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これからのクリティカルシンキングの入門授業は 

何を重視するのが良いか 

 

菊地 建至（金沢医科大学 講師） 

 

 それでは始めたいと思います。菊地と申します。よろしくお願いします。 

 私が皆さんにお配りしているのは，きょうはＡ３，１枚だけです。ただ，それに先立って，

いわゆる論文というほどのものではないのですが，授業報告のような20ページほどのものをメ

ールで送らせていただきました。今日のとじ資料で言うと，別添資料という一番分厚いやつの

冒頭に私のものを置いてくださっているようで，１ページから21ページまでがそれです。発表

のときに「そこを見てください」という機会は二度ぐらいしかないですけれども，ここら辺に

書いてあることですというときには参照してくださればと思います。それ以外のときは手元に

Ａ３を広げておいていただければ，それで十分かと思います。 

 まず，タイトル「これからのクリティカルシンキングの入門授業は何を重視するのが良い

か」ということで掲げましたとおり，ある意味では非常に小さなテーマです。さっきの河野さ

んのような歴史を長くとって考えるということもなければ，恐らく情報量も３分の１ぐらいの

ものだとは思うんですが。ただ，ミクロな部分というか，細部というものをじっくりやるとい

うことを私自身は大事にしていて，そこから皆さんそれぞれが広がりをもって使っていってく

ださるということは可能なはずだと思っています。 

 「これからのクリティカルシンキングの入門授業は何を重視するのがよいか」ということで，

真ん中の「クリティカルシンキングの入門」というところを，ハンドアウトあるいは論文では

扱っているんですが，先ほどの河野さんの話も聞きながら，あるいは皆さんの自己紹介も伺い

ながら，その両端のところをちょっと前段として５分ぐらい話したい。つまり，「これからの

授業は，何を重視するのがよいか」という話です。 

「クリティカルシンキング」とか「哲学することの教育」ということにこだわらずに，そも

そも大学の授業は何を重視するのがよいかということも含めての話です。 

 これは先ほど，私が自己紹介を軽くさせていただいたときに言ったことにも関係があります

が，私自身は常勤という形で働き出したのは実はまだ１年です。年齢は今47ですから，そうい

う面で言うと随分と遅い大学教師デビューだなと思われるかもしれませんが，それに先行する

こと16年ぐらいは，ほぼ毎週10コマ以上の授業をやっているような形でした。つまり非常勤講
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師をひたすら続けていた。無論，無能だからずっと非常勤講師だったという面もゼロではない

と思いますが，どちらかと言うと，フリーでいたいというか，ひたすら学生と考えるというこ

とだけやりたい，もしかしたら60までそれでも人生はいいんじゃないかぐらいに思っていたも

のですから，ずっと非常勤でした。とにかく数はたくさんやりました。 

 そのとき，いろんなところから「授業のことを教えてほしい」とか，あるいは「教育実践の

ワークショップをやってくれ」とかという機会が増えてきて，ただ，そのとき，ちょっと僕な

りの違和感がありました。こちらが今熱心にやったり，取り組んで重視していることと，ワー

クショップに参加したり教育に関して考えていらっしゃる多くの方が関心を持っていることが

実は合致していないんじゃないかという思いを持つこと，つまり期待されていることと違うこ

とに自分は今すごく力を入れてやっているんだけどな，ということがありました。 

 それは何かと言うと，単純に私に声がかかるのは，授業がうまい先生らしいということで声

がかかる。確かに，最初の非常勤の５年間ぐらいはうまい授業ができる教師になって，仕事も

たくさんもらいたいし，もちろん学生の喜んでいる顔も見たいし，だから授業がうまい教師に

なることを頑張りました。 

 ５年もやると，それは確かにいろんな工夫ができて，そして自分なりのテクニックも上がっ

ただろうし，学生とのかかわりも洗練されただろうし，うまい授業ができるようになって，注

目されて，有り難いのですが，もうその頃には，最初の５年ぐらいがたったときには，別にう

まい授業というのがそんなに大学で大事なことではないんじゃないか，本質じゃないんじゃな

いかと思うようになりました。 

 そのときに，私自身は，教材から作り直さなきゃいけないというふうに考えたわけです。結

局，それで時間をとられるから就職活動なんてやっていられないみたいな感じになっちゃった

という，路頭に迷うきっかけでもありましたが。大学教師最初の５年間はどちらかと言うと，

自分の持っている専門の知識をかみ砕いて，今の学生に伝わりやすい，まさにうまい授業，こ

のときにはあんまり準備の時間がかからないわけですが。そうではなくて，それ以後に重視し

たことは，学生の経験とか市民の生活の中から教材を取り上げていくというか，作り上げてい

くという作業，これを重視するようになったわけです。 

 例えば学生の困難とか，ある種の市民の生活での，いわゆるしんどさみたいなこと，あるい

は私自身が後でも話をするかもしれませんが，もともと母方の祖父母は両方とも目が見えない

ひとで，その視覚障害で鍼灸
しんきゅう

，鍼
はり

とかあんまというのを仕事にしていたものですから，若い

職人を家に置いて生活したりという，そういうこともありましたので，そういうことも含めて，
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マイノリティーのひとの生き方と制度の関係とか，そういうこと自身がすごく身近な。僕から

すると，それはパブリックな問題というよりは，どっちかと言うとプライベートな問題。自分

自身の非常にプライベートだったり，親密圏の中の問題が，ある意味で言うと困難であったり

しんどさであったり，そしてそれは別に障害がある人だけの話じゃなくて，どうも学生もよく

似たような共通した，つまずきや困難を持っているらしいということを，結構早くに気づくよ

うになったんだと思います。 

 そこから授業を作れないか。それが哲学的だと言えるような，あるいは哲学の私が専門にし

ているようなことが生きるような，そういう授業が作れないかということで，そこからもう10

年はひたすら自分自身で。先ほど，河野さんのお話にあったようなテーマの言い方で言うと，

結構共通しているなと思っていたのは，例えば専門知識と教養との関係は，専門家集団と市民

社会のように循環的でなければならないと言い方をなさっていたり，ある種の市民性からの分

離というものが問題だとおっしゃっていた。その辺のことが，私自身はどちらか，そういう大

きな社会としての市民社会とこちら側に専門家集団というマクロな目ではないです。どちらか

と言うと地べたというか，非常に日常的な自分のたまたま置かれた状況や生きてきたところか

ら。でも，それは私の専門性とつながっていくはずだし，逆に専門性を見直すことになるはず

だと。 

 そういうような流れの中で，私自身は哲学研究というのを，しばらくは学術論文も書かなか

った時期があったり，サボったりした時期もあったわけですが，そのかわりに今だと哲学プラ

クティスと言われるようなものであったり，哲学と市民のつながりというものを非常に強くす

るような実践研究みたいなことを重ねるようになりました。 

 そのあたりのことというのは，結局，私が授業をやっていても，あるいは大学の中で働いて

いても，勘のいい人にはだんだん気づかれるようにはなってくる。でも，多くの人は先ほど言

ったように，菊地の授業はどうも学生の人気があるらしい，あの授業は多分面白いんだろう，

でも，面白いだけで中身が軽いだけだろうぐらいに思われるところも結構あった。 

 そんなことはなくて，結構，学生はその場で私の授業のレポートを書いたりするのは自分を

さらしながら書いたりするので，結構つらかったり重かったりすることだと思うけれども，い

ろいろ真剣に，本気で取り組んでくれているというふうに思っています。 

 先ほども言いましたが，私自身はまだ常勤になっては１年ですが，その大学でも次の４月か

らは「学生相談の仕事もやってほしい」というふうに言われていたり，あるいは低学年，私の

ところは医学部なので，低学年強化教育といって，簡単に言うと授業や大学の人間関係などに
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ついていけない１年生，２年生というのが出てくるので，「そういう人のフォローの授業をや

ってほしい」とか。結局，それは単に100人相手の通常の授業が上手だなということではなく

て，恐らくそういう面で言うと，何らかの困難に遭遇しているひとと哲学をやっている菊地は

相性がいいようだということを見てくださっているからかなと思っています。そういう私がや

るクリティカルシンキングであるということがあります。 

 本題というか，そちら側に入ります。日本のクリティカルシンキングの導入でいうと，実は

ここにいらっしゃる，我々・哲学とかよりも，どちらかと言うと教育学とか心理学とか，そう

いうような方向の方が熱心にクリティカルシンキングをやってくださったり，あるいは看護，

今，私は医学部にいるという話をしましたが，医師よりは看護教育の方がクリティカルシンキ

ングに随分前から熱心であったりとか。哲学系でクリティカルシンキングをやっている人は主

にどういう人かと言うと，科学哲学と呼ばれる領域の人が多いんです。先ほど言ったような私

のある種の素性というか，そういうものからすると，科学哲学ということとはちょっと違う種

類のクリティカルシンキングだろうということを想像していただけるかなと思います。 

 どういうタイプのものか，細かいことは論文の方に書いていますが，ハンドアウトの方を見

ていただきたいと思います。右側に私のクリティカルシンキングの授業計画というものを書き

ました。それを三つぐらいの部分に分けながら，順にフォローしていく形でこれからのクリテ

ィカルシンキングの入門授業は何を重視するのがよいかについて話をしたいと思います。 

 ［授業計画の一つ目の部分］第１回から第５回までざっとありますが，見て，すぐ思いつ

くというか，感じられるかもしれないことは，随分ゆっくりやるんだなということかと思いま

す。例えば第２回授業というのは，これはもちろん90分（本学の時間割に合わせて正確に言う

と110分）かけて，「自分の気づきや思いや疑問を率直に言葉にする」，これだけで90分です

かと言えば，そうなんですということです。あるいはその次，「結論と根拠を取り出す，特定

する」。例えば論文とか国語の時間みたいに文章を並べて，そこから結論，根拠を取り出すだ

けで90分やるんですかと言われりゃ，そうなんですということになります。ただ，この場合，

もちろん今言ったような読み物資料から，結論，特にきちっと整えられた論文みたいなものを

読ませて，結論，根拠を取り出すというわけではなくて，どちらかと言うと，あなたが周りの

人とか保護者とかいろんな人に言われて納得いっていないこと，もやもやしていることをまず

１回書き出してみよう，その書き出したことを結論と根拠という形で書き直してみよう，そう

いう作業です。 
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 また，友達何人か，グループで話をさせて，まだ腑
ふ

に落ちないということがある。その人に

とにかく「結論は何なんだ」と聞いて，その結論をまず書いたら，それに対して何種類の根拠

の立て方ができるかやってみようとか，そんなことをやっているうちに90分なんてあっという

間だということなんです。 

 そういうことで，結局は，第２回は今言った気づきや思いをまずは言葉にする。その次は結

論と根拠という形を確定していく，特定していくという作業をする。その次はキーワードを明

確化する，あとワークみたいな，そういうふうな流れになっています。 

 さて，最初の第１回ガイダンスと率直に言葉にするということに関して一つ，３分，５分，

お話をしたいと思っていますが。率直に言葉にする，これがそもそもできないひとが多いから

というところがあるわけです。先ほど，河野さんが問題の発見というお話もなさっていました。

薄々は問題を自分で知っている。それはみんなあるわけです。自分の中で腹も立っているし，

納得いっていないし，けれど，それが人と共有できるような言葉にできるとか，書けるという

こととはすごく段階があるというか，わかりやすい言い方でいうと，ブレーキがいっぱいある。

それは他人に対して書けないとか，言えないというだけではなくて，自分に対しても素直にそ

れが問題だと認めたくないみたいなブレーキもいっぱいある。 

 それがそもそもまず書ける，言える，あるいは書くこと，言うことが結構，自分にとっては

ある種のカタルシスになったり，楽しいとかいう経験になるような，そういうための授業とい

うのを最初の２回をかけてやります。そこでやるときに強調していることというのが，きょう

のハンドアウトで言うと上の二つの黒丸のところです。 

 二つ目の黒丸からいきたいと思います。左側の二つ目の黒丸に私はこう書きました。クリテ

ィカルシンカー同士では，問うこと，あるいは質問がありますと言うことが，早まって修辞疑

問とか反発のあらわれとして片づけられることはない。自分やほかの参加者が本気で問うこと

にみんな，好意的にかかわってくれるんだということを，授業で強調します。まずそれを信じ

てもらわなきゃいけないという。これでほぼ２回の授業。 

 この先生は，例えば学校の勉強を何でしなきゃいけないんだなんかの問いもそうだけれども，

言ったってちゃんと聞いてくれる，あるいは話し相手になってくれると思わないと，書かない

わけです。あるいは大学というのは小中高とはちょっと違って，クラスというのはあんまりな

いのでやや自由かもしれませんが，それでもやっぱり部活のこととかいろんなことがあって，

この授業の中ではある意味，ちょっと自分を解放してもいいという気持ちになりかけても，

「後であの子に会うよな」とか「後であの話を引っ張り出されたら嫌だな」とか思うと，やっ



 6 

ぱり無難なことしか話したくないとか書かないとかということが起こりやすいので。我々がこ

こで作っているいわゆる環境や仲間というのは，こういうタイプの仲間なんだということを理

解して，信頼して語り合える状況になってもらうというだけで，２，３回の授業が必要だとい

うことになります。 

 どういうようなものかというのは，今もそこに書きましたが，一番典型的にわかりやすいの

は自分の質問が「修辞疑問」じゃないと受けとめてもらえるということは，それだけでも随分，

関係が変わります。修辞疑問の説明はしなくてもいいと思いますが，学生さんがよくこの話を

した後に感想として語るのは，「自分の人生，何で質問ができないのかと思ったら，今まで質

問というのは相手に対しての抗議だとか反発だとか抵抗だとか，そういうふうに受けとめられ

て，まともに疑問に関して一緒に考えたり，答えをもらったことがない。生意気だとか，そん

なことを考えている前に手を動かせとか，いわゆる，ちゃんと探求の素材になるような問いだ

というふうに受けとめられた経験がほとんどない」ということ。 

 大学生も，だからそれが癖になっていて，友達が「何で？」とか「どう思う？」とかせっか

く聞いてくれても，やっぱりそのことに対して，こいつ，俺が嫌いなのかなとか，もう会うの

が嫌だという話かなとか，そういうふうに修辞疑問的に受けとめてしまう。そこをそうじゃな

くて，クリティカルシンキングとか哲学というのは，普通に考えたらちょっと突拍子もなく思

うかもしれないし，何でそんな細かいことをと思うかもしれないことも，本気の問いとして一

緒にかかわる，そういうものだし，ここの授業，クリシンの授業というのはそういう場所なん

だ。クリティカルシンカー同士というのはそういうかかわり同士なんだ。そのようなことを得

心してもらうということが，最初の２回の授業ということになります。 

 こういうことを時間をかけてやろうというふうに思うようになったのは，先ほど言ったよう

に，自分自身が教えたい専門の教材とか題材があって，それをかみ砕いて伝えるとかという方

向ではなくて，何を今，私はここで学生と考えるのかということに関して，常に学生の側のつ

まずきとか困難とかいうようなことに，言ったら材をとるとか，あるいは関心を向ける，それ

について学生と話す，ということをやってきたから。こういう方向の授業になっているんじゃ

ないかなとか思っています。 

 そしてそれは別に私がそういうタイプだというだけではなくて，哲学教師とか哲学にかかわ

っている人というのは，元来そういうものだという気がします。 
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人と話したり，その人の様子を見たりしながら，そこから，まさにその態度や対話の中から

考え始めて，それから主題をつくって，そしてまた共有して考えるという作業をするのが哲学

者なので，恐らく，そういうことには全般的に哲学教師は向いている。 

 悠長ですけれども，ある意味で。そして，例えば決まった授業内容を確定してシラバスに書

くなんていうことが非常に難しい。哲学の場合はそういう側面もあるわけですけれども。でも，

クリティカルシンキングという形でならある一定の，題材はその都度，変わるだろうけれども，

取り組むべきワークとかテーマに関してはある程度，計画を立てることができるということで，

私はクリティカルシンキングではそれをやっています。 

 ［授業計画の二つ目の部分］それが今，第１回，第２回のところでした。その後，第３回

から第８回というのはほぼひとまとまりの授業です。これがいわゆる一般に思われるクリティ

カルシンキングのシンキングの授業内容だろうとは思います。つまりアーギュメントを確定し

て，そして心理学を使ってバイアスなんかに気づいたり，いろんな形で，いわゆるミスをチェ

ックしていくというような，そういうワークです。 

 そういうものも第３回から第８回で入れていきますけれども，それもその都度，どちらかと

言うと，題材は学生の側から出てくるような題材を使ってやるんだということになります。そ

してそのとき，私が学生にキーワードとして伝えるようにしているのが左側の黒丸三つ目と四

つ目です。 

 開く思考と絞る思考という言い方をしています。「開く思考」というのは三つ目の黒丸にあ

りますように，クリティカルシンキングの場所はこれまでの信念や常識に捉われず，開いて考

え，語ることが歓迎される場所です。これは学生にそう伝えているということですけれども，

基本的に自分自身が持っている信念，あるいは常識だと思っているようなこと，ここをまず緩

めないと始まらないということで，緩める作業というものを，開くというふうに伝えています。 

 クリティカルシンキングはややもすると，ある種の練習帳的なクリティカルシンキングのイ

メージですると，この開くこと抜きに，今自分が持っている意見があって，それをディベート

に勝てるようにより洗練させる，そういうようなことでも別にクリティカルシンキングの授業

自体はできるわけですが，それだったら哲学者がやる必要は余りないだろうと私自身は思って

います。 

 やはり今，自分が持っている主張とか信念，あるいは前提というものを勇気を持って緩める，

開いていく，そこをまず第一歩に置いてから，次のステップ，絞るという作業があるんだ。開
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くことがなくて，ただ強く，力強くということではなくて。一旦開いたところで，今度は根拠

を持って，一定のものを排除して，こちらのものを選ぶという「根拠を持って絞っていく」。 

 その根拠を持って絞っていくという作業に関しては，従来型の心理学であれ，ロジックであ

れ，クリティカルシンキングが持っているツールがたくさん役に立ちますので。開く作業のと

ころでは，そういうものよりは，どちらかと言うとプラクティス的な，あるいは哲学対話的な

ものの方が得意にしているところなので。両面生かしながら第３回から第８回のワークをして

いるというふうに言えます。 

 ［授業計画の三つ目の部分］それと第３回から第８回は講義でもありますけれども，授業

計画の三つ目，「実習」というものもちょこちょこ間に挟みます。第５回と第９回，前半８回

まで終わった第９回に入っています実習というものをやっています。実習に関しては，詳しく

は資料16ページ，17ページを開いていただくと，二つの実習の手掛かりみたいなものが書いて

あります。ごく簡単に説明します。 

 16ページの実習は紙上対話，ペンネーム使用というふうに書いてありますが，これは私が発

案したものではなくて，河野さんも翻訳なさったポール・トンプソン(2012)『中学生からの対

話する哲学教室』（玉川大学出版部）の付録にあったものを私が大学生向けに改めたというも

のです。非常に単純で，これ，一枚の白紙を今皆さんに見せていますけれども，Ａ３の紙の左

側に自分で，問いを含むというのをはっきり指示していますが，質問の形を含む話題を書かせ

て，それについての考えとか迷っていることとかを自由に書かせる。それはペンネームで書く

ので，ある程度，素材は本当にプライベートなと言うか，こんなことをよく学校の授業で書い

てくるなみたいなことも書いてはくるわけです。それでも本人は本気だから。クリシン入門に

関しては本気になれる問い以外でやらなくていいというふうにある程度はやっていますので，

とにかくそれを書いていく。 

 そうすると，それを回収して適当に回し直すと，ペンネームで書かれたあるひとの本気の問

いと，でも形としてはまだ十分に議論というほどにはなっていないような文章がある。それを

読んだ者が右側のページの半分に，またペンネームで自分の考えを書く。２人分のそれが埋ま

ったら，３人目が３人目の著者として，またペンネームで書くという，こういう形の非常に単

純なものです。 

 しかし，「補足」というところに書きましたが，この実習自身は，特にその紙が戻ってきた

ら第１著者の学生は思いのほか，喜ぶ。私は，こんなことさせられるのは多分，学生も嫌だな

とか，あるいは，戻ってきたのを見るのはすごく怖くて嫌なんじゃないかと思っていたんです
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が，学生はどんな内容を書かれているにしろ，自分がもやもや思っていたことでそれを本気で

自分なりに考えて書いたものに，同級生とか身近な人，でも誰かわからない人が真剣になって

言葉を返してくれるという経験も多分，初めてする。これは残念ですが，日本の小中高の教育

の中でそういう機会がなかなかまだないので。大学で初めてそういうことを経験する。そうい

う学生が非常に多いんです。大事そうに抱えて持って帰る学生も結構います。 

 でも，これだけではまだクリシンというほどではありません。あえて言えば，開く作業，あ

るいはこの場所がそういうことが許される場所だということを共有するためのワークです。 

 それで，同じ授業計画の中でもう１個の実習をします。特にクリシンの場合はこの２種の実

習を両方やることを重視します。17ページに書いているものです。「著者の詳しい論述に」と

書いている17ページの右下ですが，著者の詳しい論述に複数人のコメント係がクリティカルシ

ンキングの視点でコメントを加えるという，ピアによるコメントワークというものです。 

 これはどちらかと言うと，いきなりその場で書かせるとかというよりは，レポートを書いて

おいでと。ある程度，ちゃんと議論，主張とか根拠とかというものを明確にした形で，自分は

それなりに自信があるというような形のレポートを書いておいで。そのレポート（Ａ４用紙使

用）を，Ａ３の紙をやっぱりここでも使うんですが，その左半分にステープラーでとめます。

ステープラーでとめて，だから何枚書いてきてもいいわけです。 

 ステープラーでそれをとめたら，それについて今度は，先ほどのいわゆる紙上対話とちょっ

と違うのは，「自分の意見はそんなに書かなくていい。それよりは，クリティカルシンキング

の視点で，ここが不十分じゃないか，この言葉が曖昧じゃないか，この言葉についてもうちょ

っと説明してもらえたら一緒に考えられるんだ，そういうような形でコメントに徹して，こち

ら側に友達からそういうコメントをもらっておいで」。これは匿名じゃなくて，自分の親しい

人とか知っている人とかこのひとが頼りになるとか思うひと，誰でもいいから頼んで，書いて

もらってくる。複数人からもらえと言っているので，１人目はこの紙に直接書きますけれども，

２人目，３人目は別の紙に書いてステープラーでとめてもらう。 

 そうすると，左側には本人の最初の，いわゆるレポートがあって，右側にはコメントばかり

がとまっているという状況です。これでひとまずピアのコメントワークとしては終わりですが，

実際の授業ではこれで終わりではなくて，本人にこのコメントをじっくり読んで，リライトし

てきなさい。リライトしてきたレポートは，これも通例とちょっと違うかもしれませんが，普

通，レポートというのは１回書けばその分が５点とか何点と多分あるんですよね，幾らリライ

トしようが，それは最初の５点がちょっと上がるだけのことだろうと思いますが。そうではな
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くて，私の授業でのリライトというのは全く別のレポートとして点数にしてあげられる，そう

いうものだと私は考えているので。最初のものがあって，コメントをもらうまでのワークで１

回評価する。次はそのコメントを生かしてリライトしてくる。リライトしたやつを元原稿の上

にホチキスでとめる。もうこのＡ３の紙の上にいっぱいたまっているという感じです。 

 面倒ではあります。教師としては大変ではありますが，一応，このリライト版も読んでコメ

ントをメールで返す。本人にこれを返すという作業です。ただ，それでも１回でレポートに教

師が赤ペンを入れるよりは，友人たちが既にコメントしてくれているので，その部分に関して

はコメントを褒めてあげたり，このコメントは参考になったかというぐらい書くだけで済みま

すから，あとは友人同士では気づかなかったこと，本質的なことだけを，私がコメントを加え

て返せばいいということです。そういうワークをしています。 

 これが大まかに言うと第５回と第９回のワーク，そして実は第13回，第14回の実習というの

もそれの応用です。第13回の実習というのは学期末の最終課題の準備，第14回は別の授業のレ

ポートにクリシンを使ってコメントする，こういうワークにしています。 

 これも，うちの大学は単科大学でもありますからやりやすいのかもしれませんが，是非，仲

のいい別の専門の先生方と連携でもして，ほかの科目のレポートを，「クリシンというか，哲

学関連の授業で，例えば半分の時間とか１時間をとって，それを相互にコメントし合うという

ような作業をうちがやりますよ」というような形で買って出るというのはありじゃないかなと

思います。 

やみくもに多種・数多くのレポートを書かされても，学生はどうやってコピペするかという

ような話になりがちですので，そうではなくて，必ずそれは友人の目を通してていねいにコメ

ントされるとなると，結構，いろいろ書き方も変わってきますので，そういうような作業も使

えればなと思います。 

 本当に情報量の少ない話で申し訳なかったですが，こういう形の哲学の授業というものを私

はやっているし，これから増えればいいんじゃないかと思っています。 

ありがとうございました。（拍手） 


