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　This study clarifies the position of deliberation and its educational and social significance in the philosophy of democratic education 

proposed by American educational researcher Diana Hess. The concept of deliberation is based on the political idea of   deliberative 

democracy, locating the legitimacy of political decision-making in the process of reason-giving, whereby politically equal actors can agree 

with each other. This concept gradually became more focused as Hess progressed in her research, such that deliberation was distinguished 

from general discussion and was ultimately positioned at the core of her philosophy of democratic education. The case study for this 

analysis is the practice of “the legislative simulation” at Adams High School, which comprises a curriculum centered on deliberation 

over real-life social issues that students consider important. The legislative simulation enables students to deepen their understanding of 

others by building up experience of deliberation with classmates from diverse cultural backgrounds, transforming their own perspectives, 

and increasing their willingness to participate in real-life politics. Building up experience of this kind of practice may broaden students’ 

perspectives and contribute to the resolution of social problems and development of democracy in the real world.
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１．はじめに

　本研究では，アメリカ合衆国（以下，米国）の教育

学者ダイアナ・ヘス（Diana Hess）の民主主義教育論

における「熟議」（deliberation）の概念の位置づけと

その教育的・社会的な意義を明らかにすることを目的

とする。

熟議とは1980年代以降に欧米の政治思想の領域で

影響力を増してきた熟議民主主義（deliberative democ-
racy）の思想に基づく概念である。熟議民主主義につ

いては，論者によってその重点の置き方は多様である

が，政治学者の田村哲樹は，「人々の間の理性的な熟

慮と討議，すなわち熟議を通して合意を形成すること

によって，集合的な問題解決を行おうとする民主主義

の考え方」1)
という暫定的な定義を与え，異なる人々

が熟議を重ねることを通して，各自が自らの考えを少

しずつ変えること（選好の変容）の重要性に重きを置

いた理解をしている。本稿では，この政治思想におけ

る新たな思潮が学校教育のカリキュラム・教育方法に

与えた影響とその意義を明らかにする。

この領域における先行研究を概観すると，近年，日

本でも欧米の新たな政治思潮である熟議の思想や実践

に焦点化した研究が進展してきていることがうかがえ

る。平井（2017）は，熟議民主主義の代表的な論者で

ある政治思想家エイミー・ガットマン（Amy Gut-
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mann）の教育理論を主に教育制度上の平等論という

マクロな観点から考察している2)
。長田（2014）は，

論争問題学習における「熟議的転回」の影響を米国で

開発された教材の構造というミクロな視点から分析し

ている3)
。さらに，2010年代後半以降には社会科教育

や道徳教育の分野において熟議の過程に焦点化した授

業（杉浦，2018）４）や授業論の検討（市川，2016）５）

が行われてきている。

一方，米国では1990年代以降，ガットマンらをはじ

めとする熟議民主主義の思想を市民性教育のカリキュ

ラム・教育方法の次元で論じ，その可能性を探究する

研究が進展している。こうした研究における中心的な

論者の一人として，教育学者のダイアナ・ヘスがあげ

られる。ヘスは，これまでに「論争的な公的（政治的）

問 題 」（Controversial Public（Political）Issues：CPI）
の議論・熟議を通した民主主義教育論を提唱し，教育

思想や授業分析，教材開発，教師教育等に関する数多

くの論考を発表してきた（このうち主要な論考は

Hess, 2002; Hess, 2009; Hess, 2015）6)
。

ヘスの論考は日本にも紹介され，市民性教育や社会

科教育の研究に影響を与えている。後藤（2011）は，

ヘスが開発・編集した裁判所学習の教材Connecting 
to the Courts: A Teacher’s Guide to the Wisconsin 
Courts（2001）を分析し，ここに論争問題の熟議を

提唱する立場から子どもの学習活動や現実社会とのか

かわりを重視する教材観が読み取れることを論じてい

る７）。志田他（2014）は，政治的リテラシーを育成す

る論争問題学習の事例としてHess（2002）で取り上

げられた３種類のケーススタディを分析し，これらを

職業や政治，経済を中心とする市民社会生活との関連

（社会的レリバンス）のある市民性教育へのカリキュ

ラム・イノベーションの視座をもつものとして評価し

ている8)
。また岩崎（2016）は，論争問題学習におけ

る教師の役割に関して，特に政治的見解の表明のあり

方に着目してその研究史を分析するとともに，Hess
（2015）で提唱されている教師の「プロフェッショナ

ル・ジャッジメント」の概念の意義を考察している9)
。

しかし，先行研究においては，ヘスの民主主義教育

論における熟議の概念の位置づけ（一般的な議論との

峻別）や，その理論を踏まえた実践の様相，さらにそ

こから導かれる熟議の意義については明らかになって

いない。そこで本稿では，ヘスの民主主義教育論にお

ける熟議の位置づけを論じるとともに，ヘスらがケー

ススタディの対象としたアダムズ高校（Adams High 
School）における「模擬議会」（Legislative Simulation）

の実践を分析することを通してその様相を明らかに

し，熟議の概念がもつ教育的・社会的な意義を考察す

る。

２．ダイアナ・ヘスの民主主義教育論における「熟議」

の位置づけ

Ａ．ヘスの経歴と研究の特徴

　ダイアナ・ヘスは，高校の社会科教師としての経験

を経て，1998年にワシントン大学シアトル校におい

てウォルター・パーカー（Walter. C. Parker）のもとで

博士号を取得した（博士論文の題目は“Discussing 
controversial public issues in secondary social studies 
classrooms: Learning from skilled teachers”）。翌99年
よりウィスコンシン大学マディソン校教育学部の准教

授に就任し，2020年現在，同校にて教育学部長を務め

ている。議論を中心とした学習に関する理論研究，

ケーススタディなどの一連の研究の成果は，2009年
の著書“Controversy in the classroom: �e democratic 
power of discussion.”にまとめられた。この本の中で

ヘスは，学校という多様性に富む場こそが民主主義を

実践し（do democracy），アメリカの民主主義の質を

高めていく上で，重要な場であるという認識に立ち，

論争問題学習の議論を学校教育に取り入れる必要性を

説いている。また，ポーラ・マカヴォイ（Paula McA-
voy）との共著となる近著“�e Political Classroom: 
Evidence and Ethics in Democratic Education.”

（2015）では，熟議民主主義の思想に立脚するかたち

でそれまでの理論を焦点化するとともに，論争問題学

習の担い手となる教師の信条や役割に関してケースス

タディをもとに論じている。

現実の論争的問題に取り組むことを重視する理論や

実践は，ヘスの研究以前にも多数存在する。その代表

例と言えるのが，1960年代にドナルド・オリバー

（Donald. W. Oliver）らにより提案されたハーバード社

会科（Harvard Social Studies Project）である（Oliver, D. 
W., & Shaver, J. P., 1966）10)

。1960年代に社会系科目に

おける教育内容の現代化の動きの中で生まれた「新社

会科」（New Social Studies）が一般的に学問の構造を

重視していた（discipline-centered approach）のに対し

て，オリバーらは実際の社会問題を題材とした探究に

基づく学習（inquiry-based learning）を重視した多く

の教材を開発し，その取り組みは現在の教育実践にも

示唆を与え続けている（Bohan, C. H., & Feinberg, J. R., 
2010）11)

。
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一方，ヘスによる一連の研究の特徴として，以下の

２点を指摘できる。１点目は，ヘスらの理論と実践が

熟議民主主義の思想を踏まえたものとなっていること

である。先述のオリバーらの実践は現実世界の論争的

な社会問題の議論を通して，合理的な意思決定能力の

育成を目指すという点で，ヘスを含むのちの実践に与

えた影響も大きい。しかし，彼らの提案は，時代的な

制約から選好集約型の民主主義を前提とした意思決定

力の育成を目指すものとなっている。一方で，ヘスら

は後述するように1980年代以降に影響力を増した熟

議民主主義の思想を踏まえ，見解の異なる他者との交

流の中で各人が見方を多様化させることや，集団の中

での共通善を模索することを学校空間で実現すること

を重視している。２点目は，ヘスらの研究の中心が従

来主流であった教材開発による現場への提案という方

向性をとらず，実際の教育現場を観察し，その理論的

意味付けを行うというケーススタディの方法をとって

いることである。こうした研究方法を採用しているこ

とにより，授業の計画だけでなく，実際の授業内での

生徒の変容やそれをヘスが研究者としてどのように意

味づけているのかを踏まえたうえで，実践において重

視されている概念や実践そのものの意義について考察

することが可能となる。

Ｂ．学校教育における議論の意義 
ヘスの研究者としての初期の問題関心は，中等教育

の社会科の授業に「論争的な公的（政治的）問題」

（Controversial Public（Political）Issues：CPI）の議論

（discussion）を組み込むことにあった。ここには彼女

が実際に高校の教師として日々の授業に向き合ってい

た際に感じた問題意識が色濃く反映されているものと

思われる。

Hess（2002）は，1916年の社会科成立以降，社会科

教育のカリキュラムに論争問題を組み込むことの重要

性が繰り返し唱えられてきたことに触れ，「民主主義

の実現」と「生徒にとっての力」という二面からその

意義について論じている12)
。前者に関しては，民主主

義のための教育として社会科教育カリキュラムに議論

を取り入れる必要性を提唱してきたフレッド・ニュー

マン（Fred Newmann）やウォルター・パーカーに依

拠しつつ，これをベンジャミン・バーバー（Benjamin 
Barber）やジェーン・マンスブリッジ（Jane Mans-
bridge）といった政治思想家の理論に基づき補強し，

健全な民主主義のためには学校での市民教育が重要で

あることを主張している。

後者については，議論を学ぶことによる生徒個人に

対する意義を，社会科教育だけでなく，価値の問題を

扱う道徳教育や学習論に重きを置く協同学習の論者と

いった多様な観点から考察し，議論を取り入れた学習

が政治的価値への理解の深化や政治参加への意欲の向

上，批判的思考の涵養に資するものであるとしてい

る。このようにHess（2002）では，議論を教育の場

に取り入れる意義が多様な観点から主張されている。

一方で，授業の実証研究を引用して，実際の教室で

は時間的制約や試験準備といった現実的制約，教師の

技能や自信にかかわる問題，あるいは政治的配慮のよ

うな，さまざまな理由によって議論を取り入れた学習

がほぼなされていないことを危惧する。こうした問題

に対し，のちにヘスは学校こそが民主的な議論を学ぶ

場として重要であるとう立場を明確に示していく。そ

の主要な理由としては，第一に学校には論争問題の議

論を行うカリキュラム上の機会が存在すること，第二

に生徒に議論への参加の仕方を教える技能を有する教

師がいること，第三に議論を行う上で有用なものとな

り得る，ある程度のイデオロギー上の多様性が存在し

ていることをあげている13)
。こうした学校の現実と可

能性を踏まえて，優れた実践事例の探究を通して現状

の解決策を見出していこうとするのが，ヘスによるそ

の後の研究の基本路線となっている。

Ｃ．「民主主義教育」への拡大

上述の問題関心から出発したヘスの研究は，論争問

題の議論に関する学習がもつ意義の探究や教師の政治

的見解の影響に関する研究，教育を通した社会問題の

改善を志向した研究などさまざまな方向で進展してい

くが，その過程で，当初の社会科教育カリキュラムの

改善という教科教育的視点は後景に退き，「民主主義

教育」（democratic education）ということばで自身の

教育論を表現し始める（Hess, 2004）14)
。ここで，ヘス

は特に「公民教育」（civic education）という言葉の語

感との差異を明確に意図している。彼女は「公民教育」

を現状の社会秩序への順応（fitting in）を目的とする

もの，「民主主義教育」を民主主義そのものに内在す

る論争的で動的な次元に焦点化したものとして区別し

て用い，その上で後者を「民主主義を実践する（do 
democracy）ことを若者に意図的に教える公民教育の

形態」として定義する15)
。

教育史家のStanley（2005）は，社会科教育の実践

史において，社会秩序を伝達する（transmit）活動に

生徒を従事させるもの，すなわち現状の社会に生徒を
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備えさせるような教育と，現在の社会秩序を変革する

（transform）活動に生徒を従事させるもの，すなわち

あるべき社会に生徒を備えさせる教育との間の緊張関

係が存在することを指摘する16)
。ヘスによる教育が，

より強固な民主主義（stronger democracy）を目指すと

いう価値を有する限りにおいて，後者のような変革的

（transformative）なものであると位置づけ，現在の米

国の学校でこうした実践のあまりなされていないこと

を危惧している17）。上述の定義に見られるように，ヘ

スは民主主義教育を通して，若者を現状の体制に社会

化することではなく，若者がともに将来の社会を構想

していくことに重きを置いているといえる。

Ｄ．熟議民主主義への立脚と「熟議」への焦点化

ヘスが自身の教育論を民主主義教育という言葉で語

るようになっていく過程で，議論という教育方法に関

しては，民主主義への貢献という観点からの意義づけ

が深化していく。Hess（2009）では，「自分自身とは

異なった人々がいる場において公的問題に関する議論

にかかわることで，政治的な寛容性（political toler-
ance）が生まれ，人々は学び，よりよい政治的意思決

定を実現する」18)
というように，議論を通した学習の

必要性が政治的寛容性の育成という観点から語られて

いる。ここで「政治的」寛容性とは，単に人々が望む

ことを無制限に認めるという受動的なものではなく，

「発言の自由などの重要な権利を自分自身とは異なる

人に対して認めようとすること」19）という能動的な意

味をもち，特に米国のような多様性に富む社会におい

て公正な民主主義の基礎として重要なものであると位

置づけている。

一方，議論（discussion）という言葉に関しては当

初から幅広く意義づけられてきたこともあり，同様に

用いられている熟議（deliberation）という言葉との峻

別が不明瞭な形で研究が進展してきた。これはヘスや

パーカーが論拠とする政治思想家や教育学者の立場が

多様であり，用語がさまざまな形で混在していること

が原因と考えられる。ヘス自身による言葉の用法に着

目すると，研究の初期段階では論拠とする文献の用法

に従って一部に熟議という言葉が混ざる部分があるも

のの，基本的には議論という言葉を用いている。Hess
（2009）においても，熟議を用いた政治理論として「討

論型世論調査」（deliberative poll）への言及が見られ

るが，それ以外の具体的な実践の分析等の箇所では全

体を通してdiscussionの語が使われており，両者は明

確には峻別されていない。

明確な意図をもって熟議の語が使用され始めるの

は，教育哲学を専門とするマカヴォイとの共同研究が

進展する2010年代以降である。McAvoy & Hess（2013）
では，ヘスやパーカーの研究の根底にある熟議民主主

義の思想に立ち返り，その意義を明示している。パー

カーの整理によれば，熟議民主主義とは1980年代初頭

にベンジャミン・バーバーやジェーン・マンスブリッ

ジらの政治哲学者やジョシュア・コーエン（Joshua 
Cohen），ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Haber-
mas），ジョン・ロールズ（John Rawls）といった哲学

者の研究により影響力を高めてきた思潮であり，政府

の正統性についての根拠を社会問題に関する市民間の

熟議に見出して論じる点に特徴がある。

マカヴォイらによれば，この立場は投票行動を通じ

て個々人の選好を集約し，政府によって諸集団間の利

害調整や意思決定がなされることを民主主義とみなす

第二次世界大戦後に支配的だった考え方からの離脱を

意味する20)
。熟議民主主義の論者はこうした民主主義

のとらえ方が過度に個人主義的な市民観に基づき民主

的な意思決定に本来的に備わる社会的側面を捨象して

いる点を批判し，市民間の熟議のプロセスのなかに民

主的な意思決定の正統性を見出すのである。政治思想

家エイミー・ガットマンらはこのような特性をもつ熟

議という概念の核に「理由づけ」（reason-giving）を

位置づけて，熟議民主主義を次のように定義する。

　熟議民主主義とは，自由で平等な市民（及びその

代表者）が，現在のすべての市民を拘束しつつも将

来的な変更にも開かれた結論へ到達することを目指

して，お互いに，相互に受容可能で万人に開かれた

理由づけ（reason-giving）を行う過程を通して意思

決定を正統化する統治の形態である21)
。

Hess & McAvoy（2015）では，民主主義教育論の論

拠としてそれまでの論考と比較して熟議民主主義及び

熟議の語が明確に使用されており，全体を通じて特に

ガットマンらの思想の影響が強く読み取れる。上記の

ガットマンらによる熟議民主主義の定義を踏まえて，

ヘスらは「若者にお互いが政治的に対等であることを

教え，（筆者註：主義・主張の）理由づけを行ったり，

自分自身の見方や信条が他者にいかなる影響を与える

かを熟考したりする実践のなかで彼らを教育してい

く22）」ことを主張する。

ここにおいてヘスは改めてパーカー（2003）に遡り，

議論（discussion）と熟議（deliberation）とを峻別する。
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パーカーによれば広義の議論とは「協同的な探究の一

種であり，その成果は多様な見解の表現や考慮に依拠

するのが望ましい」23)
ものとされ，意見の交流を通し

て共通認識をもつことを目的とする。これに対し，熟

議は議論のより特別な形態であり「共有した問題を解

決する行動計画の決定に向けた話し合い」24)
と定義さ

れ，生徒に対し「これに対して私たちはどうすべきか」

を問いかけるものである。やや抽象的ではあるが，

パーカーにおいて議論は多様な見解を共有することを

主目的とするのに対し，熟議はそこから一歩進み，共

有した課題に対する協同的な意思決定までを志向する

ものであるといえる。

ヘスは，議論と熟議はうまく機能した場合にはいず

れにも民主主義教育における意義があるとしつつ，特

に熟議が個人的な選好の判断という水準を超えて，多

様な見解を踏まえたうえで，社会全体にとっての判断

を下すことを求めるという点で，民主的な性向や態度

を形成する上で重要であると位置づけている25)
。熟議

の概念は，Hess & McAvoy（2015）を通じて，現実社

会における社会経済的な不平等の拡大や居住地の棲み

分け（segregation）による政治的な同質性の高まりと

いった米国社会が抱える問題を学校教育という回路を

通して変革していくことを目指す概念として重視され

ている。ここにおいて，これまで議論という言葉で説

明されてきたヘスの民主主義教育論の中心概念は，熟

議民主主義思想に立脚した熟議という概念に明確に焦

点化してとらえ返されるに至った。

以上みてきたように，ヘスは研究の初期の段階から

議論を重視する教育論を構想していたが，研究の進展

に伴い，熟議民主主義の思想へ立脚するかたちで熟議

の概念を広義の議論とは区別してとらえ直し，自身の

民主主義教育論の中核に位置づけた。

３．アダムズ高校における「模擬議会」の実践にみる

熟議の様相

Ａ．模擬議会の実践の位置づけ

　ヘスは，研究の初期の段階から自らの提唱する論争

問題の議論を軸にした民主主義教育論と目標を共有し

ている典型的な実践をフィールドワークに基づくケー

ススタディのかたちで報告してきた。こうした研究様

式には，「優れた実践事例」（“good cases”）に関するケー

ススタディに基づく教師教育の思想を踏まえ，理想的

な授業論を可能性として語るだけでなく，実際に行わ

れている優れた実践例から学ぶ姿勢を重視していると

いえる26)
。こうした研究方法を採用していることから，

取り上げられている実践の数々は必ずしもヘスの理論

を前提として実施されたものとは言えない点でその理

解や解釈に留意が必要ではあるが，いずれの実践も理

論家であるヘスの視点から見て，民主主義教育として

意義のある実践として評価されているものである。

こうした研究の最初期の論考として，Hess（2002）
では，論争的な公的問題（Controversial Public Issue）
を扱った３つの事例（「セミナーモデル」「公的問題モ

デル」「タウンミーティングモデル」）を報告している。

Hess（2009）では，これらの実践のうちの２事例と，

新たに追加した１事例を分析し，各実践には授業方法

や評価方法に生徒や学校環境に即した配慮や違いはあ

るものの，共通して実践者である教師が，「議論を通

した指導」（teaching with discussion）と「議論のため

の指導」（teaching for discussion）を取り入れることで，

議論をより豊かなものとしている点を評価している
27)
。

これらの実践や分析はいずれも，論争的な問題を実

際の教室空間に取り入れた授業に関する質的な研究と

して貴重なものであるが，前章で論じたように，この

段階ではヘス自身の民主主義教育論の中で，広義の議

論と熟議の目的・内容・方法上の違いが明確には峻別

されておらず，後述するような熟議の概略を軸にした

実践としての評価を明確に押し出すものとはなってい

ない。

　一方，本稿で分析対象とするアダムズ高校（Adams 
High School）における「模擬議会」（the Legislative 
Simulation）の実践は，ヘス及びその共同研究者によ

る一連の研究（Ganzler, 2010; McAvoy & Hess, 2013; 
Hess, 2015）28)

の中で着目されてきた実践事例であり，

ヘスらが民主主義教育における熟議の重要性をより積

極的に押し出してきた時期に観察・評価されたもので

ある。その点から，ヘスが民主主義教育論の中核に位

置づける熟議の概念が実践においてどのように具体化

されているのかを考察するうえで，本実践は最も適し

た事例であるといえる。加えて，アダムズ高校はヘス

が分析対象とした事例の中で，生徒の社会的・政治

的・経済的な多様性が最も高いという環境的な特徴を

有し，熟議という概念の中で重視される，政治的に対

等な主体間での協同的意思決定という特質を教室内で

実現するためのカリキュラム上の工夫や教師の手立て

を見出すうえで有益な事例でもある。
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Ｂ．模擬議会の実践の概要

本稿で分析対象とするアダムズ高校での「模擬議

会」の実践は，ヘラー（Eileen Heller），マシューズ

（Julie Matthews），ハムステッド（Andrew Hampstead）
の３名の教師29)

が協働でつくりあげ，2005年度に同校

の米国政治の授業において実施したものである。この

実践の端緒は，ヘラーが退職したかつての同僚と1993
年に実施した授業であり，調査時点で10年以上にわた

り継続して実施されてきたことになる。本実践は理論

家であるヘスと同校の教師の交流以前から脈々と積み

重ねられてきた実践であるが，ヘスはまさにこの実践

の中に，自身が重視する熟議に基づく民主主義教育の

理想像を見出している。

アダムズ高校には，米国中西部の大都市の西部郊外

にある６つのコミュニティから生徒が集まっている。

調査時点で，全校生徒2100名のうち，白人52％，ヒス

パニック40％，マルチ・エスニック４％，アジア系

２％，アフリカ系アメリカ人２％という構成となって

いる。ヒスパニック系の人々の中には，合衆国に数世

代にわたって居住してきた者もいるが，近年はメキシ

コからの移民が増加している。英語を第一言語としな

い家庭で暮らす生徒も多い。政治的にも，民主党支持

が66％，共和党支持が26％であり，比較的多様な傾向

となっている。

こうした多様性に富む学校の環境を背景として，教

師たちは，「インクルーシブな参加」（Inclusive Partici-
pation）に最も価値を置いて実践を構想してきた。こ

れは全生徒の声を政治的に対等なものとして扱い，意

思決定に反映させることを目指すものである。教師た

ちは，昨今の米国の学校や社会でみられるトラッキン

グ（能力による生徒のコース分け）や居住地の棲み分

けを非民主的なものとして批判し，反対に教室内での

多様性を生かした実践を行うことで生徒の視野を広

げ，生徒たちがお互いに政治的に対等な関係であると

認め合えるようにしていくことを目指している。こう

した考えから，通常は別のカリキュラムで学んでいる

ヘラーが担当する英語学習者（English Language 
Learners：ELL）のコースの生徒も，模擬議会の議論

に参加することとなっている。

　模擬議会の授業は，「インクルーシブな参加」とい

う理想に基づき，高校生向けのトラッキングのない

コース（non tracked course）として構想されたもので

あり，柔軟で，知的に厳格（Intellectually rigorous）で，

すべての生徒のニーズを満たすに足る「真正な熟議の

体験」（authentic deliberative experience）の実現を目的

としている。

Ｃ．模擬議会の実践のカリキュラムと熟議の様相

　アダムズ高校では，例年，約400名の生徒のうち200
名が秋学期に，残りの200名が春学期に模擬議会の授

業を履修する。表3-1は，模擬議会のカリキュラムを

学習段階・生徒の活動・目的，そこでの教師の役割と

いう観点から整理したものである。半期の学習過程の

全てが最終的に実施される全体での模擬議会における

シミュレーション活動（フル・セッション）を軸に構

成され，各々の活動がこれに関連づけられているのが

特徴である。そのため，米国政治の学習事項における

基本的な知識に関する項目（例えば，人権保障規定や

連邦制）は，模擬議会の実践と関連をもつ（relevant）
ときに扱われるかたちをとっている。以下，表3-1に
依拠しながらそれぞれの学習段階の特徴をみていく。

第一段階では，議論の前提となる基礎知識（合衆国

憲法や二大政党とその綱領）や議論の方法の習得が目

指される。学期の開始時には２週間かけて，現在の社

会問題に関するクラスでの議論を行う。生徒は重要な

問題について学び，自分自身の考えがどの程度各政党

の綱領に沿うものであるかを考えることを通して，自

身の政治的アイデンティティを形成するとともに，他

者を責めない，意見を尊重するといった「市民として

の対話」（civil discourse）の規範を身に付ける。この

段階では，教師が「憲法上の論争点」（constitutional 
controversies）を選択し，生徒は憲法の条項と現代の

出来事をつなげるために共通の文書資料を読みなが

ら，人権保障規定やそれをめぐる解釈の対立を学ぶよ

うな学習が行われている。また教師自身が状況に応じ

て意図的に反対の立場をとる（devil’s advocate）こと

によって生徒間の議論を促進したり，議論のための足

場かけ（scaffold）を行ったりと，教師による意図的な

介入が積極的に行われている。

　第二段階では，生徒が自分たちの議会をつくり，法

案を作り始める。この段階に至る頃には生徒は異なる

立場・考えの生徒と交流を深めることができるように

なり，政治的な対話に満ちた学校文化（school cul-
ture）が形成され始める。政治に関する基礎的な教養

と議論の作法をある程度身につけたところで，生徒は

「宣言する日（Dデイ）」（Declaration Day）を迎え，

どの政党に属すか，あるいは属さないかを全員の前で

発表する。そして，簡単な自己紹介と自身の政治的な

立場についてまとめたプロフィールをウェブ上に公開

し，これに基づき，各党の党首を選出する。その後，
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３～４人の小グループに分かれ，取り組むべき社会問

題について検討を始める。検討された社会問題とその

解決策となる法案は，委員会と呼ばれるクラス内での

小規模の集団の中で検討され，どの法案を学校全体で

の模擬議会（フル・セッション）で議題とするかが検

討されていく。この段階に至ると，教師は政治的議論

のコーチ，ファシリテーターとしての役割の比重を高

め，生徒自身による議論の比重が高まっていく。

　第三段階では，フル・セッションが行われる。この

活動は，アダムズ高校の米国政治の一連の学習過程の

中心に位置づけられる。フル・セッションの時間には，

米国政治の授業を履修している全生徒が講堂に集い，

これまでの小グループ，クラス単位での議会を通過し

てきた法案について，実際の議会と同様の過程を通じ

て議論し，投票を行って立法の可否を全体で検討して

いく。違憲立法の申し立てがあった場合には，社会科

の教師によって構成される模擬最高裁判所の再審理が

行われる。表3-2は，生徒が提案した法案の一覧である。

ここにみられるように，生徒が提示した法案のカテ

ゴリーは，政治的な事柄から，経済，社会問題に至る

幅広いものとなっている。各カテゴリー内での具体的

な法案の名前からも，「ヘイトクライム（憎悪犯罪）

規制法の禁止」（Ban all hate crime laws）や「安楽死の

合法化」（Legalize doctor assisted suicide），「どの子も

置き去りにしない法（NCLB法）の禁止」（Ban No 
Child Left Behind）のように，現実の米国社会でさま

ざまな政治的立場から議論が巻き起こっている論争的

なテーマが題材として選択されていることがうかがえ

る。

フル・セッションの場面では，これら現実の社会問

題に関する議題に対し，例えば両親が刑務所に服役し

ているという境遇の生徒が自身の感情を述べたり，移

民の家庭の生徒が自身の視点から移民政策について

語ったりと，自己の生い立ちや個人的経験といった立

場から対話が行われている点が特徴的である。フル・

セッションにおける教師の支援は，議論の進行状況を

みた助言や，他者に対する非難といった不品行への対

応など必要最小限にとどまっている。これらの活動を

経て，最後の第四段階では，これまでの学習活動の振

り返りが行われる。

以上のように，本実践はすべての学習活動がフル・

セッションと呼ばれる現実の社会問題に関する模擬議

会を軸に構成され，そこに至る学習活動の全場面に生

徒間の熟議の機会が存在している。クラス内の委員会

においてフル・セッションで扱う法案を選択する場

面，さらに実際のフル・セッションで自身の法案を通

すために意見を交流する場面では，見方の違う他者を

納得させ得る理由の提示，すなわち理由づけ（reason-

表3-1　模擬議会の学習過程
学習段階 生徒の活動 目的 教師の役割

Ⅰ 政治的なアイデン
ティティの形成

　（始めの２週間）

・教師が選んだ問題について討論する
・議会の過程について学ぶ
・オンラインの議論に参加する

教師によって統制され
た政治空間（regulated 
public space）での議論

状況に応じて意図的に反
対の立場をとる（devil’s 
advocate）
議論のための足場かけ

（scaffold），ファシリテー
ター

Ⅱ 法案の作成と委員
会

・政党への加盟を公言する
・政党のリーダーを選出する
・調査し，法案を作成する
・委員会の意見を聴く

政 治 的 対 話（political 
talk）の文化の形成

政 治 的 議 論 の コ ー チ
（political coach），ファシ
リテーター

Ⅲ フル・セッション ・普段の授業を免除してもらい，２日
間にわたり半日かけて講堂で議論
する

・参加者と討論し，法案に投票する
・可決か否決か
・模擬最高裁（社会科教師）の再審理

政治的立場の明確化
（taking political stands）

議論の過程に関する助言，
不品行への対応，観察と
評価

Ⅳ 振り返り（debrief）・政治的立場を再考あるいは変更する
・現実の政治の過程で起きていること

と生徒自身が経験した過程を比較，
対照する

振り返りの支援

Hess, D. E., & McAvoy, P. (2015) p.90をもとに同書pp.91-105の内容を踏まえ筆者作成
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giving）が求められる。このような学習は，生徒が自

身の利害だけでなく社会全体の利害を想定した意思決

定について学ぶ機会となっている。加えて，学習の初

期段階では熟議の前提となる市民的な対話の作法を明

確に教授しつつ，次第に生徒自身が秩序ある対話空間

を構想していくよう方向づけるという一連の教師のか

かわり方は，熟議を志向する本実践に特徴的なものと

いえる。

４．「模擬議会」の実践にみる生徒の変容と熟議の意義

Ａ．模擬議会の実践における生徒の変容

　本節では模擬議会の実践を経た生徒や卒業生の語り

にみられる変容とそれに対する研究者の評価をみてい

く。なお，生徒の語りの引用文中の［　］は原文の表

記に従ったもの，（　）内の記述は筆者が補足を加え

た内容である。最初にみていくのは，移民問題に関す

る議論を振り返ったある生徒の声である。

　私は長い間その子（移民の家庭の生徒）と一緒に

学校に通ってきたけれど，［彼ら（移民）の経験が

どんなものか］気づかなかった。今では，彼らがど

こから来たのかある程度はわかっている。私は今で

も違法な移民に対しては反対ではあるけれど，その

問題の背後にある個人の顔が見えるから，私がする

対話が人種差別的に熱のこもったものになったり，

挑発的なものになったり，あるいは相手に失礼なも

のになったりはしない30)
。

　この生徒にとっては，本実践での学びが，それまで

のクラスメイトへのまなざしを深化させ，マイノリ

ティの社会的な背景に想像力を働かせて接するように

心がける機会となったことがうかがえる。自身の移民

政策に対する見解（違法な移民に対しては反対）自体

はここでは変わってはいないものの，それを主張する

際の他者への配慮の姿勢やこの問題の背後にある固有

性のある一人ひとりの人間への意識がこの学習を経て

高まったものといえる。ヘスは，この発言が熟議の重

要な目的を体現していると指摘し，「理由づけ（reason-
giving）の実践を通して，見方（perspectives）が広げ

られた」31）と評価している。

次の引用文は，長期間にわたる電話インタビューの

表3-2　フル・セッションの法案一覧
カテゴリー 法案の名前

刑事司法（Criminal Justice） 少年犯罪の厳罰化（Adult crime adult time）
飲酒運転への厳罰（Stricter DUI punishment）
死刑の禁止（Ban the Death Penalty）
強姦犯への厳罰（Harsher punishments for rapists）
ヘイトクライム（憎悪犯罪）規制法の禁止（Ban all hate crime laws）

自由（Freedoms） 安楽死の合法化（Legalize doctor assisted suicide）
連邦通信委員会による検閲の撤廃（Repeal FCC Censorship）
同性愛者の権利の承認（Pro Gay Rights）
米国愛国者法の改正（Reform the Patriot Act）
ビデオゲームの検閲禁止（Stop people from censoring video games）
マリファナの合法化（Decriminalization of marijuana）
タトゥーを入れられる年齢の18歳への引き下げ（Lower tattooing age to 18）

教育（Educational） 学区での無断欠席法の施行（Enforce school district truancy laws）
どの子も置き去りにしない法（NCLB法）の禁止（Ban No Child Left Behind）
バイリンガル教育の義務化（Mandatory bilingual education）

医療（Medical） 医療研究への基金の増額（Increase funding for medical research）
AIDS研究への連邦基金（Federal funding for AIDS research）

人種（Race） アファーマティブアクションの廃止（End affirmative action）
軍事（Military） イラク戦争の終結（End War in Iraq）
経済（Economics） 対外貿易の改革（Foreign Trade Reform）

科学（Science） 幹細胞研究への資金援助（Fund Stem Cell Research）
移民（Immigration） 帰化した市民は大統領になり得るか（Presidency can be naturalized）

移民への恩赦（Amnesty for immigrants）
Ganzler, L. M. (2010). pp.160-162をもとに筆者作成



523ダイアナ・ヘスの民主主義教育論における「熟議」の位置づけと意義

なかで，卒業生が当時の学びを振り返った語りであ

る。

　それ（模擬議会の授業）によって，さまざまな問

題に気づくようになり，またみんなと議論するうえ

での自信になった。私たちのクラスの大半は異なる

学力によってトラッキングされているけれど社会科

は違っていて，教室のなかに多くの異なる人々がい

た。これによって誰しもが何か言いたいことをもっ

ていて，誰しもが異なる考え方をしていることに気

づくことができる32)
。

　この生徒の発言からは議論を行うことが，実際の社

会の問題に気づく契機となったり，その後の議論の場

面での自信につながったりしている様子がみられる。

また本実践では，米国では一般的な学力による振り分

け（トラッキング）をしていないからこそ，多様な人々

の見解に触れることができたという点を肯定的にとら

えている点も特徴的である。特にこの発言に関して，

ヘスはアダムズ高校の教師たちが共有する「インク

ルーシブな参加」という目標に基づく学びによって生

徒の見方が一層広がったものとしている33)
。

最後に，普段の授業と比較した本実践での学びの経

験について素直に語ったある生徒の声についてみてい

く。

　僕は今までとても悪い成績をとってきた。とても

退屈していた。この授業では，一度も寝なかった。

いつもは授業中寝てしまうけれど，この授業はしっ

かりと受けた。この授業で学んだ。今，投票に行こ

うと思っている。この授業は，実際の世界や政治で

何が起こっているのかに目を向けさせてくれた。も

し自分が投票をすれば，きっと力をもつに違いな

い34)
。

この生徒の社会的な属性は不明だが，これまでの学

校での授業のなかで，うまく学業成績を伸ばすことが

できずに疎外されてきた経験が語られている。こうし

た生徒が，本実践に前向きに取り組み，授業やその先

の社会への参加の意識を向上させていることが読み取

れる語りである。Ganzler（2010）が実施した量的調

査では，模擬議会に参加した生徒は，もともと政治へ

の関心が高かった生徒についても，そうではなかった

生徒についても，政治への関心と自己肯定感の両面に

おいて，授業実施後に大きく数値を上昇させているこ

とが報告されている35)
。

　以上のように，模擬議会の実践を経た生徒の語りや

それに対するヘスら研究者の評価からは，熟議の概念

において重視される理由づけのプロセスの中で多様な

見解に触れることによって，他者に対する自己の見方

を広げたり，熟議の経験を通して政治参加への意識を

向上させたりするという生徒の前向きな変容の様子が

明らかになった。

Ｂ．熟議の教育的・社会的意義

　本節では，前節でみた生徒の変容をもたらした熟議

という営みが教育的・社会的にもつ意義について論じ

る。１点目は，生徒が自身とは異なる他者に対する見

方を広げたことにより，政治的寛容性（political toler-
ance）を高めているということである。ここには教室

空間をより開放的なものとし，学校内での抑圧や不公

正に対して生徒が声を上げることを可能にするという

教育的な意義が見出せる。ヘスの研究の中心は授業内

での民主主義教育にあるが，こうした実践が学校その

ものの政治性を問い直す機会や能力，自信を生徒に与

える可能性は十分にあるといえる。またヘス自身が論

じているように，政治的寛容性の育成は，特に米国の

ような多様性に富む社会においては公正な民主主義の

実現に不可欠である。

熟議民主主義に対しては，政治学者リン・サンダー

ス（Lynn Sanders）が，熟議という営みが本来的に白

人中産階級の発言を特権視して少数者の声を周辺化す

るという構造的な不公正をもっているという批判を

行っている36)
が，ヘスは本実践にみられるような自己

の生い立ちやアイデンティティといった個人的な経験

を存分に取り入れながら生き生きと熟議を重ねる生徒

の姿にそうした課題を乗り越える可能性を見出してい

る37)
。教室内での寛容性に支えられた意味のある対話

が，学校や社会での公正で建設的な熟議の素地となる

とすれば，こうした資質を実際の授業で育成しうるこ

とを示した意義は大きい。

２点目は，生徒が授業を通して政治参加への意欲を

向上させたことにより，授業内の学びの中で，授業外

の実際の政治を通した社会の変革につながる可能性を

高めている点である。第３章で述べたように，アダム

ズ高校の模擬議会の実践は，「インクルーシブな参加」

という理想に基づき構想され，知的に厳格（Intellectu-
ally rigorous）で，すべての生徒のニーズを満たすに

足る「真正な熟議の体験」（authentic deliberative expe-
rience）の実現を目的としており，実際の授業内での
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生徒の語りからは，こうした学習が授業やその後の社

会生活への参加を促進していることがうかがえた。

このことは学習論の観点からは真正の学び論との関

係から意義づけられる。1960年代にハーバード社会

科と呼ばれる論争問題学習の教材集の開発に携わった

ニューマンは，その後，連邦政府主導の学力保障政策

の中で標準化・画一化された学びの対抗概念として

「真正の学力」（authentic achievement）の概念を提起し，

その規準として①知識の構成（Construction of Knowl-
edge），②鍛錬された探究（Disciplined Inquiry），③学

校を超える価値（Value Beyond School）の３つを提示

した38)
。その上で，知性に対して強力に焦点化してい

くこと（A strong intellectual focus）―これはニューマ

ンの後期の論考では知的な「厳格性」（rigor）と表現

される39）―を要求することが，民主的な市民生活へ

の 有 能 な 参 加（competent participation in democratic 
civic life）においても重要であることを指摘してい

る40）。本実践は，こうしたニューマンの問題関心とも

重なり，授業内の真正な学びを通して市民生活への参

加を促進し，ひいては実際の政治を通した社会の変革

につながる可能性を秘めているという点で意義を有し

ているといえる。

さらに，実際の政治参加への影響という観点から

は，選挙の投票率の問題との関連からも本実践で生徒

による社会問題の熟議を重視する意義が見出せる。米

国における選挙の投票率に関して，大学進学者とそう

ではない者との間に大きな格差があり，進学率の低い

アフリカ系アメリカ人及びラティーノの男性の投票率

が最も低くなっているという実証研究の結果を踏ま

え，Ganzler（2010）は，「進学予定のない若者に対し

ても，投票を促すだけでなく，本実践が試みたように

構造的な不公正について考えるよう若者を後押しする

ことは，政治システムに対して重大で変革的な

（transformative）影響を与える」41)
というように，本実

践がもつ意義を論じている。政治参加のための学習

が，選挙の仕組みや方法を学ぶ選挙のための学習に終

始していては，社会に存在する本質的な不公正を打破

する原動力としては不十分である。本実践にみられた

ように実際の社会問題に対して多様な立場から検討す

ることが，社会問題への本質的な理解や問題意識を深

めることにつながり，長期的には生徒の市民としての

政治参加や政治を通した社会の変革をもたらすだろ

う。

最後に，具体的な実践に即して熟議のもつ意義につ

いて論じてきたここまでの文脈から少し離れて，ヘス

が熟議の概念を自身の教育論に取り入れたことそのも

のの意義について，彼女の研究に対するメタ的な視点

から論じる。アダムズ高校の実践の分析・評価の切り

口は，ヘスによるこれまでのケーススタディでの分析

と比較することによってその特徴が際立つ。Hess
（2002）やHess（2009）で取り上げられている事例は，

論争問題の学習を実際の教室で実現していくことを主

目的として，それぞれの教師の指導技術・評価方法の

特徴やその共通点を見出すことを到達点としていた。

一方，アダムズ高校の模擬議会の実践をケーススタ

ディの対象として選定した段階では，ヘス自身が民主

主義教育論の中核に熟議という概念を位置づけたこと

により，取り上げる授業の選択や分析・評価に際して，

公正な民主主義のための教育としての意義が見出せる

かという社会的側面に一層の重点が置かれるように

なった。分析者であるヘスが実践に対する評価の軸を

焦点化したことで，アダムズ高校の事例が価値あるも

のとして選択され，そこでの生徒の変容が社会的な観

点から肯定的に意義づけられたのである。熟議という

概念が研究者の授業を見る視点を深化させ，実践の社

会的意義を明確に論じる視点を提供したといえる。こ

のこともまた広い意味では，熟議の概念がもった意義

であるといえよう。

５．おわりに

　本稿では，ヘスの民主主義教育論における「熟議」

の位置づけを考察するとともに，アダムズ高校におけ

る「模擬議会」の実践を取り上げて分析することを通

して，その教育的・社会的意義について明らかにした。

ヘスは論争問題学習に関する研究を進展させる過程

で，熟議民主主義の思想に立脚し，広義の議論ではな

く，より焦点化された熟議の意義を重視する民主主義

教育論を展開してきた。ここで熟議とは「理由づけ」

（reason-giving）を核とする協同的な意思決定のプロ

セスである。ヘスは現実社会における社会経済的な不

平等の拡大や居住地の棲み分けによる政治的な同質性

の高まりといった米国社会が抱える問題を学校教育と

いう回路を通して変革していくことを目指す概念とし

て熟議を重視している。

事例としたアダムズ高校における模擬議会の実践

は，現実の社会問題に関する議論を軸としたカリキュ

ラムとなっている。この実践のなかで，生徒は多様な

文化的背景をもつ同級生との間で自身にとって切実な

社会的課題について熟議を重ねることを通して自分自
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身の見方を変容させ，他者に対する理解を深めるとと

もに，現実の政治への参加が促進されていることが生

徒の語りやそれに対するヘスらの評価から明らかと

なった。こうした実践の積み重ねは，教室内での人間

関係や学びを豊かなものとすると同時に，現実世界で

の社会問題の改善，ひいては公正な民主主義の発展に

寄与するものといえるだろう。

一方で，本実践およびヘスの民主主義教育論に対し

ては，社会に存在する構造的な問題の解決に重点を置

く教育学者からの批判がなされている。リサ・シベッ

ト（Lisa Sibbett）は，ヘスらに代表されるリベラルな

民主主義教育の理論上・実践上の課題を批判する42)
。

本稿で取り上げたアダムズ高校の実践に関しては，マ

イノリティの生徒の声がマジョリティの生徒たちに

よってかき消された場面を根拠として，インクルーシ

ブな参加によっては，結局のところ特権的な生徒が発

言力をもち，マイノリティの声を意思決定に反映する

ことはできないという点を指摘している。

その上で，彼女は批判的教育学の立場に依拠しつ

つ，社会的正義（Social Justice）を中心に位置づけた

教師像および教師教育の指針について示唆している。

こうした批判は，先述の政治学者サンダースの指摘と

も重なる熟議民主主義そのものの問題性を問う本質的

な内容である。この問題に対してヘスは「インクルー

シブな参加」による熟議を積み重ねていく実践の中に

その克服の兆しを見出していたが，シベットによる批

判からは，評価者の立場が変われば同じ実践が全く

違ったかたちで論じられることが示唆される。

ヘスが提起する熟議を核とした民主主義教育論，敷

衍すれば熟議民主主義の思想それ自体の課題や限界に

ついて指摘する論者もいる。こうした指摘を踏まえ

て，ヘスの思想の同時代的な位置づけと評価につい

て，ヘスと問題関心を共有する他の論者の理論や実践

との比較を通して明らかにしていくことを今後の課題

とする。

註

１） 田村哲樹『熟議の理由　民主主義の政治理論』勁草書房，

2008，p.2.
２） 平井悠介『エイミー・ガットマンの教育理論　現代アメリカ教

育哲学における平等論の変容』世織書房，2017.
３） 長田健一「論争問題学習における授業構成原理の『熟議的転

回』：National Issues Forumsの分析を通して」『社会科研究』第80号，

2014, pp.81-92.
４） 杉浦真理「熟議民主主義を入れた『未来の働き方（労働）を議

論する授業（シティズンシップ教育）（特集一八歳選挙：主権者

教育のあり方に迫る）―（一八歳選挙権よ羽ばたけ）』」『民主主

義教育21』第10号，2016, pp.121-127.
５） 市川秀之「熟議民主主義が道徳授業にもたらすもの：問題解決

的な学習に焦点を当てて」『千葉大学教育学部研究紀要』第64号，

2016，pp.85-95.
６） Hess, D. E., “Discussing Controversial Public Issues in Secondary 

Social Studies Classrooms: Learning from Skilled Teachers”, Theory 
and Research in Social Education, 30(1), 2002, pp.10-41.

 Hess, D. E., Controversy in the classroom: �e democratic power 
of discussion. New York, NY: Routledge, 2009.

 Hess, D. E., & McAvoy, P., �e Political Classroom: Evidence and 
Ethics in Democratic Education. New York, NY: Routledge, 2015.

７） 後藤賢次郎「Diana Hessの社会科教材観―主体的な教師による

子ども・教育内容・現実社会の接続―」『広島大学大学院教育学

研究科紀要』第二部第60号,2011,pp.41-50.
８） 志田絵里子，山口恭平，宮地和樹，村松灯，田中智輝，鈴木康

弘，永井領児（2014）「シティズンシップ教育における論争的問

題の検討－目的・選択基準・方法・効果の観点から－」『平成25

年度　院生研究プロジェクト報告書』2014, pp.21-50.
９） 岩崎圭祐「論争問題学習における教師の役割と立場：近年の米

国社会科教育研究の動向をふまえて」『社会科教育研究』第129号, 
2016, pp.54-63.

10） Oliver, D. W., & Shaver, J. P., Teaching public issues in the high 
school. Boston:  Houghton, Mifflin, 1966., ドナルド・Ｗ・オリバー，

ジェームズ・Ｐ・シェーバー著（渡部竜也，溝口和宏，橋本康弘，

三浦朋子，中原朋生訳）『ハーバード法理学アプローチ－高校生

に論争問題を教える－』東信堂, 2019.
11） Bohan, C. H., & Feinberg, J. R. “Leader-Writers The contributions of 

Donald Oliver, Fred Newmann, and James Shaver to the Harvard Social 
Studies Project.” In Stern, B. S. (Ed.). The New Social Studies 
People, Projects, and Perspectives., Charlotte, North Carolina: IAP., 
2010, pp.111-132.

12） Hess, 2002, op. cit., pp.11-13.
13） Hess, 2009, op. cit., p.22.
14） Hess, D. “Controversies about controversial issues in democratic 

education.”, PS: Political Science and Politics, 37, 2004, pp.253-255.
15） Hess, 2009, op. cit., pp.14-15.
16） Stanley, W. B. “Social studies and the social order: transmission or 

transformation?”, Social Education, 69(5), 2005, pp.282-286.
17） Hess., & McAvoy, 2015, p.7.
18） Hess, 2009, op. cit., pp.16-17.
19） Ibid.
20） McAvoy, P., & Hess, D. “Classroom deliberation in an era of political 

polarization”, Curriculum Inquiry, 43(1), 2013, pp.17-19.
21） Guttman, A., & Thompson, D. E. Democracy and disagreement. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996, p.7.
22） Hess., & McAvoy, 2015, op. cit. p.5.
23） Parker, W. C. Teaching democracy: Unity and diversity in 

public life. New York, NY: Teacher’s College Press, 2003, p.129.
24） Ibid., p.131.
25） Hess., & Mcavoy, 2015, op. cit. p.5.



526 東京大学大学院教育学研究科紀要　第  60  巻　2020

26） Hess, 2002, op. cit., pp.14-15.
27） Hess, 2009, op. cit., p.76.
28） Ganzler, L. E. Simulated citizen: How students experienced a 

semester length legislative simulation (Doctoral dissertation)., 2010, 
Retrieved from ProQuest Dissertation & Thesis Full Text  database(UMI 
No.3448866).,  McAvoy., & Hess, 2013, op. cit., Hess., & McAvoy., 
2015, op. cit. pp.85-108. 第３章の以下の記述はこれらの文献に基

づく。なお，登場する固有名詞は原文の段階からすべて仮名と

なっている。

29） アイリーン・ヘラー（女性）はアダムズ高校で15年間にわたり

米国政治およびその他の社会科科目を担当している。ジュリー・

マシューズ（女性）は，新任教師であり，今回模擬議会を初めて

経験する。アンドリュー・ハムステッド（男性）は，12年間アダ

ムズ高校で教師をしているが，最上級学年を担当するのはこの年

度が初めてであった（Hess., & McAvoy, 2015, op. cit., p.87）。
30） Hess., & McAvoy, 2015, op. cit. p.104.
31） Ibid.
32） Ibid., p.105.
33） Ibid.
34） Ganzler., 2010, op. cit., pp.144-145.
35） Ibid., pp.168-169.
36） Sanders, L. M. “Against deliberation”., Political Theory, 25(3), 

1997, pp.347-376.
37） Hess., & McAvoy, 2015, op. cit. pp.104-105.
38） フレッド・Ｍ・ニューマン著（渡部竜也・堀田諭訳）『真正の

学び／学力　質の高い知をめぐる学校再建』春風社, 2017，
pp.35-40.

39）田中耕治は，「厳格性（rigor）」の位置づけに着目しつつ，ニュー

マンの提示する「真正性」の概念を整理している。（田中耕治「学

習評価とカリキュラム」日本カリキュラム学会編『現代カリキュ

ラム研究の動向と展望』教育出版，2019，第Ⅱ部第13章，

pp.226-227.）
40）渡部・堀田訳（2017） p.208.
41） Ganzler, L. E., 2010, op. cit., p.170.
42） Sibbett, L. A. “Toward a transformative criticality for democratic 

citizenship education”, Democracy and Education, 24(2), 2016, pp.1-
11.

 （指導教員　浅井幸子准教授）


