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ウェブサイトの紹介 



授業研究・教材開発の方向性 

Ⅰ．公民科倫理の魅力 

– 「倫理は面白い！」 

• 倫理の何が面白いのか？ 

• 倫理の魅力を分析し教材開発に還元 

Ⅱ．公民科倫理の実力 

– 「倫理はためになる！」 

• 倫理を勉強すると賢くなる 

• 生徒の学力を伸ばす授業の構想 

 



Ⅰ．公民科倫理の魅力 



１．知的道具としての魅力 

・道具箱あるいはチャートとしての「倫理」 

ミシェル・フーコー 「道具箱」  

 
浅田彰「気軽にチャート化してカードにしちゃう」 
《知のギャンブル術》 

「それをトランプのカードのように軽やかに扱ってみ
ること。何もかもゴチャマゼにシャッフルした上で，
そこから新たにスゴイ組合せが出てくる可能性に賭
けること」（『逃走論』） 

 



思索の道具＝型（モデル） 

• 倫理で学ぶ思考の道具を具体的に生徒に提
示して，その使い方を教えることが出来ない
か？ 

–読解への活用 

–思考と表現への活用 

⇒道具モデルのリストアップと 
     活用例研究の可能性 



世界観モデルによる小論文指導 

 
『小論文を学ぶ 
―知の構築のために』  
 
 

長尾 達也 
（山川出版社） 



「倫理」の概念を使って考える例 

• 二元論 
（普遍/特殊，演繹/帰納，分析/総合・・・ 
：対比的思考としてのプラトニズム） 

• 弁証法（自己否定が変化発展を生む３段階） 

• 縁起説（関係／実体） 

• 修己治人（学問⇒自己練磨⇒社会改善） 

• 自然哲学 

• 記号論 

 



思考の型を意識した自然哲学 

【質問】 永遠に変わらないものは存在すると思
いますか？ 

 

存在しない⇒ヘラクレイトス，仏教無常観 

 

存在する⇒パルメニデス，キプロスのゼノン 
       さらにプラトニズムとキリスト教へ 

 

 

 



自然哲学とプラトニズムの概念型 

存在／生成 

永遠不変／生成変化 

↓ 

イデア界 ／ 現象界 
 

 



存在／生成の組み合わせ 

•永遠不変の存在によって生成を
説明する自然哲学 

 
⇒ エンペドクレス，デモクリトス 

 

• 存在とは何か？ 

• 生成とは何か？ という本質から考える 



道具としての文化記号論 

 

 

 

コード 
（意味を与える規則） 

メッセージ 
発信者 受信者 

伝達
内容 

伝達
内容 



道具としての文化記号論 

 

 

 

コード 
（意味を与える規則） 

メッセージ 
発信者 受信者 

伝達
内容 

伝達
内容 パロール 

ラング 



ラングとパロールの相互依存性 

ラング／パロール 
社会制度としての言語 ／ 個人の発話行為 

 

 ラングはパロールを拘束する力を持つが，同時
にパロールはラングを変化させる力を持つ 

⇒時代，文化，社会と個人の関係を読み解く方法 

 

「視線の分析と現代の不安」（１９９２，片岡） 

 



ソシュールの記号論の概念型 

シニフィアン／シニフィエ 

能記（記号表現）／所記（記号内容） 

意味するもの／意味されるもの 

 

礼（パロールとしての） ／ 仁 
 



「視線（まなざし）の分析」とは何か 

エピステーメー ≒ 構造 

＝ものの見方，考え方の枠組み 

 

虹は何色か？  

 七色（赤、橙、黄、緑、青、藍、紫） 

  ⇒ニュートンに由来 

 六色（赤、オレンジ、黄、緑、青、紫） 

  ⇒藍 インディゴブルーもブルー 

 

 



２．真理の露呈としての魅力 

驚異することによっ
て人間は，今日でも
そうであるがあの最
初の場合にもあの
ように知恵を愛求し
（哲学し）始めたの
である。 



科学観の変遷 

暗黒の中世，キリスト教的世界観 

 

キリスト教からの脱却としての近代科学 

 

 

キリスト教と科学は対立していなかった 

ガリレオ「数学で書かれた神の言葉」 

 

 

 

 



1999年センター試験第３問リード文 

 ところが，コペルニクス，ガリレイ，ケプラー，ニュート
ンなど，近代自然科学の成立に寄与した人々のほと
んどは，科学者であると同時に，敬虔なキリスト教信
者でもあった。彼らは，神が創造した自然的世界の法
則を探究することによって神の意志を知ることができ
るという確信をもって，自分たちの研究を推し進めた
のである。 

 つまり，彼らの科学に対する態度は，創造主である
神の言葉を自然の中に読み取ろうとするものであった。
この意味において，彼らの自然研究はキリスト教的色
彩を強く帯びていた，ということができよう。 



神は細部に宿るー教科書にない面白さ 

トマス・アクィナス 

「信仰と理性の調和」 

 

 

トマス・アクィナスの意義は１２世紀ルネサンス
を理解しないと分からない 



12世紀ルネサンスまでの流れ 

11世紀後半，西欧周辺民族の侵入停止 

 

西欧対外進出 

例）レコンキスタ，十字軍，両シチリア王国 

イスラム世界・ビザンツ文化圏との接触 

 

１２世紀ルネサンス（古典文化の逆輸入） 

 



１２世紀ルネサンス 

 イスラム文明を経由しての古代ギリシア・ロー
マ文化の復興。アリストテレスの主要作品，
ユークリッド，プトレマイオス，アビセンナ(イブ
ン･シーナー)などが，スペイン・トレドやシチリ

ア・パレルモでギリシア語，アラビア語からラテ
ン語に訳された。特にアヴェロエス（イブン・ル
シュド）のアリストテレス注釈と信仰の真理と哲
学（理性）の真理を区別する二重真理説はア
ヴェロエス主義といわれる。 



イブン=ルシュド（アヴェロエス） 

ラファエロ「アテネの学堂」部分 



「信仰と理性の調和」の意味 

１２世紀ルネサンス「アリストテレスの衝撃」 

パリ大学ではアリストテレスが禁書扱いに 

 

二重真理説：信仰と理性の分離 

 

トマス・アクィナスによる 

信仰と理性の調和 

 

 

 

 



教科書的真理の系譜 

ピコ・デラ・ミランドラ 教科書記述 

「自由意志によって自分の存在のあり方を決定
できること… このようなピコの人間観には，自

分の人生を自分の意志で切り開こうとする近代
人の姿がよく表現されている。」 

 

『人間の尊厳について』の実際 

ルネサンスの魔術的人間観 

 



３．具体事例による概念理解の魅力 

Ｔａｌｋ ＆ Ｃｈａｌｋ は過去の遺物か？ 

アクティブラーニングの流行 

講義型授業からワークショップ型授業へ 

 

しかし，教師は話芸を磨くべき 

Ｔａｌｋ ＆ Ｃｈａｌｋ のショーアップ！ 

「ネタ」と「演技力」 

 



王陽明はなぜ朱子学を批判したか 

王陽明と友人の「庭の竹」格物エピソード 

友人「三日で精神が消耗し病気に」 

王陽明「七日で精神が消耗し病気に」 

 

 

竜場の大悟 

聖人の道は我が性に自足している 

理を事物求めるべきではない 

 



洞窟のイドラを理解する事例 

種族のイドラ：人類ゆえに人間本性にひそむもの 

 ⇒天動説と地球の自転速度 

洞窟のイドラ：個人のもつ先入見 

  ⇒家庭料理の違い 

市場のイドラ：社会生活から起こる偏見 

 ⇒デマ，噂話 

劇場のイドラ：学説から生じるもの 

 ⇒テレビ番組の影響，アリストテレス 

 



Ⅱ．公民科倫理の実力 



何のために学ぶのか？ 

• 生徒にとっての個人的な問い 

• 時代を超えた普遍的な問い 

⇒阿部謹也氏の教養論 

「自分が社会の中でどのような位置にあり，
社会のために何ができるかを知っている状
態，あるいはそれを知ろうと努力している状
況」を「教養」があるというのである。 
阿部謹也『「教養」とは何か』（講談社現代新書，1997） 

 

 

 



「倫理」に見る学力観（ギリシア哲学） 

• ソクラテス  

広場の哲学としての問答法 

⇒よりよく生きるための知 

• アリストテレス 

学問の分類 理論学 実践学 制作学 

⇒生の目的，幸福追求としての知  



「倫理」に見る学力観（儒学） 

• 孔子  

修己⇒治人のための知 

• 朱子 

『大学』八条目 
格物，致知       ⇒ 学問 

誠意，正心，修身   ⇒ 修己 

斉家，治国，平天下   ⇒ 治人 



「視線の分析」実践例 

「日本論・日本文化論を素材とした倫理」 

【単元の目標】 

1. 自分の、あるいは日本人の思考や行動の
原理を自覚すること。 

2. 今までよりも広い視野から、ものごとを考え
たり、行動を起こしたりしてみること。 



あなたの「日本人度チェック」 

次の10個の問いに対して［はい］［いいえ］で答えなさい。 
 

Ａ． 伝統的なものより，新しいものや外国からの輸入物が好きである。 
Ｂ． みんなが渡っているなら，自分も赤信号でも横断歩道を渡ってしまう。 
Ｃ． きれい好きである。 
Ｄ． みんなと旅行に行くと，はめをはずして騒ぐことがある。 
Ｅ． 自然の風景を眺めていると心がなごむ。 
Ｆ． 仕事のためには家庭を犠牲にすることも必要だと思う。 
Ｇ． 自分一人だけ周りの人と違うことをするのはいやだ。 
Ｈ． 協調性（周囲に自分をあわせること）のない人を見ると腹が立つ。 
Ｉ． 後輩は先輩の顔を立てるべきだと思う。 
Ｊ． グループの中にいると安心する。 
 
［はい］と答えた数（日本人度）は？ 「日本人度チェック」をやってみて考えたことは？ 
※これは日本人の類型化を参考にしたゲームです。心理学的な裏付けはありません 



探究意欲の始まりは感情 

古典芸能：浪曲，落語，文楽，歌舞伎 

 ⇒義理と人情の相克のドラマ 

義理 ／ 人情 

社会システムの無情／人間の非合理的感情 

  

 ⇒怒りや悲しみの感情  

 ⇒なぜ？ という疑問 ⇒探究の動機 

 



「世間」の思考の検証 

 日本人論で分析されている多くのテーマ ―恥，

集団主義的閉鎖性，ホンネとタテマエ，長幼の
序 など―は「社会」というよりも，「世間」にかか
わる問題群といえるだろう。 

 そして，それらは時として，青年の前に立ちは
だかり，個性を抑圧する壁としてあらわれる。 

義理 ／ 人情 

世間体  ／ 自分らしさ 

 



書く力の基本はペーパー演習 

シンプルな問いと自由な記述スペース 

 

 

 

 
◆倫理ペーパー 労働について考える 
  
    ３年  組   番  氏名 
 

「働くとはどういうことか」について，著者の意見をふまえてあなたの
考えを書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 



レポート・小論文マニュアル 

初版「レポート･小論文の書き方マニュアル」（2000年） 
http://homepage2.nifty.com/k-katsunori/reportmanu.htm 

 

「レポートの書き方演習」（2003年） 
千葉県立千葉東高等学校 東雲プラン（総合的学習の時間）テキスト 

 

「長高メソッド テキスト」（2014年）現在作成中 

千葉県立長生高等学校全校ＳＳＨテキスト 

 



「レポート・小論文マニュアル」の可能性 

倫理の授業で考える力，小論文を書く力を養う 

 

フランスにおける哲学教育の方向性 

坂本尚志氏論文 

「バカロレア哲学試験は何を評価している
か？ ー受験対策参考書からの考察ー」 

http://www.highedu.kyoto-
u.ac.jp/kiyou/data/kiyou18/05_sakamoto.pdf 

 

 



バカロレア哲学試験の例 

2012 年の問題（フランス本土、文学系に対する出題） 

1．Que gagne-t-on en travaillant ? 
（働くことで何を得るのか） 

2．Toute croyance est-elle contraire à la raison ? 
（あらゆる信仰は理性に対立するか） 

3．スピノザ（Spinoza）『神学・政治論』の一節の
説明 



受験対策も倫理の実力！ 

センター試験が「倫理」の授業を変える？ 

1999年「科学革命」に関する問題 

 ⇒新しい科学観の導入 

 

2014年追・再試験 「近代日本思想」の問題 

 ⇒軍国主義を押しとどめることができなかった
日本の近代思想の再点検？ 



2014年倫理センター試験追・再試験 



高等学校教科担当教員の意見・評価 

問８ 丸山真男と坂口安吾の思想についての
知識を問う設問である。丸山真男の思想につい
ては「無責任の体系」という概念と「近代的主
体」による民主社会の形成を、坂口安吾につい
ては『堕落論』という著作名についての知識が
問われた。これも受験者にとって幅広い知識が
必要とされるため難しい設問となった。 

  



高等学校教科担当教員の意見・評価 

また、戦後のあるべき社会についての記述の
中には、高等学校の倫理では扱われない中国
思想研究者の竹内好が登場している。これは
竹内が論じた「近代の超克」や「世界史の哲学」
の問題も視野に入れながら、戦前から戦後に
かけての日本の思想を俯瞰することの必要性
を示した、問題作成者のメッセージとして受け
取ることもできるだろう。 

 



まとめ 

「倫理は面白い！」 

⇒教師にとっても尽きることのない興味の対象 

 

「倫理はためになる！」 

⇒《２１世紀型能力》を育む授業実践の可能性 

 

 


