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Self Decision(個人選択)と Public Choice(公共選択)を考える授業 
～それでも人間は考え続けなければならない～ 

 
○○○立○○○○高等学校  ○○ ○○（倫理） 

１ はじめに 

「倫理」の目標は，「人間尊重の精神に基づいて，青年期における自己形成と人間としての

在り方生き方についての理解と思索を深めさせるとともに，人格の形成に努める実践的意欲

を高め，生きる主体としての自己確立を促し，…」と高等学校学習指導要領に明示されてい

る。さらに，竹内整一氏は「死生学と応用倫理」において，最先端の自然科学の知識と既存の

人文・社会科学の知識が，新たなかたちで統合・融合される事で現代の諸課題に対応しようとし

て成立した生命・医療倫理，環境倫理を扱う応用倫理を提唱している。これらの事を鑑みて，

実際の社会生活における人間としての生き方から導き出される自らの在り方生き方の探究を，

応用倫理という方法を用いて生徒と一緒に考えていきたい。 
 
２ 主題設定の理由 
平成 17年度の国立教育政策研究所が実施した高等学校教育課程実施状況調査の結果によると，
「倫理」で取り扱う内容では，学習指導要領の「（２）現代と倫理， ウ現代の諸課題と倫理」に

おける「生命・環境・情報社会など現代の諸課題と倫理」や「国際社会に生きる日本人としての

在り方生き方」に生徒は普段の生活で，その有用性を感じているという調査結果がでている。本

校の生徒が「倫理」に求めているものは何かという疑問から年度当初にアンケートを行い，以下

の結果となった。 
○本校生徒の倫理意識調査結果の検証と授業実践に向けての考察（H20.4.11実施 3年倫理クラス 20名）
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②自分にとっての幸福とは何か，という事を考えた事があり
ますか
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③社会全体の幸福とは何かという事を考えた事はあります
か
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質問①では現代社会の倫理的課題を考える機会がある生徒とない生徒で意見が分かれてお

り，主体的に考える機会が十分では無いことを示唆している。質問②③からは「個人の幸福」

については，理解できても「全体（公共）の幸福」には考えが及ばなかった生徒が半数以上い

た。「環境倫理」や「生命倫理」では，個人の幸福追求における自己選択が社会全体の倫理規範

を侵害する可能性がある。一方で，個人の幸福追求は最大限尊重されなければならない。質問

②③の回答は，ここから導き出される個人選択（Self Decision=広義の個人選択・自己決定）と
公共選択（Public Choice=社会的伝統・ルール・秩序や第三者を含めた公共の立場からの選択） を
考える授業実践の核になる前提となった。また，質問④から主題学習で取り扱う項目では生命

倫理と環境倫理への興味関心が高く，平成 17 年度高等学校教育課程実施状況調査の結果であ
る「生命・環境・情報社会など現代の諸課題と倫理に対して，社会生活の中での有用性を感じ，

生徒の関心も高いと考えられる」という全国的傾向が本校の倫理選択者にも当てはまることが

確認された。 
この結果から生徒に対するグループ学習では，生命倫理と環境倫理を取り扱う事とした。更に，

個人選択と公共選択の概念を対比させながら，授業展開を行い，「人間は考え続けなければなら

ない」という態度を深めさせていきたいと考えた。 
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３ 授業方法の工夫と改善 
従来の授業では，一斉講義形式での授業が多かったため，生徒の興味関心や自発的な学習態度

の形成にも限界があった。この事から授業を基礎の確立から応用へと段階的に展開する事にした。

まず，授業の内容の基本的な認識・理解を講義形式で行い，次に他者との相互作用で刺激し合い，

深めていくグループ学習を展開していく。更に，より応用的な学力の育成を目指す授業を主題設

定した実践を通じて展開する。これにより基本的知識の吸収もしくは課題追求への意欲向上，調

査による自らの思考・行動の変容と，生きる技術の獲得を目指す事が可能になる。ただし，現代

の諸課題については，現在の倫理観や価値観では対処できない内容もあるので，社会・法律・倫

理的側面から問題意識を提起して，多面的・多角的な価値観を形成させて行くことを心がける。 
 
４ 授業実践の目標 
実践１：「環境倫理～環境配慮活動」selfか publicか（PARTⅠ） 
環境問題を自然や科学技術と人間との関わりから理解させ，環境に対する倫理的な見方や考え

方を身につけさせ，他者と共に生きる自己の生き方に関わる課題として考えを深めさせる。また，

環境問題は未来世代に対しての責任が問われている問題であることを理解させ，人類の将来にも

責任を持って生きる態度を育てる。更に環境問題の認識・理解→解決策の模索→解決策の実践を

一面的な見方に陥らないように，個人と公共の視点を取り入れながら意思決定させていく。 
実践２：「生命倫理～出生前診断」（生の問題）selfか publicか（PARTⅡ） 
生命倫理における生殖医療に関する問題を現代の倫理的課題として生徒に提示し，これからの

自己の身近な問題とつなげて追究させ，現代に生きる人間としての在り方生き方について自覚を

深めさせる。この実践で特に現代社会では個人の自由な自己決定は最大限尊重される事を踏まえ

ながらも，人間の尊厳や生命の大切さを深く自覚させる。また，自分の固有の選択基準や判断基

準を形成させるとともに，他者や社会に対する共感や他者理解が自己の価値観を深めさせる事に

も気付かせる。 
実践３：「生命倫理～余命告知」（死の問題）selfか publicか（PARTⅢ） 
生命倫理における死に関する問題は，近年の生命科学や医療技術の進展に伴い，従来の死生観

のみでは対処できない様々な問題が生じてきていることに触れ，生命の価値や生死の問題につい

ら理解を深め，生命の尊厳や生命への畏敬が重要な倫理的課題になっていることを気付かせる。

また，死を単に自己の視点からだけで考えるのではなく，他者との関わりの中で考える視点を持

たせることで，主体性のある価値観を形成できるようにする。 

○指導計画上の位置づけ（教科書：高等学校改訂版倫理〔第一学習社〕）＊2単位 46時間で実施 

 
５ 授業実践 

◇授業実践１ 

ア 取り扱う単元と内容 
 単元：（２）現代と倫理 ウ 現代の諸課題と倫理 
 内容：「環境問題と倫理」・「環境配慮行動」 
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イ 授業方法及び効果：講義・バズセッション及びシミュレーション 
バズセッションとは多人数の学習者全員の意見や考えを集約しながら進める時に用いる少

人数（2～6名）によるグループ討議方法で，全ての学習者の意見を全体の場に出しながら進
められる利点がある。シミュレーションとは個人の日々の生活や社会の中で，より深く理解

する必要のある課題を取り上げ，一定の状況を模擬的に設定して，体験的に行動，活動して

学ぶ方法で，体験していく過程で自己中心的な考えから離れて行動したり，考えたりするこ

とができる。また，理念ではなく体験として，現代の諸問題についての新しい発見と社会変

革や個人の行動変容の方向性についての示唆を得ることも可能とする。 
 
ウ なぜ「環境倫理」を取り上げるのか。  
環境倫理とは個人の幸福追求社会がもたらした弊害を打開するため，個人の倫理を高める

ことで社会全体の幸福追求を社会倫理の観点から再構築していこうとする考え方である。環

境倫理では，加藤尚武氏が指摘した①自然の生存権，②世代間倫理，③地球の有限性が有名

である。「なぜ，環境は守られなければならないのか」という環境倫理の視点は，自らの所属

している社会の実体と自らの行動の関連性の認識，理解から始まる。環境問題を学ぶ 3つの
ポイントは①問題事実の認識，理解，②環境に対する考察，解決策の模索，③環境問題解決

のための行動である。ただし，全地球的な温室効果ガスの総量規制は，国際的な関係が問わ

れるので，広く文化的な相互理解が必要となる。例えば，自然の山川草木に神を見いだし，

自然と人間が混淆した社会を太古から形成した日本と，自然の真理を理性で認識し，自然は

征服することができるとする合理的観念を持つ西洋では，自然に対する考え方が自ずから異

なってくる。また，温室効果ガスと気温上昇との関係には論理的に未解決な部分がある。こ

のように二項対立で単純化出来ない場合，新旧の環境問題を関連させながら CO2 排出過程
にアプローチを試みていく必要がある。つまり，日本の食糧自給率と食糧輸送の問題である。

このテーマの視点からフードマイレージ（輸入相手国からの輸入量×距離〔国内輸送を含まず〕）＝

tkm（ﾄﾝｷﾛﾒｰﾄﾙ）で表され，この値が高いほど地球環境への負荷が大きい）の食糧輸送概念と CO2 排
出削減の関連を環境問題として，展開すると「民生」部門での排出削減ではなく「運輸」，「産

業」部門へと CO2排出削減の意識を促すことができる。 
今回の環境倫理のテーマとしては，人類を構成する個人の倫理が社会の倫理となり得るか

どうかを模索していくことが③環境問題解決の具体的行動の実践につながるヒントになると

考えて，環境に対しての個人の配慮行動についてシミュレーションの展開を提示した。また，

この千葉県と環境問題とのつながりは強く，2001年には日本の環境遺産とも言うべき「三番
瀬」を民意で未来世代に残すことを決議した自治体である事を生徒に意識させ，より良い国

家・社会に主体的に貢献しようとする人間としての在り方生き方を模索させて行きたい。 
 
エ 授業の構成 
１限目：講義 環境問題から｢環境倫理｣を考える(自然の生存権，世代間倫理，地球有限主義) 
２限目：事前アンケートを実施し，班に分け（5～6人）班長（司会）・記録係を決める。 

・冊子「私のできること」を配付し，グループでバズセッションを行う。 
南アメリカの先住民に伝わるハチドリの物語 

 あるとき森が燃えていました。森の生きものたちはわれ先にと逃げていきました。でも， 

クリキンディという名のハチドリだけはいったりきたり口ばしで水のしずくを一滴ずつ運ん 

では火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何にな 

るんだ」といって笑います。クリキンディはこう答えました。「私は私にできることをして 

いるの」出典：私にできること～地球の冷やし方』（辻信一監修：ゆっくり堂） 

＊この本には 環境保全の立場から地球温暖化の問題を解説しており，多くの環境配慮行動が紹介されている。
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・物語は途中で終わるので，物語の続きを個人で考えてみる。 
・設定を人類と置き換え，希望を見いだす内容を導き出す。 
・各班でバズセッションを行い，合意形成して物語を完成させる。（理由も考察させる。） 

３限目    ：前時の内容を合意形成して物語を完成させ各班に発表させる。（理由も述べる） 
・各班の発表に対して簡単な振り返りシート記入，評価，事後アンケートを行う。 
・教員からパンフレットの中の環境配慮行動のヒントを紹介する。 

４限目    ：講義 食の安全と食糧自給率・食と交通と環境 
５･６ 限目：教材「買物ゲーム」の説明及びシミュレーションは以下の指導案に示す。 

 
買い物ゲーム 

フードマイレージを考える買い物ゲームを通して 1970年と現在の食材，交通手段，生産地の変
化を気付くと共にその原因を考え，食材の輸送に伴う日常生活の環境負荷を理解し，個人の力

で環境負担減少の可能性を示唆する事を目的とした教材。＊教材はあおぞら(財)からレンタルする 
ハチドリ発表時の様子  

 
買い物ゲーム討議の様子 

 

 
買い物ゲーム発表の様子 

 
買い物ゲーム教材 
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オ 評価 
生徒自己・相互評価の目安（A＝十分に達成できた（３点）：B＝おおむね達成できた（2点)：C＝達成には努力を要する(1点)） 

生徒観点別評価項目 個人・各班の発表における評価基準 
関心・意欲・態度 シミュレーションを行うことで興味・関心を高め意欲的に取り組むことが出来る。  
思考・判断 模擬的な体験を通して新たな視点を発見したり，考えたりすることが出来る。 
技能・表現 発表に独創性があり，工夫したりしてわかりやすく相手に伝える事ができたか。 
知識・理解 テーマに関してしっかりと結論が導きだされており，説得力のある発表となっていたか。

教員評価の目安（特 A＝特筆すべき点があった（4点）：A＝十分に達成できた（3点）：B＝おおむね達成できた（2点） 

C＝達成には努力を要する（1点）） 

教員評価項目 班の発表（班の評価）における評価基準 シートの内容（個人の評価）評価基準 
関心・意欲 
・態度 

シミュレーションに興味・関心を持ち，意欲的に取

り組んでいる。  
話し合いやゲームに積極的に参加できたか。

思考・判断 模擬体験を通じて様々な可能性を追究し，自班の主

張に対して論理性や整合性を伴わせている。 
他者と話し合った結果，自らの意思決定に

変化が見られたか。 
技能・表現 体験から自己や班で収集した諸情報を適所に選択し

て，発表等に活用することができる。 
班内でコミュニケーションを取りながら，シ

ミュレーションを実践することが出来たか。

知識・理解 体験から現代の諸問題に対する新発見や社会変革・

個人の行動変容の方向性に対する示唆を獲得できた。

話し合いに参加する事がどういう意味を持

つのかを理解できたか。 

例）生徒 Aの各評価内訳：相互評価（3点）＋自己評価（3点）＋教員評価（4点）×4項目（40点）＋シート
評価（10点） 

評価 観点 相互評価平均 自己評価 教員評価 評価合計 ①総合評価 ②シート評価 ①＋② 
関心・意欲・態度 ２．５ ３ ３ 8．5 
思考・判断 ２．８ ３ ３ 8．8 
技能・表現 ２ ２ ２ 6 
知識・理解 ２．５ ３ ４ 9．5 

 
34．8 
（40点）

 
９ 

（10点） 

 
43．8 
（50点）

 

◇授業実践２ 

ア 取り扱う単元と内容 
 単元：（２）現代と倫理 ウ 現代の諸課題と倫理 
 内容：生命と倫理「出生前診断」 

イ 授業方法及び効果：講義，ブレインストーミング，KJ法及びロールプレイ 
ブレインストーミングとは自由な発想で討議を行い，問題解決を目指す手法で，批判厳禁，

質より量，自由奔放，便乗歓迎の条件を提示する事で多くの自由な発想を生みだし，それぞれ

の意見を改善，結合させる効果が期待できる。 
ＫＪ法とは川喜田二郎氏の考案した，集団で創造的な問題解決を目指す手法で，学習者全て

のどのような意見も大切に扱われる事で，お互いの考えの特徴や相似点，相違点などを発見し，

理解する効果がある。 
ロールプレイとは学習者が役割を分担して演技し，自分の体験を通して考える事で実感を伴

った理解を生じさせ，学習者の行動変容につなげることが出来る手法である。現代の諸課題と

倫理では，様々な倫理上の問題や多様な価値観が存在するため，異なる立場からの主義主張か

ら来る価値観を認識し，お互いを尊重しながら相手の気持ちを認め合い，合意形成していく事

が必要になる。特にロールプレイでは異なる役割を演ずる事で他人の意見，感情，立場，気持

ちを理解する「共感」を得やすく，人それぞれの感性の違いを尊重し，思いやる能力を育てる

効果がある。 
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ウ なぜ「出生前診断」を取り上げるのか。 
生徒が将来恋愛をし，自らの伴侶を見つけ，楽しい家庭を作り上げる。そして，ある時ごく

普通の生活の中で哲学的命題を背景とした，出生前診断という選択に迫られる。この先誰にで

も起こりうる現実は，先哲の教えを現在に蘇らせると共に，生徒に主体的な思考を要求し，価

値観や様々な認識を深めていく過程で最善の意思決定を導き出すと共に，人間としての成長を

促す事になる。本単元のテーマとした出生前診断には，胎児の健康状態の診断と妊娠継続に関

する情報提供（胎児の先天異常の有無の判断を含む）の 2通りの定義がある。しかし，結果が
正常であれば妊婦及び，カップルは妊娠を継続するが，異常であれば人工妊娠中絶を行うとい

う選択肢が生まれてしまう。つまり，出生前診断は生命の選別という倫理的課題を提起する事

になるのである。この問題に内包された「生命」に関しての議論は，避けて通る事ができない

課題である。 
人間とは何かという問いには，多くの根源的問題が内包されている。①どこからが生命，②

どこからが人間，③どこからが人格という人間を考える本質的な問いが発生する。欧米を中心

とした生命倫理（バイオエシックス＝生命に関わる倫理。人工授精・胎児診断などの生殖への介入，臓器

移植や脳死問題などの判断基準を考える。）の根本は，個人の幸福追求における自由を根拠とする「他

者危害排除の原則（他人に迷惑をかけなければ何をしてもよい）」「自己決定の原則（自分の命

に関することは自分が決める）」である。しかし，従来の基準を超えた倫理的選択を考える場合，

既存の社会倫理や道徳を再考する必要性が生じる。「出生前診断」には少なくとも 3 つの問題
が含まれている。①生命とは何か，②自己決定としての中絶問題，③障害に対する「内なる優

生学」である。特に③と関連して，福祉先進国のスウェーデンでは断種法（1934～1975），日
本では優生保護法（1948～1996）が精神病，精神薄弱者，遺伝性疾患者を公益上の必要から子
孫の存続を断念させる政策を実施していた。しかも，これらの出生前診断諸技術は，福祉国家

における医療資源の配分という枠組みの中で普及する可能性を秘めている。 
このような前提の中，千葉県は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条

例」を障害者差別禁止法として，全国に先駆けて施行している。だからこそ，この自治体に所

属している事を生徒に強く，意識させたい。ただし，①②③ともあくまでも画一的な善悪の判

断ではなく，多角的な問題把握及び認識が必要となる事を理解させ，様々な論議の実情から現

代に生きる人間としての在り方生き方を考察させ，深めさせていきたい。 
 
エ 授業の構成 
１ 限 目    ：新聞記事「家族」『「そらと」我が子を選ばない決心』（朝日新聞 2007・9・2 記事）

を読み，班内でディスカッションを行う。 
・生徒にはアンケート後ディスカッションを次の論点で行うことを説明する。 

    ・①この新聞記事から読み取れる倫理上問題となっている論点は何か。（複数有り） 
    ・②この記事は読者に何を伝えているのだろうか。 

・個人で考えをまとめる時間を与え，付箋に書き 
込ませる。（付箋の色は①は赤，②は青） 
・3つの班に分け班長・記録係を決める。 

２限目(前半)：KJ 法を用いて，前時に書いた付箋を持ち寄り，                               
①赤の付箋は模造紙(表)に貼り付け，類似したも 
のをグルーピングしていく。貼り付けた後，各人の取り上げた論点から話し合いを

進めると互いの考えの特徴や相似点，相違点を発見でき，理解しやすくなる。 
・②青の付箋は模造紙(裏)に各人の名前の場所に貼り，その後，ブレインストーミ
ング形式でディスカッションを行う。(模造紙と付箋は上記のように用いる) 
・討議後に全体の考えをまとめ，各班の結論を簡潔に発表させる。 
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２限目(後半)：講義 「パーソン論～人間とは何か～」について 
３ 限 目    ：講義 「国際的生命倫理の流れ」と「人工妊娠中絶，障害者，優生学」について 
４～６限目  ：ロールプレイ（対談形式）：テーマ「出生前診断は必要か，不必要か。」 

・生徒には予め次のロールプレイの概要を示す。（流れ原稿を用意する） 
・実践内容は以下の指導案に示す。 

役柄 A：妊娠中の女性又は配偶者 役柄 B：出生前診断賛成者 役柄 C：出生前診断反対者
状況設定：妊娠 4ヶ月の夫妻は定期検診で出生前診断が任意で受けられることを知った。女
性は 38歳の高齢出産になる為に胎児の健康が心配で出生前診断を受診しようと思っている。
しかし，この診断で先天異常に関しても知ってしまう事になるので診断を迷っている。 
＊医学データでは 35歳までの先天異常の確率は１/300，40歳で１/100，45歳では１/30に上昇
する。グループ数は 3とする。１グループ 4～6人（2週間の準備期間を与える）また，それぞ
れの役割を状況設定させ，その役柄になりきる形で自己主張を組み立てていく。 

KＪ法実践時の様子  
 

 

 
ロールプレイ時の様子 

 

 
 
オ 評価（実践１に準ずる） 
個人評価における振り返りシート（実践２：ロールプレイ時用） 
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◇授業実践３ 

ア 取り扱う単元と内容 
 単元：（２）現代と倫理 ウ 現代の諸課題と倫理 
 内容：「死と倫理「死のガイドラインと余命告知」」 

イ 授業方法及び効果：講義，アサーティブネス，問答法及びフィッシュボウル 
アサーティブネスとは非攻撃的自己主張（相手を傷つけずに自己主張する）という考え方と

方法で，自分も相手も共に大切にする相互尊重のコミュニケーションスタイルを学ばせる効果

を期待できる。問答法は１対１形式，３分前後で特定のテーマ（ケース）に沿って話し合いを

進め，複数の生徒と意見を交換させる方法で，それぞれの主義主張から来る価値観を認識し，

お互いを尊重しながら相手の気持ちを認め合う事で，相互に深め合う関係を築く事を目標とす

る。（アサーティブネスと関連させながら実践する）フィッシュボウルは金魚鉢の魚を観察する

ように互いに相手グループの活動の様子を観察して，観察の結果など相互にフィードバックす

る事で批判能力や分析能力を高める技法で，これを用いた討議はグループ同士でのクリティー

ク（批判）を通す事で，相手グループの目に映った，自分たちのグループの状況を理解，洞察

し，客観的に集団を見る目を養う効果が期待できる。 
 
ウ なぜ「死のガイドラインと余命告知」を取り上げるのか。  
人間は，生き物の命題として「死」を避けることはできない。人間を考える事を哲学の領域

にした古代ギリシアのソクラテスは「哲学とは死の練習である」と答えたという。この先誰で

も起こりうる現実は全ての生徒に最も身近な問題であり，遠い将来の事ではない。現在，この

欧米型バイオエシックスとしての概念である「尊厳死」，｢クオリティ・オブ・ライフ（生命の

質）｣,「インフォームド・コンセント（説明と同意）」などが日本の社会に適応できずに主観

的自己決定（Self）から客観的代理決定（Public）へと決定の中心的な要素が変異してきてい

る。具体的には，血縁者の発言権を認めるという形で，決定の主体が個人から家族に移ってく

る現状があり，そこでは「自己決定中心主義」に伴う個人主義的自由主義とは違った倫理が必

要になってくる。2007 年 10 月，日本救急医学会が延命治療中止の基準を明記した指針を決め

た。人工呼吸器の取り外しなどを条件付きで容認する内容（慢性の終末期患者は対象外）であ

る。ただし，安易な死のガイドラインの策定は福祉の名の下に正当化され，優性学の見地から

社会的弱者を切り捨てる社会の到来を招く可能性があり，考えれば考えるほど死の型，死のガ

イドライン，余命宣告などの定義化は難しい。 
「死」の意味を考える際①自己決定からの「私の死」, ②身近な存在としての「あなたの死」, 

③データとしての「その他の死」という捉え方がある。今回の実践の主眼は「自分だったら（リ

ビング・ウィルを残しますか），（ドナーカードを持ちますか），（余命宣告を受けますか）」

という一人称的自己決定の視点ではなく，「あなたの大切な人（残された人）のことを考えて，

死の選択ができますか」という双方向の「二人称の死」(私にとっての自分の死〔一人称の死〕，私に

とっての他人の死〔三人称の死〕，私にとっての深い関わりを持った人の死〔二人称の死〕)について画一的な
善悪の判断ではなく，多角的な問題把握及び認識が必要となる事を理解させ，様々な議論の争

点から，現代に生きる人間としての在り方生き方を考察させ，深めさせていきたい。また，生

や死の問題は「答えの無い問いである」と同時に「それでも考え続けなければならない問い」

だと生徒に提示していきたい。 
 
エ 授業の構成 
１限目：「脳死，臓器移植」等の生徒が調査したレポートの発表（プレゼン形式）を行う。 
２限目：講義 「脳死，臓器移植，終末期医療」（導入で佐藤秀峰著「ブラックジャックによ 

ろしく」（講談社）の臓器移植編をパワーポイントで解説しながら講義を行う。この 
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漫画は監修に医療アナリストが助言を与え，構成されており医療現場の雰囲気が 
わかりやすく描かれている。 

・臓器移植 10年間の推移(データを踏まえながら説明)，脳死の文化論的視点での考察 
・日本救急医学会の延命治療中止基準，安楽死許容条件(東海大学,川崎協同病院事件) 

    ・二人称の死（柳田邦男，吉村昭）＊授業の最後に次のグループ学習の手順を説明 

３限目：問答法 
・事前アンケートを行う。（授業後にも事後アンケートを行う。） 
・全体を 4班に分け 1班毎に同心円状に配置し，向かい合う。 
・問答法（1対１形式）３分間で右回りして特定のテーマに沿 
って，生徒同士で意見交換する。 
・簡単なアサーティブトレーニングをする。(設定の場面に沿ってロールプレイを行う) 
・質問例：電車を待つ列に並んでいたら突然割り込まれました。あなたならどうしますか。 

（a）黙って諦める（b）怒鳴りつける（c）他には何がありますか。 
・具体的なケース（下記）を提示し，Ⅰ，Ⅱ相互の立場で考えてみる。 

・班に戻りⅠ，Ⅱに関して，各班でディスカッションを行い，合意形成して発表する。 
４限目：講義 導入で乳ガンに冒されながら，父親をはじめ，恋人や周りの人々に支えられて 

闘病生活を送る女性のドキュメントである「余命１ヶ月の花嫁」(TBS)の 
告知問題の場面を生徒に提示する。 

    ・「病名，余命告知の現状」，「知る権利」と「知らせない権利」 
    ・「パターナリズム（医療における医師の父権主義）とインフォームド・コンセント（患者の自己 

決定を促す説明と同意の事)」,「QOL（生命の質）と SOL（生命の神聖さ）」 
５限目：フィッシュボウルでのディスカッションについては以下の指導案に示す。 
 
プレゼンの様子   

 
問答法実践の様子 

 
フィッシュボウルの様子 

 
 
 

会社員（48歳）の運転中のバイクが転倒し，救急救命センターに運ばれたが，不可逆的な全脳機能
不全（脳死）と診断され，数日以内の死亡が予測される事が家族に伝えられた。 
息子（娘）であるあなたは医師に延命中止を依頼しますか。 

(answer)：Ⅰ 依頼せず，治療を続行する。（理由は何か？） 

Ⅱ 延命中止を依頼する，延命中止のガイドラインは何か。 
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フィッシュボウルの様子  

 
 
オ 評価（実践１に準ずる） 

 
 
６ 授業実践の検証 
◇検証①「環境問題と倫理」，「食と交通と環境」振り返りシートを通じてグループ学習の効果を 
検証。 

 

◇検証② 実践１「環境問題と倫理」，「食と交通と環境」のアンケート結果（20名） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

どちらでもない

全然できてない

それほどできてない

少しはできた

かなりできた

①グループの人間とコミュニケーションをとり，議論をするこ
とができたか

環境問題
と倫理

環境と食
と交通

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらでもない

全然ない

それほどはない

少しはある

かなりある

②話し合いを行う前後では環境問題と倫理及び食と交通と
環境に対する自らの考えに変化はありましたか

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらとも言えない

やりたくない

あまりやりたくない

少しはやってみたい

是非やってみたい

③今後もグループ学習をやってみたいと思うか

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

④グループの作業完了までのあなたの取った行動は，グ
ループ全体から見て，どの程度（0～100）であったか

 グループワークの目的は，現代の諸課題の追究活動の過程における思考・判断の相互作用でグル

ープ内の思考力，判断力を培い，効果的な学習につなげていくことである。また，課題に関する探

索，調査を自らの思考だけでなく，他者の意見に触れることで多面的な思考の広がり(思考変容と
ライフスキルの獲得)を目指す事と，自己と他者との合意形成を図る事である。今回の実践では話
し合いの基本的な要素を振り返らせ，自己評価を通じてグループワークのスキルも習得させたい。

 質問①では 90％以上がグループ内でコミュニケーションが取れた。あるいは，自らの考えを相
手に伝えることが出来たとしているが｢それほどできなかった｣と答えた生徒が約 10％いた。これ
らから話し合いにおけるアサーティブネス(非攻撃的自己主張)の訓練が必要であることが伺える。
質問②では「環境問題と倫理」については話し合いの前後で思考の変化があったとする割合が高

く，「食と交通と環境」については思考の変化が少なかった。この理由として，前者は物語の作成

に基本的な環境の問題点の理解から始まるため，班内で調べ学習の形態が自然と形成された可能性

がある。実際に生徒に聞くと生徒は自ら調べた知識を摺り合わせながら合意形成して物語を作った

ようである。それに対して後者はシミュレーションゲームを中心とした実践であり，時間にも追わ

れた事もあったため，思考の深まりはシミュレーション後の講義以降に見受けられた。 
質問③では発表の色合いが強い「環境問題と倫理」については意見が分かれた。どのクラスにも

発表が得意な生徒と苦手な生徒がおり，活発なグループディスカッションを行っていた生徒でもシ

ートには「やりたくない」と書く生徒もいた。これに対しては抜本的な改善は難しく，粘り強く訓

練していくことでスキルを高めるしかないのではと考える。ただ，シミュレーションだとこの感覚

が少し和らぐようである。 
質問④の個人の作業率については，自己申告ながら 30％から 100％の幅があった。また「環境
問題と倫理」よりも「食と交通と環境」の作業率の方が高い分布が見られ，回数を重ねた事による

スキルの獲得やシミュレーションによる生徒の意欲の高まりが確認できたと考える。 

 

アンケート集計結果は次頁に示したとおりであるが，これらの統計から環境を個人の倫理問題と

して考えさせるという目的は，この実践を通じて十分達成することができたと考える。 
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◇検証③ 実践２，３「生命と倫理」，「死と倫理」のアンケート結果（20名） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

どちらでもない

全然そう思わなかった

あまりそう思わなかった

少しはそう思った

かなりそう思った

①個人の幸福追求はどんな時でも認められる

事前

事後

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

どちらでもない

全然そう思わなかった

あまりそう思わなかった

少しはそう思った

かなりそう思った

②社会における生命の尊厳はどんな時でも尊重される

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

どちらでもない

全然そう思わなかった

あまりそう思わなかった

少しはそう思った

かなりそう思った

③死に関しての自己決定は公共選択に優先する

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

どちらでもない

全然できてない

それほどできてない

少しはできた

かなりできた

④脳死や余命告知等を通じて死の定義について新たな発
見があったり，別の視点から物事を考えられる様になった

事
後

 
質問①については授業実践前では自己決定重視を主張する意見が 50％であったのに対して，実
践後は 80％近くが個人の幸福追求が必要という解答を出した。また，質問②では事前事後を通じ
て生命の尊厳の尊重を重視する意見が約 80％を占めていた。これらから生徒達はＫＪ法やロール
プレイを実践する事で，社会的ジレンマに陥った現代の倫理的課題に対して賛成・反対の立場を

理解しながら共感意識を高めた。その結果，自己選択と公共選択の両者の考えを尊重する意識を

持ち得たのではないだろうか。これは「先生，これはどちらも大切な事なんじゃないの？」とい

う生徒の質問に集約されているように思う。そして，違う立場の人間の気持ちを理解することが

でき，多面的なものの考え方ができるようになったその地点こそが「現代の諸課題」の出発点で

あり，この先，誰にでも起こりうる現実に対しても｢それでも考え続ける｣意志を持ち，自らの在

り方，生き方に基づいた意思決定を行う事ができるような考え方を深めることができたと評価し

たい。実践後のレポートには次のような意見が多かった。「最初は出生前診断については全く知ら

なかったが，このグループワークを通じて理解でき，知る良いきっかけになった。

双方にメリット，デメリットがあるので決められなかったが，実践後は反対意見になった。この
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①フードマイレージと環境負荷の関係を理解している

事前

事後
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②環境にやさしい買い物を意識しようとしている
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③環境問題や食と環境と交通に関して新たな意見を持った
り，別の視点から物事が考えられるようになった

環境
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④我々，人類は個人の幸福追求を制限して，公共の幸福追
求を目指すべきか

事後
調査 

 
質問①ではフードマイレージという概念と日本の食糧自給率と CO2負荷の関係の実践を通じて
理解させる事ができた。質問②では環境配慮行動についての具体的な意識の高まりと環境に関連す

る思考の広がりが深まった事が確認された。質問③は実践を通しての生徒の思考変容を表すもので

あるが約 90％が新たな発見や別の視点からのものの見方ができるようになったと答えた。また，
Self（自己選択）か Public（公共選択）かという主題に対しての質問には個人の幸福追求権を制限
して公共の幸福追求をすべきだと答えた生徒が 83％いた。ただし「かなりそう思う」と答えたの
は全体の 3割で，残りの「少しはそう思う」と「どちらともいえない」と回答した生徒はジレンマ
の中にいると思われる。一方，今回の実践では生徒が環境に対して，次のような大人ですら選択し

えない高い環境配慮への意識を持っている事がわかった。「個人の幸福追求が環境破壊を進める原

因になり，世界の人々を不幸にしてしまうことにつながる。そして，最終的には個人も幸福にな

らない。公共の幸福を追求し，みんなが幸せになってこそ個人その幸福はあると思う。個人の幸

福を追求したい人こそ，公共の幸福を追求すべきだと思う。（生徒レポートより引用）」 
シミュレーションとして行った「買い物ゲーム」に関しての感想は，「とても楽しくグループ活

動ができ，自らの選択によって異なる結果がでる事に驚き，食と交通と環境が密接に結びついて

いる事が理解できた」という意見が多数あり，シミュレーションを通じて興味関心→思考判断→知

識理解を導き出す実践となった事が確認された。今後は，人類共通の「公共選択」を人間の在り方，

生き方として考えさせる場合，より意思決定を選びとらせる実践として＊権利の熱気球等の実践を

取り入れながら意思決定力を高めていきたい。＊熱気球には幾つかの権利が載せられており，下降を食い

止めるため一つ一つ合意形成して放り出していく。 
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グループワークが無かったら，自分が近い将来，出生前診断を受ける，受けないの選択を迫られ

た時，曖昧な答えしか出せなかったと思う。やって良かった。（レポートより引用）」質問③の事

前結果では，全体の 50％以上が自らの死に関しては自己決定を重視し，余命告知にしても QOL
を重視する判断を尊重して欲しいという解答が多かった。ただし，どちらでもないと答えた生徒

が 3 割いた。この 3 割の中には公共選択の意味が解らなかった生徒もいたようだが，次の生徒の
「死ぬ事って自分で決めなければいけないんですか？」という言葉のように漠然としながらも死

の自己決定に疑問を持っていた生徒がいたのも事実である。そのため，欧米と日本の死生観の違

いの講義では，欧米の「個人が自ら選びとる死」と日本人の「公共の中で儀礼を通じて，自ずか

ら迎える死」の違いを強調し，グループ学習でも新たな視点である「二人称の死」等からの考察

を試みた。その結果，実践前後では「少しはそう思う，思わない」は反転してしまったが，重要

なのは「どちらでもない」が増加した事である。今回は｢個人と公共｣の意味を理解した上での増

加なので生徒は確実に（決めかねている＝悩み考えている）と思われる。これも考え続けていく

ための前提である。 
実践後のレポートには授業方法については次のような意見があった。「アサーティブトレーニン

グでの非攻撃的自己主張が思っていたりも難しかった。フィッシュボウルでは，一人一人の意見

を聞けて，主張もしっかりと言えるので話し合い易かった。また，班から班へのクリティークは，

客観的で話し合いの欠点を的確に指摘してくれて，その時どうするべきだったのかを考える事が

できるので次の話し合いにつながると思う。（レポートより引用）」質問④では事後 100％で死の
定義に新たなものの考え方ができたと答えた。これには，生徒の意見にもあるようにアサーティ

ブネスからの相互尊重の意識やフィッシュボウルによる客観的判断が生徒の倫理的考察力を高め

たと考える。 
 
７ おわりに 
今回の実践を通して思ったことは，授業の本質として「教員と生徒が共に楽しさや難しさを共有

出来る授業」を共に作り上げていく事の大切さを再認識したことである。また，これらの実践を通

して生徒の変容を実感として見つめていけるのはとても楽しかった。確かに主題学習等は教員側の

準備が大変でつい講義型の授業になりがちだが，振り返りやアンケートの結果で生徒の変容を確認

できる瞬間は本当に実践をやって良かったと感じる事が出来た。更に実践中に生徒から気付かされ

た事が幾つかあった。それは①教員が積極的に教壇を降りて生徒に近づいていく事，②特別な実践

をする時にはそれを意識させる環境を与えてあげる事，③普段教員が考えている生徒の学力よりも

一段高い実践を行い，段階的に生徒のレベルアップを図る事の三点である。 
授業実践では生徒達は少人数ながら高い意識を持ちながら，多くの問題に関心を持ち，結論を導

き出すために悩み（思考），グループ学習で他者の意見を聞き，自らの意思を伝える技術を獲得し，

個人と公共との狭間で揺れながらも「それでも人間は考え続けなければならない」という視点に

対して理解を示してくれた。また，特に次の生徒の感想の一文「答えを出す事よりも考えるこ

と」がすごく大切だと思います。（レポートより引用）はこれからの実践を続けていく上で勇

気と活力を自分に与えてくれた。最後に，二年間にわたり無理な実践でも頑張ってついてきて

くれた生徒達に感謝すると同時に多くの御助言，御教示をいただいた指導課ならびに教科指導

員の先生方に，心から感謝を申し上げます。 
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