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「クリティカルシンキング入門は，何をすることなのか（1）」 

  
菊 地 建 至* 

 
An Introduction to Critical Thinking: Meaning, Object, and the First Step 

 
Takeshi KIKUCHI* 

 
【要旨】 

 本稿は，クリティカルシンキング（略 CT）の入門授業に関して我々は何を知るべきかという主

題について，理論及び実践の両面から論じる。CT 全般を論じるものではない。本号の「クリティ

カルシンキング入門は，何をすることなのか（１）」はその前半であり，筆者の CT 入門が実際に

どういうことをしているのかを重点的に扱っている。理論的な考察は次号掲載の（２）を中心にす

る。（１）では，主に三つのことを論じた。CTの意味について【1-2】，CTを学ぶ目的について【1-3】，

CT を理解するとはどのようなことかを明らかにする一環として，アーギュメントに注目する CT

入門の実践のポイントについて【2-1】である。また，本論の最初の節で，金沢医科大学１年生必

修の授業「クリティカル・シンキング」及び「医療と社会」の授業計画を示した。 

 

【目次】 

序 

１ 何のためにクリティカルシンキング入門で学ぶのか 

1-1  クリティカルシンキング入門の授業計画のスケッチ 

1-2  クリティカルシンキングという言葉は，何を指すのか  

1-3  クリティカルシンキングの目的について 

２ クリティカルシンキングを理解する 

   2-1  アーギュメントに注目するクリティカルシンキング入門 

【以上が，『教養論文集』本号（第43号）に掲載する部分です】 

   2-2  心理学的クリティカルシンキング入門 

   2-3  クリティカルシンキングをかなり理解できたということは，何ができるようになる 

     ことか 

３ クリティカルシンキングにブレーキをかけるものについてよく知り，クリティカルシンキング 

  を抑制することや恐れることから前進する 

４ 「クリティカルシンキング入門」の条件の解明と今後の課題 

【以上は「クリティカルシンキング入門は，何をすることなのか（２）」と題して，『教養論文集』

第44号に掲載する予定です】 

                                             
* 人文科学 Department of Humanities            （平成27年12月14 日受理） 
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序 

 

 「クリティカルシンキング入門は，何をすることなのか」という問いに，３通り別個に答えるの

が，本論の１から３までである。すなわち，CT の意味と CT を学ぶことの目的を示すことで答え

る１，CT を理解するとはどのようなことかの探究で答える２，「クリティカルシンキング入門は，

何をすることなのか」という問いかけが修辞疑問である場合にそれにどう応答するか，その取り組

みとしての３である。そして，これらを踏まえ，筆者が開いているクリティカルシンキングの入門

授業（及び学校外のCT入門・集中ゼミ）の独自性と課題を論じるのが，本論の４である。 

 本稿がクリティカルシンキング全般を論じるのではなく，その対象を，クリティカルシンキング

の入門授業に関して我々は何を知るべきかという主題に限ることを，ここで明確にしておかねばな

らない。CT を大学・専門学校・高等学校等の授業として論じるにしても，技術や知的実践の一種

として論じるにしても，CT は非常に広い範囲に及ぶものである。とりわけ，クリティカルシンキ

ングが学校教育に導入された当初から中心的な位置を占めるアーギュメント（議論）評価の技術，

また，科学リテラシー学習，これらに関しては，かなり高度な内容もある。本稿は「入門」に考察

範囲を絞り，詳しくこれを論じる。 

 また，本稿の読者には，これがクリティカルシンキング入門の金沢医科大学での実際の運用のあ

りよう，筆者の授業や諸教材の工夫等について割く部分も大きいことを断り，その趣旨をご理解願

いたいと思う。これには，下記の二つの背景がある。ひとつは，これが，筆者が勤める金沢医科大

学の定期刊行論集『教養論文集』に寄せるものであることに関係する。筆者のCTに関連する教育

歴は長いものの，本学でのCTは導入一年目にあり，多様な本学関係者も読者として想定している。

二つ目の背景は，哲学系クリティカルシンキングが「医学教育」や「教養と専門の両方に深くかか

わる教育」の重要な部分となりうることはこれまで十分に認識されてきたことではなく，むしろ，

将来のあるべき形として社会に問うものだということである。したがって，クリティカルシンキン

グとその学びに関する専門的な議論だけでなく，ある程度具体的な取り組みの公開によってもクリ

ティカルシンキング入門が理解され，かつ，吟味の対象とされることが肝要である。 

 

 

１ 何のためにクリティカルシンキング入門で学ぶのか 

 

1-1  クリティカルシンキング入門の授業計画のスケッチ 

 

 まず，筆者がクリティカルシンキング入門としてどういう授業を実施しているのかということに

関して，2016 年度の前期及び後期の授業計画（金沢医科大学）を記そう。どのようなことが大学

の授業としてのクリティカルシンキングで実行されるのか，読者が具体的なイメージを持つことが

できたほうが，本論を読むにあたってよいからである。 

 前期科目の「クリティカル・シンキング」（一年生・必修）に関しては，ここでは各回テーマを
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挙げ，それぞれの概要は本論の関連各所で詳述する。後期の専門準備科目「医療と社会」（一年生

必修）に関しては，ここでひとまとめに各回テーマと概要を記す。「医療と社会」というタイトル

にクリティカルシンキングは入っていないが，筆者は「医療と社会【後期】」を，考察の領域を「医

療と社会」に限定してクリティカルシンキング入門を継続するものとして構成している。 

 

2016 年度「クリティカル・シンキング」（前期・一年生必修）授業計画 

 

第１回 ガイダンス 

第２回 講義とワーク −−−−自分の気づき，思いや疑問を率直に言葉にする 

第３回 講義とワーク −−−−アーギュメント（結論とその根拠）を特定する 

第４回 講義とワーク −−−−キーワードの明確化に取り組む （主に「自由」と「強制」について） 

第５回 実習 −−−−授業参加者は，「あなたが（匿名で）文章を書く，つづいて，それを読んだ二人

の学生が（匿名で）それぞれの考えを書く」紙上対話に取り組む 

第６回 講義とワーク −−−−心理学的クリティカルシンキング１ 

第７回 講義とワーク −−−−心理学的クリティカルシンキング２ 

第８回 講義とワーク −−−−互いの論述を批評する実習のための準備学習 

第９回 実習 −−−−ピア（授業参加者どうし）で，CTを生かし互いの論述に詳しくコメントする  

第１０回 ゲスト講師による特別講義 −−−−「科学研究」及び「医療統計」とクリティカルシンキ

ング 

第１１回 講義とワーク −−−−リベラリズムにおける善い生き方，多様な価値やライフスタイル，

思想と言論の自由等について考える 

第１２回 講義とワーク −−−−推論とその評価について考える 

第１３回 実習 −−−−学期末の最終課題の準備 

第１４回 実習  −−−−ピア（授業参加者どうし）で，CTを生かし，「アカデミック・スキルズ」（前

期・一年生必修科目）のレポートにコメントし合う 

第１５回 授業のまとめ 

 

 

2016 年度「医療と社会【後期】」（後期・一年生必修）授業計画 

 

 「医療と社会」は一年生必修・専門準備科目のひとつであり，通年2単位の授業である。前期は，

同僚の本田康二郎氏（人文科学）が担当し，主に生命倫理学を講義する。後期が筆者の担当であり，

「医療と社会【後期】」におけるクリティカルシンキング関連の目標はつぎのことである。すなわ

ち，「医療と社会」の領域に関してCTを何度も実行すること，また，CTを実践する者どうしのか

かわり方をよく理解し，ピア（同僚・学生どうし）のCTを自主で行なえるようになることである。
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そして，それらの実践と考察を通して，CTの理解がさらに深まる。  

 

第１回 ガイダンス 

 

 授業参加者は，ガイダンスを聞き，後期「医療と社会」の目標や特徴，前期「クリティカル・シ

ンキング」と後期「医療と社会」の関係等を理解する。【ホームワーク：前期授業の復習】 

第２回 医療・福祉の公的制度，及び「制度とその利用に関して，正しいとはどういうことか」１ 

 

 授業参加者は，医療・福祉の公的制度とマーケット（市場），「ニーズ needs」，「市場化」等の概

説と映像資料から，問題点を整理することに取り組む。【ホームワーク：問題点について調べる】 

第３回 医療・福祉の公的制度，及び「制度とその利用に関して，正しいとはどういうことか」２ 

 

 授業参加者は，「医療・福祉の公的制度１」の内容と，「平等と不平等」，「公正と不公正」，「選択

の自由」等の概説をふまえ，「問いと，その問いに答える結論と，その結論を支える根拠」を論述

する。【ホームワーク：1200字以上の論述】 

第４回 エンハンスメント，及び「医療行為とはどういう行為か」・「医師や研究者は患者等のどの

ような望みの実現も助けるべきか」 

 

 授業参加者は，読書資料や参加者どうしの対話を生かし，「エンハンスメント enhancement」及

び「エンハンスメントの欲望と倫理」について，じっくり，複数の視点で考える。また，統計や因

果関係についてのCTを学ぶ。【ホームワーク：次回実習・紙上対話の準備】 

第５回 実習 

 

 授業参加者は，「あなたが（匿名で）文章を書く，つづいて，それを読んだ二人の学生が（匿名

で）それぞれの考えを書く」紙上対話に取り組む。【ホームワーク：これまでの授業の振り返り】 

第６回 医療におけるケア，及び「医師はケアとどうかかわるか」 

 

 授業参加者は，「自律」，「ケア care」，「自分で自分をケアすること」，「他者とのケア関係の中で

自分のケアをすること」，「患者さんが自分で自分をケアすること，ケアの関係，それらも重視する

医師，もしくは，そういうことは自分の職務にかかわりがないと考える医師」等について，複数の

視点で考え，「明確になった考えと，まだ明確に語れないが重要だと思う問題」を整理する。【ホー

ムワーク：コミュニケーションカード，及び第９回授業での分担報告のための準備】 

第７回 QOL（Quality of Life），及び「医師はQOLとどうかかわるか」 

 

 授業参加者は，資料（ドキュメンタリー）から問題点を整理し，「問いと，その問いに答える結

論と，その結論を支える根拠」を論述する。また，医師と患者の対話や医療コミュニケーションに
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ついてのCTを学ぶ。【ホームワーク：次回実習の準備】 

第８回 実習 

 

 授業参加者は，参加者どうしの問題提起・論述の検討（すなわちピアによるCTコメント）を生

かし，エンハンスメントの倫理や法規制，医療の目的と手段，望ましい医療制度，「QOL」等に関

する自分のアーギュメントの改良に取り組む。【ホームワーク：論述のリライティング】 

第９回 医療の社会史，及び「社会と医療はどうかかわってきたか」 

 

 授業参加者は，医療者と病院の社会史，日本社会における「健康」概念の歴史と現在，「再生医

療」と社会，「健康格差」と社会等の分担報告を聞き，将来医師でもある自分がいる社会・地域の

課題を整理することに取り組む。【ホームワーク：これまでの学習及びホームワークの発展】 

第１０回 ゲスト講師による特別講義 −−−−「医学」及び「医師の職業倫理」とクリティカルシン

キング 

 

 ゲスト講師による講義を聞き，ゲスト講師との対話に参加する。 

第１１回 「健康増進」と「健康格差」 

 

 授業参加者は，「健康格差」，介入の「ポピュレーション・アプローチ」，「ナッジ」等の概説をふ

まえ，「問いと，その問いに答える結論と，その結論を支える根拠」を論述する。【ホームワーク：

論述と，ピアによるCTコメント】 

第１２回 実習 

 

 授業参加者は，健康という概念，医師の職業倫理，健康格差問題等のアーギュメントのアウトラ

インを，複数人で協力して作成する。【ホームワーク：冬期休暇課題】 

第１３回 社会医学（保健医療）や社会保障の国際比較，及び「グローバル化とはどういうことか」 

 

 授業参加者は，グローバルな視野で「社会医学（保健医療）や社会保障」を考えるための資料を

読み，CTを実践する。【ホームワーク：冬期休暇課題のつづき】 

第１４回 実習 

 

 授業参加者は，CTの学びを存分に生かし，「未来の社会やある地域において，ひとがよく生きる

ために，将来医師でもあるあなたは何をするか，また，何をすべきか」に関する各自の論述に，他

の学生とコメントし合うワークに取り組む。【ホームワーク：これまでの授業の振り返り】 

第１５回 授業のまとめ 
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1-2  クリティカルシンキングという言葉は，何を指すのか  

 

 クリティカルシンキングの授業を担当する教師やCT 学習書の著者がCTについて語る時に避け

られない説明書きがある。すなわち，次のことである。クリティカルシンキングの”critical”も，訳

語の「批判的」も，第一にその対象の言論を否定することや非難することに直結して理解されるべ

きではない。また，それは他人を非難しがちな人物を表す言葉でもない。CT は必ずしも否定や非

難を導く思考ではなく，明確に区別する思考や吟味する思考を指すということを中心に理解される

るほうが適切である。 

 筆者も，授業やそれ以外のCT集中ゼミ（セミナー）の冒頭で，「CTは，こういうものではない」

という特徴づけと，CT の実践や力を「肯定的な言葉で特徴づけて」理解することを，並べて話す

ことから始めている。 

 それでは，CTはどのような思考や知的実践であるのか。また，学校のカリキュラムにおいてCT

の入門授業はどのようなものなのか。これらを詳しく論じるのが本論全体であるが，まず本節では，

CTの意味に焦点を当て，その見通しを示す。 

 日本社会における近年の重要なクリティカルシンキングの研究書1と学習書2では，クリティカル

シンキングはどのように定義されているのか。 

 

   CTというのは，他人の主張を鵜呑みにすることなく，吟味し評価するための方法論である。 

  「クリティカル」というのは，日本語に直訳すれば「批判的」ということだが，日常的にいう 

  「批判」とは違い，相手をけなすというようなニュアンスではなく，相手の言っていることを 

  最終的に肯定するにせよ否定するにせよ，その前に「よく吟味する」「きちんと評価する」 

  という意味である。 

   さて，相手の主張をよく吟味するには，いろいろなものが必要である。CTの教科書では， 

  しばしば，「CTの３要素」というものが挙げられる。それは，知識，スキル，態度である。（略）  

  （伊勢田（他）編[2013], iii） 

 

   実は，科学的思考と呼ばれるものも，それぞれの領域に特有の要素をとりのぞいて骨組みだ 

  けを取り出すなら，一種のCTになっている。その意味では，CTを学ぶことは，科学のもの 

  の考え方の骨組みを学ぶということにもつながるのである。（伊勢田（他）編[2013],v） 

 

   このように批判的思考には複数の定義がある。その中核は，批判的思考は，目標に基づいて 

  おこなわれる論理的思考であり，意識的な内省を伴う思考である。批判的思考における情報を 

  鵜呑みにしないで判断する能力は日常生活の実践を支える能力であり，学習や学問をおこなう 

  基礎となる能力である。これは，（略）批判的思考は，さまざまな市民生活，職業，学問領域 

  において適用できるジェネリックスキルであり，転移可能なスキルであるという位置づけと結 

  びつく（Phillips & Bond, 2004）。（楠見（他）編[2011] , p.3） 
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   道田（2003）は，批判的思考の概念を「論理主義」，「一般的な批判的思考」，「第２波」に 

  分類している（略）。「論理主義」とは，良い思考を理論評価や論理分析に還元可能と考える古 

  典的立場であるとしている。（略）「第２波」は，「論理主義」や「一般的な批判的思考」など， 

  論理操作や評価的側面を重視していた第１波に対して，批判と創造性が包括的に位置づけられ 

  ていたり，道田（2001）で述べられているように，共感や柔軟な対人認知なども批判的思考 

  の一部としてとらえられていたりするものである。（略）（楠見（他）編[2011], p.116） 

 

 それでは，本稿はクリティカルシンキングという語をどのような意味で用いるのか。本稿はクリ

ティカルシンキングを，「早まることなく，細部にもかかわって，複数の視点で，吟味し，問い，

よく考えること，またそのための場を作ること，そして，それらのことが身につくための一連の本

番同様の練習や実践」という意味で用いる。 

 分けて，記そう。すなわち，CT の思考の特徴に関する意味と，CT の環境に関する意味である。

後に詳しく論じる必要があるが，CT の入門授業は前者だけでなく環境への視点も含まねばならな

いというのが本稿の主張である。 

 まず，本稿が重視する CT の思考の特徴について言えば，CT はどのようなものであるのか。ク

リティカルシンキングは，早まることなくじっくり，複数の視点で，細部にもかかわって，できる

だけ明確に，問い，よく考えることであり，その考えを率直かつできるだけ明確に表すことを含む。

学生とのかかわりを通じて，筆者は一つ一つ，下のようにパラフレーズするようになっている。 

 

 早まることなく −−−−「質問（疑問）があります」，「まだよくわかっていません」，「考え直して

いるからもう少し待ってください」，「このテーマでもう一度書き直したい」等は，CT ではプラス

に働く言葉だと思っていい。そういう発言や姿勢は，相手にただ苦情を言っているのでもなければ

非難や反発の表現でもない。本人の怠惰の表れでもない。クリティカルシンキングに取り組む者ど

うしの場ではそう受け止められる。そのような言葉は奨励されることであり，実際に活用するとよ

い。クリティカルシンキング入門では，このことを理解することが重要な経験であり，重要な達成

のひとつである。CT を通して，さまざまな「わからない」に落ちついて対処し，それらから目を

そらすのではなく「わからない」は重要な出発点であるという心構えで実践するひとが育つだろう。 

 

 細部にもかかわって −−−−「細かいことかもしれないけれど，そして普段の生活の中で細かいと

言われそうなことは言わないようにしてきたけれど，気になったことだから今回は自分用にメモし，

他のひとにも伝えようと思います」，「細かいことが気になっているのかもしれないけれど，語り

手・著者や聞くひとがこの言葉をどういう意味で使っているか，質問したい」，「このアーギュメン

ト（結論・根拠・推論）についてまだそれが確かなことだと言うには早いと思うから，判断や行動

決定を進めるのはもう少し待ってください」，「細かいことかもしれないけれど，自分自身や親しい

ひととの関係について変化を感じるから，耳を澄ませています」等は，CT ではプラスに働く言葉

だと思っていい。そして，「細部にもかかわって」問い考えることは「早まることなく」問い考え

ることと通じるものである。 
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 複数の視点で，批判的に −−−−「この視点で正しいと思えても，別な視点からの考察や吟味を試

すことは有意義なこと，かつ，許されるべきことでしょう」，「疑問を呈することも根拠や異論を検

討することもなくただ権威に従うことや同調することがいつも正しいとしないでよいはずです」等

は，CT ではプラスに働く言葉だと思っていい。たしかに複数人集まっても視点がひとつであるこ

とや批判が許されないことは生じるが，それぞれのひとが本気で問い発言できる環境であれば，語

りや思考をともにする他者との経験は「複数の視点で，批判的に」問い考える取り組みへの道を開

くだろう。そして，そのように問い考えることが，早まることなく，細部にもかかわって吟味する

思考を実行し持続することにとって，強力な支えにもなるのである。 

 

 このようなCT の意味や一見冗長な解説がCT の入門授業の参加者に共有されるのは，環境に恵

まれなければ批判的に考えることもそれを口にしたり耳にしたりすることも表れないことが珍し

くない，そういう経験と反省が共にされているからである。「早まることなく，じっくり，複数の

視点で，細部にもかかわって，できるだけ明確に，問い，よく考える」ということはどのような環

境でも同じく実現しやすいというものではない。3 

 そうであれば，個人別スキルアップの成果指向に閉じるのではなく，参加者が自他の成長やクリ

ティカルシンキングの働く環境について考えることも，クリティカルシンキングの重要な部分であ

ると理解し，クリティカルシンキング入門を形成するのはどうだろうか。 

 クリティカルシンキングが学校のカリキュラムにおいてどのような授業になるかという問いを

論じる際にも，本稿は，CTの思考と環境に関する意味の視点を重視する。 

 学びにおける思考と環境に関連するものとして，「知的スキルやリテラシー」と「他者や集団と

のかかわり」の双方に注目する学力観，そしてそのような学力の育成を重視する大学教育は，近年

その支持が広がっている。たとえば文部科学省中央教育審議会が「学士力」と言って重要視するも

のもそうである。4 そこでは，学士力が，１知識・理解，２汎用的技能（ジェネリックスキル），３

態度・志向性，４統合的な学習経験と創造的思考力から成るとされる。そして，数量的スキル，情

報リテラシー，論理的思考力，問題解決力，日本語と特定の外国語を用いて，読み，書き，聞き，

話すことができるコミュニケーションスキルの５つが含まれる「汎用的技能」は，総じて思考やリ

テラシーに注目するものである。また，「態度・志向性」の中のチームワーク，リーダーシップ，

倫理観，市民としての社会的責任等は，他者や集団とのかかわりに注目するものである。それらが

幅広く求められる学力の育成に寄与する教養教育は，医科大学・医学部の教育プログラムでも，今

後求められる良き臨床医，医学者・科学者，研究する医師等へ育っていく医学生に欠かせない教育

課程の基幹的な部門に位置づくことが期待されてよいものであろう。 

 しかし，日本の学校教育で実際にこのような学士力の育成のための教育が十分に展開されている

かという点では，まだそうではないという評価が現状にふさわしいのではないだろうか。 

 また，たとえばチームワーク，「共感や柔軟な対人認知」（楠見・子安・道田[2011], p.116）等の

他者や集団とのかかわりに関する力と，個人の「思考力」がこのように並んで注目される場合でも，

両者の関係の問い，すなわち「思考とそれを表すことや聞くこと」と「他者や集団との良いかかわ
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り」がどのような関係であるかという問題を検討している哲学系CT教育の研究は十分にないのが

現状である。思考の表現の良い活動の条件としても他者や集団とのかかわりのありようは重要であ

るのか，もしそうであるならばそれはどのようなものであるべきなのか。他者や集団との良いかか

わりの条件としても思考は重要であるのか，もしそうであるならばそれはどのように育つことが望

ましいのか。それらの問題の探究も加わって，望まれる教養教育の理解が深まるのである。 

 本稿が「環境」という言葉を用いるのはこのことに関係している。「環境」は，ただ並存してい

るとか，並んで注目されるというのではない関係の解明も視野に入れるからである。そういう視点

から見れば，クリティカルシンキングの思考と環境の意味の探究，及び，そういう問題意識を重視

する実践報告と考察は，本稿も含め，日本の社会において今後一層の充実が期待されるものである。 

 もちろん，日本の大学教育で，たとえば筆者のよく知る分野の哲学・倫理学の授業に関しても，

個々の教師に興味深い実践や教材がある。CT に関する一人用の学習書・一般書にも優れたものが

ある。心理学的なCTは読みやすい本に恵まれている。5 アーギュメントや科学リテラシーの学習を

重視する哲学系CTでは，翻訳書を除けば，伊勢田哲治氏や戸田山和久氏がかかわったものが取り

かかりやすく，かつ，手堅い良書である。6 筆者もクリティカルシンキング入門の中でそれらを存分

に参照し，たびたび学生にも勧めている。 

 しかし，それらは基本的に個人ごとの学習やスキルの習得を前提にしたものが中心であり，また，

それらの教材・学習書がどのような場で，どのように用いられ，改良のためにさらに何が考えられ

るとよいかを語り合う場は少ない。ひろく日本の学校教育にクリティカルシンキングの授業が重要

な位置を占めるということも，哲学系CTの実践報告が共有され，そこから考えるということもほ

ぼないまま，現在に至るのが現状だと言えるだろう。7 

 それらのことも意識し，本稿は具体的な授業計画【1-1】，ハンドアウトや実習の内容等も公開し，

開かれたものであろうと思う。クリティカルシンキング入門は，「問いと結論と根拠のつながりの

発見や吟味」【2-1】や「心理学的なCT」【2-2】，そして，自他のCTがどうなっているのかという

ことについての CT（ある主題について考えるだけでなく，たとえば自分がどのような考えるプロ

セスにいるかを考えること）【2-3 及び 3】，それらに関する理解や技術知も得られることを意図す

る。加えて，CT入門にとって環境が重要だという前提と，CT入門の実習や環境はピア（同僚，学

生どうし）で形成することが重要だという前提から，CT 入門は個々人のスキルやツールの獲得だ

けでなく，複数人でそれにかかわる実習や場の形成，そしてその条件の探究も重要な実践として内

に含まなければならないと考え，本稿はCT入門のありようを論じる。 

 本節で示したクリティカルシンキングの見方を筆者が強調することは，理論的な考察だけでなく，

筆者の経験によるところも大きい。ここで，どのような場での経験なのかということも記す。まず，

筆者は非常勤講師としてこれまで多くの大学で多様な授業を担当する機会があった。どこでも学生

がCTを実践する際のブレーキとアクセルには共通することが少なくないことを経験し，それにつ

いて学生と話し，工夫を重ねた。その中から「CT入門に，何が重要か」や「CT入門は，何をする

ことなのか」を考え，そのつど授業を準備し直し，再び学生の声を聞く。本論の主題はいずれも，

この経験と反省から生まれている。8 また，学校外での哲学カフェ，CTゼミ等の経験と，それらの

参加者やそういう場を開いている友人たちとの対話・反省からも学び，常に考えている。加えて，
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大学等の高等教育に先行する初等・中等教育の「p4c（こどもの哲学）」の取り組みからもこの面で

学ぶことが多く，筆者は小中学校教員の友人たちとこの社会での p4c の実践と理論の探究を続け，

そのプロセスを公開することにも取り組んでいる。9 

 

1-3  クリティカルシンキングの目的について 

  

 本節は，「クリティカルシンキング入門は，何をすることなのか」という問いを，「何のための」

CTなのかという目的の視点で考える。 

 クリティカルシンキングや，一般的に懐疑や思考に関して，「それは，本人が考えずにいられず，

いわば考えてしまっているというようなことである」や「目的や成果など度外視して，CT するの

が楽しいというのが本来である」という考えがある。そして，大学で哲学を研究し，哲学教師をし

ているような者の多くにとってそれは率直な実感であり，魅力的な言い回しでもあるだろう。筆者

にも，その感覚を共有する面はある。 

 しかし，CT の実践の中の充実や楽しみだけでなく，その外にも目的や重視すべき帰結はあるの

かという問いに肯定的に答えることもできなければ，ひろく学校教育の中にクリティカルシンキン

グの入門授業が重要な位置を占めることはない。肯定的な応答を切り捨てず，本節は，何のための

CTがありうるかを考える。 

 CT を学ぶことは，社会のためになる。これに関して筆者が重視するのは J.S.ミル『自由論』で

論じられる考えであり，思想・言論の自由や吟味し合うことに開かれた言論が現在と将来の人類社

会のためになる，という考えである。10 また，人類社会まで広げなくとも，そういうことが自分の

かかわっている集団のためになるということとして理解することもできる。本論ではこの論点に関

して，簡潔に，有力な説をいくつか紹介することにしよう。 

 ひとつは，社会において共有される情報の質の向上という意味で，CT は社会のためになるとい

うことである。これは，伊勢田哲治『哲学思考トレーニング』において，「本書では，クリティカ

ルシンキングというものを，情報の送り手と受け手両方の共同作業の中で，社会において共有され

る情報の質を少しでも高めていくためのもの，としてとらえる」（伊勢田[2005], p.15）と表される

ものである。これは，CT の社会的意義の中心であり，インターネット等の進展が著しい社会にお

いて，また，民主的な集団において，今後一層重要性が増すCT の目的の理解であると思われる。 

 もうひとつは，科学的思考や科学リテラシーの育成に役立つという意味で，CT は社会のために

なるということである。科学とCTに共通点が多いのは間違いなく，科学者や自然科学系教員，自

然科学や医学を学ぶひとがクリティカルシンキングの名を知らずともそれを実行しているケース

は数々ある。しかし，筆者が思うに，CT と科学的思考の関係の問題については理論的にも実践的

にも詳細な検討を要する。CTの学びと科学的思考の間には，CTをよく知ることが科学的思考の成

長を促すという関係があるのか，もしそうであればいかにそれが成立するのか，そういう問題に関

して，筆者は金沢医科大学の東海林博樹氏（生物学），本田康二郎氏（人文科学），有川智博氏（生

物学）らとの「教養の学びを駆使して科学するプログラムの開発」（2015年度）を通じて探究して

いる最中であるから，それの振り返りも含め，この問題は稿を改めて論じることとする。 
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 他にも，CT は「シティズンシップ教育」や「民主教育」として有効だということも言われ，こ

れも社会のためになるCTに関する主張である。11 CTの批判的な本質を考えれば，ただ従順で集団

主義的な人物を育てるという意味でシティズンシップ教育等を理解する場合にはCTは役に立たな

いはずであるが，集団や他人への関心と自律・反省の意志を合わせ持つ個人に焦点を当てるならば，

CT は有用であろう。筆者も日本社会における今後の道徳教育を構想する際に「学生と教員が道徳

に関するクリティカルシンキングを実践すること」を重視するのがよいという論を示したことがあ

るが，それはこの文脈の議論のひとつとしても位置づけられる。12 

 CT を学ぶことは，学ぶひと一人のためになる，このことも重要である。同時に社会のためにも

一人のためにもなるというケースがあるのは言うまでもない。たとえば医科大学であれば，学生が

科学者や研究する医師として成長することは本人のためにも集団のためにもなることは明らかで

ある。また，共有される情報や知識のありように注意深く，他者への関心が深い医師（良医）へと

成長することは，本人のためだけでなく，患者やその家族との話し合い，「チーム医療」等におい

ても有益なことである。加えて，ここで重視するのは，社会や集団に抗する一人，社会や集団から

自分は外れるのではないかと思う一人にとってもCTは重要であり，ためになることも見逃されて

はならないということである。 

 たった一人で，また，少数派として社会や集団と戦うために，言論や心理のCTが生かされると

いう局面はある。その際，立論・反論や問題提起，それらの理解にとって重要な言葉の意味を明確

化すること等，クリティカルシンキングの学びによってアーギュメントの吟味の技法や着目点の把

握に通じていることは，力強いことである。また，心理学的 CT を身につけることによって，「騙

し」や「間違った思い込み」や「心理的・認知的な偏り」によく気づくひとや翻弄されにくいひと

に育つこともまた，一人のためになる。 

 自分の感情，信念，思考，他人や集団とのかかわり，状況等について「早まることなくじっくり，

細部にもかかわって，複数の視点で，批判的に考える」CT は，さまざまに当人の気づきや変化の

始まりや促しにつながる。これはCTの醍醐味であろう。 

 CT を学ぶことは，他者との良い関係のためになる。これに関して詳しいことは３と４で論じる

から，ここではクリティカルシンキング入門の思考のエッセンスである「問いを発する」や「本気

の問いとして聞く」に関する一例を取り上げよう。 

 筆者がクリティカルシンキング入門の授業や集中ゼミで必ず話すことに，クリティカルシンキン

グに取り組む者（以下では「クリティカルシンカー」と呼ぶ）どうしでは，あなたの問いは修辞疑

問扱いされない，そのことを信じていい，ということがある。あなたも含めここにいる人達でいま

から始まるCT入門も，そういう場になるだろう，そう伝える。修辞疑問というのは，たとえば受

験生の保護者から子どもへの「なぜこの一週間勉強をしなかったのか」，学生を叱責する教師の「反

省しているのか」，恋人からの「どうして会えないのか」等の言葉であり，形式から見れば疑問文

であるから発言したひとが言葉での応答を期待しているように見えるが，じつのところ「勉強しな

さい」や「会ってよ」という命令や怒り等の感情を伝える行為が主であるような言葉のことである。

そして，多くの参加者から「わたしの人生で交わした疑問文の大半が修辞疑問だったし，そうだか

ら質問したり質問されたりすることが嫌だった，いまでも恐いなあ」という気づきがたびたび聞か
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れる。 

 誰かによって発せられた質問や苛立ち，違和感や納得の行かなさ，考え中の不明瞭な何ごとか等

を，CT 入門に参加しているあなたは本気の問いであり思考であると受け止め，考え，答えようと

する。あるいは，すぐに答えず，しばらく待つことにする。CT 入門では，このことが歓迎される

ことを信じていい。逆に，あなたの本気の問いや思考からの言葉も，相手への反抗や鬱憤の表れ，

語りの拙さ等をことさら強調して捉えられるのではなく，率直にそのまま聞かれる。 

 「なぜ，この程度のことに，納得が行かないのか」，「当たり前のことなのに，あるいは同じこと

なのに，何の違いがあるというのか」，すぐにそう思う時も，細部にかかわって，早まらず，その

ひとの話を聞くこと，つまりCTの実践は，感じ方，疑問，重視する価値や根拠等に関して，繊細

に異なりを知ることにつながる。また，そうした異なりや異なる面がある他者を即座に否定しない

かかわりにつながる。違いもよくわかるとともに，表面の対立に目を奪われてはわからなかった共

通性にも気づく，そういうこともある。そこでクリティカルシンカーになるひとどうしであれば，

そうでない場合よりも，ずっとそう期待できると言えるだろう。 

 クリティカルシンカーどうしでは，問いは，早まって修辞疑問として片づけられることはない。

この一点を共有するだけでも人間関係は大きく変わりうる。 

 ここまでで，個人が CT を学んだり身につけたりすることの目的や重視すべき帰結を整理した。

すなわち，社会において共有される情報の質の向上のため，科学的思考や科学リテラシーの育成の

ため，シティズンシップ教育や民主教育のため，CT を学ぶひと一人のため，他者との良い関係の

ため等。あなたが賛同する考えはどれだろうか。学術研究としては，それらがどの程度の確かさで

実現するのか，有効性はどうか，諸目的の相互の関係はどういうものであるのか等，さらなる議論

や調査が重要になる。筆者もそうした研究に加わる所存であるが，それは本論の考察の範囲を越え

ることである。 

 ところで，読者一人一人が「クリティカルシンキングは有意義である」や「クリティカルシンキ

ングのこの目的は，わたしが大事に思う集団・組織の将来のために，文化・ライフスタイルの将来

のために重要である」と思う時の重点は，それぞれ異なるということもあるのではないだろうか。

いずれの目的を重視するかは，集団内で収斂しないかもしれない。むしろ，そのほうが常だと言っ

ていいだろう。クリティカルシンキング入門を一年生の必修科目にしている本学でも，教職員が上

記のどれかひとつの目的だけを共有してそうしているのではない。そして，それでよい。学生がク

リティカルシンキングにかかわり始めるにあたって，CT の目的をひとつに絞らず，いくつかの目

的が現実的なものとして考えられるだけで十分である。そういう考えは，初年次教育や入門という

ものの理解として正しい。 

 筆者は，「入門」は，単一の達成目標に向けて直線的な向上プロセスの中の「初級」や「低レベ

ル」と同じではないと考える。たしかに，入門は基本を重視する。そのことは，入門と初級の共通

点である。しかし，「入門」という構えの良いところは，クリティカルシンキングを通じてこうあ

りたいというそのひとの緩やかな憧憬・目標や複数の関心を肯定的に包容できることにある。また，

たとえ高度な技術が身についた時にも，入門的な姿勢を持ち続けることはできるということにある。 

 それでは，大学2年生以上の教育の中でも，クリティカルシンキングは有用だと言えるだろうか。
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上記の諸目的につながるということから，大学2年生以上の専門教育や実習の事前事後の教育にも，

さらに卒業後の研修やいわゆる生涯教育においても，短時間の集中ゼミ形態も含めCTを取り入れ

ることは，有用である。そして，筆者はこれを提案する際にも，あらかじめ上記のどれかひとつの

目的だけを強調することはない。 

 専門教育や実習プログラムには重視する達成目標や全体の設計があるのが常であり，組織として

「我々はこの目的のためにCTに力を入れる」という共通了解を持つこともあるだろう。また，そ

れぞれの科学やジョブの特性に応じて，CT の内容の選択と編集があることは理に適っており，良

いことである。筆者は，そうした各所でのCTの工夫とかかわる中で，CTは豊かになると考える。 

 ただし，個々の参加者が「これがためになっている」と思うことがそうした共通目的と違うこと

は，実際にたびたび起こる。それに関して，「それでは CT で何も学んでいないのと変わりない」

や「趣旨と違う結果が生じないように，CT の教育法をもっと厳しくコントロールしよう」という

予断は，クリティカルシンキングの本質からいって，望ましくない。専門教育や実習プログラムに

あっても，個人の「入門」という構えを排除しないことは大事なことである。これは，許容されて

よいことだと思う。また，実際には，筆者はあまり危惧していない。実際に経験してCTの良さを

わかったひとは，おそらく，目的や効果に関するそのような事前の目論見や心配だけを引きずり続

けることはないからである。 

 自他のクリティカルシンキングがどのような目的とプロセスの中にあるのかということについ

てのクリティカルシンキングはあるべきだが，それは，一つの目的手段関係に閉じたコントロール

のためでも，偶然性を退けるためのものではない。これについては，本論の３及び４で論じる。 

 本節の最後に，クリティカルシンキングにとって外的な目的を持つことだけがそれに取り組む動

機の中心なのか，このことも問われてよいはずである，ということにも触れたい。すなわち，「目

的なしに」もしくは「実践自体が目的だから」CT を続けることはありうるし，それは望ましいひ

とつの形でもあるのではないのか，という問題である。筆者も，学校の内外で，直に複数人でクリ

ティカルシンキングに取り組む喜びや快さゆえに始まり，ただそれだけで続く，そういうヴィジョ

ンを想像する。また，そういう場を開くこともすでに実践している。しかし，本稿は，現在及び近

未来の日本社会の学校教育に根を下ろして実行できることは何かを考えることに重点を置く。CT

の目的について論じるのはここまでとする。 

 

 

2 クリティカルシンキングを理解する 

 

2-1 アーギュメントに注目するクリティカルシンキング入門 

 

 クリティカルシンキングはどのような思考や知的実践であるか。また，学校のカリキュラムにお

いてクリティカルシンキング入門はどのような授業なのか。これらに関して，本節では，アーギュ

メントに注目するCTの入門授業のどこに重点が置かれるべきかという問題を考察する。 

 本論1-1の「クリティカル・シンキング」授業計画（金沢医科大学）の，各回のテーマや実習概
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要は，筆者が実践するアーギュメントに注目するCTの入門授業の重点リストにもなっている。そ

れは，大別すれば三つに分かれる。便宜上A，B，Cとグループ分けし，以下に整理する。 

 

Aグループ 

 ● アーギュメント（結論とその根拠）を特定する。 

 ● 互いの論述を批評する実習のための準備学習に取り組む。 

 ● 推論とその評価について考える。 

 

Bグループ 

 ● キーワードの明確化に取り組む。 

 

Cグループ 

 ●実習「紙上対話」 

授業参加者は，「あなたが（匿名で）文章を書く，つづいて，それを読んだ二人の学生が（匿

名で）それぞれの考えを書く」紙上対話に取り組む。  

 ●実習「ピアCTコメント」とリライティング 

授業参加者どうしで，CT を生かして互いの論述に詳しくコメントする。また，それを生か

し，各自アーギュメントの改良をはかる。 

 

 なぜ CT 入門の参加者は，結論とその前提（根拠）を見つけ，整理して示すこと（A グループ）

に取り組むのか。大学生であれば，改めてCTで学ばなくとも，論文を読み，そこから結論と根拠

を指摘することくらいできる。そう思われる読者も少なくないだろう。これに関して，現在の大学

では，論文からそうすることもままならない学生はけっこうな数いると言うことも，答えのひとつ

である。しかし，本論はそのことを重視するからアーギュメント（結論とその根拠）の特定に力を

入れるのではない。 

 普段の会話，マスメディアやインターネットでの気になる他人の発言，自分の納得の行かない思

い，腹が立つ相手の言い分，将来の職場の臨床推論等，これらは通常，学術論文のように整理され

ているものではない。しかし，我々がCTを発揮するとよい場面は，論文の読解や批評の時だけで

なく，むしろこのような日常生活や将来の職場にこそある。主張や信念を緩める，つまり「開く」

思考としても，主張や信念を「根拠を持って絞る」思考としても，CT が実践できる，その第一歩

としてアーギュメントの特定の意識と実行は重要である。 

 日常生活での自他の生や知のありようを反省する時にクリティカルシンキングは有用である。そ

のひとつが，曖昧さや混乱や偏りの多いものからも必要な場合にはアーギュメントを特定すること

である。さらに言えば，そうした日常の中で結論と前提（根拠）を特定する手前で，すでにCTの

実践になっているのは，問いとその問いに答えとして対応する意見を自分自身で発見することであ

る。あなたがある意見のことが気になるとしよう。アーギュメントの視点で大きく分けると，意見

には結論と論証部がある。その時，それは何の問いに答えた意見なのかを整理する。そして，根拠
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に関係なくその結論が気に入らないのか，それとも根拠がないことや，根拠が結論を正しく支えて

いないと思えることが納得行かないのか，それらも意識しつつ，言論を整理して考える。これらの

CTで，問いと結論と前提（根拠）の１セットが明確になる。CT入門の参加者は，まずこのことの

習得を目指すとよい。 

 また，クリティカルシンカーは，言論におけるキーワードが十分に明確であるかという視点から

の考察（Bグループ）に取り組む。「医療と社会【後期】」の授業計画（金沢医科大学）には，数々

のキーワードの明確化のための授業内容が記されている。「制度とその利用に関して，正しいとは

どういうことか」，「医療行為とは，どういう行為か」，「ニーズ」，「市場化」，「平等」，「健康格差」，

「規制」，「介入」，「エンハンスメント」，「ケア」，「Quality of Life」，「社会医学」，「グローバル化」

等。医学部の専門の授業では，これらキーワードのひとつひとつを逐一批判的に分析することや，

文脈や視点を変えてそれぞれの意味等を吟味することに時間を割いていては学習を先に進めるこ

とができない，そのような事情で，「早まることなく，細部にもかかわって，複数の視点で」キー

ワードを明確化するというプロセスが省略されることは致し方ない。CT はその思考の特徴を生か

し，学校のカリキュラムの中でこういうキーワードの明確化を実践する。 

 学生は，常に一人でこのキーワードの明確化を行なう必要はない。むしろ，ピア（学生どうし）

でそれに取り組むことは有意義である。一例を挙げると，同じ言葉が使われていても，ある学生と

他の学生は異なる意味を念頭に置いているのかもしれない。このことがわかる経験は重要である。

また，教師やCT実践の豊富な者がこれの手本を見せることはあってよい。それが，領域限定の専

門準備の授業（「医療と社会」はその一例である）もしくは専門の授業における CT の講義の一部

を形成し，さらにそうした理解と対話を通して皆で考えるという手法もありうる。１年生に加え，

２年生以上のカリキュラムにこうした内容も含むCTを一部入れることは，医科大学であれば，基

礎医学・医学教育・臨床医学とCTの連携によって，限られた教育資源を有効に生かす一形態にな

るだろう。 

 付言すると，一年生前期の「クリティカル・シンキング」の授業計画では，第４回授業の「自由

と強制」がキーワードの明確化の細目として挙がるだけであるが，このことにはどのような意味が

あるのか。簡潔に言えば，15回の授業全体を通じて，相反する一組のものに思われる「自由と強制」

を複数の視点でひとつひとつほぐして問う。それが，学生の最初のクリティカルシンキングに適し

ているからそうするのである。第4回はその中心の回という位置付けである。 

 まとめよう。結論とそれに対応する問いの発見，結論とその前提（根拠）の特定，キーワードの

明確化，これらがアーギュメントに注目するクリティカルシンキング入門の初めの取り組みであり，

ある程度ひとがCTをわかるまでに何度もそれに立ち返るべきことである。その実践こそクリティ

カルシンキング入門のひとつの要であり，すでに重要な達成である。 

 ここまでのことを聞くと，アーギュメントに注目するCT入門はずいぶん簡単に思えるかもしれ

ない。しかし，この問いと結論と根拠を明確にすることができるためには，以下のような問いの立

て方も知らなければならない。たとえば「質問」に関して。それはどういう種類の質問か。いまこ

こで問うのに適切な（種類の・規模の）質問なのか。どういう状況・文脈で誰がどのようなひとに

向けてその質問をしているのか。「問いと結論と根拠の組み合わせ」に関して，それは問いに適切
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に答えるものになっているか。結論・主張を支えるための根拠は示されたか。結論は，論証によっ

てどの程度確かに支えられているか。そして，意見・論述に隠れている前提はないか。 

 こういう疑問を持つこと。そして，実際にそれらの疑問に沿ってアーギュメントを特定し，キー

ワードや前提を明確化し，アーギュメントの評価を進めること。それによって，問いと結論と論証

の特定により良く取り組めるようになるのである。このことは，時間のかかる，そして，時間のか

けがいのある取り組みである。そして，これを理解した者どうしは，推論評価に絞った学習経験が

わずかでも，互いの論述を批評する実習に取りかかることができる。また，自他の推論の評価につ

いても少しずつ考えるようになる。 

 それでは，アーギュメントに注目するCTの実習【Cグループ】のために，AグループとBグル

ープの学びに加えて，他にどのような準備があればよいのか。筆者が「紙上対話」や「ピアCTコ

メント」の実習に関して，学生に，これまでどのような話をしたかということを共有することで，

これについて考えよう。 

 

■ 実習：紙上対話（ペンネーム使用）13 

 

 用意するものは，A３用紙１枚である。授業参加者がここで実行することは，以下の３つである。 

 

１ 最初に，著者が「著者のペンネーム」と「必ず問い（疑問文）を含む話題」を示し，意見や疑

問，話題に関して気づいたこと等を詳しく記す。これによって，A3用紙の左頁がある程度埋まる。

＊ペンネームの登録の機会は別にとる。 

 

２ つぎのひとは（著者の文章が記された状態で，ランダムに配布された）用紙を受け取り，CT

を生かし，それをよく読み，よく考え，「第二著者（ペンネーム）」となって，自分の意見，最初の

著者の書いたことへの質問等を記す。 

 

３ ２と同様に，三人目が（二人の文章が埋まった状態で，ランダムに配布された）用紙を受け取

り，「第三著者（ペンネーム）」となって意見等を記す。これによって，ひとつの「紙上対話」が完

成する。 

 

【補足a】 

 著者がどのような問いを提示するかは，無条件に任意とする場合と，「第◯回から第△回の授業

内容に関連するものであること」という条件だけ付けて任意とする場合がある。「見当がつかない

ひとは，下記の例題をヒントにするのもよいと思います」というような配慮もあってよいだろう。

また，この紙上対話は，アーギュメントを整えることや長文を書くことを常に重視するのでなくて

よい。筆者は，短く試しに書いてみる，ちょっと文通みたいな気分で書いてみる，そういう使い方

も許容している。 
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【補足b】 

 筆者は授業担当者として，このA3 用紙に「後の授業でほかの学生がこれを読み，考えます。で

きるだけ読みやすいように書いてください。ていねいに字を書くこと以外にも，薄い字にならない

筆記具を用いること，文章が分かりやすいこと等も気をつけてほしいところです。具体的な状況の

描写があったほうが分かりやすいと思えば，それも書いてよい。」という添え書きをしている。 

 

 筆者の経験から言えば，多くの学生はこの紙上対話で，著者の書いたことを非常にていねいに，

好意的に読む。第二著者や第三著者は先行する著者の本気の疑問と考えを読み，それらに応えるの

に，相手の考えのよいところをていねいに確認する。そして，そのことと，自分の考えや疑問をで

きるだけ明確に表すこと，この二つに自分の論述の多くを費やす。 

 相対的に，最初の著者の文章を評価の視点で吟味することや厳しいCTコメントの割合は比較的

小さく，それらがまったくないひともいる。この実習を実施し始めてしばらくの間，筆者は，この

ことが心配や不満の種のひとつであった。筆者が当時，CT の進度や授業計画のほうから考えがち

だったこともその理由である。しかし，そうではなく，まず，他人の言論を受けて自分の疑問や考

えを詳しく記すように歩みが進むこと，その場で生じている複数人でのCTのありよう，紙上対話

から得るひとりひとりの実践経験や変化等に目をやれば，上述の学生の実践はすでに十分意義のあ

ることである。 

 また，筆者はこれまでに，紙上対話が最初の著者の元にもどってきた時の経験について肯定的に

語る学生が多いことを知った。教師は一回ずつの実習等を，個別に閉じたものとして，その実習で

ひとりひとりの学生にどの程度の達成があったかという視点を重視して判断しがちである。しかし，

紙上対話に取り組んだひとは，その経験から，各回の到達度に関係なく，アーギュメントに注目す

るCTの喜びとそれの継続参加への動機を得ると思われる。また，紙上対話に関しても，書かれた

疑問を他者の本気の問いのひとつだと受け止め，考え，答えようとする「クリティカルシンカーど

うしだ」という環境が，対話とクリティカルシンキングを促す。 

 

■実習：著者の詳しい論述に，複数人のコメント係が CT コメントを加える「ピア（同僚）による

CTコメントワーク」と，著者によるリライティング 

 

 用意するものは，A３用紙１枚とステープラーである。ステープラーは，つぎのことをするため

に用いる。すなわち，著者は A4 用紙に詳しい論述を書いて持参する。それを，A３用紙の左半分

にステープラーで止める。残りの右半分に，各コメント係はコメントを書く。複数人のコメント係

がいるから，二人目からはA4 用紙にコメントを書き，それを重ねて止めていく。詳しい論述の著

者は，コメントを参考に改良した論述（リライト版）を，左頁のもとの論述に重ねて止める。コメ

ント係がここで集中的に実行することは，以下のことである。 

 

０（これは準備であり，所定の用紙とは異なる各自のノートを使って実行する） 「問いと結論の

対応するものどうし」を整理し，列挙する。  
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１ アーギュメントの特定と評価の視点から吟味する。「ここが感心した」，「ここが良い」，「ここ

は直すほうがいい」，「ここは改良の候補だと思う」，「ここはわたしには理解しにくい」，「問いと結

論が合っていない」，「この結論の根拠が見当たらない」等，できるだけ具体的にコメントする。 

 

２ 「このキーワードをもっと明確にしてほしい」，「◯◯という前提が（隠れて）明示されていな

いのが気になる」，「これはバイアスかな」，「四分割表で考えるとここの考察が抜けているのかな」

等の気づきもCTの一部である。整理し，必要なことは遠慮なくコメントする。 

 

【補足 c】 

 コメント係のCTコメントは，著者が最初の原稿から改良した論述（リライト版）を最終提出で

きることにつながる。筆者は授業担当者として，評価の一項目「論述の質」に関して，リライト版

を重視して採点することも，学生に事前に伝えている。また，論述作成の段階（草稿段階）で多く

の気づきや複数の視点を持てることは，「早まらず，複数の視点で，細部にもかかわって，じっく

り吟味して考える」CT の取り組みとして奨励されることであり，最終提出するまでには切らなけ

ればならない箇所も出ることはわかったうえで，いろいろ書き，PC 等にそのつどのバージョンを

残しておくのがよいということも，助言する。 

 

【補足d】 

 著者がたくさんのCTコメントを読み，最終的に提出する論述にすべてを反映しなくてはならな

いと感じることがある場合，つぎのような助言をすることがある。すなわち，「あれもこれも少し

ずつ書くというのではなく，ここで論じられるとよいことの中でアーギュメントを重視したあなた

が十分に扱える論述に絞って明確に書くことが重要だ。また，パラグラフ・ライティングを心がけ

よう。そして，本文の後に，残された課題やもやもや考えていることというタイトルで，アーギュ

メントで詳しく論じられなかった問いやテーマを添え書きすることも，CT のこの実習では認めて

いる」ということである。 

 

 ここでひとつ，筆者がまだ答えを出せない問題がある。すなわち，以下の諸問題に関して，教師

は事前に学生にどのように伝えるのがよいか，そもそもそれは事前に全てを教師から伝えるもので

はなく，教師も含め参加者どうしで話され，考えられるのが良いことであるか，そういう問題であ

る。具体的にどのようなCTコメントが考えられるか。匿名の紙上対話と違って著者名とコメント

係の氏名を明かしてワークを行なうことの利点と難点は何か。コメント係に関しては何を評価の対

象とすればよいか。 

 また，この実習の目的について詳しく，学生はどのようにして知るのが良いのか。教師は，事前

にそれを詳しく伝えるべきなのか。たとえば，この実習を通して学生はつぎのような学びや成果を

感じるかもしれない。他者からのコメントを聞いて改良のチャンスがある。準備段階を経て改良し

たものが正式に評価される。時間をかけた複数人でのCTのかかわりによってさまざまな違いや共



 
 

「クリティカルシンキング入門は，何をすることなのか（1）」 

 

47 

通性を実感することになる。そういう経験を大学一年生からすることは，学生・研究生活でも将来

医師としての生活の中でも生きてくると想像する。その一例だが，論文の草稿段階で，また，患者

やその家族に大事なことを伝える前の医療者チームでの話し合いの場で，このようなピア（同僚）

によるCTコメントをし合うことを重視することにも，この実習の経験はつながるのかもしれない。 

 これらの疑問に関して，筆者は，本学にクリティカルシンキングの授業が導入された初年度（2015

年度）の授業では，コメント係の心得に関しても実習の目的に関しても，ハンドアウトで詳しく考

えを伝える形をとった。しかし，それがベストであるのかは検討中であり，今後の課題とする。 

 授業参加者がクリティカルシンキングの実践からどのような意義や目的を重視したかというこ

とに関して，前の1-3で論じたように，教師があらかじめ実習に際して提示した目的にそれらが沿

っているかということを厳格にとらなくてよい。また，何をどう配慮するか，何を重大だと理解し，

何に勇気を発揮するか，自分たちでどのような場を開こうとするか，それらに関してクリティカル

シンキングを実践することも有意義であり，率直に言えば望ましいことである。そうだとすれば，

参加者どうしで話され，考えられるのを待つべきだと言えるだろう。 

 筆者は，「あなたはこの実習からどう感じ何を思ったか，実習がどうだったらもっとよいだろう

と考えるか」を参加者から聞くことにしている。本学での最初の数年間の学生の声は，これの脱稿

後に聞くことができるから，それについては本論と別に報告する予定であるが，少なくとも教師が

こうしたことも検討課題だと理解すること自体，クリティカルシンキングの実践のひとつである。 

 本節まででは学生の学習の評価を主題としないから，ここで詳しい検討はできない。ただし，ピ

アによるアーギュメントの批評を含む紙上対話や相互的な CT コメントの機会を設けることには，

一人一人を切り離した作業やスキルの個人ごとの評価を難しくする面があることは，ここに記して

おこう。しかし，評価の基準や視点を複数用意し，手間を惜しまずに評価にかかわれば，それも対

応できることである。また，CT 入門では，個人個人を切り離したものとしてではなく複数人での

CT によって一定の効果があれば，それは教育としても十分良い，そう言える領域がかなりあるこ

とを知ることが重要であると，筆者は考えている。これについては，後に詳しく論じよう。 
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注 
 
1 楠見（他）編[2011]  
 
2 伊勢田（他）編[2013]  
 
3  日本の学校生活でよく見られる学生のCTへの消極性について，CTを得意とするひとは「すごい人だけ

れど，友達にはなりたくない」（楠見（他）編[2011]，p.47）という心理に注目することや，日本の学校で

は「社会的CT」を重視するのはどうかという提案は，たとえば以下の文献にある。元吉忠寛[2011]「批判

的思考の社会的側面−−−−批判的思考と他者の存在」，楠見（他）編[2011]，pp.45-65 
 
4  中央教育審議会・大学分科会・制度・教育部会[2008]「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」，

これは文部科学省ウェブサイトで閲覧した。http://www.mext.go.jp 最終アクセス日2016 年1月28日 
 
5 たとえば，つぎの本は，初学者にもこれからCTの授業担当者となるひとにも勧めたいものである。E.B.
ゼックミスタ，J.E.ジョンソン[1996]『クリティカルシンキング《入門篇》』，宮元博章・道田泰司・谷口高

士・菊池聡（訳），北大路書房 
 
6 伊勢田哲治[2005]は，哲学系CTの基本を学ぶのに行き届いた良書である。筆者はこれを哲学系CTの自

習書の筆頭として大学生に勧めている。しかし，学生からはこの本も一人で読み通すのが難しいという感想

をよく聞く。その難しさは何か，それを考えることは，筆者がCTの入門授業を考案する際に重視している

ことのひとつである。戸田山和久[2012]は，「論文の教室：レポートから卒論まで」という書名の通り論文

執筆準備の本だが，哲学系CTを活用した論述を実行するのに必要なことの多くを，この本から学ぶことが

できる。伊勢田，戸田山，両氏が編者に加わっているCT学習書に，伊勢田（他）編[2013]がある。 
 
7 数少ない実践報告及び考察のひとつが，青木滋之[2011]「科学哲学の授業でクリティカル・シンキングを

どう教えるか−−−−授業実践からの報告−−−−」（『名古屋高等教育研究』第11号）である。また，この面でも，

伊勢田氏はパイオニアである。伊勢田哲治[2011]「育成事例③ 科学技術と社会をつなぐ哲学的思考法」，

楠見（他）編[2011]，pp.169-77 筆者は，日本哲学会第 75 回大会（2016 年５月・京都大学）の哲学教育

ワークショップ「哲学対話とクリティカル・シンキング」で，金沢医科大学でのCTの入門授業を中心に実

践を報告し，CT入門についての考えを発表する。 
 
8 これに関して筆者は，哲学・倫理学系学会に限っても，下記の実践報告・ワークショップを開いてきた。

当時は特に CT の入門授業と限定していなかったが，内容的にそれとつながりの深いものである。 安彦一

恵・菊地建至・壽卓三[2009]「「哲学教育」について−−−−「知」の問題の観点から」，応用哲学会第1回大会，

京都大学。 田村公江・菊地建至[2009]「教養教育としての倫理学（倫理学系科目）において，何をどう教

えるのがよいか」，日本倫理学会第 60 回大会，南山大学。 田村公江・菊地建至・高橋綾[2010]「教養教育

としての倫理学（倫理学系科目）において，何をどう教えるのがよいか 2」，日本倫理学会第 61 回大会，

慶応義塾大学。 江口聡・菊地建至・三谷尚澄・相澤伸依[2012]「大学授業運営を考える」，関西倫理学会

2012年度大会，信州大学。 久保田祐歌・菊地建至・齊藤安潔・三浦隆宏[2013]「哲学を専門としない学生

に，哲学の〈面白さ〉をどのように伝えるか？」，応用哲学会第5 回大会，南山大学。また，関西倫理学会

2014 年度大会シンポジウム「道徳の教育 その可能性と不可能性」では，シンポジストの一人として「学

生と教員が道徳的に考える機会や場を作り続けるために」を発表した。 
 
9 筆者が関わっているp4c–japan のウェブサイトは下記からアクセスできる。http://p4c-japan.com/ 
 
10 J.S.ミル『自由論』，塩尻公明・木村健康（訳），岩波書店，1971 年，pp.35-7,107-8 
 
11 たとえば，道田泰司[2015]「社会科教育/市民性教育/平和教育−−−−多面的に考え，公正に判断する」，楠見・

道田（編）[2015]，pp.140-5 
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12 菊地建至[2015]「学生と教員が道徳的に考える機会や場を作り続けるために」，関西倫理学会『倫理学研

究』第45号，pp.31-41 
 
13 この紙上対話の方式は，下記の本の「先生のための付録 サイレントダイアローグ」から発展させた。 
シャロン・ケイ，ポール・トンプソン[2012]『中学生からの対話する哲学教室』，河野哲也（監訳），玉川大

学出版部，pp.154-5 また，筆者は大学生の場合，この「紙上対話」実習ともうひとつ紹介する実習「ピア

CTコメント」の両方を経験することが肝要だと考え，大学のCTの入門授業の授業計画には必ずこれらを

１セットで入れている。 
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