
笠木 雅史
（学振特別研究員PD・京都大学）

第75回日本哲学会大会
京都大学, 2016年5月15日

哲学教育における組織的な情報共有の重要性

海外の哲学教育への取り組み

男女共同参画・若手研究者支援ワークショップ
「哲学と導入教育―哲学教育の質的向上を目指して」



概要

1) 教授・学習の学識(SoTL)の取り組み

2) 哲学SoTLの取り組み

3) 哲学SoTLの具体的内容紹介

4) まとめ
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教授・学習の学識（SoTL）

• 教授・学習の学識（Scholarship  of  Teaching  and  
Learning, SoTL）は、1990年のカーネギー教育振興財
団のボイヤー元理事長の学識(scholarship)の再定義に
由来する学問分野。「研究」重視、「教育」、「社会貢
献」軽視を批判し、これら3要素は等しく重要だとする

• 専門分野の研究と同様に、教育方法や学生の学習の様子
を他の研究者の批判的評価にさらすことで教授・学習の
向上を目指す
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教授・学習の学識（SoTL）

Randy Bass (1999), “The Scholarship of Teaching: What’s the 
Problem?”
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研究と教育での「問題」の位置づけの相違

研究では問題は持つべきもの：問題について学術コミュニティ
はポジティブに捉え、話し合う
教育では問題は避けるべきもの：問題について学術コミュニテ
ィはネガティブにとらえ、話し合わない

教育での「問題」に誠実に向き合い、学術コミュニティ内で
積極的に追求するための試みがSoTL



教授・学習の学識（SoTL）

• The International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning、 Society for Teaching and 
Learning in Higher Education (CAN)、 Carnegie 
Foundation’s Academy for the Scholarship of Teaching 
and LearningなどのSoTL専門の学会、団体があり、The 
International Journal for the Scholarship of Teaching & 
Learningなど専門誌も多数ある

• 多くの大学がSoTLの意義を認めながら、人事には依然として
研究重視の傾向が強い。Western Carolina Universityは
2007年に、明示的にBoyerの学識の再定義に則ったテニュア
ポリシーを採用し、ニュースとなった
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哲学SoTL

• アメリカには1976年に設立されたAmerican 
Association of Philosophy Teachers(AAPT)があ
る。また、1975年に創刊のジャーナルTeaching 
Philosophyもあり、現在は哲学分野のSoTLの場と
位置づけられる。また、2001年にはジャーナル
Teaching Ethicsも創刊

• APAはSoTLを促進するために、専門委員会を発足
。委員会は学会でEducationのセッションを頻繁に
設け、2001年以降年2回 APA Newsletter on 
Teaching Philosophyを発行

• 哲学教育の資料収集も行っている
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哲学SoTL
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哲学の教科書の工夫
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哲学入門の授業デザイン
Steven M. Cahn (1986), “Teaching Introductory Philosophy”

(1) 問題定位アプローチ：特定の問題についての古典、現代の代表的著作を読
書課題にする→歴史的な意義やコンテクストを見失う危険性

(2) 古典アプローチ：古典の幾つかを読書課題にする→哲学が過去の哲学者の
注釈であるという誤解を生む、他の見解との関連を習得できない危険性

(3) 哲学史アプローチ：哲学の活動としての側面や現代哲学の成果を無視する
危険性

(4) 入門書アプローチ：哲学が異なる見解の比較や相違を吟味する活動である
ことを理解しそこなう危険性

Newton Garver (1988), “Introducing Philosophy”

(5) クリシンアプローチ：哲学の内容を減らし、クリシンに特化する

V. Alan White & Jo. A. Chern (1991), “Teaching Introductory
Philosophy: A Restricted Topic Approach”

(6) 単一トピックアプローチ：トピックを一つに絞る代わりに、歴史的コンテ
クスト、他の見解との関連、アーギュメントの分析を行う
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推論スキルの多様性

Ralph H. Johnson, J. Anthony Blair (2009), “Teaching the Dog’s 
Breakfast: Some Dangers and How to Deal with Them”

(1) クリシンが任意の知的メディアの評価に関わるものとするならば、論理学
学習とは異なる

(2) メディア解釈のスキルが重要であるため、内容に特有の情報を学習するこ
とが重要

(3) 形式論理と非形式論理は方法においても、焦点においても異なる

(4) 問題解決は、目的に相対的なスキル

(5) 意思決定は、実践的推論であり、理論的推論＝通常の意味での論理的推論
とは異なる

(6) Argumentationは、異論に応答し、受け手、文脈、場面への敏感である
ことを含むため、対話責任とレトリックへの敏感性の習得を含む
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クリティカルシンキングという言葉の曖昧性とその一般性を危惧し、
異なる推論スキルの存在を指摘



成績についての統計調査

Renée Smith & Linda Palm (2014), “Correlates of Exam Performance in 
an Introductory Logic Course”

• 自己評価には、GSE尺度を使用

• 欲求不満評価は、以下の4項目を、5段階評価（1: 一度もない、2:めったに
ない、3:ときどきある、4:頻繁にある、5:常にある）

• 内容を理解していないと感じる
• 内容を覚えることができないと感じる
• 内容を覚える自分の能力に不満を感じる
• 教員の指導姿勢に不満を感じる

11

論理学入門の授業での成績、自己評価(self-efficacy)、
欲求不満(frustration)の相関を測定（N=39）



成績についての統計調査

(1) テストの点と宿題の点に強い相関(r = .66)。テストの点と出席率(r = 
.45)、テストの点と自己評価に弱い相関(r = .30)。テストの点と、欲求
不満に強い負の相関(r = -. 64)

(2) 回帰分析の結果、宿題の点数、出席率、欲求不満がテストの点の予測に
有意に貢献するが、自己評価はしない
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ロールズゲーム

• 道徳教育へのアクティブラーニングとして、Rawlsの『正義論』に由来す
るゲームが多数考案されている

Gregg Lubritz (1999), “Another Rawles Game”

• 異なる自然資産、初期条件を記したカードを学生に分配する

• 次に、様々な人生の可能性を記したカードをめくってもらい、それぞれの
自然資産、初期条件から、その人生を歩もうと思った場合、どのようにな
るのかを議論する

• このゲームを通じ、機会の均等性だけでは、社会的不公正を排除できなこ

と、その是正のためには、格差原理が要請されることを学生は学ぶ
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正義の第２原理、特に格差原理（自然資産や初期条件の道徳
的非重要性）を理解させるためのカードゲーム



まとめ

• 英語圏では教育についての現状、問題、方法についての
知見を共有し、その改善を学問的に追求しようとする態
度が生まれ、学会や専門誌なども整備されている

• 哲学でもこうした流れを受けて、哲学教育の専門学会、
専門誌が誕生した。最近では、大手学会も教育活動の活
性化に力を入れ始めている

• 学問として哲学教育を考え、その知見を共同で検討、共
有することが重要
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