝統的な大学群を「中核」と位置づけるならば,それに対して
伝統的大学像ではまったく把握しえない「周辺」的な位置づけに
ある大学群を「マージナル大学」と概念化しておこう。
◎studenting：つまり学習というのは教師の権威をそのまま受け
入れることではなく,教師の提供する教材を通じて,「社会的に承
認された価値や知識にみずからの経験を従属させてゆく」行為な
のである。（主体性の確立のための従属）
◎消費者としての学習者：消費者としての学習者は,教育のルール
に従うかどうかさえ自己決定しようとする。つまり社会の一員と
して共通のルールに服する互換可能な個人ではなく,各自の判断
を絶対視し,欲望の実現のために手段を選ばない絶対的な個を主
張しようとするのである。（眠い、だるい、疲れた・・・）
◎取り組むべき課題①初等教育内容の「分からなさ」とのつきあ
い②職業人生の「しんどさ」とのつきあい
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２　パターン１（予習不要型） 
A　概要
実施先：青山学院女子短期大学現代教養学科（2004年
度～）、駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学
部(2006年度～)　高校生・受験生向けでの模擬講義など
対象：基礎知識のない初学者に向けた講義　大学１，２
年生、高校１，２年生、受験生を対象とした模擬講義
人数：少ないときで２０～１００人程度（青山学院女子
短期大学）、多いときで３００～４００人程度
形式：①テスト＆解説形式②映像分析
cf.　講義ノート３本：参考文献参照（いずれも「グロー
バル・メディア・スタディーズ概論（ＧＭＳ概論）」（概
論は映像・ニュース・文献の組み合わせ）　

２　パターン１（予習不要型） 
B　内容
①テスト＆解説
　I　ニュースウォッチ：新聞記事、ニュース記事の要約→解説、
ポイントの説明　２０-３０分
　II　リーディング：書き下ろしないしは文献を利用した基礎知
識の読解→解説　３０−４５分
　III　メディアウォッチ：音楽、映像などを利用した分析→３分
間作文　２０-３０分
　IV　フィードバック：講義の感想　５分程度
②映像分析
　I　前半：３０分程度、常にメモをとりながら視聴させる＋３
分間作文＋解説
　II　後半：同上
　（前後に関連する短いリーディング、クイズなどを入れる場合
もあり）
　III　フィードバック

２　パターン１（予習不要型） 
C　方法
（１）すべての作業はB4の答案用紙に行わせる。イラ
スト、図解なども可。スライドの丸写しは不要で、自
分の作業＋不足な点をスライド・板書・解説から自分
なりにアレンジして補足したノートを時間内でできる
限り作成することを目標とする。作業中は巡回する
（机間巡視）。
（２）基本フォーマットに加え、途中でクイズなどを
はさむこともある。人数が少ないと当てる回数増加
（３）答案用紙は回収し、授業最終回に返却、試験の
際は持ち込み可とする。
（４）使用したスライド、資料類は、pdf化してウェブ
上で入手可能な状態にする。
（５）成績評価　毎回の答案＋試験

２　パターン１（予習不要型） 
D　注意点
◎枠付け(framing)の重要性：いつ、何をしなければならない
か、何に注目しなければならないか、どういう風な心構えで時間
を使わなければならないかを毎回注意させ、意識させる　
（１）ニュースウォッチ：目と手、ポイント、ヒントなどの明示
わかってもわからなくても無理矢理読む　スライドの丸写しはし
ない
（２）リーディング：宝探し、各設問の難易度、解くポイントな
どの指示　時間内でどこまでできたかを評価する（スライドは講
義後にウェブ上で入手可能とし、復習に役立てる）
（３）メディアウォッチ：好き嫌いではなく作者・演者の意図、
素直にうけとってそこから何をどうイメージし、考えたかを自由
に書く　歌詞を見ながら聴く（特に洋楽の場合は必須）。
（４）映像分析：メモを取りながら見せることを徹底する、自分
でも板書いっぱいにメモを取ってみせる。写真参照
（５）フィードバック：感想、コメント、質問など



２　パターン１（予習不要型） 
E　シラバスの例　２０１２年度前期、青山学院女子短期大学　「国際関
係（論）」（駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部「国際関
係とメディア」と重複）　青短は前期＆後期、駒澤は後期のみ
４／１６　第１回　ガイダンス（ニュースウォッチ・メディアウォッチ）
４／２３　第２回　「国際関係」という現実と「国際関係論」という学問
４／３０　　第３回　国際関係の歴史　その１　近代から１９世紀まで
５／７　第４回　国際関係の歴史　その２　２０−２１世紀まで
５／１４　第５回　映像分析１　２０世紀の歴史を考える　
５／２１　第６回　国際関係の主体　その１　主権・国民・国家
５／２８　第７回　国際関係の主体　その２　多国籍企業・NGO　　
６／４　　第８回　国際関係の主体　その３　国連・国際機関
６／１１　第９回　映像分析２　２１世紀の１０年を考える
６／１８　第１０回　国際関係の理論　その１　リアリズムとパワー・ポ
リティックス
６／２５　第１１回　国際関係の理論　その２　リベラリズムと相互依存
７／２　第１２回　映像分析３　日本と世界の関わりを考える
７／９　第１３回　国際関係の理論　その３　外交と対外政策
７／２３　第１４回　国際関係の理論　その４　平和・戦争・テロリズム　
７／３０　試験（持ち込み可）　

２　パターン１（予習不要型） 
　取り上げたニュース：「日本、外国人看護研修生受け入れ」「日本企業
中国で老人ホーム建設」「ユーロヴィジョンにロシアのおばあちゃんたち
参加」「ニジェールにおける貧困問題」「エジプト大統領選挙」「中国鴻
海工場と日本企業」「ロシアのシリア支援」「インドのマイクロファイナ
ンスの諸問題」「カルザイ政権とタリバン、エリザベス女王と北アイルラ
ンド」「大飯原発再稼働」
　取り上げた映像：「NHK特集　ニッポン中古品」「映画『女工哀歌』」
「NHKスペシャル　ヨーロッパ・ピクニック計画」

　取り上げた音楽：奥田民生「最後のニュース」「息子」、Bob Dylan 
“The times, they are-a changin’” & “With God on Our Side”、高石ともや
「死んだ男の残したものは」「ベトナムの空」、Stevie Wonder “Love’s in 
the need of love today” & ”He’s a Mistra Know-It-All”、Primal Scream “Rise” 
& “Exterminator”、斎藤和義「みんなウソだった」「ウサギとカメ」、RC
サクセション「サマータイム・ブルース」「アイ・シャル・ビー・リリース
ト」「明日なき世界」、Rolling Stones “Street Fighting Man” & “Salt of the 
Earth”（Ani Difranco, Patti Smith, Tracy Chapmanなども）



３　パターン２（予習必要型） 
A　概要
実施先：駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部(2007年度～)、東
京大学教養学部（2009～2011年度）
対象：ある程度の基礎知識を持つ学生、ないし基礎知識がなくとも基礎的な能
力をある程度もつ学生　大学２年生以上（駒澤大学）、大学１，２年生（東京
大学）
人数：少ないときで２０人程度（東京大学）、多いときで２００−２５０人程
度
形式：①文献を予め読んできた上でテスト＆解説形式②映像分析　
B　内容
①テスト＆解説
　I　セッション１：構成の確認、著者・著作紹介をへて　前半
（プチ・メディアウォッチ：音楽、映像などを利用した関連情報の補足→３分
間作文）
　II　セッション２：書き下ろしないしは解説文献を利用した基礎知識の読解
→解説
　III　フィードバック：講義の感想
②映像分析　パターン１と同じ

３　パターン２（予習必要型） 
C　方法　パターン１に準拠
D　注意点　パターン１に準拠
（１）パターン１との違い：事前の学習を義務づけて、「読み」
を作ってきて確認させる（ゼミと講義の中間形態）
（２）論文の読み方、ポイントの大づかみな押さえ方を教え
る　「注」「構成（見出し、章立て）」パラグラフ・リーディ
ングなど
（３）さまざまなジャンルの文献からポイントをつかみとる　
学術論文、ルポルタージュ、インタビュー、古典など
（４）さまざまなジャンルの映像の読み書き　古典落語、サイ
レント映画、ゲストゼミの映像など
（５）交流論は理論的・歴史的考察（日本と世界のつなが
り）、市民社会論は現代世界の諸問題とそれに対する取り組
み
（６）成績評価：毎回の答案＋ブックレポート１冊

３　パターン２（予習必要型） 
E　シラバスの例　２０１１年度　東京大学教養学部　「国際交流論」
（２０１０年度　駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部「グ
ローバル交流論」と同内容）
第１回　4月8日 ガイダンス＆イントロダクション
　竹内啓「科学的認識の対象としての人間」『岩波講座科学／技術と人間』
第６巻、１９９９年、１−５３ページより抜粋。
第２回　4月15日　理論１　国際文化論
　平野健一郎「国際文化交渉論の現在　シュウォルツの厳復論から国際文
化論への軌跡」『東アジア文化交渉研究』第２号（２００９年３月）、７
−２２ページ。＋「図３　文化触変の過程」平野『国際文化論』東京大学出
版会、２０００年、５７−５９ページ。
第３回　4月22日　理論２　翻訳と近代日本
　柳父章「『カセット効果』の説」柳父『翻訳とはなにか』法政大学出版
局、２００３年（初版は１９７６年）、第１章、１−６３ページ。
第４回　5月6日　映像分析１　グローバリゼーションと日本
　グローバリゼーションとしての戦争：ＮＨＫスペシャル「ドキュメント　
太平洋戦争第１集　大日本帝国のアキレス腱～太平洋・シーレーン作戦～」
（58分）1992年（平成3年）12月6日放送。

３　パターン２（予習必要型） 
第５回　5月13日　枠組１　グローバルな交流と日本
　庄司太郎『アラビア太郎と日の丸原油』エネルギーフォーラム、２００７年、
プロローグ、第１章～第３章、第１１章。
第６回　5月20日　映像分析２　戦後日本を考える１　終戦直後のリアリ
ティー
　廃墟の中の希望とは：映画『素晴らしき日曜日』（１９４７年日本　黒澤明
監督）
第７回　6月3日　戦後日本を考える２　理想・夢・虚構　戦後日本の感覚の歴
史
　見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫、１９９５年、第１部。
第８回　5月10日　映像分析３　戦後日本を考える３　高度経済成長のメンタ
リティー
　映画『日本一のホラ吹き男』（１９６４年、監督：古沢憲吾、主演：植木等、
浜美枝etc…）
第９回　6月17日　戦後日本を考える４　高度成長の「現場」で起きていたこ
と
　斎籐茂男「繁栄日本のカラクリ装置　労働現場で見えてきたこと」斎籐茂男
『娘たちは根腐れて（斎籐茂男取材ノート３）』築地書館、１９９０年、６２
−１１２ページ。

第１０回 ６月２４日　映像分析４　戦後日本を考える６　戦後日本の闇と影



３　パターン２（予習必要型） 
第１０回 6月24日　映像分析４　戦後日本を考える６　戦後日本
の闇と影
　グローバルな課題としての公害：NHK「ドキュメンタリー　埋
もれた報告」（１９７６年１２月１８日）
第１１回　7月1日　戦後日本を考える６　水俣病の歴史と現状
　原田正純編著『水俣学講義１』日本評論社、２００４年、第１
章、第２章。
第１２回 7月8日　戦後日本を考える＆総括　映像分析５　原発
　２０１１年のアトミック・カフェ：映画『アトミック・カフェ』
（１８２年アメリカ　ケビン・ラファティほか監督）
第１３回 7月15日　総括
　グローバルな交流の中でどう生きるか：高木仁三郎『市民科学
者として生きる』岩波新書、２０００年、序章、第６章、第７章、
第８章、終章。

４　分析と評価 
Ａ　ポジティブな面
（１）充実と疲労：「親指がまいるまで書け！」（ドン・ジュアン）疲れるが
楽しい。９０分で一気にこれまでの自分の無知の知を知り、蒙が啓かれる強引
なきっかけとなる。「常識とは１８歳までに身につけた偏見のコレクションで
ある」（アインシュタイン）ことを自覚させる。高校での模擬授業の例
（２）集中と能動：９０分間集中して講義をうけられる、常に明確な目的を
もって能動的に学習できる、受け身で「教わる」のではなく「学び取る、つか
み取る」姿勢で時間を過ごす。知識そのものよりも「学んだ内容を全て忘れた
あとに残るもの」に力点　cf.「教育とは、学校で習ったすべてのことを忘れて
しまった後に、自分の中に残るものをいう。そして、その力を社会が直面する
諸問題の解決に役立たせるべく、自ら考え行動できる人間をつくること、それ
が教育の目的といえよう。」（アインシュタイン）
（３）ある種の「参加型」：一対多の構造でありつつも一対一であるような講
義（読み・理解をお互いにぶつけ合う）
（４）五感のフル活用：自分の理解、自分の考え、自分の感じたイメージなど
の「自己の理解」をある程度自由に表現することが常に求められることで、理
解が深まり、さらに知的興味がわき、次回へと問題意識が高まり、つながる。
（５）マルチリテラシー：いつからでも、どこからでも、なにからでも、疑問
を持ち、興味を持ち、考えたり自分の意見を言えたりするアンテナを広げる
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青短・駒大生の感想（パターン１） 



高校1年生の感想（パターン１） 



東大生の感想（パターン2） 
◎この授業を受けて、いろいろなジャンルの本を読んで、見方がすごく
変わりました。自分に足りない物が多すぎて、もっともっとやるべき
ことがあるなあと思わせられ、毎週この授業のあとはやる気がでます
（長続きがあまりしないのはなぜでしょうか）。
◎講義全体を通し、今までただ字面を追っていただけ、用語をしってい
ただけの問題が、実際の映像や文章を通してリアルに感じられ、自分の
勉強不足を実感するとともに社会の様々な問題に興味がわきました。
最初はノートの取り方も全くわかりませんでしたが、講義を通して少し
は成長できたと思います。今学期１番とって良かったと思える授業でし
た！！ありがとうございました！
◎この講義で扱った文書や映像は、カンタンに理解できるものではあ
りませんでした。それは、「ゼロからわかる！」のような、表面的な
ものを俯瞰するものではなく、それぞれの事象に本気で取り組んだ人
たちの、ナマの記録だったからだと思います。自分からは、ついついこ
のような本を避けてしまいがちなので、今回の先生の解説もまじえつつ、
少しでも深く読もうと試みることができたのは非常に良い経験でした。
各回の授業の内容が独立しているようで、実はつながっていることが興
味深かったです。
◎

東大生の感想 
◎メモ（＝自分で手を動かすこと）の大切さを学んだ。自分で思って
いたほどにも、自分は物事を考えていなかったということを知った。初
回に講義の予定を見たときには正直バラバラだと思っていたものが終
わってみるといろいろなところでリンクしていて、何かがわかったよう
なつもりになれた。◎４月の第２回の授業でめったやたらとシャーペ
ンをうごかして顔を真っ赤にしていたころと比べれば、だいぶ全体をみ
てまとめていくことができるようになったと思います。たくさんの文献
を読むのもだんだん楽しみになってきていました。この講義をとって
もっとも良かったことは、「自分はなんにもしらないただの１大学生
である」ということをヒシヒシと感じられたことです。・・・このまま
ただの頭でっかちになってしまうところでした。専門［分野］を学ぶ
前に、知り方、考え方をもっと身につけないとなあ！と思います。
◎先生の講義を通じて、視野の広がりを実感することができました。
大学に入ってどうしたもんかと路頭に迷っていた自分でしたが、今回
の講義のおかげで方向性を得ることができたので何とか新しい視点を
ばんばん手に入れられるよう努力します。努力の仕方がわかって助かり
ました。何とか行けそうな気がします^_^;ありがとうございました。

東大生の感想 
◎この国際交流論の授業は、入学前にイメージしていた“大学の面白い授業”み
たいです！！本当に面白い授業で、また自分のためになる授業を１年の夏学期
にとれたことはすごく良かったです！！来年も（授業の名前を変えて＝もう１
回とれるために）やって下さい！！ありがとうございました。
◎１つのことから全体が見えてくる。学問というのはこうあるべきなのですか
ね。僕は、本当にこうした考えは大切だと思いますし、事実在野の教育団体も
その方向で動きつつあります。けれども私は、まだ踏み切れません。だまされ
ないための武器が欲しいと思ってきました人間ですから、専門を身につけて安
心したいという思いもあります（もちろん、そんな専門が虚構の上に立ってい
ることはこの１年半で見聞してきましたが）私は法学部へ進みます。専門の道
へ行っても、また帰ってこれると思うから。
◎とても予習が大変だし授業中も手が痛くなるくらい書いて書いて書きまくり
ました。この授業を通して身についたのは「読む力」≒「要点、言いたいこと
を見つける力」です。後半、自分の印をつけた場所とスライドのものがほぼ過
不足なく一致することもよくあるようになっていました。書く力の方は、もう
少し修業が必要かなと思います。今日の文章にあった「日常の思考回路にのる」
ように説明できるよう訓練したいです。ニュースを自分なりにまとめたりとか
してみたいと思います。

東大生の感想 
◎この講義全体を通して、最初はどこに“国際”交流論らしさがあるのかと疑問
に思っていたが、だんだん回を重ねるごとに、１つの出来事は社会的文脈の上
で他と関係して存在していて、同じような事例が過去・現在・未来のいずれか
ら他の国にも問題として起こっている、日本だけの話ではないということに気
づいた。ただ外国を見ることだけが“国際”ではないということを知った。
◎予習が最も大変で、授業中も最も忙しい講義でしたが、高校とは違う大学の
授業らしさを感じられたし、資料の読み方、映像メモのとり方などを学べて中
身のこい授業でとってよかったです。終わった後の達成感が心地よいです。
◎自分に足りなかった「好奇心」を刺激してくれた授業でした。大学での、い
や生涯を通しての学問にとって必要な「知り方」ももちろんですが、もっと必
要な好奇心を養って（？）くれた授業でした。今学期で一番interestingで毎週
楽しみにしていました。来年もあれば確実にとろうと思いますので、できれば
その時は違う文献、映像を使っていただければありがたいです。
◎はじめは、ただただ、先生から与えられた文献・画像を受信して消化するの
で精一杯だったのですが、徐々に、一連の資料の中に込められたメッセージや、
自分なりに考えられるようになったと思います。来学期も、こんな風に自分で
考えられる時間を十分に与えられる授業を探して受けたいと思いました。



東大生の感想 
◎半年間で考えは大きく深まりました。自分には知らないことが多すぎて、無
知を自覚すると共に今後の人生についてもここまで深く考えたのは初めてです。
金５でその後に授業や予習がなく、考える時間があったことも良かったのかな
と思います。良い意味ですべてを疑う視点を常に持ち、自分の引き出しを増や
すこと。自分の人生の方向を決め、どういう人になっていくかの上でも非常に
重要で、実践していきたいと思います。“global”にとらわれない観点からも様々
なことを学びました。“”倫理的“と言うのでは違う気がしますが、本当に考えた
半年でした。ありがとうございました。
◎とにかく、色々なテーマについて考えられて面白かった。あらゆる側面から
社会を分析していくことで、自分では思いもしなかった見解や事実が得られた
し、自分では手に取らないような資料を見ることで視野が広がった。このきっ
かけがなかったら、理系の私は一生触れることはない話題だったと思う。一つ
一つの狭いテーマから、どんどんグローバルな課題へと拡張されて、分析する
力もついたと思う。
◎東大の授業の中では完全に異色の授業でした（参加型）という感じでしょう
か。今まさにこういう授業が東大に求められている！正直一番ハードな授業で
はありましたけれど、色々な事を学べて、視野が広がったのではないかと思い
ます。とても楽しかったです。ありがとうございました！

４　分析と評価 
Ｂ　ネガティブな面
（１）ついていけない（考える暇、書く暇がない）、
もっと説明してほしい：スピードが速い、解説が不十
分←講義の意図と求められる作業についての明確な意
識付けと枠付けを根気よく繰り返すことが必須　「泳
げない人を２ｍのプールに投げ込むような授業」　
（２）一種の「弁論術」（『ゴルギアス』）：「迎
合」と「啓蒙」のはざま　使い方次第
（３）高度に専門的、体系的、網羅的な知の講義には
不適？

５　まとめ 
（１）辻本雅史の「学習社会論」：教育＝おとなから子ども
への世代間の知の伝達　①（印刷メディアによる革命）近世の
「模倣と習熟」（手習い・素読など）にもとづく「滲み込み」
式の自己学習文化→近代の学校社会における「教え込み」文
化と２０世紀末以降の行き詰まり（電子メディアによる革命）
→自己学習文化の再評価による（生涯）学習社会への転換の
必要性
（２）ポリアの教授法論：①教師の目的＝「考えること（目
的のある、自発的、生産的思考＝問題解決）を教える」②教
授＝not学問・科学but技術（演劇、音楽、詩と冒瀆の比喩）
（３）ポリアの三原理：①積極的学習　産婆としての教師　生
徒に自分で発見させよ②最良の動機付け　セールスマンとして
の教師　生徒に結果を推測させよ③連続的段階　直観→概念
→観念（カント）　行動と知覚（探究）→言葉と概念（形式
化）→望ましい精神的習慣（同化・消化・応用・一般化）

５　まとめ 
（４）翻訳語文化（漢語、欧米語）としての日本語の
学問語彙への習熟方法　意味はあとで考えるほかない
「目をつぶって一思いに飛ぶ」（清水幾太郎）しかな
い　「未だ原語の意義を尽すに足らず」（福澤諭吉）
＝「とにかくここにことばを置いておくから、何とか
考えてくれ、と言ったに等しい」（柳父 1974）
（５）ダイナミック・スキーマ：人間を含めた動物の
認知システムの根源にある「動的、自律的に変化する
知覚イメージの断片」　言語＝「凍ったダイナミック・
スキーマ」を文法に則して「解凍」する作業　（戸田 
2007）
（６）開かれた意見交換、相互研鑽の場の必要性　僥
倖による支配からの脱却
（７）国際政治学者の教育活動の研究の必要性



Thank you
グローバルな世界の読み書き 

駒澤大学 
グローバル・メディア・スタディーズ学部 

芝崎　厚士

（ポリアより）
みんなこっくり夢の国、たった一人がお説教
ここではこんな実演が、「授業」という名で
通ってる。

アーネスト・ツェルメロの格言
I　君は聴衆をどんなに馬鹿だと思っても思い
過ぎではない。
I I　明白なものを力説し、本質的なものは
さっと通り過ぎよ。

報告者の書き物
（論文評）
　「国際問題文献紹介 国際関係学の課題としての教育・学習環境の改善--Mark A. Boyer, Mary Caprioli, Robert A. 
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　問題は、ある教師のところへばかり学生が集まるということの原因が、多く
のばあい、その人の気質だとか、またはたんなる声の調子だとかいうような、
外面的な事柄にあるということである。しかも、出席数がいかにこれらの外面
的要素によって左右されるかは、ちょっと人が本当にしないくらいである。こ
の点と関連して、わたくしは多年の経験と冷静な考察から、一般に大勢の学生
を一堂にあつめてする講義の価値を疑うものである。もちろん、それをやめて
しまうわけにはいかないであろう。また、それは民主主義教育の当然の帰結で
もある。だが、われわれは学問的訓練が、ドイツの大学の伝統が示すように、
本来アリストクラティックな仕事であることを認めざるをえない。他面では、
もとより、学問上の諸問題を、頭はあるが未訓練の人々に理解させ、かつ——
われわれにとってはこれこそが大切なのであるが——これらの問題をみずから
考えていくように解説するということは、おそらく教育上もっとも困難な課題
であろう。それはたしかであるが、しかしこの課題が果たされているかどうか
は聴講者の数によってきまるわけではない。当面の話題に戻っていえば、こう
した解説の技術は結局個人的な天賦であって、これはなんら学者としての資質
と一致するものではないのである。フランスと違って、わが国には学問上の
「不死なるもの」の団体は存在しない。わが国の伝統にもとづいて、大学は研
究ならびに教授というふたつの課題を等しく尊重すべきである。とはいえ、こ
れらふたつの才能を兼ねそなえた学者の出現はまったくの偶然に待つほかはな
いのである。（マックス・ウェーバー、尾高朝雄訳『職業としての学問』岩波文庫、
１９３６年、２０ページ。強調は報告者。直後に「かくて、大学に職を奉ずるものの生
活はすべて僥倖の支配下にある」（同上、強調は報告者）という一文がつづく。）

参考１　辻本雅史の学習社会論（辻本編 2007、245-246ページ） 
　現代の子どもたちは、生まれ落ちるとともに、商業的な電子メディアに浸かっている。とり
わけTVからの情報の洪水が日常的に襲ってくる。今の子どもを取りまく文化の大半は、子ど
も自身が作るのでも教師が作るのでもなく、マス・メディアによって商業的に生産されている
といってもよい。子どもたちは、さまざまなメディアから情報を得て、自らの知を形成してい
る。ここで商業的電子メディアとは、テレビ、インターネット（携帯端末を含む）、電子ゲー
ムなどのことを念頭に置いている。とすれば、この電子マス・メディアの、子どもへの人間形
成への影響の大きさを無視しては、今の子どもの意識のあり様を正しくとらえることはでき
ない。
　再度言えば、学校は、印刷された文字を中心にして組み立てられた近代の「知の伝達メディ
ア」である。これは単にテキスト（教科書）があるというだけの意味ではない。近代の知は、
文字に置換されうる言語と、言語だけで組み立てられた論理や思考を基底にもっている。就
学したとき、子どもはそれまでの電子メディアとは異なる学校文化に、どう反応するだろうか。
テレビと文字テキストでは、刺激する感覚が違う。つまりメディアが違えば、情報を受け取る
人の感覚器官が異なり、意識や言語も異なり、ひいては知のあり方事態が違うものになってく
る。その結果、人間の関係性も大きく変質してくるはずだし、ひいては社会のあり方自体に決
定的な影響ももつはずである。
　結論的に言えば、子どもの心に届く知の伝達メディアとして、学校は商業の電子メディアに
「敗北」していると言わざるを得ない。子どもにとって、学校はもはや内発的興味を引き出
し、知的に開放してくれるメディアではなくなっている。逆に強制的に囲い込み、興味をそい
でいく抑圧の空間として、学校が見えているだろう。内発的興味のないところに積極的な学び
は成り立たない。目や耳による興味本位の電子メディアになじんだ子どもの感覚と心は、文字
伝達を基礎にもつ学校教育に、適応できなくなっている可能性がある。

参考２　ポリア「教師に対する十戒」（ポリア 1959下巻、135ページ） 
１　自分の科目に興味を持て。
２　自分の科目を知れ。
３　学習の仕方を知れ：物を学ぶ最良の道は、それを自分で発見
することだ。
４　自分の生徒達の顔を読むように努めよ、彼らの期待と困難と
を知るように努めよ、自分を彼らの立場に置け。
５　彼らに、情報だけでなく「能力」、心の態度、組織的な仕事
の習慣をも与えよ。
６　彼らに推測することを学ばせよ。
７　彼らに証明することを学ばせよ。
８　現在手がけている問題について、今後の諸問題を解くとき有
用だろうと思われる諸特徴を探せ——現在の具体的状位の背後に
横たわる一般的パターンを陽わにするよう努めよ。
９　自分の秘密をすべて一度にさらけ出すな——貴方が云う前に
生徒に推測させよ——出来るだけ沢山生徒に自分で発見させよ。
１０　それを暗示せよ、無理に生徒の口に飲み込ませるな。



参考３　ポリア 数学を受講する生徒達の３つの範疇　（ポリア 1959下巻、142-143ページ） 

　①数学の生産者（１％、理論物理学、天文学なども含む。数学の博
士号取得者は０．１％）
　②数学の使用者（２９％　職業・学科で必要とする。）
　③数学の非使用者（７０％　小学校で習ったはず数学以上の数学は
恐らく使えないだろうし、また実際に使うこともないだろう）
　数学の授業の原理：
　第一　どんな職業につく場合でも勉学から何かの利益を引き出す
　第二　数学に対する意欲を持つ生徒を引きつける（あいそをつかさ
せない）
　　生産者・使用者・非使用者むけの教訓
　①②③向け：問題解決のための「ある種の心の有用な習慣」とある
種の一般的態度としての「常識」　　１／３が数学、２／３が常識で
あるように教えるべし
　①②向け：専門的な事柄と具体的諸問題の解法との関連を教えるべ
し
　①：彼らを発見し、興味を目覚めさせるべし
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