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1.研究 目的および方法

近年 ､学校教育の現場では主体的 ｡協働的な学びのためにアクテ ィブ ｡ラーニ ングの必

要性が高まってい る｡ 高等教育において も同様である｡ また 2012年 に消費者教育推進法が

成立 ｡施行 され､消費者 市民の育成が求 め られ るよ うになった｡ 筆者 らは法制定以前か ら

大学の専門科 目､小 ｡中 ｡高等学校 において､消費者市民育成 のための学習内容 の検討や

教材開発 を試 み､実践 し検証 を重ねてきた｡ その中で消費者市民育成 の学習方法 として も

アクテ ィブ｡ラーニングは有効ではないか と考 え､教養科 目に実習 を導入す ることとした｡

研究方法 としては､大学の教養科 目の授業実践による成果 と課題 の検証 を行 う｡ その結

果 より､消費者市民教育 としてのアクテ ィブ ｡ラーニングの意義 と方法について フェア ト

レー ドに関連づ けた学習 を通 して検討す る｡

2.消費者市民教育におけるフェア トレー ドの位置づけ

(1) 消費者市民教育 とは

消費者教育推進法 において､｢消費者市民社会 とは､消費者 が個々の消費者 の特性及び消

費生活 の多様性 を相互 に尊重 しつつ､ 自らの消費生活 に関す る行動 が現在及び将来の世代

にわたって内外 の社会経済情勢及び地球環境 に影響 を及 ぼ し得 るものであることを 自覚 し

て､公正かつ持続可能 な社会 の形成 に積極的に参画す る社会 をい う｡｣ 1) とされてい る｡

またコンシューマー ｡シテ ィズンシ ップ ｡ネ ッ トワークによる定義で ｢消費者 市民 とは､

倫理､社会､経済､環境面 を考慮 して選択 を行 う個人である｡ 消費者市民は家族､国家､

地球規模 で思いや りと責任 をもって行動 を行 うことで､公正で持続可能 な発展の維持 に貢

献す る｡｣そのよ うな消費者市民には､経済的市民 ｡倫理的市民 ｡政治的市民 とい う側面が

あるとされてい る｡ さらに ｢経済的市民 とは､消費が もつ影響力 を理解す る｣｢倫理的市民

とは持続可能 な消費 と生産 について考 える｣｢政治的市民 とは民主主義 を学んで消費者市民

になる｣とされている｡ 2) これまでの消費者教育の内容 との違いは､消費者 の権利 の行使

とともに責任認識 を強化す ることだ と考 え られ る｡ 消費者 の権利 と責任 において､積極的

に社会参画す ることのできる消費者育成 が求 め られてい る｡ とくに消費行動 の社会的責任

を認識 した行動が求 め られてい ると考 え られ る｡

(2) 消費者市民教育 におけるフェア トレー ドの教材化 の意義

これ までの研究 3) 4) において､消費行動 の社会責任 を認識 させ るには､｢生産か ら廃棄

に至 るプロセスを可視化す ること｣｢体験学習 を導入す ること｣の有効性 をあき らかに して

きた｡ フェア トレー ドはプロセスの透 明性があること､衣食住 の分野 と関連づ けることで

体験的な学習 を取 り入れ ることができること､生活 の振 り返 りにつ ながることが期待 され

ると考 え､教材化 を検討 した｡ 座学 による知識理解 に とどま ることな く､簡単にできる実
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習等を取 り入れ ることによって､生活の中でのよりよい消費行動の実践につなが りやすいこ

と､実習を通 して生活文化を体験的に理解 し､これまでの 自分の生活の見直しにつながること

等 より実習を導入 したフェア トレー ドに関する学習は消費者市民教育 として意義があると考え

られ る｡前述の 3つの消費者市民の側面で考えると､生産者-の影響や生産地の自然や文化と

のかかわ りなど消費による影響力を理解することか ら経済的市民の側面があると考 えられ る｡

さらに生産者 の生活支援や生産地の文化や 自然 を尊重していることか ら倫理的市民の側面 も

あると考 えられ る｡

(3) アクテ ィブ ｡ラーニングとしての生活文化体験学習

アクテ ィブ ｡ラーニングはこれか らの時代に必要 となる資質 ･能力 として､主体的に取

り組 も うとす る意欲､多様性 を尊重す る態度､他者 と協働す るための能力等を育むための

学習方法 として注 目され､各学校段階で積極的な導入が求められている｡ アクテ ィブ ｡ラ

ーニングとは課題 の発見 ･解決 に向けた主体的 ｡協働的な学びである｡

本研究においては､フェア トレー ドをビデオや写真､新聞記事等を用いた知識理解 によ

る学習に とどめず､ 自身の生活に潜む課題 に気づき､改善に取 り組む姿勢 を促す学習 とす

るためにアクテ ィブ ｡ラーニングとして､生活文化体験学習を導入す ることとした｡ 具体

的にはバ ングラデシュ風カ レーの調理実習である｡

3.アクテ ィブ rラーニングとしての生活文化体験学習を導入 した フェア トレー ド学習

これまでも高等学校等でフェア トレー ドに関す る授業実践は行われてきてお り､5)6)7)8)

｢女工哀歌｣や ｢コー ヒーの真実｣などの DVD を活用 し､ディベー トや グループワーク

を取 り入れた実践な どもみ られ るが､実習等の体験学習を導入 したものはほとん ど見受 け

られず､座学 中心の傾 向にあるといえよ う｡ 座学によっても一定の授業成果はみ とめ られ

るが､ よ り理解 を深 めるためには体験が有効であると考 える｡ 座学のみでフェア トレー ド

を扱った場合､｢豊かな先進国の人々が貧 しい発展途上国の人 を支援す る｣とい う印象が強

く (そのことにも消費 による社会貢献 とい う意味はあると思 うが)､｢支援す る側｣｢支援 さ

れ る側｣ とい う一方向的な関係性の理解 にとどま りがちである｡ また､ 自分 自身の生活 と

結びつけ､振 り返 り､課題 に気づかせ ることも難 しい｡

フェア トレー ドに関連づけた生活文化体験学習 としてバ ングラデシュ風カ レーの調理実

習を行 うにあた り､アクティブ ｡ラーニングとして ｢よ り深い学び､主体的 ｡協働的学び｣

の具体的な授業のね らいを次のよ うに設定 した｡｢自分の現在の生活の成 り立ちや あ り方 に

ついて見つめ直 し､発展途上国の生産者 の生活文化 について体験的に実感 をともなった理

解 をす ることによって､ 自身の生活 におけるよりよい消費行動 を促 し､消費行動の社会的

な影響までも考 えることができる消費者市民 としての能力育成 をめざす｡｣授業実践により

検証 し､今後の消費者市民教育の学習方法 として検討す る｡

4,授業の実際

大分大学の教養科 目 ｢南アジアの生活文化を知 ろ う｣ において実践 を試みた｡ この科 目

のね らいは､｢南アジアの生活文化 について体験的に理解 を深 め､異文化理解 を通 して､自

分 自身の生活のあ り方 をふ りかえ り､これか らのライフスタイル について考える｣ とい う
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2と関心 もな く情報 も少ないのか､総数で 54セ ンテンス と少なかった｡ ネガティブイメー

ジとしては､｢ほ とん ど知識がない｣ ｢発展途上国｣ ｢貧 しい｣｢汚い｣ といった記述であっ

た｡

事後のバ ングラデシュに関す るネガテ ィブイメージ としては､｢貧困｣｢格差｣｢働 く子 ど

も｣｢教育や衛生面の レベルの低 さ｣ な どに関す るもので 153の記述がみ られた｡ ポジテ ィ

ブイメージの記述 は 348記述 されてお り､ この分類 における記述の中でももっ とも多 く､

｢自然の豊か さ｣ ｢の どかな生活｣ ｢エ コな生活｣ ｢カ レー とラッシーが美味 しい｣｢笑顔｣

｢楽 しそ う｣ ｢お しゃれ｣｢豊かな食材｣ ｢元気がもらえる｣ ｢遅れていると思っていたが 日

本 も見習 う点がある｣｢生活文化 に誇 りをもっている｣など､貧 しいなが らもた くま しく生

きてい る人々がい る魅力的な地域 ととらえられ るよ うにな り､印象 としては著 しく変化 し

ていることが読み取れた｡

自分 自身に関す る記述は､事前にはネガテ ィブなものが 62､ポジティブなものが 48で

あった ｡ 事前のネガティブな記述のお もなものは調理実習に対す る不安であった｡ ポジテ

ィブな記述内容 としては､調理実習に対す る意欲や海外事情や国際協力-の関心がみ られ

た｡ 事後の 自分 自身に関す る記述は､ネガテ ィブなものが 66､ポジティブなものが 232で

あった｡ ネガティブイメージの記述内容 としては､｢時間に追われている｣｢無駄 ｡浪費が

多い生活である｣といった内容であった｡ポジティブイメージの記述内容 としては､｢フェ

ア トレー ドや国際協力｣に関す るものが多 く､｢できることか らや っていきたい｣とい う内

容 になっていた｡ ｢自分 自身の生活 を見直すいい機会 になった｣ とい う記述 もみ られた｡

6.考察

さらに､前述の分類 についてカ ウン ト後､消費者市民 としての 3つの側面か ら記述内容

について さらに抽 出 ｡分類 し､考察す る｡

経済的市民の視点の見受けられ るコメン ト数 と分布 は､ 日本や 自分 についてポジティブ

イメージの記述 (232)中､フェア トレー ド等生産者支援 について言及 した記述が 55見出

された｡

倫理的市民の視点の見受けられ るコメン ト数 と分布 はバ ングラデシュについてのポジテ

ィブイメージの記述 (348)中､お もに環境共生 ･負荷に関連 した記述が 12見出された｡

具体的な記述例 としては､サ リーな どの布 を リサイクル ｡リメイクす ることを評価 したも

のや 自然 を受 け入れた生活のあ り方に言及 したもの等である｡

政治的市民の視点の見受けられ るコメン ト数 と分布 は､バ ングラデシュについてのネガ

ティブイメージの記述 (153)中に 59見出された｡ お もな内容 はバ ングラデシュの社会問

題 に関す る記述で､貧困 ･格差 ｡衛生面や教育の課題 に言及 したものである｡ バ ングラデ

シュについてのポジテ ィブイメージの記述内容 (348)中､3見出 された｡ 具体的な内容 と

しては､マイクロクレジッ トや フェア トレー ドの取 り組みによ り仕事 を得ていきいき働 く

女性 を取 り上げ､社会参加 ｡自立について言及 しているものである｡ 日本や 自分について

ポジテ ィブイメージの記述内容 (232)中､9見出され､具体的な内容 としては社会貢献や

国際協力-の意欲 を示す内容であった｡ 事前には政治的市民に関す る成果は予想 していな

かったが､多 くの記述がみ られた｡
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さらに事前 には､生産者や生産国に関心 をもつ者 は少 なかったが､バ ングラデ シュ風 の

カ レー とラッシー をつ くり食す るとい う生活文化 を体験的に学習す ることによって､多 く

の受講生がその美 味 しさや 日頃､ 日本 で食べてい るカ レー との違い､ 自分 自身の生活 の見

直 しにつなが り､ よ りよい生活や消費行動 にも 目が向け られてい ることが読み取れ る記述

が多 くみ られた｡

生活文化 を感 じられ るよ うな体験学習 を導入す ることによ り､ どの よ うな方 向に理解 を

深 め られ るか とい うと､体験学習前 には｢単 に貧 しくてかわいそ うだか ら助 けてあげたい｣

とい う気持 ちが大 きかった生徒や学生た ちが､｢自分 たちにはない生活文化がある｣ことに

実感 をもって気付 くことができ､発展途上国の生活文化 にふれ､理解す ることに よ り､ 自

分 自身 の生活 も振 り返 ることができるよ うになるのである｡ 自分たちの ｢フッ クの生活｣

を振 り返 り､そ こに潜む課題 に気付 くためには､違 いを実感 できる異文化体験が有効 であ

ると考 える｡ また､そのことによって､ 自分たちの持 っていた生活観や価値観 の見直 しに

もつなが るよ うに見受 け られ る｡

大学の教養科 目にお ける消費者市民教育の学習内容お よび方法 について､ これ までに実

践 した大学専 門科 目での実践 9)｡中学校 10)●高等学校 11)での実践 の結果 も合 わせ て検討

す ると､生活文化 を体験的に学習す るにあたって､ フェア トレー ドを教材 とす ることで､

自身の生活 をふ りかえ り､そのプ ロセスに 目を向けるよ うになるこ とか ら､消費行動 の社

会的責任 も認識 しやす くなるのではないか と考 え られ る｡ その結果 として 自身の消費行動

の影響や持続可能性 に関す る消費者 市民 としての意識 が芽生 えるこ とにつながる と考 え ら

れ る｡

｢よ り深 い学び､主体的 ｡協働 的学び｣ とな るよ うにアクテ ィブ ｡ラーニ ング として生

活文化体験学習であるバ ングラデシュ風 カ レーの調理実習 を具体的な手立て として組み込

んだ授業 を実施 した｡ ね らい としていた ｢自分 の現在 の生活 の成 り立 ちや あ り方 について

見つめ直 し､発展途上 国の生産者 の生活文化 について体験的に実感 を ともなった理解 をす

ることによって､ 自身 の生活 にお けるよ りよい消費行動 を促 し､消費行動 の社会 的な影響

まで も考 えることができる消費者市民 としての能力育成 をめ ざす｡｣については､これ まで

示 した記述 内容 か ら一定の成果 がみ とめ られた と考 える｡

7.結論

大学の教養科 目にお ける消費者市民教育 の学習方法 としてのアクテ ィブ ｡ラーニ ングの

有効性 について､ フェア トレー ドに関連づ けた学習 を通 して､生活文化体験学習 として調

理実習 を導入 した結果 についてま とめる｡

レポー トの記述 にも ｢自分でカ レー を作 り経験す ることが最 も効率 よく南アジアの文化

を学べ る と思 う｣ な どの記述 もあ り､生活文化 を体験的に学習す ることで､対等 な関係性

を構築 し､自身 の現状 について も相対的 に見つめ直す ことができるのではないか と考 える｡

さらに｢フェア トレー ドに対す る考 えの変化 は ビデオ視聴 が大 きい｣と記述 した者 もお り､

視聴覚教材 を効果的に活用す ることが求 め られ る｡

消費者市民教育 にお けるアクテ ィブ ｡ラーニ ング として生活文化体験学習 の意義 と方法

についてフェア トレー ドに関連づけた学習を通 して検討 した結果､以下のことが見出 された｡

-50-



消費者市民教育の学習 に求め られ る要素 として次の 3点を提案 したい｡ ①生活文化体験

的学習 を組み込む こと②視聴覚教材等 によ り､ よ りわか りやす く生活 のあ り様 を示す こと

③ナ ラテ イブな どを用いて､ 自身の学習プロセスにおける変容 を自ら認識す る機会 を設 け

ること｡ これ らを組み合 わせ ることによって､アクテ ィブ ｡ラーニ ング として ｢深い学び､

主体的 ｡協働 的学び｣ となると考 え られ る｡
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