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【抄録】 後期の地球市民学は『共生と平和』をテーマに、３つの目標を掲げて学習をする。本年度は「子どもの人権」
「ジェンダー」「ヒトを支える自然」のを小テーマに掲げ、地球市民学の目標達成を目指す。学習方法はディスカッ
ションやＫＪ法を取り入れたワークショップが中心である。ＳＳＨ指定４年目として、これまでの実績をこれまでの
授業方法がＳＬＰの目標と照らして、成果と課題を明確にすることを念頭において実践をした。
【キーワード】 共生

平和

子どもの人権

ジェンダー

ヒト

自然

生物多様性

環境

授業を行い、リンクしながら学び合っていく。

１．目標

学外講師の授業

後期の地球市民学は『共生と平和の科学』という講座

今年度の学外講師は、ゲストティーチャーとして岐

名で授業実践をしている。現在起こっている地球上の諸

阜大学の土田浩治先生と愛知医科大学教学監の細谷辰

問題を「子どもの人権」
「ジェンダー」
「ヒトを支える自

之先生に来ていただいた。細谷先生には授業だけでな

然」という具体的・多元的な視点から探究し、地球市民

く、講座全体のコーディネーターとして参画していた

として解決に向けて自分たちに何ができるかを科学的に

だいた。

学ぶ講座である。過去７年間にわたり次のような目標を

題材は教師が選ぶ

掲げてている。

教科書がないことを利点として活かそうと、３人の
授業者が個々に選びつつ、コーディネーターを交えて

１）地球上の様々な集団が互いに認め合い、平和に共生
共存できる可能性を探ることができる。

話し合いを重ね、互いに関連した題材を選んでいっ
た。我々が題材選択で心がけたことは、地球市民とし

（認知的目標）
２）同じ時代を生きる身近な人々や地球上の遠く離れた
人々の生活に関心を持つことができる。

てぜひ考えて欲しいことは当然として、具体的かつ一
般化しやすいこと、生徒の日常と関わりがあることで
ある。また、生徒の宗教や国籍に触れること、生徒が

（情意的目標）
３）持続可能な共生社会の実現のために自分たちに何が

社会や自分を否定して終わるような題材は選択しない
ように心がけた。
答えのない問題に取り組む

できるかを考えて行動することができる。
（態度的目標）

専門家からの知識を得るだけでなく、体験の機会を
つくろうと、各テーマグループでマッピングなど、

２．学習方法

ワークショップ形式の授業を行った。さらに３グルー

ＳＬＰの独自性

プの合同授業では、ＫＪ法を中心としたワークで人の

研究開発実施４年目の本年度は「子どもの人権」
「ジェ
ンダー」
「ヒトを支える自然」の３つをテーマに目標達成
を目指す。学習方法は研究開発実施から一貫している。
それは、複数の教員（１クラスに３人）
、学外講師の
授業、題材は教師が選ぶ、答えのない問題に取り組
む、の４つを講座の独自性として掲げていることであ
る。具体的な方法は以下の通りである。
複数の教員（１クラスに３人）
１クラス４０人の生徒が３つのテーマから１つを選
び、教員３人で同時展開していく。１グループのみで
行う授業の他に、２グループ合同、３グループ合同の
＊愛知医科大学教学監

４９

意見を聞き、自分の意見を発表する機会を多くした。

地球市民学

共生と平和の科学

年間授業計画
テーマ

子どもの人権

ジェンダー

担当教員

三小田・細谷

原・細谷

内

ヒトを支える自然
石川・細谷

子どもの人権に焦点をあて、 ジェンダーの視点で、差異の 限られた資源を使って生活し
世界の子たちから自分たちの ある集団が共生していくのに ているヒト。ヒトの生活を支
今の生活を振り返る
必要なことを考える。
えている自然を理解し多角的、
長期的に考える必要を考え
る

容

回

月日

１２

１０／１３

オリエンテーション 「ジェンダー」と「子どもの人権」担当教員の説明

１０／２０

オリエンテーション 「ヒトを支える自然」担当教員の説明とグループ希望調査

３

導

１０／２７

入（仮説をたてる）

細谷先生講義

「権利とは

展

４

１１／１７

５

１１／２４

６

１２／８

７

１２／１５

人権とは」

開（検証する）

子どもの人権

ジェンダー

ヒトを支える自然

フォトランゲージ

「らしさ」と「好ましさ」

ヒトを支える食料

３グループ合同〜仮説発表会〜
子どもの権利条約／ユニセフで検証
就学率と識字率

生物多様性・外来生物・予習

メディアとジェンダー

岐阜大学土田先生ハチの講義

冬休みの課題〜メディアリテラシー〜を全グループに課す
８

１／１９

効果的な援助とは

冬休み課題発表会

９

１／２６

リプロダクティブヘルスライツ

１０

２／２

子ども兵士

１１

２／９

先進国を支える途上国

危うい日本の食卓
ノルウェーの教科書を学ぶ

環境問題とは

ＰＡ・ＡＡは共生と平和をもた 環境にやさしいは本当にやさ
らす解決策になるか
しいか ケナフ、フロン
ま

１２

ヒトを支えるエネルギー

と

め

２／１２

まとめのワーク（研究協議会）

２／１６

集録作成

１３

３／９

まとめのワーク（研究協議会以外のクラス）

１４

３／１６

集録綴じ・アンケート

だろうか」という抽象的概念について討論した。そ

３．実践内容

の後、この授業の中で世界中の子どもたち、特に途

子どもの人権グループの実践例

第４回授業

上国の子どもたちが置かれている現状を学習し、

子どもの人権グループ仮説―子どもの人権という立
場から「共生と平和」のために必要なこと。

「日本に生きている自分たちにできること」を考え
「今の自分たちの日常生活を振り返る」ことに繋げ

子どもの人権が尊重され、最低限の教育を受け、文
化的な生活ができること。また、家族や友達などの存

ていくことを授業のねらいとした。
活動内容 「地球家族

世界３
０か国のふつうの暮ら

在から必要とされ、コミュニケーションがとれるこ

し

と。以上の２点を満たした上で、自らが自分の将来を

真を利用する。写真１（ブータン）写真２（日本）

ＴＯＴＯ出版」からブータンと日本の２枚の写

選択できるという環境があれば、
「平和と共生」につな


がると考える。
授業テーマ

フォトランゲージ

子どもにとっての幸せな生活とはなんだろうかに
ついて自由討論を行う

授業のねらいと留意点 日本で生活している私たち



写真１（ブータン）の写真を見せ、

の毎日の暮らしの中で
「今の生活が当たり前である」

・この国はどこか。

という考え方を問い直し、そこから「幸せとはなん

・ここに写っている子どもたちは幸せだと思うか、

５０

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要
またその理由をグループで討論する。

も

第５
５集（２０
１０）

・発表

・日本にある生活必需品が備わっていないか

ら不便だと思う

 写真２（日本）の写真を見せ、

・僕たちがここで生活をしたら

幸せではないかも

・この人たちがどう思ってい

・この国はどこか。

るかわからない。 ・信じるものがあるから幸せで

・ここに写っている子どもたちは幸せだと思うか、

ある

またその理由をグループで討論する。

・友達がいなさそうである

・学校がなさ

そうである。 など
 「幸せとはなんだろうか」
について自由討論からで

・発表
 「幸せとはなんだろうか」について自由討論を行
う。

たまとめ
・世界中、すべての子どもたちが教育を受けられる
ような平等な権利や決まりをつくることが重要で
ある。そのためには、子どもたちが教育をうけら
れるような制度を作り、そのための環境を整備
し、学校をたくさんつくるべきである。そうすれ
ば、将来に希望をもつことができる。
「将来に希
望を持てること」が「幸せ」の定義ではないでしょ
うか。

（文責：三小田博昭））

ジェンダーグループの実践例―第７・８回目授業
ジェンダーグループ仮説―女と男がうまく共生する
にはどうすればよいか。
女は家事、男は仕事など、男だから・男のくせに、
女だから・女のくせに、等の先入観を捨て、
「人間」と
しての個性を理解し合い、相手を尊重して、時代に
合った考えを持つことが必要である。相手の性別や身
分や人種などで、固定観念を持ってしまって接するの
ではなく、
「人間」としての個性を尊重して接するとこ
とは、平和にもつながっていく。
授業テーマ

メディアとジェンダー

授業のねらいと留意点
仮説を検証していく授業の１つとして、先入観や固
定観念はどこから生まれるのかを考え、影響があると
予測されるメディアを検証する。留意点は言葉の意味
を伝えて定義を統一しておくことである。この授業を
受けてから冬休みの課題として、生活の中でメディア
リテラシーを実践する。
メディア：コミュニケーションを成立させる媒体・
知識情報・生活情報・娯楽情報などの乗り物
生徒の感想

メディアリテラシー：メディアを読み解き、メディ

 子どもにとっての幸せな生活とはなんだろうかに
ついて自由討論からでた意見
・お腹いっぱい食べれること
いこと

を作り出す力、またその力を身につける取り組み
・独りぼっちじゃな

・ほっとする安らげる場所があること

・生きていること
くないこと

・遊ぶこと、楽しいこと

・権利があること

・挑戦したいこ

・自分の部屋があること

家庭・学校・メディア：子どもを社会化する教育的
機能を持つ装置

・辛

とができること ・衛生環境が整っていること ・
友達がいること

アに働きかけ、メディアによってコミュニケーション

など

 写真１（ブータン）の写真・写真２（日本）
の写真からでた意見
・ブータンの子は泣いているから幸せではないか

５１

地球市民学
活動内容

共生と平和の科学

―７回目授業の活動内容

 下のワークシートに記入する。
ＳＬＰ＞平和と共生の科学＞ジェンダー
ジェンダー形成はどこから
Ｑ：下の３つ〔家庭・学校・メディア〕は子どもを社会化する教育的機能を持つものだと言われています。あなた
は自分のジェンダー形成（女・男らしさ、らしさに対する考え方）にはどれが影響していると思いますか。全
部で１０割になるように配分してみてください。
家庭

割＋学校

割＋メディア

割＝

１
０割

なぜそう思ったか

 自分の生活に欠かせないメディアの種類と影響を
考えながらＴＶを視聴する。題材はＣＳＴＶを

女性もいて、男性と同じように銃を持ち活躍してい

録

る。


画したアメリカの番組で、警官が犯人を捕まえる
シーンをただ流すドキュメンタリー。警官の中には

視聴後下のワークシートのに見て受け取った
ことを書く。

新教科＞平和と共生の科学＞ジェンダー メディアとジェンダー
メディアはどのようにして私たちに特定の意識を刷り込んでいくのでしょうか。アメリカのテレビ番組を見てメ
ディアが表現するものを主体的・批判的にみてみよう。メディアの影響力が見えてくる。
（？）


この番組の趣旨（制作者の目的）



趣旨の他に伝わったこと（気づいたこと）



感想（との関係）



自分の書いたことを発表し意見交換をした後、

ワークシートのをまとめる。
生徒の変容の様子
 ワークシートの結果
生徒：ジェンダーグループ
３
２人の平均値
大学生：本校教員の教科外
教育概論を受講する名大生
２
６人の平均値

５２

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要

第５
５集（２０
１
０）

メディアの内訳（自分たちの生活に欠かせないメディア）

・家庭に多く配分した生徒（家庭６：学校３：メディ

得る情報はメディアによって変えるとことが容易

ア１）：家庭で親は、男の子だったら男に合った

にできると思う。主観的にものだけを見てしまっ

ような服を買うし、小さい頃からあなたは男の子
（または）女の子なのよ、といいながら育ててい
くから養われるものが多いかと思う。学校でも男

て客観視するのを忘れてしまうかも知れない。
成果と課題
テレビを視聴したり、自分の生活の中で意図的にリ

子だから、女子だからみたいのがあると思う。

テラシーする前は、３つの装置の順位は、１学校２家

・学校に多く配分した生徒（家庭２：学校６：メディ

庭３メディアの順であった。順位は参考の大学生と変

ア２）
：家庭では男女というより大人と子どもの関

わらない。同じ順位でも生徒のメディアの数値が高い

係、男３人の兄弟だったし。メディアでのジェン

のは、生徒に欠かせないメディアがインターネットや

ダーも特に意識していない。学校では同年代の多

テレビと、情報を受動的に受ける媒体だからと推測で

くの同性異性と触れ合うし、そこで何かと男女別

きる。大学生に最も欠かせないメディアは携帯電話で

にされるとことも多いから。

ある。

・メディアに多く配分した生徒（家庭３：学校２：

ＣＳＴＶを視聴した後は、明らかに反応が変わっ

メディア５）
：今の世の中、ほとんどの人がイン

た。ジェンダー形成に与える影響を考えさせようと見

ターネットを使用し、ＴＶを見て本を読む。それ

せたＴＶ番組たったが、生徒の関心はジェンダーだけ

らの中には数多くの「らしさ」を形にしたものが

でなく、白人と黒人の人種差別にも及んだ。始めの

出てくる。そして私たちはそれを真似る。だから

ワークシートで『メディアの影響は感じない』と書い

メディアが一番私たちの「らしさ」作りに関係し

た生徒は視聴後、次のように感想を書いた。これは成

ていると思う。

果である。

 アメリカのテレビ番組を視聴したワークシートよ

・やっぱり番組を作る上では、面白さがないとだめな

り

んだな、と思いました。メディアって知らないうち

・番組の趣旨：
「薬物売買は警察に捕まえられる」

に偏見を植え付けるんだなって思いました。

→犯罪の抑制。

・メディアで何となく見た映像をそのまま信じていた

・趣旨の他に伝わったこと：麻薬売買で逮捕され

ら、実際のところを見誤る。

た人が黒人ばかりだった（偶然？）←「黒人が悪

・女性の警官が手錠をかけていたが、日常的にある場

い」イメージ。警察官の中に女性がいた←「女性

面なんだろうか。多少アピールがあるにせよ、 男

も活躍」のイメージ

女平等を浸透させるために積極的に行うのは良いこ

・感想（１と２の関係）
：ドキュメンタリーでも制

とだと思う。

作側の意図がたくさん込められていると考えられ

課題は、メディアリテラシーといいながら、一定の

たので、メディアのステレオタイプは大きいと

価値観を植え付けているのではないか、という問に、

思った。メディアに対して影響を受けるのは本人

答えが出せない点である。他のグループと同じメディ

の自由だけど、小さい頃から刷り込まれてしまっ

アを検証することも有効な手段だと考える。

たら、先入観がそのままになってしまう。たくさ
んの視点から物事を見ていくのが大事。視聴者が

５３

（文責：原
＊参考ＴＶ番組

順子）

地球市民学

共生と平和の科学

『ＣＯＰＳ』（ＦＯＸ ０
３年９月放映）

Ｂ：「グラフが鮮やかでとても見やすかったです。い
ろんな現象にもそれぞれ理由がきちんとあって、

ヒトを支える自然グループの実践例

そのなぞを解明するためにすごい実験をしている

第５回目・第６回目・第７回目

んだなあと思いました。
」

第５回目の授業では、生物多様性について学んだ。

Ｃ：「ハチについては、こわいなあ、くらいのことしか

環境省のホームページを利用して、生物多様性という

思っていませんでしたが、やはり

語彙には、種の多様性だけではなく、種内（遺伝）の

先生のお話を聞くと、ハチにもここまであるのか

多様性、生態系の多様性を含むという基本を身につけ

と思いました。生物多様性の側面から見ても、ハ

た。さらに、オオカミの絶滅がシカの分布拡大につな

チはその例として分かりやすいと思いました。

がり、森林の生態系を変化させるなどの例を考えなが

コロニー

ハチ一筋

の

という集団を作るから、その集団に

ら、ある種の絶滅が、かなり時間を経てから、生態系

ついて研究すれば自ずと多様かどうかが明らかに

に思わぬ影響を及ぼしてヒトの生存基盤が崩れる可能

なるから。
」

性があることを考えた。また、これらの生態系の変化

Ｄ：「原産地から外に種が渡ると、原産地では起こら

には、人間活動による生態系の破壊、人間の働きかけ

なかったことが起こるというのは興味深いと思っ

の減少による影響、外来生物、地球温暖化など多くの

た。もし○○さんが名古屋からパリに行っても凶

要素が影響することを学んだ。

暴化や巨大化はしない。
（性格は変わるかも知れ

第６回目では、生態系に及ぼす外来生物の影響に

ないけど）でも動植物は変わるようだからおもし

絞って考えた。外来生物として知っているものとし

ろいと思った。生物の生態はとても複雑かつ繊細

て、生徒は、ブラックバス、沖縄のマングース、アメ

なんだなあと思った。
」

リカザリガニなどを例にあげた。第７回目の土田先生
の講義の予習として、セイヨウオオマルハナバチにつ
いても学習した。セイヨウオオマルハナバチは、トマ
トなどの受粉昆虫として輸入されたが、特に北海道で

Ｅ：「強い個体でなくても、場合によっては他の種を
減らしてしまうというのには驚いた。
」
Ｆ：
「まさか、海外では、ワカメが荒らしているとは思
わなかった。
」

は、ハウス外での発見例が多くなるにつれて、在来種

Ｇ：「生物というのは、教科書で習う限り、もっと単純

の減少や、盗蜜による植物の植生の変化など、様々な

なものかと思っていたが、予期せぬ実験結果が現

生態系の変化を引き起こしている。

れることもまれではないのだなと思った。
」

第７回目は、岐阜大学の土田浩治先生に講義をして

Ｈ：「たくさんの例を基に説明していただいて、外来

いただいた。外来生物が生態系に及ぼす影響には、い

種の影響を身近に感じることができた。遺伝子汚

くつかの種類があり、進入先で遺伝的多様性を失うも

染という観点が新鮮で、とても重大な問題だと感

の、キラービー（Killer bee）のように交雑によって凶

じた。
」

暴化する場合もあることを学んだ。いずれも、遺伝子

Ｉ：「違う種の交雑で、雑種になると、メスのハチが生

データをもとにした説明であったため、理解しやす

まれなくて、働くハチがいなくなってしまったり

かったようである。

するので、違う種のハチが進入してくりと、大変

セイヨウオオマルハナバチについては、遺伝子の交

だと思った。原産地でない国が、最も多様性が高

雑のデータを紹介していただいた。セイヨウオオマル

いということは、今後、どこが本来の原産地か分

ハナバチと在来近縁種では、性フェロモンに重複があ

からなくなっていくのかなあと思い、驚きまし

るために、在来種の女王バチの３
０％程度がセイヨウオ

た。
」

オマルハナバチと交尾してしまう。しかし、そのほと

パンフレットなど説明文は、データが直接載ってい

んどが成長できず、この結果メスが生まれなくなり、

る例は少なく、データをもとに、方向性を結論づけた

コロニーができなくなる。これによって、在来種のハ

状態で掲載されている。そして、そのデータ解析は必

ナバチが減少していくことになる。蜜の奪い合い、住

ずしも正しい訳ではなく、載っているデータは、その

む場所の取り合いなどだけでなく、遺伝子汚染の実態

部署の方向性に合うものである。この講義を通して、

を知ることができた。

実際にどのような研究によってどのようなデータが出

次の「

て、それをどう解析するかという過程を見ることがで

」内は生徒の感想の抜粋である。

Ａ：
「ハチについてあまりここまで詳しく知る機会が

きた。前出のＡ〜Ｃの生徒はこの点について感想を書

なかったので、よかったと思います。特にマルハ

いている。

ナバチについて、実際の研究データに基づいて話

また、外来種の進入というと、アメリカザリガニや

してくださり、エサや場所以外にも交尾が原因と

ブラックバスの例のように、「強い種が入ると在来種

なることは意外でした。
」

が減る」という単純な構図を頭に描く場合が多いが、
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Ｄ〜Ｇの生徒のように、外来種の影響は複雑で思いも

・世界の子どもたちのさまざまな生活・現状に、興味・

かけないことも起こるということに気づいた生徒が多

関心を持った。日本では児童労働やストリートチル

かった。Ａ、Ｈ、Ｉの生徒のように、その中でも遺伝

ドレンといった子どもに負担をかけることはあまり

子汚染が特に印象に残ったという生徒もいた。

ない。しかし逆に日本では親からの児童虐待・暴力

「生物の形態を変化させているのは、ほとんどは人

などが多い。日本の子どもと世界で働いたりしてる

間だと思う。しかし、こういう結果が起きないと生態

子の生活の違いにおどろいた。

系に悪影響を及ぼしていることに気がつかないだろ

・興味・関心が持てたのは最初のほうに合同でやった

う。実際、今、人間がやっていて、いけないことだと

ジェンダーの授業で、高校２年生が感じる性差をＳ

分かってないこともあると思う。そして元に戻そうと

ＥＸ・ＮＥＵＴＲＡＬ・ＧＥＮＤＥＲに分類した授

しても無理な気がする。どうしたらいいのか分からな

業です。自分一人では気づかないような性差がたく

いが、これ以上何もしないで自然に任せればいいと思

さんあったので興味深かったです。しかし、ジェン

う。
」という感想を書いている生徒もいた。今まで、テ

ダーグループの授業を詳しく受けた後で見かえして

レビや新聞などのメディアを通して、
「外来種は排除

みると、固定観念がたくさんあったなあと思いまし

すべきである」という単純な結論を聞いてきたことが、

た。

それほど単純なことではないと思い始めているようで

・私がこのグループを選択したのは、
「共生」
「科学」

ある。しかし、一方で、物資や人の行き来が多い現在

と聞いて、一番に思い浮かんだのが環境問題だった

では、感想の最後の

という状態がで

からである。しかし、実際は飢餓や自給率の問題な

きる訳ではない。意図しなくても、様々な外来生物は

ど、私が想像していたのとは違う視点からの授業も

入り込み、生態系を変える。

多く、
「自然」の影響力の大きさを改めて思い知るこ

自然に任せる

第８回から１１回目の授業では、エネルギーや食料と

とができた。エネルギー問題を解決するために開発

いう異なる観点からヒトを支える自然について考える

されたバイオエタノールが、とうもろこしを消費す

中で、単純な結論を鵜呑みにするのでもなく、何もし

ることで、飢餓を生み出してしまうという話を聞い

なくてよいと考えるのを諦めるのでもない、考え続け

て、結論の出ない問題の難しさを痛感した。
科学的探究心に対して

る姿勢を身につけることを目指した。さらに、
「自然
にやさしい」という曖昧な言葉を批判的に考える力を

子どもの人権の実践例のように、フォトランゲージ

養うことを目指した。また、自然について考えるとき

の手法を使って探究心を引き出す実践を行った。３つ

には、多くの角度から長期的に考えねばならないとい

のテーマグループはそれぞれ授業で数値を用いたデー

う感覚を身につける必要があることに気づくことを目

タの解釈・分析を行っている。子どもの人権では「就

標とした。答えのない大きなテーマを考える場合に

学率・識字率」、ジェンダーでは「ポジティブ・アクショ

は、身近な題材を選びながらも、大きな視野を失わず、

ン／アファーマティブ／アクション」、ヒトを支える

かつ、考えても無駄であるという思考停止状態になら

自然では「ヒトを支えるエネルギー」等である。知識

ないようにすることを心がけているが、生徒の受け止

としてわかっているつもりの事柄でも数値から分析す

め方が多様であるため、その調節の度合いは今後も課

ると思考が論理的になる。また授業の中で発表し合う

題である。

場面が多く設け、人の意見を聞き自分の考えを再構築

（文責：石川

久美）
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することの繰り返しによって、継続的に探求力を養う
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ことを目指した。
新潮

社

・世界にある全てのものが共生していくために、さま
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道美枝子他著

○生徒の事後アンケートより

生物多様性を脅かすもの」川
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ざまな方向から考えていかないといけないんだと少
し驚いた。今思えば、確かに人間だけがよければい
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いとか、大人だけがよければいいとか、偏った考え
を持っていても何の解決にもならないと思う。

４．ＳＬＰの目標とする力に照らした成果と課
題

・日本に男女差があることは前から知っていたけど、
あらためて外国と比べた順位が出ると、明らかに低

科学への興味・関心に対して

いなということがわかりました。昔からの風潮が続

共生と平和の題材を教師が選ぶにあたって身近な題

く中、現在に合った男女差を考えようとすると新た

材を選んだ。これは科学への興味・関心を深めること

な発見があって楽しかった。これからどのような社

につながる。

会になっていくのか、とても楽しみです。男女差は

○生徒の事後アンケートより

気づかないだけで世間にはたくさんあることがわ

５５

地球市民学

共生と平和の科学

かった。ＣＭなど全然気にしてなかったのに、そう

にも私にも十分関わっているのだと知った。しかも

なんだぁと思った。

日本は大量消費社会で食べ物を捨てることも多いた

・ポジティブ・アクション。男女差別を具体的になく

め、今日世界のどこかで誰かがのどがかわいて苦し

そうという運動があることを初めて知った。法律で

んでいるとすれば、それは私にも責任があるのだ。
論理的・多元的・批判的思考力と表現力に対して

決めて男女差別をなくそうとするより、ポジティ
ブ・アクションの方が直接的に解決できるんじゃな

「共生と平和」
という一つの課題を３つのテーマで掘

いかと思いました。

り下げるとこは多元的思考力を持たせるとことに役立

・ひとつの事柄に関するデータにはさまざまなものが

つ。ジェンダーの実践例のように、メディアリテラ

あり、そのどれをとるかということは一概にいえな

シーを通して物事を批判的に読み解き、レポートにま

いものであるのだということを再確認した。

とめる実践を行った。
「先進国を支える途上国」
「環境

人間・自然・社会に関する科学的理解力に対して

にやさしいは本当にやさしいか」の実践も、根拠とな

ヒトを支える自然の実践例のように、人間・自然・

るデータから自分で考える姿勢を培う。

社会に関する科学的理解力を高める実践を行った。本

○生徒の事後アンケートより

講座は「共生と平和」という社会科学に分類される内

・印象に残ったのは写真を使った授業。日本より貧し

容を題材にしている。３人の授業者はこの題材を自然

い国の子供の写真を見せられて、どう思うかをみん

科学の方法で探究すると、地球市民としてのサイエン

なで考えたのが印象に残った。興味を持ったのは、

ス・リテラシーを育成できると仮説を立て、実践して

大半の人がその子供のことを不幸だと言ったとこ

きた。数値にできる成果を示すことはできないが、自

ろ。幸せはあくまでも本人しか決められないはずな

分の生活に身近な課題がサイエンス・リテラシーに繋

のに、なんで不幸だと言ったのかが疑問に思った。

がることが実践で証明できた。

授業を通して多元的な考えを学んだ。

○生徒の事後アンケートより

・グループでおこなったバーン村のシュミレーショ

・皆でロールプレイングしたことですね。完璧にとは

ン。私たちの場合では、お金ばかり求めて、せっか

いわなくても、その役になりきることで、問題につ

くの寄付しようという気持ちから考えさせてほしい

いて自分の身近なものとして感じられたと思う。

と言われる結果になってしまった。寄付は、する側

・日本は女性の社会参画が他の先進国に比べるとあま

される側の気持ちが一緒になって初めて意味を成す

り進んでいないということを知って、女性の役割と

活動なのではないかと思う。自分たち以外の人が同

いうのは生物学的にも限られてきて、男性の方が優

じシュミレーションをやった時、どのように話し合

利になることは多少仕方のないことだと思っていた

いが進み、どのような方向に進んでいくのか見てみ

が、必ずしもそうでないとわかった。意識を変えて

たいとも思う。

いけば、もっと女性が積極的に働けるようになる

・メディア・リテラシー。自分の気づかないうちに、

し、男性に家事などを分担してやってもらったりし

テレビ・新聞・インターネットなどで先入観を植え

ていける。しかし同時に、今まで受け継がれてきた

つけられているんだと思った。何も考えずにメディ

文化や伝統的意識によってそれらの役割が決まって

アの言うことを耳にしていると、メディアと同じ考

いたということは、簡単には変えていけないのかも

えになってしまう。だから常に自分の考えを持とう

しれないとも思った。

と思った。

・ジェンダーを学ぶことで男女の違いを知り、その違

・ケナフやビオトープは本当に自然にやさしいのか、

いを受け入れ利用しつつも、平等であるという意識

ということについて考えたのが印象に残っている。

を持つことが大切だと思いました。メディアなどに

「ケナフは絶対森林保護に役立ってるし、ビオトー

惑わされずに自分の理想とする男女像に近づくべき

プはＴＶとかで保護活動、保護活動と言っているの

なのでしょうか。

ですごくいいことなんだ」と、けっこうそんな感じ

・共生と平和を考える上で、ヒトをとりまく環境はと

に思っていたことがあったので、この２つの問題点

ても重要である。私が最も印象に残っているのは、

を聞いてすごく驚いた。一見よく見えているもの

世界の水不足である。私が暮らす日本には干ばつな

も、見方を変えればひどいものであるかもしれない

ど深刻な水の枯渇はないので、今まであまり水につ
いて考えたことがなかった。しかし授業で

日本は

し、その逆もあるかもしれない。そう思った。
課題設定・課題解決力に対して

４３３．６億ｋｌ水を輸入している と知り、とても驚

講座の構成が、課題設定から検証し自分たちの行動

いた。輸入製品をつくるための水、製品に含まれる

まで導いている。共生と平和という大きな課題で、行

水も他の国から輸入するもののうちに入る、という

動に対する成果をはかることは容易ではない。しか

考え方は全く知らなかった。世界の水不足には日本

し、課題に対する解決までのプロセスを学ぶ意義は大
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きい。今後生徒が直面する将来の課題（問題）は一見
サイエンスとは遠いと思われる事例があるであろう。
しかし、どのような事例でも科学的にみていくと解決
の糸口は見つけやすい。そして科学の間口が広がるこ
とはサイエンス・リテラシーに繋がる。
○生徒の事後アンケートより
・印象に残っているのは、最近行ったマインドマップ
です。マインドマップにより、それぞれのグループ
の問題点がはっきりしてくるし、それぞれどのよう
に関連しているのかも気付くことができる。それ
に、自分が学習してきたことも再確認できるからで
す。こうしてみると世界にはまだまだ問題が山積み
なんだということに気付きました。
・マインドマップが印象的。図書室で大きな紙にみん
なで書いたときに、枝がすごく広がったことに驚い
た。ああいう風に図で書くことで、自分でも知らな
かった自分の心が見えてくるみたいでおもしろいと
思った。
・枝でつなげていくやつが面白かった。他人の意見を
尊重しつつ自分の意見を言っていかないと上手くい
かないし、さらにまとまりがないと全く上手くいか
ず変な図が出来上がるということも分かり、おもし
ろかった。また共生と平和ということをを多方面か
ら考えることによって、一つのものに対し、いろい
ろな考え方・見方ができるということを再確認でき
たので印象的であった。

（文責：原

順子）
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