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発表の概要 

Ⅰ．洞窟の哲学と広場の哲学 
– 哲学カフェ型授業の魅力とその実現のために 

 

Ⅱ．授業実践報告 
– ２０１５年実践とその改善としての２０１７年実践 

 



Ⅰ.洞窟の哲学と広場の哲学 

 
哲学カフェ型授業の魅力とその実現のために 

 



哲学カフェの魅力 
・カフェ・デ・ファール 

（灯台カフェ） 

ウィキペディア「哲学カフェ」より 





なぜ洞窟と広場か 



洞窟の哲学 広場の哲学 

洞窟の哲学から広場の哲学へ 
モノローグ：自分との対話 
一人で考えて書く時間 

  

ダイアログ：他者との対話 
グループで考えを話し合う時間 

  

テーマについて自問自答を重ねる
ことで思索を深め，広げる。 
思考を深化させ拡大する力の育成 

テーマについて対話することに
よって思索を深め，広げる。 
知的な瞬発力や反射神経の育成 



フォーマット化とは何か 

マイクロフォーマットの仕組み 
向後千春（2014）マイクロフォーマットによる授業と研修のデザイン より 



ＡＬ型授業のフォーマット 
◆ＡＬ型トレーニング授業フォーマット 
（45分） 
 
１．テーマ（問い）についての説明   5分 
２．テーマについて考え，書く時間 
   （洞窟の哲学）     10分 
３．グループで考えを話し合う時間 
 （広場の哲学）     20分 
４．グループの話し合いを発表する時間  5分 
５．振り返りの時間      5分 



ＡＬ型授業のフォーマット 
◆哲学カフェ型授業フォーマット（45分） 
 
１．テーマ（問い）についての説明   5分 
２．テーマについて考え，書く時間 
 （洞窟の哲学）    10分 
３．クラス全体で考えを話し合う時間 
 （広場の哲学）    25分 
４．振り返りの時間      5分 
   



フォーマット利用による 
テーマバリエーション 

・ＡＬ型トレーニング授業 
１．アリストテレスの倫理学―人間の生きる目的
と幸福について 
２．仏教の思想―人間の不幸と苦しみについて 
３．中国思想の人性論―人間の本性とはどのよ
うなものか 
・哲学カフェ型授業 
４．哲学カフェ１ 人間にとって知とは何か 
５．哲学カフェ２ 人間にとって美とは何か 
  



ＡＬ型授業実施後の変更点１ 
自己評価ルーブリックの利用 

評価項目 Ｓ：優れている Ａ：十分満足できる Ｂ：改善を要する Ｃ：努力を要する 

洞窟の哲学 
Monologos 

一人で自問自答
し思索を深める 

しあわせの本質
について，具体
例を挙げながら
抽 象 化 し て 示
し，それらを分
類整理して考え
る こ と が で き
た。 

しあわせの具体
例を示すととも
に，その本質を
抽象化して表現
することができ
た。 

しあわせの具体
例をいくつか考
えて書くことは
できた。 

しあわせについ
て考えて書くこ
とができなかっ
た。 

広場の哲学 
Dialogos 

話し合うことに
よって思索を深

める 

しあわせについ
ての意見の共通
点と相違点を見
つけて思索を深
め，グループの
意見をうまく分
類･整理するこ
とができた。 

しあわせについ
ての意見の共通
点と相違点を見
つけて思索を深
め，グループの
意見をまとめる
ことに協力でき
た。 

しあわせについ
ての他の人の意
見を聞くととも
に，自分の意見
を言うことはで
きた。 

しあわせについ
ての自分の意見
を言うことがで
きなかった。 

 



ＡＬ型授業実施後の変更点２ 
哲学カフェ型授業の改良 

クラス全体の意見交換 

グループ内の意見交換 



Ⅱ.授業実践報告 
 

２０１５年実践とその改善としての２０１７年実践 

 



２０１５年実践報告 
学習計画 
・ＡＬ型トレーニング授業 
１．アリストテレスの倫理学 
 ―人間の生きる目的と幸福について 
２．仏教の思想―人間の不幸と苦しみについて 
３．中国思想の人性論 
 ―人間の本性とはどのようなものか 
・哲学カフェ型授業 
４．哲学カフェ１ 人間にとって知とは何か 
５．哲学カフェ２ 人間にとって美とは何か 
  



２０１５年実践報告 １ 
 ・ＡＬ型トレーニング授業 
 
１．アリストテレスの倫理学 
 ―人間の生きる目的と幸福について 

◆ＡＬ型トレーニング授業フォーマット（45分） 
 １．テーマ（問い）についての説明    5分 
 ２．テーマについて考え，書く時間（洞窟の哲学の時間） 10分 
 ３．グループで考えを話し合う時間（広場の哲学の時間） 20分 
 ４．グループの話し合いを発表する時間    5分 
 ５．振り返りの時間       5分 









２０１５年実践報告 ２ 
 ・哲学カフェ型授業 
 
哲学カフェ１ 人間にとって知とは何か 

◆哲学カフェ型授業フォーマット（45分） 
 １．テーマ（問い）についての説明   5分 
 ２．テーマについて考え，書く時間 
  （洞窟の哲学の時間）   10分 
 ３．クラス全体で考えを話し合う時間 
  （広場の哲学の時間）   25分 
 ４．振り返りの時間     5分  



はじめての哲学カフェ 





人間にとって知とは何か 



２０１７年実践報告 
◆ＡＬ型授業学習計画 

１．人間にとって幸福とは何か 
 （ＡＬ型トレーニング授業）５月実施 
２．人間にとって愛とは何か 
 （新哲学カフェ型授業）７月実施 
３．人間にとって知とは何か 
 （旧哲学カフェ型授業） 
 ９月１６日（土）授業公開予定 
４．「○○」について考える 
 （新哲学カフェ型授業） 
 １１月１０日（金）授業公開予定 



２０１７年実践報告 １ 
【授業改善の要点】ＡＬ型トレーニング授業 
 
１．はじめにアンパンマンにとってのしあわせを考える

プロセスを入れることによって，しあわせについて
の解釈の幅を広げる。 

２．洞窟の哲学（自問自答の思索）と広場の哲学（対
話による思索）の対比をこれまで以上に明確に示
すとともに，それぞれについて自己評価の規準を
ルーブリックで示して，それぞれの活動の目標を確
認した上で作業を行う。 

３．ルーブリックによる生徒の自己評価と授業者によ
るワークシート評価を活用する。 



２０１７年実践報告 １ 
評価項目 Ｓ：優れている Ａ：十分満足できる Ｂ：改善を要する Ｃ：努力を要する 

洞窟の哲学 
Monologos 

一人で自問自答
し思索を深める 

しあわせの本質
について，具体
例を挙げながら
抽 象 化 し て 示
し，それらを分
類整理して考え
る こ と が で き
た。 

しあわせの具体
例を示すととも
に，その本質を
抽象化して表現
することができ
た。 

しあわせの具体
例をいくつか考
えて書くことは
できた。 

しあわせについ
て考えて書くこ
とができなかっ
た。 

広場の哲学 
Dialogos 

話し合うことに
よって思索を深

める 

しあわせについ
ての意見の共通
点と相違点を見
つけて思索を深
め，グループの
意見をうまく分
類･整理するこ
とができた。 

しあわせについ
ての意見の共通
点と相違点を見
つけて思索を深
め，グループの
意見をまとめる
ことに協力でき
た。 

しあわせについ
ての他の人の意
見を聞くととも
に，自分の意見
を言うことはで
きた。 

しあわせについ
ての自分の意見
を言うことがで
きなかった。 

 



２０１７年実践報告 １ 
評価

洞窟の哲学 広場の哲学 ワークシート

S(5) 43 64 61

A(4) 126 109 147

B(3) 47 36 9

C(2) 0 1 1

計 216 210 218

平均値 4.0 4.1 4.2

自己評価





２０１７年実践報告 ２ 
新哲学カフェ型授業 
【授業改善の要点】 
１．クラス全体での広場の哲学をグループ別

で実施することによって，すべての生徒が
発言する機会を作る。 

２．グループの話し合いをクラス全体に発表
する時間を設定して，多くの意見に触れる。 

３．ルーブリックのデザインを選択しやすいよ
うに変更する。 



洞窟の哲学の時間 



広場の哲学の時間 



まとめ 
 

ＡＬ型やってよかった２つの理由 
 



まとめ １ 

思索形式の可視化 
洞窟と広場 
ルーブリック自己評価 
洞窟の作法 

 



洞窟の作法 
・具象化：まずは具体的な例をたくさん挙げてみよ

う 

・抽象化：それらの例に共通しているのは何かを
考えてみよう 

・カテゴライズ：それらを分類するとどうなるか
考えてみよう 

・思索の深化：疑問文の形で自分に問いかけ，
答えを考えよう 

・思索の拡大：考えることを止めないで，他には
ないか考え続けよう 

 

 



まとめ ２ 

気付き・発見の快楽 
洞窟での熟考 
広場での思考拡大 
死角の発見 
概念獲得の喜び 
洞窟活動の更なる深化 
 
 



以上 
ご静聴ありがとうございました 
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