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実 践 報 告  

大学必修英語科目での『学び合い』の試み
―「対話を根幹とした自学自習」を目指して―

柳瀬　陽介 *

要　旨
本稿は、筆者が 2019年度前期に「英語ライティング－リスニング」で行った広い意味での協働学習で
ある『学び合い』の理解を深めるために、「個体群的思考」、「心的システムの自己生成」、「コミュニケー
ション」の概念について理論的に整理したものである。併せて、その理論的整理の意義を示すためにそ
れら概念の教育的含意と筆者の実践結果も報告した。『学び合い』においては、学習者を類型的にではな
くあくまでも一人ひとり異なる存在としてとらえ（個体群的思考）、学習者はそれぞれが自らの記憶に基
づいた理解を構築するものであるから（心的システムの自己生成）、各自が自らにもっとも適した説明を
得るためにあえて教師による一斉説明をできるだけ控えて学習者間での社会的協働（コミュニケーション）
を促進しているという教育学的解釈を提示した。必修科目において学習者が「対話を根幹とした自学自習」
を志向している可能性についても報告した。

【キーワード】『学び合い』、個体群的思考、心的システム、自己生成、コミュニケーション

1　はじめに

テクノロジーの発展が加速化し世界がより緊密に結び付けられ、より多くの要素がより多様な
やり方で組み合わされるにつれ、複合性 1（complexity）や不確実性（uncertainty）への対応が重
要になってきている。テクノロジーの飛躍的な進展がグローバリゼーションという複合性を進行さ
せ、グローバリゼーションに伴う環境変化が気候変動をもたらし、それがさらに世界の不確実性を
高める現在（フリードマン、2018）、大学生が身につけるべき知も柔軟で創造的なものとならなけ
ればならない。そういった中、かつての学校教育における 3R（reading, writing, and arithmetic）
（＝読み・書き・ソロバン）は、今や 4C（creativity, collaboration, communication, and coding）（＝
創造性・協働・コミュニケーション・プログラミング）にとって代わられているとも言われている。
大学の全学共通科目における英語教育も、プログラミングはさておくとしても、少なくとも創造性・
協働・コミュニケーションに関しては、それらにつながる、あるいはそれらを具現化するものとな
るべきだろう。
京都大学（以下、本学）は、「創立以来築いてきた自由の学風」を継承しながら「対話を根幹と
して自学自習を促し、卓越した知の継承と創造的精神の涵養につとめる」ことを基本理念の 1つ
とする大学であるが 2、そのような本学における英語教育も、対話を基盤とした自学自習を促進し、
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これまで蓄積された英語使用の知を継承した上で、創造的なコミュニケーションを可能にする英語
力育成を目指すべきであろう。
時代と大学のあり方をこのように理解した上で、本学の国際高等教育院・附属国際学術言語教育
センター（以下、i-ARRC）に 2019年 4月に赴任した筆者は、「英語ライティング -リスニング」
（以下、EWL）を半期で 6科目を教えるにあたって、対話により自学自習を促し、創造的な言語使
用を目指すために『学び合い』を自らの授業原則として採択することとした。『学び合い』とは上
越教育大学の西川純教授によって定式化された教育方法で、教師の一斉説明を控えて学習者間の話
し合いや助け合いによって深める一般の「学び合い」よりも一歩進み、学習者のグループ分けなど
も教師が指示せずに学習者の自発性と試行錯誤を極力大切にしながら、より協働的で主体的な学び
をめざす方法である。通常の「学び合い」と区別するために、書面では『学び合い』と『　』付き
で表記され、口頭ではしばしば「にじゅうかっこのまなびあい」と呼ばれている。『学び合い』も 

「学び合い」も日本の小中学校を中心に浸透しつつある教育方法であるが、日本という文脈を超え
たなら、これらは広く “collaborative learning”（協働学習）や “active learning”（アクティブラー
ニング）と称される学習者の積極的な活動を支援する教育方法の一種と捉えることができるだろう。
いずれにおいても中心となるのはそれぞれの学習者の自発的な学びであり、その学びを学習者間の
相互作用の中で育むことである 3。
筆者はこの『学び合い』を前任校（広島大学大学院・教育学研究科）で出会った福島哲也教諭（追
手門学院大手前中高等学校）の数学教育実践を通じて知るに至ったが、氏の実践は数学科や英語科
といった教科の枠組みを超えて学校教育の可能性を感じさせるものであった。前任校（教育学研究
科）での英語教員養成から本学（国際高等教育院）での英語教育実践へと職種を転換し、いわば英
語教育のコーチあるいは評論家からプレイヤーもしくは省察的実践者（Schön, 1991）へと教育の
あり方を変更させる必要があった筆者は、これまでの教員養成の知見を自らに適用しながら『学び
合い』を試みることとした。筆者は、高等教育機関の教員は、校種を超えて、初等・中等教育機関
の教師実践―とりわけ困難な状況の中で鍛え上げられてきた実践―に対してより大きな関心をもつ
べきという信念を前任校の数々の経験から抱くようになったが、本稿はそういった関心を少しでも
喚起できることも願っている。
上で『学び合い』を「試みる」という表現を使ったのは、筆者の実践は厳密な意味での『学び合
い』ではないからである。前述のように『学び合い』では学習者のグループ分けなども教師が行わ
ず、学習者の社会性が各自に即した形で伸びることを狙っている。だが筆者の実践ではグループ分
けを教師の手で行った 4。この点で筆者の実践を『学び合い』と呼ぶことは難しいだろう。だが筆
者は理念においては極力『学び合い』の精神を尊重した。その点で本論は「『学び合い』の試み」
という表現を標題に使っている。
『学び合い』は、その学校観・授業観・学習者観 5を自らの重要な特徴としている。西川（2016, 

2018）をまとめるなら以下のようになる。

学 校 観： 多様な人と折り合いをつけて自らの課題を解決することが学校教育の目的である。
授 業 観： 教師の仕事は、目標の設定、評価、環境の整備で、教授（学習者から見れば学習）

は学習者自身に任せるべきである。
学習者観：学習者集団は有能である。
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まずは学校観について補足するなら、『学び合い』の学校観は、最終学歴を経て社会に出る学習
者は、一定の知識・技能を身につけているだけでなく、その知識・技能を現実世界において他人と
共に活用できなければならないという認識に基づく。現実世界問題の多くは複合的で、1人だけの
知識・技能では手に負えず、学習者は他人と協力しながら問題に取り組むことが求められる。『学
び合い』はこういった学習者が身につけるべき社会的な能力も学校教育の目的として明示している。
授業観では、教師の仕事を、（i）学ぶ内容の具体的な目標を設定すること、（ii）学びが身につい
たかどうかを判断する評価の基準を明らかにすること、そして、（iii）学びの環境を整えること、
の 3つに絞っている。これらのうち目標や評価基準の明示化は一斉授業でも行われることを考え
ると、『学び合い』でもっとも特徴的なのは教師が学習者の学びの環境の準備・整備・補修・改善
を行うことによって、学習者自身に学ばせることを最重要視し、教師からの教授行為を極力控えて
いることであろう。この学びの環境にはもちろん学習者が参照する教材（認知的環境）も含まれる
が、『学び合い』は、学習者が共に協働して学びやすい社会文化的環境を充実させることにも重き
をおく。その上で、教師が学習者の学びに介入することを必要最小限に抑え、学びを学習者の手に
委ねてしまうわけである。「授業でもっとも大切な人は？」と問われれば、すべての教師は「学習者」
と答えるだろうが、「授業の成功のためにもっとも大切な役割を担っている人は？」と尋ねられれ
ば多くの教師は「教師」と答えるだろう。実際、教師教育の多くの部分は、「教師はどう説明しど
う指示を出すべきか」という教師中心の発想に基づいている。ある意味、『学び合い』の授業観は、
この教師中心の授業観からの徹底的な脱却を求めるものである。
そのように授業における学びを学習者に委ねるとなると、少なからずの教師は「学習者だけで学
べるわけがない」と反論する。確かに学習者というのは定義上学習すべき内容をまだ知らないわけ
であるから、ただ学習者が 1人で放っておかれるならば学びは進まないかもしれない。だが『学
び合い』の学習者観が「有能」だとしているのは学習者個人ではなく、学習者「集団」である。ヒ
トという種の繁栄の最大の理由は社会性と文化性に求められる（ヘンリック、2019）ことからす
れば、学習者も仲間の知恵を借りながらの相互作用によって効果的に学びを身につけると想定する
『学び合い』の学習者観には一定の理があるだろう。
だが、こういった『学び合い』の理念は、これまで近代学校教育で標準的とされてきた一斉授
業のあり方しか知らない者にとっては少々理解しにくいものかもしれない。したがって本論では、 

『学び合い』をより深く理解するために有効と思われる概念を新たに導入し、『学び合い』の理解を
拡充することとする。『学び合い』もアクティブラーニングといった流れの中で今後さらに注目を
受けるかもしれないが、言うまでもなく、誤解があっては『学び合い』についてきちんと検討する
ことはできない。また仮に『学び合い』に賛同するようになったとしても、表面的な理解でその実
践を試みれば、実践が形骸化し教育的な効果が失われるだけだろう（残念ながら学校教育界には優
秀な実践者の間で成功していた教育方法を大規模に普及させようとする中で、表面的な真似だけが
横行し、その教育方法に対する信頼が失われてしまう例が多くある）。したがって本稿の目的は、 

『学び合い』の理論的理解のために筆者が重要だと考えるに至った概念―「個体群的思考」、「心的
システムの自己生成」、「コミュニケーション」―を概説し、『学び合い』を理論的に整理すること
である。
併せて本論ではそれらの概念の教育的含意と筆者の実践の一部を若干示し、理論的理解が実践に
おいても通用するものかを検討する。実践報告をまとめた手順について補足しておくなら、これ
らの報告記述は、筆者が書き残した授業日誌、大学が設置している授業専用オンラインシステム
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（PandA）、および筆者が独自に行なった匿名の授業アンケートそして大学が実施する公式授業アン
ケートを元に行った。授業日誌は、筆者がすべての授業ごとに書き残していたもので、その一部は
単なる事務的な備忘録ではあるものの、授業開始期からこの研究執筆を予定したため、その時々に
観察したエピソードや筆者の心情を書き残していた。A4ノート 86ページに渡ったその時系列記
録を何度か読み返し、エピソードごとに B6カード（京大カード）に転記し、それらをトピック別
に 4つの大項目、7つの中項目に分けた。これらのトピック別の整理により、授業日誌の経時的記
録ではあいまいになりがちな時間を超えたトピックのつながりを認識することができた。匿名の授
業アンケートについては、第 8週と第 14週の授業に Google Formを使って電子的に実施したもの
である（回答者はそれぞれ 6クラス合計で第 8週が 106名と第 14週が 102名）。回答時間は授業
最後の 5分程度であり、その日の授業はアンケートに答えた者からの流れ解散とした。アンケー
トの質問項目とその結果はすべて巻末の付録に掲載している（ただし自由記述回答は除く）。
筆者が担当した 6つの EWLの内訳は、学部・学科指定の 5クラス（1回生向け）と単位未修得
者用の 1クラスである。授業週は 2019年 4月 8日より始まる第 1週から 15週間続き、8月 5日
に終了するフィードバック週をもって完結した。これらすべてのクラスにおいて、教師と学習者と
の間の信頼関係が十分に成立したと考えられる第 8週に書面と口頭でもって、授業中に観察した
知見を、学生の個人名や所属学部・学科が一切わからず、いかなる意味でも学生の不利益とならな
い形で、研究論文でデータの一部を利用してよいかの許可を求め、全員からの了承を得た。
ここで本稿が言う「実践」および「実践報告」あるいは「実践研究」の意味を明確にして不要
な誤解を予め避ける準備をしておくべきだろう。日本の英語教育界で「実践報告」あるいは「実
践研究」として理解されている研究は、アクションリサーチ（Action Research）と探究的実践
（Exploratory Practice）の 2つに大別することができる（柳瀬、2008）。だが後者の概念は未だ十
分には浸透しておらず、多くの関係者は、実践報告や実践研究をもっぱらアクションリサーチのこ
とだとみなしている。そのアクションリサーチの内実を見るならば、「仮説検証型アクションリサー
チ」と「課題探究型アクションリサーチ」に分けることができ（横溝、2004）、後者はむしろ探究
的実践に近いのだが、やはり主流の理解は仮説検証型の方である。本稿でもアクションリサーチを
もっぱら仮説検証型のものとして以後論ずる。
アクションリサーチはしばしば自然科学の実験研究に準ずるもの（ただし実験計画の不備で亜流
に過ぎないもの）として考えられている。科学が一般法則定立を目指して普遍的な因果性の解明を
目指すとすれば、それに準ずるアクションリサーチは目の前の問題解決を目指し、個別事例の因果
性を解明すべきと想定されている（柳瀬、2008）。したがってアクションリサーチに対しては、科
学実験に準ずるように、「実践に際してどのような目的・狙いでその実践を行ったか」、「どのよう
なデータや根拠を用いて実践の効果を評価・判断するか」という説明が予め求められることが多い。
だが筆者は、英語教育と言った実践を解明する際には、たとえ個別的な因果性であれ、単一要因
を特定しそれによって問題が解決したとする認識論はいささか単純すぎると考えている。（柳瀬、
2010、2017）たとえば臨床的医学研究としての治験と英語教育のアクションリサーチおよび実験
研究を比較してみるなら、そもそもアクションリサーチだけでなく実験研究においても英語教育で
はランダムサンプリングも二重マスク法も採択されていない。ここではアクションリサーチについ
て論ずるので対照群の不在や比較における統計的不備については触れないが、それでも介入方法の
差は大きい。治験の介入手段は薬剤投与がほとんどであり、その介入方法はきわめて標準化されて
いる。薬の場合は誰が投与するにせよ、体内での摂取状況はほとんど変わらないと考えられるから
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である 6。しかし教育現場における教師の介入ははるかに個性的である。教育方法の理解と実施の
様子は教師によってさまざまであることは周知の通りである。さらには個々人に投与される薬剤と
異なり、教育方法は通常、クラスの複数の人間の集団に対して実行されるため、クラスの集団力学
という統制困難な要因が入る。したがって、ある結果が出たとしても、その結果が独立変数であ
る介入手段（教育方法）の効果であると立証することはきわめて困難である 7。同じ医学でも、精
神医学の分野で「オープンダイアローグ」と呼ばれる集団療法を試みるセイックラ＆アーンキル
（2016）は、現在主流の単一要因の操作（介入）のみに因果性を帰属させる比較対照実験の認識論は、
そもそも多数の要因が流動的な相互依存関係にある複合的な現実世界を理解するには問題の多いも
のであることを指摘している。実践者にとって重要なのは多様な要因およびそれらの相互作用が生
み出す変化に臨機応変に対応する能力であるが、実験研究的な認識論はその能力をないがしろにし
かねないというのが彼らの主張である。
こういった主張に是を認める筆者は、実践研究や実践報告を実験研究に準ずるアクションリサー
チとしてとらえるのではなく、探究的実践としてとらえるべきだと考えている。探究的実践は、
2000年代から少しずつ普及している認識法であり実践様式であるが（Allright, 2003, 2005; Gieve 

and Miller, 2006, Hanks, 2017）、そこでは現実世界の複合性を重視し、単一原因の特定による問題
解決よりも、事態の理解を優先させる。実験計画を立ててから実践を始めるのではなく、（所属機
関の教育目標に即して）実践を始めてから探究が始まり理解が深まるとも表現できるだろう。この
場合の理解とは、複合的な世界の内で存在する者としてのさまざまな関わりを認識することと解釈
できる（柳瀬、2008）。その理解は、実験研究を範とする研究者からすれば「主観的な感想」とし
て軽視されるものかもしれないが、そういった主観をもった実践者が、同じように独自の主観をもっ
た学習者と社会的に交わることで、現象世界の複合性がさらに増大し流動化するのが実践だとすれ
ば、「主観的な感想」を軽視するのではなく、むしろそのナラティブを豊かに記述することが実践
研究においては重要であることになろう（柳瀬、2019）。
さらに、実験計画的なアクションリサーチを行うとしたら、そのために生じる介入手段の固定化
とデータ収集の負担についても考えなければならない。ある狙いを定めた上で、その効果を測るた
めのデータ収集を予め計画するアクションリサーチでは、よほど重大なトラブルでも起きないかぎ
り、基本的に計画されていた介入手段が最後まで実行される。たとえ実践者が現場観察から介入手
段の修正を欲したとしても、それを変えることは実験計画からは推奨されない。だが、日々刻々
の振り返りから実践を絶えず修正してゆくのが実践者の行動様式であることからするなら（Schön, 

1991）、実験計画とデータの整合性を実践報告―ことに探究的実践型の実践報告―にどこまで厳密
に求めるべきかは疑問である。実験計画と異なり授業計画は刻々と変化するからである。また厳密
なデータ収集はしばしば、授業のそもそもの目的と必ずしも一致せず、それはそのまま学習者の負
担や学習機会の喪失につながる。実践研究者はデータ収集が本来の授業運営を損ねないものに留め
る義務をもつだろう。
こういった考えから、筆者は「実践」とは、仮説検証的なアクションリサーチを志向する実践で
はなく、実践者および当事者の理解の深化を目指す探究的実践であるべきだと考えている。研究計
画を重視するあまり教育の営みに負の影響が出てしまう事態を避けるために、本稿でのデータ収集
は上述した手段に留め、独自の積極的なデータ収集は、大学が公式に実施する授業アンケートと、
その形式に準じた学習者の時間的・精神的負担が少ない筆者独自のアンケートに留めた。
本稿にいささかの独自性があるとすれば、それは『学び合い』という教育的概念を諸概念の組み
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合わせでもって理論的に整理し、実践者の認識を深めることを目指したことであろう。また、その
理論的整理が机上の空論に終わらないように、その概念につながる教育的含意と実践報告を加えた
ことも本稿の特徴である。この論が、アクティブラーニングなどの名称で広く学習者中心の授業を
推進しようとする教育関係者の洞察を深め、より具体的には本学の英語教育（あるいはそれと似た
英語教育）に従事する教師の授業認識を広げることができたなら、それを本論の意義とすることが
できるだろう。
それでは以下、「個体群的思考」、「心的システムの自己生成」、「コミュニケーション」の概念に
ついてそれぞれ理論的に整理し、筆者が『学び合い』を試みた実践についての報告を行うことにし
よう。

2　個体群的思考

理論的整理：個体群的思考（population thinking）とは、ダーウィンを人類史に残る偉大なる哲
学者の 1人として評価する生物学者のマイヤー（Mayr, 2001）が、論理や数学に基づく哲学とは
根本的に違う、生物学に基づく哲学の概念としてダーウィンが明らかにしたと用語化した概念であ
る 8。マイヤーのいう論理学や数学に基づく哲学とは古くはプラトンやピタゴラス学派に由来する。
その哲学に従うなら、ある類（class）もしくはカテゴリー（category）を構成する存在物（entities）
は、すべてその類・カテゴリーに属している以上、共通の性質（本質）を有しているはずであると
いう類型論的思考（typological thinking）あるいは本質主義（essentialism）にいたる。集合論に
おける集合は、通常「xに関する命題 P(x)が真となるような xの集まり」と記述されるが、この
ような定義をもって類・カテゴリー・集合を考えることはきわめて一般的な見解である。
だが自然観察を重ねたダーウィンは、種（species）とは血統においてつながっているがゆえに
いくらかの特徴を共有している有機体の個体群（a population of organisms）にすぎないと考える
にいたった。これが類型論的思考・本質主義とは異なる個体群的思考であるとマイヤーは考える。
このような理解に基づく種は、時間的には連続しているが、地理的には分散した存在であり、その
特徴は時間がたつにつれ変化する（Sperber, 2017）。つまり、ある種を構成するとされるすべての
個体に共通している本質的条件は必ず存在するとは限らず 9、むしろ個体は「異なっていることが
当たり前」（variation is the norm）なのである（Barrett, 2018）。

Sperber（ibid.）も言うように、この個体群的思考は、現在、生物学の枠を越え、文化現象にも
適用されている。文化的現象を個体群として考えるわけである。もちろんその現象を構成する諸事
例が生物学的な意味で子孫やコピーを残したりするわけではないが、影響関係が連なる中で諸事例
は多くの特徴をさまざまな程度で共有するようになる。

Sperber（ibid.）は、語（word）も個体群的思考で理解するべきだと述べる。辞書の定義に過剰
な期待をもつ者なら、ある語に関する辞書の定義は集合論における定義と同じように、その語のす
べての使用例に共通する特徴を捉え、かつその語と他の語を的確に区別する機能をもつと信じてい
るかもしれない。だが、辞書記述を少しでもきちんと読む者なら、語の意味は歴史的にも比喩的に
も拡張・変化したもので 10、そこに共通要素を見出すことは難しいことを知っているだろう（Lakoff, 

1999）。語の使用においては、その語がどんな言語話者にも喚起する、どんな事例にも共通の意味
が因果的な力をもち、その語のあらゆる使用を可能にするわけではない。私たちはある語の「意味」
を類型的に考えることはできるが、その「意味」がすべての個々の事例において見いだされるとは
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限らない。それぞれの事例における意味は、それぞれに重なり合いながらそれぞれに異なるもので
ある。

Sperber（ibid.）によれば、語の使用において因果的な働きが認められるのは、話者内の生物的・
心的過程と、その語が使用される社会的出来事においての 2種である。ある者がある生物的・心的
過程を経てある語を使用する。その言語使用の出来事が別の者と社会的に共有される。その別の者
はその者なりの生物的・心的過程を経験する。同様の過程が別の時間・場所においても繰り返され、
さらに新たな者の生物的・心的過程、およびその者が他の誰かと共有する社会的出来事につながる。
すべての使用事例は系統樹のように因果的につながっているが、その末端においては、共通要素は
おそろしく少なくなっているかもしれない。こうして語の使用は、さまざまな言語使用者の生物的・
心的過程と、多種多様な時間・場所での社会的出来事で、因果的に連鎖する。こういった因果的連
鎖が数限りなく言語共同体のさまざまな場所で継続し発展することにより、その語は生き残る。こ
れが語の因果の実態である。語に関する因果の働きは、その語のさまざまな使用事例の具体のレベ
ルに求めるべきで、その語があらゆる具体事例を超越して有しているはずとされる抽象のレベルに
求めるべきではない。「語の意味」という類型的な抽象概念が、個々の事例において具体的な因果
力をもっているわけではない。
学習者一人ひとりの学びのスタイルを重視し、一斉授業形式を極力控える『学び合い』は、クラ
スを類型的思考ではなく、個体群的思考でとらえる教育だとまとめれば、この実践への理解も少し
は深まるかもしれない。それではこの個体群的思考の概念が実践理解にどう役立つのかについて次
の項で具体的に考えてみたい。
教育的含意・実践報告：EWLの授業でもたとえば “topic sentence”（トピックセンテンス）や “thesis 

statement”（論題提示文）といった用語を教えるが、それについて教師が説明しても、必ずしも学
習者が実際によいトピックセンテンスや論題提示文を書けるわけではないことは、現場教師なら誰
でも熟知していることである。「それならば」と、教師がトピックセンテンスや論題提示文の定義
を学習者に丸暗記させることは問題を悪化させるだけであろう。必要なことは、トピックセンテン
スや論題提示文といった語を、さまざまの実際の英文例を共有する多くの出来事において使い（例
「このトピックセンテンスは機能的かつ印象的だと私は思う」、「これは論題提示文としては具体性
に欠けるのではないか？」など）、そういった言語使用の事例を重ねて、トピックセンテンスや論
題提示文といった語の多様な使用事例を経験することであろう。学生がこういった語についてほと
んど無知な場合、その語の使用事例は、最初は教師が提示することになるが、「先生が言っている
意味はこういうことじゃないの？」、「そんな例は当てはまらないでしょう」、「でもこれはありで
しょう」などと学習者が話し合いを始めれば、多種多様な使用事例は学習者の理解や関心に即した
形で学習者自身が生成する。
考えて見れば自明のことだが、教室における説明者を教師 1名に限定するなら、その教師がどれ
だけ早口でしゃべったとしてもその発話量には明らかな限界がある。だが教室における説明者で
ある権利を学習者全員に開放すれば発話量は爆発的に増える。後に解説するように、発話は「コ
ミュニケーション」というメカニズムにおいて相互調整を受けるので、コミュニケーションにおけ
る発話はランダムよりも高い確率で相互の学びにつながる。“topic sentence” や “thesis statement”
にせよ、語の意味も個体群的思考で捉えて、いたずらに定義を暗記させることなくその語の使用事
例をコミュニケーションの中で重ねてゆくべきではあるまいか。
語の学習のことについてさらに検討するために、EWLの全クラスで使用が指定されている『京
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大学術語彙データベース基本英単語 1110』についても考えてみよう。この書の「文系・理系共通
語彙」の 477語については、EWLの前期と後期で繰り返してテストし、期末評価の 100点満点中
の 10点をそのテストで評価することが義務づけられている。学生の立場からすれば、毎週平均 50

語をテストされることになる。テストの方法は教師に委ねられているが、i-ARRCは標準テストを
提供している。希望する教師は、そのテストをダウンロードし印刷して、授業でそれを実施できる
わけである。テストは今年度の場合、英語定義文を与えて、その定義に対応している英単語を四つ
の選択肢の中から選ぶ問題が 5問、英文の一箇所の空所にその文脈に適した英単語を書き込む問
題（ただし空所に当該英単語の頭文字一字だけは添えられている）が 5問の計 10問から構成され
ている。
だが、筆者はこのテストに違和感を覚えた。語とその定義を結びつける問題、および空欄補充の
ために例文を 1文しか提示しない問題には、「語の意味は、定義に表現された本質によって十分に
示されている。また、どんな例文においても当該語が表現しているのは同一の意味（＝本質）であ
り、例文は任意の 1文で事足りる」という考え方が見え隠れするように思えたからである。上に
述べたようにこれは類型論的な発想であり個体群的な発想ではない 11。
したがって、筆者は、独自の語彙テストを毎週作成し実施した。そのテストは、テストされる当
該語 1語あたり 5つの例文を用意し、その 5文の空欄に共通して入るべき当該語を学生に推測さ
せるものであった。テスト問題はパワーポイントスライドで投影提示し、解答は PandAに提出さ
せ自動採点した。50語を範囲とする 1回のテストで 10語を出題したため、筆者は毎週 50の例文
を準備した（テスト範囲の 2割程度を出題するのが適当だと判断した）。また毎回「大切なのはテ
ストよりもその後の学習」と言い続け、テストの直後に再度スライドを投影し、スライド 1枚あ
たり数例について解説を加えた。
このテストおよび学習は、語の意味の習得に近道はなく、さまざまな個別例を経験するしかない、
逆に言うなら語の定義をいくら覚えても、それだけではなかなかその語を実際に使うことができな
いだろうという推論―というよりも、筆者の直接的・間接的な経験と個体群的思考から形成された
信念―に基づいている。この信念の妥当性にはより慎重な検討が必要であろうが、少なくともアン
ケート結果や、学習した語彙をライティングで積極的に使い始めた学生が複数出始めたことからす
れば、それなりの実践的有効性はもっているものと思われる 12。
もちろん個体群的思考を適用すべき事例は語の意味だけではない。「○○学科の学生」といった
概念も個体群的思考で捉えるべきであろう。教師もしばしば「○○学科の学生は……だから」と
いったステレオタイプに囚われてしまう。ステレオタイプとは、そのカテゴリーのメンバーすべて
の特徴ではない特徴を、すべてのメンバーが共通にもっているものと決めつける思考法であり、類
型的思考・本質主義の亜流である。かくいう筆者も赴任当初は、自分が本学出身ではなかったこと
もあり、「京大の○○学科の学生は……」といった形で広まっているステレオタイプに影響を受け
ていたことは否めない。しかし授業の中で経験するさまざまな出来事は「京大の○○学科の学生」
にも多種多様の個性があることを教えてくれた。特に筆者がもっとも強いステレオタイプを抱いて
いたあるクラスでは、初回からステレオタイプの部分否定、再構築、更新といった認識変化が重な
り、最終回の授業では当初のステレオタイプとはおよそかけ離れた考え（＝「○○のクラスについ
てはステレオタイプを形成することが困難」というステレオタイプ）を筆者は有するようになった。
考えてみれば「○○学科の学生」について 1人の教師は限られた事例しか知ることができない。 

「○○学科の学生」とは、その教師が教えていない同学年の○○学科の他の学生や、過去そして未
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来のすべての○○学科の学生から構成される集合である。仮に多くの事例から自分なりにそういっ
た集合を帰納的に知ることができたと想定して、そこにある類型なり本質を見出したとしても、そ
れはあくまでも想像であり、目の前の個々の学生にそれを当てはめてしまうことは慎むべきである。
同じことは、「中級学習者」や「日本人英語学習者」といった概念にも当てはまる。
筆者は『学び合い』で、教師の口頭による一斉説明をできるだけ控えて、後は学生のグループで
の話し合いに任せていたので、授業中の多くの時間は教室内を歩き回り学生の言動を観察した。そ
の中で、「こんなところでつまずくのか」、「このような認識をするのか」、「このような例がわかり
やすいのか」といった発見を数多くし、それらを教材開発に活用した。もちろんそのような発見は
学生も行うもので、教室の中ではしばしば「あー、そうか、そういうことか」、「あ、なるほど、な
るほど。間違いない」といった発言が聞かれた。考えてみれば教師の一斉説明というのも一種のス
テレオタイプかもしれない。これは悪意ではなく善意をもった認識かもしれないが、全員には当て
はまらないはずの説明の方法とペースを全員に押しつけるという点ではステレオタイプに他ならない。
もちろん教師による説明を 1つのプロトタイプ（典型例）として提示することを一切禁ずること
はナンセンスである。教師や教科書による説明は 1つの典型的な参照点として学習者に明確に提
示されるべきであろう。だが、それを全員に同じやり方とペースで強要するのではなく、それぞれ
がそこから何を想起し何を考え始めるかを大切にして、その想起と思考をコミュニケーションでよ
り的確なものにするのが『学び合い』である。
個体群的思考という概念を導入すれば『学び合い』は、「類型論的には想定できるが、個々の学
習者には必ずしも当てはまらない一斉説明の限界を知り、『違っているのが当たり前』の一人ひと
りの学習者には、それぞれに適した説明をその学習者自身が他の学習者との協働の中で見出してい
くことを積極的に支援する教育方法」とまとめられるだろう。そこでは教師が提示した説明をすべ
ての学習者が一様に再生する姿は見られない。学習者はそれぞれに異なる説明を提示するかもしれ
ないが、それらの異なる説明も、学びのコミュニケーションから生じたものであればそれぞれに似
通ったものであり、それらの説明を並べて一望してみれば目標とする学習内容を表すものとなるだ
ろう。また、語彙という学習内容についても、その学習はすべての学習者が類型的に設定された定
義を一斉暗記するというよりは、その語の多数の使用例を一人ひとりの学習者がそれぞれに吟味す
ることを重視すべきとなろう。こうしてみると、個体群的思考の概念の理解によって、『学び合い』
が学習者と学習項目の個々の特性の違いを重視する教育方法であることがより明らかになる。だが、
違いを尊重することが、どのようにして学びの促進につながるのであろうか。次の項でその検討を
始めることにしよう。

3　心的システムの自己生成

理論的整理：心的システム（psychische System, psychic system）ならびに自己生成（autopoie-

sis）13という用語は共に社会学のルーマン（Luhmann, 2002, 2008）が多用する概念である。これ
らの用語は、私たちの「心」あるいは「知性」―共に “mind” の訳語である―は、個人において自
閉したものであり、その個人が再編成するしかないものであることを明らかに示し、『学び合い』
を理解するためにも重要であると考え、ここに導入する。
心的システムはしばしば「意識システム」（Bewußtseinsystem, consciousness system）14とも呼
び替えられるが、要は私が「私」として認識している「心」およびその働きとしての「知性」とこ
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こでは考えておく。心的システムを考える上で大切なのは、それが開放システム（open system）
ではなく閉鎖システム（closed system）であり、外部からの入力（たとえば音声）が心的システ
ムにそのままの形で入り保存されることはないということである（ルーマンはしばしば「閉鎖シス
テムには入力も出力もない」と述べる）。ある人が誰かからある音声―例として「コミュニケーショ
ンは大切だ」という文を考えよう―を聞いたとしても、その音声はそのままその人の心の中に入っ
てくるわけではない。他人の音声は、心的システムの外部（システム論的に言うなら「環境」）か
らの刺激としてその心的システムを撹乱し変化を誘発する。だが、そこで生じる変化はシステム固
有の変化であり、その心的システムはそれ自身の記憶を基にして結果的に「コミュニケーションは大
切だ」という日本語として構成しているにすぎない（だからこそ私たちは多く聞き間違いをする）。
さらには、音声が正しく（＝他者である話者が意図したとおりに）心内で構成されたとしても、そ
の音声に伴う意味について、それが、話者が有している意味と同じ意味で聴者に構成されるとは限
らない。ましてや話者が有していた意味が聴者にそのまま移送されるわけではない。聴者としての
心的システムは、「コミュニケーション」という語にせよ「大切」という語にせよ、自らの中にあ
る記憶要素をその文脈に即したように自分なりに再構成してそれらの意味を作り出し、その文を自
分なりに理解するだけである。
このように閉鎖システムでは、外部からの「入力」と私たちが呼ぶ事象は、システム内部を撹乱
する契機にすぎず、システムはその刺激を受けて内部要素を組み替えて、その撹乱に適応した自己
を新たに作り出すにすぎない。同義反復の言い方になってしまうが、“autopoietic system” とはま
さに自己（auto-）を生成・制作（poiesis）するシステムである。これをより具体的に述べるならば、
心的システムが、自らを再構成・再組織化する際には自らが既に有している要素（記憶している概
念）を再編集するしかないというのが「自己生成」（autopoiesis）の意味するところである 15。言
い換えるなら、私という心的システムは、他者という心的システムによって直接的に、その他者の
有する要素（他者が記憶しているままの概念）を使って作成されない。自己は「他者による生成＝
アロポイエーシス」（allopoiesis）によって構成されるわけではない。
だが心的システムの自己生成は、時にその人の意識が驚くような再編成も可能にする。心的シス
テムは、その内部が複合的（complex）であるからである。心的システムにおいては、記憶してい
る概念の数が多いだけでなく、その概念が、言語という媒体の力 16も借りることによって、多様
な関係で結びつくので、その人が予想もしていなかった形に発展することもある。「ああ、こうい
うことだったのか」「えっ、ということはこうなのか」という驚きを伴う発見が自己の中に生じる
ことは思考する人がしばしば経験することだろう。心的システムの自己生成という概念から『学び
合い』を考え直してみると、『学び合い』における一斉説明の抑制と学習者個々人による理解の促
進は、まさに学習者の知性の更新は自己生成に他ならないという洞察に通じていることがわかる。
教育的含意・実践報告：前項での理論的理解をもう少し具体的に考えてみよう。たとえば教師や
教科書による説明である。そういった説明は 1つの重要な出発点であるが、その内容を学習者に
直接に―コンピュータに新しいデータを入力するように―移植することはできない。説明を分析し
て自分の中で再構成することはあくまで学習者一人ひとりの課題であり、学習者が自力で考えるた
めの権利・機会・時間は保証されなければならない。言うまでもなく矢継ぎ早に教師が一方的な説
明を行う授業ではそれらは軽視される。
筆者の実践においても、筆者が学びのための参考資料として準備したプリントやサンプル英文を
学生に配布しても、それらの資料の目的や機能を説明した後は「必要に応じて読んでください」と
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言うに留めておいた。配布された資料にすぐ目を通す学生が半分以下であるというのは教師のプラ
イドからすれば必ずしも心地よいものではなかったが―「せっかく準備したのに」、「読めば役立
つことが書いてあるのに」という不平の感情がまったくなかったといえば嘘になる―、筆者はあえ
てそれ以上は何も言わず学習者の自由に任せた。すると時間が経つうちに資料を手に取る学生も出
てくる。といってもそのタイミングはまちまちであるし、読み方にしても速読するだけの者もあれ
ばアンダーラインを引きながら丁寧に読む者もいる。不平の感情を抑えながら学生の様子を観察し
ていた筆者はその日の授業日誌に「これでよかった」と記した。学びを学習者の動機とペースに委
ねる『学び合い』は、「教育とは、学習促進のために学習者をいかに管理するかである」と認識し
ている教師からすれば、見るに忍びず、実行するのはさらに耐え難い教育実践かもしれない。だが、
理論的に納得した上で『学び合い』の原則に従うなら、『学び合い』の実践者が語る効果は決して
嘘でないことがわかるだろう。
原則という点については、そもそも筆者は、『学び合い』において教師も学生もエゴを抑えてコミュ
ニケーションを牛耳らないために、以下の原則 17を初回の授業で示していた。

自律性：他人をコントロールしようとしない。
対等性：権威をふりかざさない。
　信頼：急いで決めつけない
多様性：自分が正しいと思い込まない。

だが授業を重ねるにつれわかったことは、これらの原則をほとんどの学生は自得しており、これ
らの原則を言い聞かせる必要があるのは教師（というよりは権力者）としての筆者自身であったこ
とだった。『学び合い』で話し合いながら学びを深めるグループを筆者は常に観察したが、その際
に自らが最善と信じているやり方をついつい押し付けてしまおうとすることがあった。そんな時、
筆者はこの原則を思い起こして自制した。また、筆者からすれば明らかにやる気のないように思わ
れる態度（うつむいたままの姿勢、あるいは、自分の髪ばかり触る行動）を示す学生を数度にわ 

たって観察したことがある。その際は、「ひとこと言いたい」「ちょっと指導するべきだ」といっ
た気持ちが強く生じたので今でも記憶に残っているのであるが、どの場合も彼・彼女らのなすがま
まにしていた。しかし正直驚いたのは、どの場合においてもそれらの学生がしばらくすると急にグ 

ループ内で発言をしはじめたり、筆者に対して質問をしてきたりしたことである。以来、筆者が
個人的教訓としているのは、「教室に来ている学生には必ず学ぶ意欲がある。ただその意欲は必ず
しも教師が予期したり望んだりする姿では表れない」ということである。法廷での「推定無罪」
（“presumed to be innocent until proved guilty”）をもじっていうなら「推定意欲」（“presumed to 

be motivated until proved otherwise”）となるかもしれない。
また筆者は、8回の授業でそれぞれ新しいエッセイ（300語程度）を出すことを求め、4回の授

業でそれらのエッセイのどれかを改善（revise）することを求めたが、少なくとも新たなエッセイ
が出された場合は、必ずその書かれた内容についての個人的な感想を英語で平均 50～ 70語程度
は書いた。その際には “Great!”“Keep it up!” といった定型表現はできるだけ避け、筆者がエッセイ
を読んで感じた気持ちを可能な限り忠実に表す英語を書くことを試みた。だがこのように学生を、
「○○学科の学生」「CEFR基準なら B1-B2レベルの学習者」などとして類型的に見ることを極力
避け、学生個人に宛てたフィードバックを書き続けたことの効果はそれなりに大きかったことのよ
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うに思える。「先生が毎回必ずコメントをくれるのでやる気が出ます」と直接に言ってくる学生も
いたし、ほとんどのすべて学生が無難で適当に書けるトピックを選ばず自分なりのこだわったエッ
セイを出したり、指定の 300語を明らかに超える長文のエッセイを提出したりする学生も少なく
なかったことからすると、因果関係の立証はできないが、教師が学生の個性を尊重したコミュニ
ケーションを可能な限り行うということは重要であるように思える 18。
以上の心的システムの自己生成という概念から『学び合い』が教師に示唆すると思えることをま
とめてみるなら、「学生のやる気を一律に高める便利な方法はない。学生のやる気を高める基本原
則は、個々の学生（心的システム）に働きかけ、そのシステムが自発的な内部変化（自己生成）が
起きることを待つ」ことになるだろうか。あるいは「一人ひとりの学びを大切にするからこそ、集
団で学ばせる」と言えるかもしれない。集団でこそコミュニケーションが取れるからである。それ
ではなぜコミュニケーションで個々人の学びが深まるのであろうか。次項で考察してみよう。

4　コミュニケーション

理論的整理：心的システムは閉鎖された自己生成システムであり、ある心的システムが別の心的
システムと直接に接続し、情報や知識がそのままの形で移送されたりコピーされたりすることはな
いことは上で確認した通りである。このことをふまえて、ルーマン（Luhmann, 2002, 2008）のコ
ミュニケーション理論を心的システムの観点から語り直すなら、コミュニケーションとは、このよ
うに相互に閉ざされた心的システムが、その閉鎖性にもかかわらず自他を協働的に連動させようと
試み続けることで生じる社会的な出来事である、となる。
コミュニケーションが社会的な出来事であるということは、コミュニケーションが心的システム
を越えたレベルで生じているということである。複数の心的システムの間で行われているコミュニ
ケーションにおいて、どの特定の心的システムもコミュニケーションを完全にコントロールしてい
るわけではない。またそれら複数の心的システムが合体して 1つになった心的システム（意識）
が新たに生じるわけでもない（Luhmann, 2002）。たしかにたとえば乳幼児とその親のように、コ
ミュニケーションをする 2人が互いの動きと連動している統一体のように第三者には見えること
はあるかもしれないが、その 2人の意識が同一であるわけではない。コミュニケーションは複数
の心的システムが、各自で閉ざされた意識を越えた社会的なレベルで協働することによって生じる。
社会的な協働とは、互いがそれぞれの心を原理的には不可知としながらも、観察と推測によって
相手にとって関連性（relevance）の高いと思われる発話を産出する試みを継続することである。
ここでの関連性とは、現在でももっとも強力な語用論理論の 1つとされる関連性理論（Sperber & 

Wilson, 1996）で使われている概念であり、聞き手が有する情報・知識と統合されることによりそ
れまでになかった有益な情報・知識が聞き手の中に生じてくるような発話が関連性の高い発話であ
るとされる。
関連性理論では、「関連性がある」（relevant）ことを次のようにまとめている（このまとめは、
話し手が示した新しい情報が聞き手の既知の情報と結びつき、その結果聞き手に新しい情報が生ま
れるエピソードを紹介した後のものである）。

［前述のエピソードでの］これらの相互に結びついた新しい情報の項目と古い情報の項目が、
共に推論過程の前提として使われたとき、さらに新しい情報が派生しうる。その情報とはこ
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れらの新旧の情報が前提として結合しなければ推測できなかった情報である。新しい情報の
処理がこのような増殖効果を生じさせるとき、私たちはそれを関連性があると呼ぶ。増殖効
果が大きければ大きいほど、関連性は大きい。（Sperber and Wilson, 1995, p. 48）

このように関連性の高い情報を聞き手の中に生じさせるためには、話し手は何らかの働きかけを
しなければならないが、その働きかけは話し手が聞き手に認識してほしいという意図をもっている
ことが明らかにわかる顕示的（ostensive）なものでなければならない。逆に言うなら、顕示的な
働きかけをしながらも、そこから聞き手が何の関連性も見いだせないことが続けば、聞き手にはそ
の話し手とのコミュニケーションを取ることの意義が失われる。聞き手は、その話し手とのそれ以
上のコミュニケーション関係を拒むかもしれない。コミュニケーションを行う関係性を保つという
ことは、どの顕示的行為にも相手にとって関連性の高い結果が伴うように努力することが前提と
されていなければならない。かくして「顕示は関連性を暗黙のうちに保証する」（ostension comes 

with a tacit guarantee of relevance）（ibid. p. 49）と関連性理論は説く。
この関連性と顕示の規定からするなら、通常のコミュニケーション的な関係性が期待されている
間柄においてコミュニケーションが行われれば、そこでは話し手においては、聞き手にそれまでに
なかった有益な情報・知識を生じさせることが前提的に意図されていることになる。もちろん実際
には、うまく関連性の高い情報・知識が聞き手に生じない場合もあるだろう。だが、そういった場
合には私たちは、言い換えたり、問い直したりする。そうするのも、社会的動物である私たちにとっ
て互恵的なコミュニケーションの関係を保つことは生存のための重要課題であるからだ。コミュニ
ケーション関係を保つためには、相手への発話をできるだけ関連性の高いものにすること、および、
相手からの発話をできるだけ関連性の高いものとして解釈することを私たちは前提としなければな
らない。これがコミュニケーションの基盤である 19。
このコミュニケーションの試みが連続する過程で、双方はそれぞれに相手に対する観察と推測に
次第に熟達し、齟齬が少なくなり、相手にとってより有益な発話がより頻繁にできるようになる。
これがコミュニケーションのメカニズムである。
コミュニケーションの蓄積によって自分との関連が高まった他者との間には「私たち」の感覚が
生じてくる。他者が原理的に不可知であることは変わらないのだが、相互の社会的協働が洗練され
るにつれ、2人は他人でありながら双方の思考や行動に影響を与え続ける「私たち」として認識さ
れるようになる。「私たち」は 2人のどちらにも還元できないし、ただ 2人を物理的に合計したも
のでもない。「私たち」は、社会的な相互作用の継続によって構成されている。もちろんその「私たち」
という感覚・認識は、2人において共通ではなく、それぞれがそれぞれにもつものであることはこ
れまで何度も述べた通りである。コミュニケーションは、複数の心的システムが、それぞれの心的
領域を越えた社会的な次元での協働の試みを継続させることによって成立する。そのコミュニケー
ションの蓄積が「私たち」、やがては社会秩序や文化を形成してゆく。
このコミュニケーション概念の再検討から、『学び合い』とは興味・関心や知識・認識などで互
いに異なる学習者が、社会的に協働することで、それぞれの閉ざされた枠組み（心的システム）を
撹乱し、それぞれに自己生成を重ねてゆく教育方法であることがわかる。ここでの社会的協働とは
コミュニケーションであり、参加者が相手の心をすべて知りえることはないことを自覚した上で、
相手にとってもっとも関連性が高い、すなわちもっとも相手の中に情報・知識を生み出しやすいと
考える発話を連ねることであった。このような発話はもちろん話し手の負担となるものであるが、
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互いがコミュニケーションを重ね合う互恵的な「私たち」の関係であるという認識が共有されるに
つれ、参加者はより相手にとって有益な発話を志向するようになる。『学び合い』ではしばしば、 

「一人も見捨てない」ことこそがもっとも重要であるとも言われているが、それは一人も見捨てない
ことによって、コミュニケーションという互恵的な相互探究の関係構築がより強固になるからとも
解釈できるだろう。『学び合い』の実践においては、学習者間の話し合いを、単なる答え合わせといっ
た情報伝達として考えてはならず、社会的関係を維持・発展させることにより、個々の可能性と、
その個々が集った社会的集団の可能性を広げるコミュニケーションと考えることが重要となる。
教育的含意・実践報告：個々人の理解はそれぞれに異なり、1つの説明が万人にとっての万能薬

とはならないことはこれまでに何度も確認してきたことであるが、学習者にとって最適の説明を見
つけさせるために、ありとあらゆる種類の説明を配布し、それを片端から読むことを学習者に求め
ることはあきらかに非現実的である。現実的な解決法は、その学習者と誰かが当該問題についてコ
ミュニケーションを取ることである。その学習者とコミュニケーションを取る相手にとって、その
学習者の心の内は原理的に不可知であるが、コミュニケーションという社会的協働の試みの中でそ
の相手は学習者の理解にとってより有益な発話な次第にできるようになる。もちろんこれは発話の
応酬が一度起こっただけで生じるようなものではなく、相互に関連する発話が何度も繰り返される
というコミュニケーションの継続が必要である。だがそのコミュニケーションの経験が重なれば、
学習者は自分 1人では得難い理解を得ることができる。理想をいえば、1人の学習者に 1人の教師
がついてコミュニケーションを重ねればいいのかもしれないが、それが非現実的なら、学習者全員
をコミュニケーションの担い手とすれば、それぞれの学習者はそれぞれのコミュニケーションでそ
れぞれの学びを実現していくというのが『学び合い』の考え方になる。教師という権力的な存在を
相手とするのではなく、クラスメートという対等な存在を相手にするコミュニケーションは、それ
だけ自由かつ活発なものとなるだろう。
また、授業というコミュニケーションにおいては、教師すらもコミュニケーションを意のままに
コントロールできないし、またコントロールしようとしてはいけないということも理論的理解から
得られる洞察の 1つである。したがって教師はやはり『学び合い』が提唱するように、学習者のグ 

ループ形成についてもあまり口出しをするべきではないのだろう。筆者はトランプカード配布によ
るグループ形成という最小限の指示をしていたのは前に述べた通りであるが、一度だけそれ以上の
指示をしたことがある。あるクラスで Peer Assessment（学生が相互のエッセイに点数をつけその
理由を述べる活動）を行った時であるが、その時はクラスの参加人数の関係上、変則的なグループ
編成となった。筆者はできるだけ整然と活動ができるように、その活動のやり方を比較的細かく指
示し、筆者が一種の司会のようになった。だが普段はノリのよいそのクラスも、そうなると若干活
気を失った。同じ活動が他のクラスでは、学生間の発言が終始絶えなかったことを考えると、教師
が考える「美しい秩序」を急に押し付けたのは失敗であったと今では考えている。
発言の内容についても『学び合い』を試みるなかで学生の中から「あー、なるほど」といった発
言が多く見られるようになったことも前述した通りだが、ある文法項目を扱った際も、「この程度
なら短い時間で教師が一斉説明をしてしまおうか」と思う気持ちを抑え、プリントを配った後は学
生の『学び合い』に任せた。このような形式的な項目に関してはひょっとしたら学生も一斉解説を
望むのではないかという筆者の予想とは裏腹にその学習は盛り上がり、学生の間では多様な疑問や
解説が飛び交い、最後には「ええこと書いとるなぁ、これ」といった声さえも複数箇所で聞かれた。
一斉授業ではなかなか聞くことができない学生のつぶやきを『学び合い』では耳にすることができる。
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ただこのように学生の発言を積極的に奨励したとしても、学習者が常に言いたいことを口にする
わけではない。第 1回目の匿名アンケート（自由記述）で出てきた声の 1つは「グループでまだ
十分に理解が進んでいない時に次の活動に進められてしまうことがある」という声であった。筆者
は学習者の自主性・主体性を明示的に自覚させるため、たとえばある英文を読ませている時なら、
明らかにまだ読み終えていない学習者が少なからずいる時点でわざと柔らかい口調で「まだ時間が
ほしい人は手を挙げてね。丁寧に読む人はどうしても時間が必要だから」などと述べ、必ず学習者
の何名かに手を挙げさせていた（また、そういった時に挙手した者が 1人だけだったとしても必
ず時間延長をした）。それにもかかわらずそのような声が出たということからは、筆者の日頃の学
習者観察がまだまだ足りないことと、まだまだ忌憚なく「わからない」といえる教室文化を作り出
せていないことが示唆される 20。
このように授業におけるコミュニケーションを単なる「情報伝達」ではなく、「一人ひとりの学
習者が、自分なりの理解を求めて、他の学習者と協働的に対話を重ねること」と認識して授業を運
営することによって、学習者は意欲の点でも理解の点でも比較的この授業を満足とみなしたと思わ
れる。少なくとも 2回の匿名アンケートの結果（5点満点）が示す限りにおいては（付録参照）、
今回の実践は、「学習意欲を高める上で役立っている」において平均 4.0点から 4.3点へ、「英語力
を高める上で役立っている」で平均 4.3点から 4.5点とそれぞれ向上したなど、それなりの結果を
示し『学び合い』の可能性を示唆している。
もう少し具体的に述べるなら、付録の 1の中で『学び合い』の有効性についての具体的な指標
となりうるのは、4種類の問題である 3a、3b、5a、5b、6a、6b、7a、7bの 16の数値である（そ
れぞれ aは学習意欲、bは英語力の高まりを意味している）。これら 4種類の問題の数値を、中間
アンケートと期末アンケートで平均を取ったならば、学習意欲については中間の 4.0点から期末
の 4.6点へと、英語力については中間の 2.9点から期末の 4.4点へとそれぞれ向上している（それ
ぞれの得点分布の詳細については付録 2を参照されたい）。これらの数値からは、学習者が次第に 

『学び合い』の形式に慣れて、この方法からの学力向上のコツをつかんだかもしれない可能性も伺
える。だがもちろんこれらは可能な解釈の 1つであり、そもそもこれらの数値は学習者個々人の
主観的認識に過ぎない。しかし、教育実践において学習者にできるだけ負担をかけない調査方法と
してはこれ以上の方法はなかなか考えがたい。
この 2回の匿名アンケートの結果は、大学が実施する公式の期末アンケートの結果とも重なっ
ている。大学の公式アンケートは筆者が行った匿名アンケートよりも、さらに学生が本音で回答す
ることが予想されるものであるが、その質問事項の中で、学習意欲と英語力向上の観点をもっとも
統括的に捉えていると思われるのが Q13の「この授業は自分にとって意義のある授業と感じた」
である。これを学生は「A：あてはまる」、「B：ややあてはまる」、「C：あまりあてはまらない」、 

「D：あてはまらない」の四択で答える（アンケート結果には「E：無回答」というデータ項目もあ
るが、筆者のデータには Eはなかった）。6つのクラスを合計した回答数は 89名と、筆者の匿名
アンケートよりも少ないが、その回答は、Aが 66名（74%）、Bが 21名（24%）、Cが 1名（1%）、
Dが 1名（1%）であり、肯定的評価である Aと Bが 98%を示した。このアンケートも学習者の
主観的認識を示すものにすぎないが、『学び合い』を中心とした今回の実践がそれなりに有効で 

あったことを示唆するデータであるとはいえよう 21。もしこの学びの習慣が、この授業を超えても
展開されれば、本授業はそれなりに「対話を根幹とした自学自習」という本学の教育理念にわずか
ながらにせよ貢献できたのかもしれない。
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5　結語

本論では、EWLにおける筆者の『学び合い』の試みを、いくつかの概念を導入することで説明し、
教育的含意と実際の授業の様子についてまとめた。個体群的思考によって私たちは語の意味や特定
集団の特徴に対する洞察を深めることができた。類型論的に想定できる意味は、個々の使用事例に
見出されるとは限らない。同じように「〇〇科の学生」、あるいは「中級学習者」や「日本人英語
学習者」といった概念も、類型として私たちが想定している概念であり、それらの概念に属すると
思われる個々人が、それらの概念に共通していると私たちが想定している本質条件を有していると
は限らない。個体群的思考の概念を導入することにより、私たちは教師が理想とする一斉説明や予
期する学習者像は想像された類型に過ぎず、それを個々の学習者すべてに適用することには批判的
である必要があることを確認した。
心的システムの自己生成では、私たちの「心」や「知性」は個々人で閉じられたものであり、外
部からの情報が「入力」としてそれらにそのまま移植されることはないことを示した。外部からの
情報は 1つのきっかけにすぎず、学習者はそれぞれの記憶を再編成して新しい知識を構成するし
かない。このことは実践的には、学習者には自分なりに理解し思考する機会が保証されなければな
らないことを意味する。一斉授業に慣れた教師は、学習者が一様に理解し反応することを期待する。
だが学びとは学習者の自己生成であり、教師にとって大切なのは学習者個々の自己生成を観察しな
がら待つことであることを確認した。
コミュニケーションは社会的な協働であり、参加者が、原理的には不可知な相手を観察しそれに
ついて推測しつづけながら、相手にとって関連性の高いと思われることを発話することを相互に続
け発展させることであった。コミュニケーションにより参加者はすべての情報を参照せずとも、自
らにとって関連性の高いと思われる情報にアクセスし発見的理解をすることが可能になる。授業と
いうコミュニケーションを、教師 1人が主導するものと考えずに、学習者全員がそれぞれに主導
するものと考え、教室内に学びを志向するコミュニケーションを増やせば、学習者は意欲の点でも
理解の点でも望ましい結果を得られるのではないかということが示唆された。
まとめるなら、今回の実践は、学習者を類型的に認識することをできるだけ控え、学習者の「心」
や「知性」を決して教師が直接的に操作できるものとはみなさず、対話を通じた個々の学習者によ
る理解の試みを最大限尊重したものであった。これは「対話を根幹とした自学自習」―“autonomous 

learning driven by dialogues” と筆者は翻訳したい―の 1つの形とはいえないだろうか。
この実践は全学共通教育でありしかも必修科目である EWLにおいて行われたことの意義につい

ても少し考えておきたい。学生が抱きがちな否定的なステレオタイプは、「全学共通科目」とは「自
分とは関連が薄いかもしれないが、卒業のためにはどれかを選ばなければならない科目」であり、 

「必修科目」とは「落としたら卒業できないので嫌いだろうが何だろうがとにかく合格しなければ
ならない科目」だろう。そうなれば EWLなどの全学共通必修科目は、学生の興味・関心・意欲など
からもっとも遠い科目となりかねない。だがたとえば『学び合い』といった教育理念に基づく教育
方法により、学生はそのような科目においても、自らの学びを対話を契機にすることによって形成
し、自らの可能性を広げることができる。自らの理解のペースに合わせながら、自分がもっとも学
習意欲を感じる直近の疑問について、クラスメートと語り合うことを相互に経験し続けることによっ
て、「自学自習」は「教師が定めた学習課題を期日までに教室外において独力でやる」種類の自学自
習ではなく、本学が理念として目指す「対話を根幹とした」自学自習になるのではないだろうか。
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残念ながら本学においても、少なくとも全学共通科目においては、多くの 1回生が大学側から
の助言にも関わらず「できるだけ多くの単位をできるだけ早く取ってしまおう」といわんばかりの
行動を示している。その風潮の中では、学生を「内発的に動機づけられた学習者」よりは、経済的
合理性のみに基づき個人利益の最大化ばかりを図る「経済人」（homo economicus）という人間像で
とらえた方が現実的な教育設計ができるのではないかという認識さえ生じかねない。だがそのよう
な人間像を前提として大学教育を設計・運営することは、「創立以来築いてきた自由の学風を継承」
することではないだろう。本学は自ら定めた「対話を根幹として自学自習を促し、卓越した知の継
承と創造的精神の涵養につとめる」という理念をさまざまなクラスで具現化する方法を、理論的か
つ具体的にさらに考えるべきではないだろうか。

注
 1 “Complexity” とは、単にあるシステムの中の要素の数が多いだけでなく、それらの要素が互いに取

りうる関係の質が多様であり、その組み合わせの量の多数性と質の多様性が重なるがゆえに、その
システムが取りうる可能性が莫大な形となり、観察者がそのすべての可能性を一望できない状態で
ある。この考えに立つ長岡が取る翻訳方針（2006, p. 91）にならい、筆者は “complexity” を「複合性」
と訳している。この語の一般的な訳語として日本でより普及している「複雑性」は、要素の多数性
を意味する “complicatedness” の訳語として使われるべきだと考える。

 2 「京都大学基本理念」（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/history/ideals/basic/）
 3 本稿では『学び合い』や協働学習やアクティブラーニングといった用語の厳密な差異について深入
りすることは避ける。こういった教育学的概念は、自然科学的概念のような一義性をもたないから
である。

 4 『学び合い』でのグループ分け指示の省略が可能になっている背景には、小・中・高の学習者が、（ほ
ぼ）すべての学校滞在時間を同じ学級を単位として過ごしていることが大きいと筆者は考えている。
日頃からの人間関係に基づく相互理解があってこそ、随意のグループ形成が可能になるのではない
だろうか。そういった関係や理解に乏しい大学のクラスでは、他人とつながることを不得手とする
学生が孤立したり、クラス全員がそれぞれに「浮いてしまう」ことを恐れたりして自らグループ形
成をすることを回避するかもしれないという恐れを筆者はもっている。このため筆者は、毎回の授
業の活動グループ（3～ 4名）は筆者がトランプのカードをランダムに配ることにより形成させた。

 5 『学び合い』の文献では「学習者観」ではなく「子ども観」という用語が使われているが、本稿では
大学英語教育について主に考えることもあり、「学習者観」という用語を使うことにした。そのため
「子どもたち」という表現も「学習者集団」へと変えた。

 6 だが、最近では、医師が患者にどのように接するか、また医師がどのように患者に信頼されている
かなどの主観的な側面の違いは予想以上に強く、プラセボ薬だけでなく強力な薬を処方した場合で
も、そのような主観的認識の違いで治療効果に差がでるという報告もスタンフォード大学から出て
いる。（Howe & Libowitz, 2019）

 7 その困難を回避する方法の 1つは、実験経済学のように多数の地域をランダムに割り付けて比較実
験を行い、その結果を統計的に分析することであるが、ここではそのように大規模な研究は考えて
いない。

 8 ただし、マイヤーの数学・統計学と生物学を対立的にとらえる認識は単純すぎるとする批判もある
（Morrison, 2004）。本稿ではマイヤーの論の生物学・進化学での位置づけではなく、後述するよう
に彼の個体の違いを重視する論を文化現象に転用した含意について主に論ずる。同様に、平均といっ
た代表値ではなく個体の違いを検討することの重要さを論じたものとしては Rose（2017）を参照
されたい。

 9 ここで思い起こされるのがウィトゲンシュタインの『哲学的探究』第 67節で導入された親族的類
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似性（Familienähnlichkeit, family resemblance）の概念である（Wittgenstein, 2009）。「○○家」と
いった親族に私たちはしばしば共通性を見出すように思い込むが、考えてみれば他家からの嫁入り・
婿入りによって形成される親族の全員を過不足なく定義できる必要十分条件を見出すことはおよそ
困難なはずである。親族の成員は、ある特徴で重なり合い、別の特徴で別様に重なり合い、さらに
他の特徴でさらに他の具合で重なり合いといった形で類似性を出している。

10 たとえば「母」の共通的な意味として考えられるのは「親のうちの、女の方」（『大辞林』）かもしれ
ないが、その定義は「必要は発明の母」といった比喩的用法によって簡単に否定されてしまう。さ
らにいうなら、語の意味の共通性はおろか、語の形の共通性をすべての事例に見出すことすらも難
しいかもしれない。語の視覚的表象（手書き文字）や音声表象（音声）は多様で、共通の特徴を見
出すことは少なくとも人工知能にとっては非常に困難だからである（人間は文脈情報からの予測で
この困難を克服している）。

11 加えて述べるなら、筆者の違和感の背景には、筆者がウィトゲンシュタインの「多くの場合において、
「意味」とは次のように説明することができる：語の意味とはその言語におけるその語の使用である」
という意味観（『哲学的探究』第 43節）に説得力を感じていることもある（Wittgenstein, 2009）。

12 語彙テストと語彙学習の効果に関する学習者の認識を付録の 1と 2（質問 1aと 1b）で見るなら、
それぞれ中間アンケートと期末アンケートにおいて意欲は 3.5点から 3.8点へ、英語力については 3.9

点から 4.2点へと向上している（どれも 5点満点）。これを、同じように定期的にテストしているリ
スニング（Gorilla）と比較するなら、リスニングにおいては、意欲は 2.7点から 2.6点へ、英語力は 3.2

点から 2.9点へと変化していた。このことからすれば、同じように機械的になりがちな両学習の間
では、語彙学習の方がリスニング学習以上に有効であったことになる。もちろん、語彙学習が対面
式でありリスニング学習が個室での自習であったという違いなどもあるので単純な結論は控えるべ
きであろう。ちなみに、これらのテスト学習における得点は、『学び合い』に関する他のすべての質
問の得点よりも意欲・英語力において低いことにも注目すべきかもしれない。

13 “Autopoiesis” はしばしばそのまま「オートポイエーシス」とカタカナ表記されるが、筆者は、カタ
カナ語使用は日常的に使われる漢語や大和言葉の表現と乖離しがちなので抑制するべきという信念
をもっているのでカタカナ表記は避けている（ただし、「コミュニケーション」や「システム」はす
でに日本語語彙の中に浸透していると考えているので使っている）。

14 「意識システム」では「意識」という用語しか使われていないが、この意識（consciousness）は当
然のことながら無意識（unconsciousness）、あるいは神経科学の用語を使うなら非意識（noncon-

sciousness）とつながっている。
15 自己生成システムが自らの要素を生成することについてルーマンは、「自己生成システムはしたがっ

て単に自己組織システムであるにとどまらず、自らの構造も作成しやがては変更する。この自己準
拠は要素の作成にも当てはまる」（Luhmann, 1990, p. 3）と述べている。

16 人間の言語はさまざまな要素（語・句・文）に、自然界には見られない「否定」や「仮定」といっ
た操作を加えて新たな事態を心的に創出できるという創造性をもった媒体であり（鬼界、2003）、
言語を操る人間は、自らの内で新たな発見をすることができる。

17 この 4原則はもともと福島哲也教諭が自身の教育経験から編み出したものである。福島氏の表現
を使うなら、それは「コントロールしない」、「対等な関係」、「疑わない」、「多様性を認める」とな
る。優れた実践者の知恵を翻訳し理論的に説明することで、その知恵がより多くの人に的確に理解
されることを促すのが筆者の研究方針である。ちなみに筆者は、英語のコミュニケーションを学習
目標とする英語の授業おいては、教師はできるだけ英語のコミュニケーションを志向すべきという
信念のもと、学生にはこの 4原則を、AUTONOMY: Do not try to control other people; EQUALITY: 

Do not be an authoritarian; TRUST: Do not make a hasty judgment; DIVERSITY: Do not be self-

righteous.として示した。
18 学生が書いたエッセイにはたとえば、科学的なトピックなら、the iPS cells, vaccination, mitosis, 

the Heliocentric Theory, the Foehn phenomenon, teleology, Artificial Intelligence, the difference 
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between dolphins and whales, squat, rehabilitation therapists, the relationship between music and 

mathematicsなど、社会的なトピックなら the origin of money, the death penalty, Japan’s research 

budget, the extension of the sidewalks of the Shijo-Dori Street, the re-introduction of tram cars in the 

city of Kyotoなどの簡単な記述・説明が困難なトピックを選択する例が見られた。文化的な話題で
も the game of the Legend of Zelda, The Chronicles of Narnia, Alfred Hitchcockなどがあり、日本文
化については、yuka、maiko、rakugo、kodan、John Manjiroなども見られた。さらには、恩師と
の死別、予期せぬ大失敗による喪失感、父との葛藤と和解などの個人的な話題を思い切って教師お
よびクラスメートに表現したエッセイもあった。また narrative essay課題を有する教科書を使った
授業では多くの学生が fictionを書いてきたが、ある作品は A4で 4枚以上におよぶものであった。
これらの意欲的な行動から、少なからずの学生が「必要最小限の労力で単位を取る」といった方略
とは無縁であったことが伺える。

19 関連性理論ではこの基盤を「最適関連性の仮定」（presumption of optimal relevance）と呼んでいる。
最適関連性の仮定
（a） コミュニケーションを行う者が、聞き手に明白にしようと意図している一連の想定 Iは、聞

き手がその顕示的刺激を処理するに値するに十分なほど関連性がある。
（b） その顕示的刺激は、コミュニケーションを行う者が、Iをコミュニケートするために使いえ

た最も関連性の大きなものである。（Sperber and Wilson, 1995, p. 48）
20 とはいえ筆者は筆者なりに「わからない」という発言を積極的に奨励してきたつもりではあった。
実際、若かった頃の自分なら「それさっきやったよね？」、「今頃になってそれを聞くの？」などと
言ってしまいそうなタイミング・時期での学生からの個人的説明要求に対して、筆者は（少なくと
も自覚できている範囲では）一切の否定的感情を示さずにできるだけ淡々と説明を行った。そのよ
うな場合は、面白いことに周りの学生も聞き耳を立てることが多かった。

21 もちろん本実践にも多くの課題が残っている。特にライティングの授業として、教師からのフィー
ドバックをさらに効果的（しかし教師の時間という点で持続可能）なものにするか、学生間のフィー
ドバックの質をどう上げるかといった課題は大きい。また、アンケートのすべての平均点が 5点満
点で 3.5点を超え、かつどの項目においても中間アンケートよりも期末アンケートの得点の方が高
くなっている中、唯一の例外となったのがリスニング課題（Gorilla）に関する学生評価であった。
自由記述の中には「学習者が受動的にならざるを負えないという点で大学の教育にふさわしくない」
や「現在のような集権的なやり方はモチベーションを下げ、あるいは期限やスケジューリングミス
による（意味のない）脱落者を増やしているだけ」といった厳しい声もあった。こ今後の Gorilla活
用は筆者の課題の 1つである。さらに個々の授業を超えたマクロなレベルで語るなら、English for 

General Academic Purposes（EGAP）という本学の共通英語教育の目的に、具体的なイメージを喚
起する象徴的な Vision（理想像）やその学びの価値を実感できるMission（使命感）についての記
述を加えることも重要かもしれない。本学といえどもすべての学生が研究志向ではなく「学術的英語」
の意義を十分に理解できていない学生がいる恐れがあるからである。どのように大学全体で理念と
VisionとMissionを共有し、学びの共同体としての文化を醸成するかも残された課題であろう。
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付録 1　アンケート質問項目

1から 8は必須の質問で、5件法で答えさせた。9から 11は必須ではなく、自由記述で答えさせた。

 1a 単語テストと直後の解答確認は、学習意欲を高める上で役立っている。
 1b 単語テストと直後の解答確認は、英語力を高める上で役立っている。
 2a リスニング課題（Gorilla）は、学習意欲を高める上で役立っている。
 2b リスニング課題（Gorilla）は、英語力を高める上で役立っている。
 3a トランプによる席替えと学生中心のグループ活動は、学習意欲を高める上で役立っている。
 3b トランプによる席替えと学生中心のグループ活動は、英語力を高める上で役立っている。
 4a  毎週のエッセイ提出とそれに対する簡単なフィードバックは、学習意欲を高める上で役

立っている。
 4b  毎週のエッセイ提出とそれに対する簡単なフィードバックは、英語力を高める上で役立っ

ている。
 5a  授業中に学生のエッセイと教師がそれを書き換えたものを比較検討する活動は、学習意欲

を高める上で役立っている。
 5b  授業中に学生のエッセイと教師がそれを書き換えたものを比較検討する活動は、英語力を

高める上で役立っている。
 6a  学生同士の助言により自分のエッセイを書き直す活動は、学習意欲を高める上で役立って

いる。 

 6b  学生同士の助言により自分のエッセイを書き直す活動は、英語力を高める上で役立ってい
る。

 7a  学生同士がお互いのエッセイを相互に評価する活動は、学習意欲を高める上で役立ってい
る。

 7b 学生同士がお互いのエッセイを相互に評価する活動は、英語力を高める上で役立っている。
 8a 総じてこの授業は、学習意欲を高める上で役立っている。
 8b 総じてこの授業は、英語力を高める上で役立っている。
 9 この授業の悪い点（改善すべき点）を教えてください（自由記述）。
10 この授業の良い点（発展させるべき点）を教えてください（自由記述）。
11  その他教師（柳瀬）が知っておいた方がよいことが何かありましたら書いてください（自

由記述）。



京都大学国際高等教育院紀要　第３号

44

付録 2　アンケート結果
質問記号項目右の（　）内の数字は平均点を示す。
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Manabiai-style collaborative learning in a  
compulsory English course in university:  

Toward “autonomous learning driven by dialogues”

Yosuke Yanase

Abstract

The current paper clarifies the concepts of population thinking, autopoiesis of a psychic system, 

and communication to better understand manabiai, a teaching method that bases itself on collabo-

rative learning, which the author adopted in the classes of Writing-Listening in the first semester of 

2019. This paper explains the teaching method as an attempt to respect individual differences of the 

students (population thinking), each of whom must construct an understanding of their own (auto-

poiesis of a psychic system). The method promotes social collaborations because the mutual attempts 

to find a relevant utterance for the conversation partner (communication) develop an understanding 

in each participant in a way that neither can sufficiently do alone. This article, therefore, interprets 

that the rejection of mass teaching in the target method is in line with these theoretical implications. 

It also discusses some more specific pedagogical implications of the concepts and reports some ob-

servations of the classes. It explores the way students in a compulsory course are going in the direc-

tion of “autonomous learning driven by dialogues” that Kyoto University proposes.

Keywords: collaborative learning, population thinking, psychic system, autopoiesis, communication




