製造業の現場に関して言えば︑
従来は少な

代間﹂
という異文化の問題です︒あるいは︑

は決して小さな問題ではありません︒
﹁世

した社会的弱者が入ってきた場合︑﹁ 無口

い存在です︒
﹁ 無口な職人 ﹂の職場にそう

て︑﹁無口な職人﹂
は
﹁怖い﹂
と見られかねな

も今︑現場にいる若い女性や外国人にとっ

もよかったという面がありました︒けれど

な職人﹂
は既得権益者︑
つまり相対的には

ダー﹂
という異文化もあるでしょう︒
かつて製造業では︑﹁無口な職人﹂
はプラ

社 会 的 強 者となるのです︒だとすれば︑

かった女性が増えました︒そこには﹁ジェン

化コミュニケーション能力﹂﹁異文化理解能

スのイメージでした︒それがいつの間にか︑

﹁ 無口な職 人 ﹂であっても︑お茶を入れて

られたのは︑﹁男性中心﹂
で﹁年功序列﹂
の

というのも︑
かつて﹁無口な職人﹂
が認め

る本 質 的な問 題ですが︑こうした点は常

う危 険 性をはらんでいます︒言 語に備わ

ひらた・おりざ●1962年生まれ。16歳で高校を休
学し、1年半をかけて自転車による世界一周旅行を
敢行。帰国後、大学入学資格検定試験を経て国際
基督教大学に入学。在学中に劇団「青年団」
を結
成。1995年、
『 東京ノート』
で第39回岸田國士戯
曲賞を受賞。
『わかりあえないことから〜コミュニケー
ション能力とは何か』
など、
コミュニケーションに関す
る著作が多い。

文／荒尾貴正
︵本誌編集デスク︶

平田オリザ氏

平田オリザが語る
﹁コミュニケーションと教育﹂
コミュニケーションの問題は
自己中心的に考えやすい
現在︑日本のみならず︑国際的に求めら

力 ﹂といわれています︒異なる文化や価値

無口では就職が困難な世の中になりまし

もらったら﹁ありがとう﹂と言葉を返すく

れているコミュニケーション能 力は︑﹁ 異 文

観をもった人とも︑対 等な立 場から意 見

た︒これをもって﹁かわいそう﹂﹁社会がおか
しい﹂と考えることもできます︒しかし︑そ

コミュニケーションの問題は︑
誰もが自己

を言い合えるような能力です︒それを求
められる場 面は︑身 近なところにもたく

うとは言い切れないところが︑
コミュニケー

中心的に考えやすく︑自らのコミュニケー

な！﹂といきなり話しかけてくるおじさん

に意識すべきだと思います︒

らいの気遣いは必要なのでしょう︒

さんあります︒

ションの問題の多面的なところであり︑難

ション観を他人に押し付けがちになるとい

例えば︑高校生に近いところで言えば︑

しさと言えます︒

たちのプロ野球の話題についていけるか︒職

世 界だったから︑ほとんどしゃべらなくて

就 職 先の会 社 ︒
﹁ 昨 夜は勝って 良かった

場に溶け込めるかどうかという点で︑これ

劇作家・演出家
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授

撮影／中岡邦夫
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ＰＩＳＡが求める
異文化理解能力
という部分を︑何とか各国が教育によって

え方のこと︒その︑﹁ 最初はちょっと大変 ﹂

ということはできません︒

を比べて︑どちらが正しいとか︑優れている

てきました︒日本の文化と欧米の文化と

るでしょうか ？ そういう場合には︑
シミ

て︑﹁とっとと経験してこい ！﹂などと言え

しれません︒かといって︑その学生に向かっ

乗り越えていきましょう︑それがＰＩＳＡ

ことができます︒経 済を支えるために不

題です︒これは労働力問題と言い換える

求められていく 最 大の要 因は︑少 子 化 問

るような力が︑これからの日本でますます

面もあることをこの問題は問いかけていま

が︑文 化や国 家 体 制が違えば許される局

日本では︑落書きは悪いに決まっています

される問題が出され︑話題になりました︒

過去のＰＩＳＡでは﹁落書き問題﹂と称

べばいいだけだと思います︒コミュニケーショ

ニケーションを
﹁マナー﹂
や
﹁スキル﹂
として学

う︒それに向けて私たちは︑
多数派のコミュ

ければならない場面も多々出てくるでしょ

と思います︒今後︑
多数派に合わせていかな

数派﹂
であるという自覚をもつ必要がある

ただ︑
国際社会のなかでは︑
私たちは﹁少

ければならない︒それが学校教育の新しい

だから大人の責任として︑
どこかで補わな

あって︑子どもたちのせいではありません︒

ました︒そうなったのは大人たちのせいで

べたかもしれないことが︑今は困 難になり

す︒かつては家庭や企業や地域社会で学

すなわち︑社会が変わってしまったので

ば何らかの機会を提供できるでしょう︒

ュレーションのようなことなど︑学 校なら

の最大の眼目だと考えられます︒

可欠な労働人口の不足をどう補うか︒現

す︒例えば︑独裁国家のなかで命がけで壁

やスキルとして身につけられるものと︑
まず

ン教育は人格教育ではありません︒マナー

異文化コミュニケーション能力と呼ばれ

実には︑海外から人々を受け入れ︑その労

ない人々にも思いをはせるという能力こそ

に書かれた落 書き︒それしか表 現 手 段の

役割のひとつになったと考えるべきではな

伝えたい気持ちは
伝わらない経験から生まれる

いでしょうか︒

は先生方がとらえることが大切です︒
ではなぜ学 校 教 育のなかで︑
コミュニケ
ーション教 育や言 語 活 動をすべきなので
しょうか ？ ﹁そんなものは︑昔は現場で
学んだもんですけどね ⁝ ﹂と悪気なく仰
る先生もいます︒その
﹁現場﹂
とは︑
いったい

ション文化を︑私は﹁わかり合う文化﹂﹁察

違うと思います︒日本独特のコミュニケー

と思う方がいるかもしれませんが︑それは

人間関係のなかで︑
いかに合意形成をして

う︒しかし今求められているのは︑対等な

であれば︑それを学べる現場もあるでしょ

従来型の上意下達のコミュニケーション

いう気持ちが子どもの側にないならば︑技

術 ﹂を教えこもうとしても︑﹁ 伝えたい﹂と

があると思いますが︑
そういった﹁伝える技

組みがなされてきました︒それぞれに意味

のもとに︑
スピーチやディベートなどの取り

これまでもコミュニケーション教 育の名

し合う文化﹂と呼んでいます︒

いくかといった能力です︒これは現場では

術の定着は難しいと思います︒

どこにあるのでしょう ？

柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺

なく ︑学 校 教 育のなかで体 系 的に身につ

また︑
どうしても現場で経験できないこ

ちに決定的に不足しているのは︑
この
﹁伝わ

いう経験からだと思います︒今の子どもた

来るのかといえば︑それは﹁ 伝わらない﹂
と

その
﹁伝えたい﹂
という気持ちがどこから

ともあります︒例えば今︑
医学部の学生の

らない﹂経験です︒コミュニケーション教育

けるものだと思います︒

かたや欧米の文化を︑私は
﹁説明し合う

なかには︑
医師になるまで身近な人の死を

の問題も︑
おそらくここに集約されると思

変な能力でしょう︒

文化﹂と呼んでいます︒ヨーロッパは陸続き

くありません︒そういう人が医師になるこ

います︒
では︑
どうすればいいのでしょう ？

一度も経験したことがないという人が珍し

とは︑
一般市民からすれば不安なことかも

力を他者にきちんと説明できなければ無
能の烙印を押されるような社会を形成し

で隣り合っているために︑自分の考えや能

暮れの斑鳩の里を思い浮かべる︒これは大

という句を聞いただけで︑多くの人が夕

日 本 人はコミュニケーション能 力が低い

コミュニケーション教育は
人格教育ではない

本質です︒

が︑
ＰＩＳＡが求める異 文 化 理 解 能 力の

働力に頼る以外にありません︒日本ではこ

2

れまで外国人の比率はとても低く抑えら
れてきましたが︑もう続きません︒ 年後
割〜

ょっと面倒くさくて大変だけれども︑最終

をもった人々が混在したほうが︑最初はち

な組 織でも︑異なる文 化や価 値 観 ︑宗 教

業 ︑学 校 ︑自 治 体 ︑国 家など︑およそどん

とを意味しています︒多文化共生とは︑企

ールに則って動く社会に変わりつつあるこ

か︒それは世界が︑﹁多文化共生﹂というル

う 経 済の専 門 機 関がＰＩＳＡを 行 うの

わざ ︑
ＯＥＣＤ
︵経済協力開発機構︶
とい

をご存じの先生も多いでしょう︒なぜわざ

﹁ＰＩＳＡ﹂という国 際 学 習 到 達 度 調 査

要になっていくのです︒

コミュニケーションの力が︑私たち全員に必

から来る人々とうまくやっていけるような

の前です︒ゆえに︑文化や宗教の異なる国

になるでしょう︒
﹁ 多文化共生社会 ﹂は目

割が外国からの移住者で構成されるよう

には︑おそらく日 本の全 人口の

30

的には高いパフォーマンスを示すという考
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1

一番 良いのは︑体 験 活 動だと思います︒
障がい者 施 設や高 齢 者 施 設 を 訪 問した

することが可能です︒この点が欧米におい
て︑異 文 化コミュニケーション教 育の中 核

最小単位は︑おそらく

人程度︒ 人の

共同体に 人が入るということは︑
生命に

したら ％の細胞が変わるということ︒す

ワーを浴びるように増やし︑なかなか﹁ 伝

イルの違う﹁他者﹂と接触する機会をシャ

増やしていく︒自分と価値観やライフスタ

り︑
教育に協力する活動が全国で広がって

や演 出 家 ︑ダンサーなどが学 校 現 場に入

ケーション教育推進事業﹂という名で俳優

わが国では２０１０年度から︑﹁コミュニ

﹁会社は変わらないもの﹂だから︑﹁全部自

の﹂と最 初から決めつけているようです︒

ます︒そういう人は︑﹁会社は変わらないも

ったから﹂という 人がそのなかには多 くい

若者がいます︒﹁自分に合った仕事じゃなか

就職しても早々に会社を辞めてしまう

を見てきたということが︑
一番大きな理由か

す︒生まれてこの方ずっと停滞している日本

う感覚をもちづらくなっているようなので

つまり今の若者は︑
相手が﹁変わる﹂
とい

くいだけだと思う ︱︱︒

変わるんだけど︑それが君たちには見えに

ると︑
相手も確実に変わるのです︒相手も

早期離職者を出さないために
学校ができること

わらない﹂という経験のなかで︑たまに﹁伝

います︒年間約２億円の予算で︑全国約４

もしれません︒しかしここには︑
教育が果た

に演劇がずっと位置してきた理由だと考

わる﹂喜びも味わえたら良いでしょう︒た

分が合わせなければならない﹂︒でも﹁それ

すべき役割もあると思います︒自分も変わ

は嫌﹂︒なので
﹁辞める﹂︒私は︑
この考え方

ただ︑韓 国やシンガポールはもっと大き

は間違っていると思います︒学生には次の

よれば︑企 業が採 用 時に重 視する要 素の

日本経済団体連合会
︵経団連︶
の調査に

でいるのが好きで︑極度のあがり症でもあ

て︑
クラスで最も無口な子どもだった︒
一人

のある渡 瀬 謙 氏は︑小・中・高 校と一貫し

﹃﹁しゃべらない営業﹂
の技術 ﹄
という著書

際には︑
そうともいえないようだ︒

売る﹁営業﹂
ではないだろうか︒ところが実

マンとお会いするなかで︑それを確信しま

す︒ここ数年さまざまな企業のトップ営業

ソとしゃべるタイプのほうが売 れるので

﹁営業は私のように︑たどたどしくボソボ

で︑高い業績を上げられたのだろうか︒

に携わっている︒なぜ内向的な性格のまま

ト セールス トレーナー﹂
として営業職教育

営業マンとなった︒そして現在は﹁サイレン

❶ 営 業マンに対する不 信 感が募っている

境変化が今起こっているという︒

くなった︒渡瀬氏によれば︑次の３つの環

きく変わり︑そういうタイプの営業は厳し

れていた時 代もあった︒しかし︑環 境が大

のほうが多かったのです﹂

よりも︑おとなしくて線の細いタイプの人

身につけることができるのです︵談︶
︒

位は︑
９年連続で﹁コミュニケーション

後︑㈱リクルートに転職︒自分らしい営業

る︒大学卒業後にメーカーに入社し︑その

お客さまが増えている

おしゃべりで︑明るく︑元気な営業が売

能力﹂となった︒企業の数ある職種のなか

第

でも︑とりわけ高度な話術やプレゼンテー

口下手な営業マンのほうが
よく売れるという現実

は︑
コミュニケーション教育のなかでも十分に

な予算をつけた施策を開始しており︑
アジ

い︒でも︑君たちの入社する会社の部署の

確かに君たち個人に比べて︑
企業は大き

れるし︑
相手も変われる︒そのような感覚

るのが現状です︒

ような話をします︒

００校の小・中・高校が活用しています︒

り︑企業でインターンシップを体験したり︑

10

アのなかでも日本はかなり遅れをとってい

えられます︒

10

した︒私の印象では︑豪快で明るいタイプ

ビジネス︑科学技術︑医療 ⁝
社会の主要分野で今求められること

ョンの力を借りてシミュレート︵疑似体験︶

ます︒異文化や他者への接触を︑
フィクシ

演 劇は︑常に他 者を演じることができ

役割が出てきます︒

あります︒そこで︑﹁演劇﹂を用いた教育の

外国人とコミュニケーションをとる機会を

1

だし︑
これらの体験にはさまざまな制約も

10

スタイルを貫き︑営業達成率全国トップの

ション能力が求められそうなのは︑商品を

1

10

まが増えている

❷ 欲しいモノがない︑少ないというお客さ

ことがうまくなくても︑
むしろ口下手のほ

以上に述べたように︑営業職はしゃべる

きがいをもって暮らせる社会とは︑﹁コミュニ

の確立を目指している︒人々が心豊かに︑
生

同大学は﹁総合コミュニケーション科学﹂

能を多 く 盛り込みさえすればよいという

は迷います︒ユーザーの視点を入れず︑機

モコン︒あれだけボタンが多いと使うほう

結びつきました︒良くない例は︑家電のリ

したことが人々の心をとらえ︑大ヒットに

うが向いていると言えるかもしれない︒営

ケーション﹂
あふれる社会である︒そんな信

技 術 者の一方 的な思い込みだけで開 発し

の立 場に立ってハードとソフトをデザイン

業以外の職種はどうなのだろう ？

念のもと︑人と人の間のコミュニケーション

てしまったように映ります﹂

立の電気通信大学だ︒

﹁ 営業職以外も︑私は基本的に同じと考

だけでなく︑人と自然︑人と社会︑人と人

電気通信大学としては︑実践的な技術

の重要性を強く主張する大学がある︒国

えています︒ビジネスは社 内でも社 外で

工物との間にもコミュニケーションが存在す

者教育を行いながら︑そのなかで豊富なコ

業ノウハウ本の傾向も変わり︑﹁ 説得しな

も︑人との信 頼 関 係という側 面がとても

ると考え︑それを大切にする社会を実現し

場の人とも協力︑連携できるような技術

ミュニケーションの機 会を設け︑どんな立

い﹂﹁お願いしない﹂方向に変わってきた︒

大きくて︑﹃ 普通の人づきあい﹄
であること

な思いを語る︒

ていきたいという︒梶谷誠学長は︑
次のよう

❸ インターネットで選んだり︑買ったりす

ことができるのだろうか？

はなく︑
いかに本音でしゃべれる関係性に

に変わりありません︒スキルやテクニックで

ビジネス全般においては﹁テクニック的﹂

ていると私は考えています︒環境問題にし

なるかどうかは︑
コミュニケーションにかかっ

﹁ 科学技術が真に人々の役に立つものに

道は︑非常に少なくなりました︒だからこ

として生きる道がありました︒しかしその

﹁これまで科学技術の世界では︑﹃ 職人 ﹄

者や研究者を育てていきたいという︒

では営業職は︑どうすれば商品を売る

ビジネスとは
﹁普通の人づきあい﹂

るお客さまが増えている

思われがちですが︑それは違います︒営業

﹁営業は︑﹃テクニック﹄
や﹃ 粘り﹄
が重要と

人とどうやって信 頼 関 係を築くかという

なコミュニケーション能力よりも︑お互いの

ても︑
原発事故の問題にしても︑
現代社会

なるかが重要だと思います﹂

考え方をしなければ︑商品も売れません︒

﹁信頼感﹂
を醸成できるような︑
よりベーシ

れからは技術を身につけるだけでなく︑全

とは︑﹃ 普通の人づきあい﹄
です︒目の前の

私が営業職の指導をする際には︑﹃お客さ

の問 題は大 変 複 雑なため︑異なる立場の

が︑学生のためにも望ましい︒国にとってみ

ックなコミュニケーションのあり方が求めら

ても︑日本の技術は十分︑世界に誇れるレ

まの前では︑できるだけ仮 面を脱ぎなさ

できません︒工学の専門家がその立場だけ

ベルにありますから︑さらにコミュニケーシ

体を見渡し︑
まとめ上げる力もあったほう

場だけからものを語る︒各々の立場を守

からものを語り︑法 律の専 門 家がその立

ョンの力を随 所に発 揮できるようになれ

人々が協働して事に当たらなければ解決

﹁ 私は高校まで︑先生から﹃ 明るくなれ﹄

ことがあるという︒

るという点からは当 然のようにも思われ

ば︑かつて世界を驚かせたイノベーションを

れると言えそうである︒

と言われ続けてきました︒今となれば︑良

ますが︑それでは全体を見る視点がなく︑

また新たに生み出すことも決して夢では

い﹄
と言っています︒演技をしても意味がな

かれと思って言ってくださったとわかりま

解決の糸口はなかなかみつかりません︒お

これまで
﹁粘り﹂﹁根性﹂
の営業で業績を伸

渡瀬 謙氏

渡瀬氏から最後に︑
どうしても伝えたい

ばしてきた大手企業が︑
業績不振を理由に

すが︑当時は︑そうできない自分はダメな

互いにコミュニケーションを取り合いながら

いし︑
うそをついては絶対にダメです﹂

﹁ 粘らない﹂
﹁しゃべらない﹂営 業に方 針 転

人 間という劣 等 感ばかり募りました︒内

全 体を見よう ︑総 合 的に判 断しようとい

このような主 張を裏 書きするように︑

換するケースが増えている︒書店に並ぶ営

気なのは﹃ 悪 ﹄
ではない︑それは﹃ 個性 ﹄
で

梶谷 誠氏

うのが︑﹃ 総 合コミュニケーション科 学 ﹄の
要諦です﹂
商品開発に関しても︑人と機械との間

れはヒット商品になるという︒

のコミュニケーションがうまく取れれば︑そ

﹁その好例は︑
タブレット端末でしょう︒人
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科学が人を幸福にする
カギはコミュニケーション
科学技術の分野で﹁コミュニケーション﹂

電気通信大学 学長

あると︑
ぜひ認めていただきたいですね﹂
サイレント セールストレーナー

医療分野で求められるコミュニケーション能力
─理系秀才が医療系学部で路頭に迷わないために─
が多く、
その極みとして医療系を志望します。また高校側も、
社会要請上
「経済学部より医学部」
「心理学科より看護学科」
というように、
医療系
慶應義塾大学 看護医療学部 教授

の進路を勧めがちです。

杉本なおみ氏

しかし実際のところ、直情径行型の学生は医師や看護師などの職

すぎもと・なおみ●国際基督教大学教養学部語学科
卒。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校スピーチコミ
ュニケーション学科
（現コミュニケーション学科）
修士・
博士課程修了。
2005年より現職。医療コミュニケーシ
ョンに関する多くの著作がある。

種には不向きです。白黒はっきりした理系のイメージとは裏腹に、唯一
絶対の解など存在し得ない世界で、不確実性との対峙を常に迫られる
からです。
まず、
患者の脈絡のない話から、
治療に必要な情報をどうにか引き出さ

「今日の発表でパソコンを使わせてください。ダメと言われてもボクが困る

なければなりません。そのためには、
他愛ない世間話をしたり、
病歴や家族

ので言わないでください。
お願いです」

構成のような話しづらいことを聞き出したりする力が求められます。

ある朝、
こんなメールが学生から送られてきました。このようにはっきりと

また、
誰かと話しながら、
同時にそれとは違うことを頭の中で考える能力

物を言う人を、
コミュニケーション学では「直情径行型」
＊と呼びます。思っ

も必要です。患者の訴えに耳を傾けつつ診断名や治療薬のことを考えた

たことをそのまま口にするのが最善のコミュニケーションと信じているタイ

り、
処置をしつつほかの人に指示したりといった離れ業をこなさなければな

プです。

りません。
★

さらに、
グループで協働する能力も不可欠です。医療の高度化に伴

この直情径行君は、
まず「パソコンを使いたい」
という意図を、
そのまま

い、複数の職種が協力しなければ解決できない問題が増えてきました。

言葉にして教員に伝えます。そして「ダメと言われてもボクが困るので…」

教育歴や価値観の異なる他医療職と、違いを乗り越えて協力し、患者

と、
かなり直接的なひとことを付け足します。

一人ひとりの事情に即した最善策を模索する根気強さや柔軟性が何よ

これに対し、
「あらまあずいぶんお偉くなったこと」
と、
教員が皮肉交じり

り重要です。

の返事をしたとします。直情径行君は、
曖昧な発言を解釈するのが苦手で

医療系を志望する生徒の進路相談の際には、
成績だけでなく、
このよ

す。
そこで
「先生の言っていることが意味不明だったので、
仕方がないから

うな資質の見極めが肝要です。
「経済学部を出ても商学部を出ても銀行

パソコン『あり』
と
『なし』
の両方を準備しました」
といった反応をして周囲を

員になれる」非医療系学部とは異なり、
医療系の場合、
卒業後の職業は

驚かせたりします。

入学と同時に決まってしまいます。臨床検査技師や臨床工学技士、
診療

高校の先生方向けの講習会で、
このような直情径行型の高校生が増

情報管理士など、
医療系の職種は医師・看護師以外にも多数存在しま

えているという話をよく聞きます。日常生活のあらゆる場面で利便性が向

すので、
選択の幅を広げることで入学後の不適応を防ぐことができます。

上し、
電子機器が私たちの意図を酌み取り、
先回りして欲求をかなえてく

★

れる時代です。光の届かない深海にすむ魚の目が退化するように、
現代

希望を胸に入学した医療系学部で、
今年も直情径行君がまた一人、

に生きる子どもたちから、
自分の意図を適切に表出する機能が失われつ

学習困難に陥り、
進路変更を迫られています。
「高校時代は数学と物理
と思われるかもしれませんが、
どうか
が学年トップだったのにもったいない」

つあるのかもしれません。

ダメと言わないでください。ボクだけでなく、
ボクが将来診ることになる患者

医療系の学部でも直情径行型の学生が増殖中です。曖昧さを苦手と

も困るので…お願いです。

するこのタイプは、
「唯一絶対の解」
を求めて理数系科目に惹かれること

ないと思います﹂

東日本大震災および原発事故を経て︑

国も科学技術を取り巻くさまざまなコミ

ュニケーションギャップの存在を認め︑その

解消のために﹁科学コミュニケーションセン

ター﹂を設置した︒また︑科学コミュニケー

ションを研究する大学院も増えている︒こ

れまでコミュニケーションとは無 縁のよう

に思われた科 学 技 術の世 界にも︑確 実に

変化が訪れている︒

今注目の
医療コミュニケーション

科学コミュニケーションと並んで今注目

されている分 野に﹁ 医 療コミュニケーショ

ン﹂
がある︒医療系の大学や専門学校でこ

れを教育するところも増えている︒

安全︑
安心な医療には︑
正しい情報伝達

だ︒
﹁院内暴力﹂
や
﹁院内トラブル﹂といった

や︑医療者と患者の間の信頼関係が重要

ものも︑多くはコミュニケーション不足が原

因とされる︒
﹁チーム医療﹂というかたちで

複数の専門家が協働して医療にあたるに

も ︑良 好 なコミュニケーションは欠かせな

い︒そうした医療分野のコミュニケーション

について︑この分 野の著 書も多い︑慶 應 義

塾大学 看護医療学部 杉本なおみ教授に

寄稿していただいた︒医療系学部への進路

指導についてもアドバイスをもらった︒ぜひ

参考にしていただきたい
︵コラム参照︶
︒

＊杉本なおみ（2013年）
『改訂 医療者のためのコミュニケーション入門』精神看護出版
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０１１年度より︑小学校と中学校で﹁言語

がかりなしかけによるものだ︒松戸市は２

うな体験をしているが︑
それはもう少し大

岡本先生は︑中学教師時代にも同じよ

ことになるのだと痛感しました﹂

れば︑国際社会でもずっと土俵の外にいる

然としました︒日本 人はこれを学ばなけ

会話の基礎にもなっている︒それを知り愕

その土 台の上に語 学 力があり︑ビジネス

校 段 階から体 系 的に学んでいくのです ︒

高校教師から高校教師へのメッセージ
私たちがこれからやっていくべきこと

活用科﹂を実施している︒その元になる活

日本人に欠けている
国際標準の﹁技術﹂
﹁﹃ 単語 ﹄
のみで会話をする高校生がいま

動 を 中 学でいち早 くスタートさせたのが

その衝撃が発端となり︑言語活用科を

生︑
トイレ﹄
と言っているのと同じことなん
岡本先生である︒

す︒けれどもそれは︑小学校１年生が﹃ 先

ですよね︒大人たちが要求していけば︑生

任して︑﹁ 先生︑
プリント﹂と単語のみで話

校の岡本小枝先生︒岡本先生は高校に赴

そう語るのは︑千葉県松戸市立松戸高

としていることを理解する﹂という目標の

をわかりやすく伝える﹂﹁ 相手が伝えよう

徒﹂
の育成を目指した教科︒
﹁自分の意見

ローバル化する社 会で活 躍できる児 童 生

力やコミュニケーション能力を身につけ︑
グ

つは〜﹂という具合に︑授業で学んだと

効果があった︒
﹁志望理由は２つあります︒

きる生徒が増えた︒高校入試の面接にも

う﹂という授業によって︑
トラブルを回避で

との
﹃ 事実 ﹄
と﹃ 意見 ﹄
を分けて考えましょ

徐々に表れた︒例えば生徒指導︒
﹁ものご

中 学 校で授 業 を 行っていくと ︑成 果は

誕生させるエネルギーとなった︒

しかけてくる生徒が多いことに驚いた︒そ

もと︑日本語分野と英語分野について︑
コ

言語活用科とは︑﹁論理的・批判的思考

こで事あるごとに︑﹁単語ではなく︑
きちん

ミュニケーションのさまざまな知識や技能

徒の力を引き出せるんです﹂

と文章にしましょう﹂と言い続けた︒する

を学んでいく︒

おりに話せるようになった︒日常生活のさ

展開していたが︑何かが違うという感覚を

いた時 ︒多 くの外 国 人と共にビジネスを

源流となったのは︑
企業で海外勤務をして

も自由に飛翔してもらいたい︒それが私の

かという﹃ 技 術 ﹄を生 徒が学び︑どこまで

﹁﹃ 言葉 ﹄という翼をどのように動かすの

ができたという︒

まざまな場面で生徒の成長を感じること

もった︒英語力が足りないのだとその時は

願いです﹂

岡本先生がこの活動に取り組み始める

思った︒その後︑中学の教師になった時︑そ

力育成に力を入れていくつもりだという︒

高校の教壇に立つ︒今後は高校での言語

現在は中学校の現場を離れ︑市立松戸
﹁ 欧米では論理的思考や相手にわかりや

のからくりがわかった︒

すい表 現 方 法の基 礎 となる技 術 を 小 学
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新学習指導要領のなかで、あらためて「言語活動の充実」
が求められて
いる。言語活動とは、例えば次のようなことである。
●考えを深める場面で：ホワイトボードを使って話し合う、付箋を使って話し
合う、
ペアで意見を交換する、
など
●発表の場面で：立場を決めて討論する、製作物を使って発表する、生徒
が説明する、
など
●書く場面で：ICTを活用する、新聞にまとめる、
レポートにまとめる、
など
ただし、
「 言語活動を充実すること自体が目的ではなく、言語活動により、
各教科・科目などの目標に則し、
基礎的・基本的な知識及び技能の修得、
こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その
他の能力を育むことを目指すことに留意する必要がある」
（言語活動の充実
に関する指導事例集）
としている。

コミュニケーション教育推進会議による審議経過報告
（2011年8月29日）
のなかで、
コミュニケーション能力を次
のようにとらえている。
「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団におい
て、
相互関係を深め、
共感しながら、
人間関係やチームワー
クを形成し、
正解のない課題や経験したことのない問題に
ついて、対話をして情報を共有し、
自ら深く考え、相互に考
えを伝え、
深め合いつつ、
合意形成・課題解決する能力」
すなわちこれは、
「 異文化コミュニケーション能力」
「異
文化理解能力」の重要性をうたっていると言える。多文化
共生時代の21世紀においては、このコミュニケーション
能力を育むことがきわめて重要であるという指摘だ。

1

新学習指導要領で求められる
各教科における「言語活動」

コミュニケーション教育推進会議が
定義する「コミュニケーション能力」

と︑生徒は誰ひとりとして単語で言ってこ

岡本小枝先生

なくなった︒教 師が辛 抱 強 く 求めていけ
ば︑生徒は変わっていくのだ︒

千葉県松戸市立松戸高校

るようなイメージのものとしてとらえてい

はむしろ︑相手の感情や思いを﹃ 共有 ﹄す

きると︑自 分や他 者の苦しみを分かち合

﹁自己開示﹂する力が強まる︒自己開示で

協 同 学 習や 言 語 活 動 を 行 う と ︑生 徒の

生 徒も成 長した︒鈴 木 先 生によれば︑

い原因ではないか ？ コミュニケーションの

か ？ それが進路を現実的に考えられな

たら 人 とのかかわりが少 ないのではない

大を目指す﹂と言い出す生徒は︑もしかし

える生徒や︑成績が良くないのに﹁超難関

を考えることを﹁ 拒否 ﹂
しているように見

ます﹂

うこともできるようになる︒そのようにし

量と質に問 題の原 点があるのではないか

﹁コミュニケーションというと︑対話や会話

コミュニケーションを﹁ 共有 ﹂ととらえる

て他 者とつながる力は︑﹁ 生きる力 ﹂その

と考えるに至った︒

す︑宝物のような時間です﹂

と︑
コミュニケーションが現代の重要テーマ

ものだと鈴木先生は考える︒

といった﹃ 空中戦 ﹄
を想像しがちですが︑私

となっている理 由も見えてくる︒
﹁ 共有 ﹂

そうして 年ごろから尺度の開発に着

見捨てない﹂という信念のもと︑これまで

導主事の鈴木建生先生は︑生徒を﹁一人も

たのだと思います︒私の高校時代は︑
３つ

﹁そうだとしたら︑とても良い時代になっ

ことではないか︒

有 ﹂することが必要な時代になったという

﹁ 占有 ﹂
してきた時代から︑﹁協同﹂
し︑﹁共

ば︑自 分さえ豊かであればと﹁ 競 争 ﹂し︑

な︑心の筋肉を鍛える授業ができたらいい

的な人生を生きていく基盤ができるよう

﹁コミュニケーションを通じて︑自 己 肯 定

がよいという︒

ったルールを生徒に事前に伝えておくほう

とは話さなくていい﹂﹁パスしてもいい﹂とい

おきたい︒
﹁ 守秘義務 ﹂
や﹁話したくないこ

は︑
ルール設定も必要ということを覚えて

欲﹂
などを示すもので︑﹁貢献性﹂﹁責任感﹂

たいという 感 覚 や 自 ら 課 題 解 決 する 意

社会形成意識とは︑﹁他者のために何かし

﹁積極性﹂﹁親和性﹂﹁高社交性﹂
からなる︒

係の自 信や抵 抗のなさ ﹂を 示 すもので ︑

不決断
︵進路選択︶﹂
である︒

信︶﹂﹁社会形成意識
︵はたらき感︶﹂﹁進路

度を採 用 ︒
﹁コミュニケーション効力感
︵自

手した︒試行錯誤を重ね︑現在は３つの尺

ただし︑生徒の自己開示を伴う授業に

にカウンセリングやコーチング︑協 同 学 習

の高 校の生 徒が集まってはならぬという

なといつも考えています︒そのためにも︑
ま

﹁生産的意識﹂
からなる︒進路不決断とは︑

の反対概念は﹁占有﹂
だ︒自分さえ良けれ

などあらゆるコミュニケーションメソッドを

﹃三校禁 ﹄
というルールもあったほど他者と

ずはわれわれ教 師がつながることが重 要

﹁ 進 路 決 定に関する不 安や難しさ ﹂など

コミュニケーションとは
分かち合うこと

学び︑教育に取り入れてきた﹁コミュニケー

の交流が許されない時代でした︒そのころ

です︒
﹃どうすれば課題を解決していける

三重県立飯野高校定時制課程 進路指

ションの達人﹂とも言える人物︒生徒とつ

に比べたら︑今はいろいろなものを共有で

か﹄という思いを共 有するところから︑授
業を中心にすべての教育活動を展開して

を示すもので︑﹁ 進路決定不安 ﹂﹁ 進路選

月に高 校で調 査を行い︑
１１２

択葛藤﹂などから構成される︒

取り入れた︒それを見て︑同僚のＧ先生も

年

いきたいと思います﹂

コミュニケーション効力感とは︑﹁対人関

ながるためには新しいメディアもいとわず︑

き︑分かち合える︒とてもすばらしいこと

ングも行う︒

ーニングが求められ︑実 践されていくこと
は自然な流れでもある︒

やり始めた︒うまくできるようになりたく
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生徒と対面で話し合う時には︑多くの
場 合 ︑お互いの間にノートかＡ４程 度のコ

年 ごろから協 同 学 習 を

﹁ 今の気持ち﹂
や﹁ 浮かんだイメージ﹂など

て︑毎時間のようにお互いの授業を見せ合

宮原清先生は︑前任校で適切に進路を考

鈴 木 先 生は

を 文 章や図で描き 表 すようにしている︒

い︑放課後に講評し合った︒

をすべきか悩んでいた︒その時頭に浮かん

えられない生徒に対して︑どんなサポート

ピー用紙を置く︒そこに﹁言いたいこと﹂
や

そうして話すべきことを﹁ 見える化 ﹂し︑

﹁ 教師が協同学習を︑協同的に学び合う

宮原 清先生

コミュニケーションが増すと
より良い進路選択につながる

﹁ 共有 ﹂すると︑問題を客観的に考えられ

ことは︑
とっても楽しいということに気づき

だのが﹁コミュニケーション﹂の問題︒進路

福岡県立朝倉高校定時制課程 教頭の

問 題を解 決できるだろうか ？﹂という質

ました︒その 年間は︑今も鮮明に思い出

福岡県立朝倉高校定時制課程
教頭
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1

るようになる︒そこから︑﹁どうすればこの

問に入っていく︒

12

そんな時 代に協 同 学 習やアクティブラ

ではないですか﹂

09

プや絵 文 字を駆 使しながら生 徒のコーチ

鈴木建生先生

ツイッターをフォローし︑
ＬＩＮＥでスタン

三重県立飯野高校定時制課程
進路指導主事
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■「コミュニケーションの自信」
「はたらき感」
「進路選択」に関する
アンケート項目
課題解決をする意欲が高かった︒

生徒は︑他者のために何かをしたり︑自ら

り︑人とのコミュニケーションに自信のある

﹁はたらき 感 ﹂とは完 全に相 関 関 係にあ

例えば︑﹁コミュニケーションの自 信 ﹂と

らかな相関があったという︒

信﹂﹁はたらき感﹂﹁進路選択﹂
の間には︑
明

度 ︑言い換えれば﹁コミュニケーションの自

３人分のデータが集まった︒先の３つの尺

合致するという︒

択葛藤が高い︶
︒これは現場での実感とも

の進 路 選 択で悩む傾 向があった︵ 進 路 選

い女子は︑進路を決めたい意志は強いもの

い︶
が︑
女子は相関がなく︑
逆に貢献性の高

確になりやすかった︵ 進 路 障 害 不 安が低

感じる︵貢献性が高い︶
男子は︑目標が明

女 差があった︒人の喜びを自 分の喜びと

﹁はたらき感﹂と﹁進路選択﹂
については男

不安が低い︶
こともわかった︒

てるようなことが望ましいのではないかと

状況を把握し︑それに合わせて対策を立

初めに調査を行い︑個々の生徒やクラスの

る︒宮 原 先 生は︑できたら入 学 時か学 年

高 校が福 岡 県や 熊 本 県 などで 増 えてい

現 在 ︑このアンケート調 査を使 用する

います﹂

安心してはいけないということだと思って

安を抱いていない生 徒であっても︑決して

路不安すら抱きません︒ゆえに︑進路に不

ミュニケーションに自信がないと︑生徒は進

路決定意欲が強くなっているからです︒コ

に学習成績が上昇する可能性が高いと考

進 路 決 定 意 欲の上 昇につながり︑結 果 的

ョンを活 性 化させる活 動を増やすことが

考えます︒言語活動によるコミュニケーシ

ャリア教育の質の検討が欠かせないと私は

して補 習を増やす前に︑授 業を含めたキ

うな時 ︑キャリア教 育 関 連の行 事を減ら

﹁ 特に低学年で成績が伸び悩んでいるよ

ことも考えられる︒

取り入れたり︑個別にカウンセリングする

ようであれば︑
クラスにグループワークを

例えば︑
コミュニケーション効力感が低い

また︑﹁コミュニケーションの自信﹂と﹁進

﹁女子の進路にまつわる不安は︑私はプラ
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スだととらえています︒進 路 相 談 希 求が

※上記に関するアンケート用紙は小誌サイトよりダウンロードできます。
「コミュニケーション（コミュニケーション
効力感尺度）」
と
「はたらき感
（社会形成意識尺度）」の集計方法もダウンロードできます。
「進路選択
（進路不
決断尺度）」の集計は、質問項目の１〜５、6〜10、…、36〜40という5項目ずつを平均化してください。
※本テーマに関する宮原先生の研究論文もダウンロードできます。興味のある方は、
ぜひご覧ください。

路 選 択 ﹂との関 係では︑人と仲 良 くでき

❶進路を決めることに対して不安がある／❷自分が望む進路を決められるかどうか心
配である／❸どのようにして進路を決めれば良いかわからない／❹具体的な進路をし
ぼりきれない（漠然としている）
／❺進路を決めることの難しさを感じる／❻いろいろな
ことに興味があるので、
どこを進路先にしたら良いかわからない／❼魅力ある進路がた
自分に合
くさんある／❽可能性のある進路がたくさんある／❾いろいろと考えすぎて、
う進路が決まらない／❿他の人の意見がいろいろとあるので、
自分に合う進路を決め
誰かと相談したい／⓬今までも重大な
られない／⓫進路の問題は重要なことなので、
問題は親などに相談してきたので、
進路の問題でも相談したい／⓭自分ひとりで何か
を決めた経験が少ないので、
進路について誰かと相談したい／⓮自分ひとりでは進路
を決めにくいので、
誰かと相談や話し合いをしてみたい／⓯自分に合う進路を教えてく
れるような検査を受けたい／⓰希望する進路はあるが、
それに親が反対するのではな
いかと思う／⓱思わぬことで希望する進路にいけないのではないかと考えてしまう／
⓲進路について、
友達と意見が違うのではないかと心配である／⓳社会の変化や景
気の変動が、
希望する進路に大きな影響を与えるのではないかと考えてしまう／⓴自
運や
分の能力では希望する進路にいけないのではないかと思う／ 進路の決定は、
偶然によって決まることが多い／ 進路の決定は自分ひとりの力ではどうしようもない
他からの影響で進路が決まることが多い／ 自分だ
／ 自分の努力や能力よりも、
けでは、
進路は決定できない／ 進路のために積極的に努力するよりは、
チャンスを
待つ方がよい／ 自分の興味や関心がよくわからない／ 自分の能力や適性がよく
わからない／ 進路先での生活
（学校生活や職業生活）
のようすがよくわからない／
進路を決めるために必要な情報がない／ 自分のことについても、
進路先につい
ても、
よくわからない／ 今まであまり進路のことを真剣に考えたことがない／ 将来
のことはわからないから、
進路のことは考えたくない／ 今の生活に満足しているの
で、
できるならばこのままの生活を続けたい／ 進学も就職もせずに、
好きなことをして
いたい／ 現在していること（趣味など）
をなしとげたいので、
進学も就職もしたくない
／ 具体的な進路の希望はあるが、
準備が十分でないので試験が心配である／
進路の希望は明確なのだが、
試験が難しそうなので自信がない／ 希望する進路先
はあるが、
準備が十分でないので、
それが自分にとって最良かわからない／ 進路に関
して準備が不足しているので、
希望する進路先において自分が十分に活躍できるかど
うか不安である／ 進路選択のための準備が十分ではなかったのではないかと思う

る人ほど︵親和性が高い︶︑進路選択に不

【進路選択に関すること】

えられるからです﹂

❶人を喜ばせることが好きだ／❷困った人を助けることに喜びを感じる／❸困った人
を見かけると手助けしてあげたくなる／❹人の喜びを自分の喜びのように感じる／
❺子どもやお年寄りには優しくしたいと思う／❻始めたことは何とか最後までやり遂げ
たい／❼やり出したことを途中で投げ出すのは嫌いである／❽一度引き受けたら最
後までやり遂げたい／❾期限に間に合わないと思ったら、
作業をやめてしまう／
❿人に頼まれたことでも、
引き受けた以上は最後までやるべきだと思う／
⓫自分で課題を見つけて解決していくことが好きだ／⓬他人に決められたことだけを
やるのでなく、
自分で工夫したり改善することが好きだ／⓭達成できそうにない課題で
も何とか達成できる方法を見つける努力をしたい／⓮決めたことがなしとげられそうに
物
なくても、
何とか達成できる方法を考えたい／⓯自分で問題点を見つけて解決し、
事を進めるのが好きだ

いう︒

【はたらき感に関すること】

高まり︑
いろんな人に相談し始めるなど進

❶新しく出会った人には自分の方から話しかける／❷人に話しかけることが得意だ／
❸人と話をすることは苦手だ／❹人と仲よくなる方法を知っている／❺仲よくなりたい
と思った人には、
自分の方から声をかける／❻つきあいにくそうに見える人であっても、
仲よくしてみたい／❼新しく出会った人ともよい人間関係を築くことができると思う／
❽話が合わない人であっても、
それなりに会話をすることができる／
❾あまり話したことがない人とも話をしてみたいと思う／
❿苦手なタイプの人とも、
うまくつきあっていく自信がある／⓫つきあいにくそうに見え
る人に出会うと、
距離をおきたくなる／⓬自分と合わないと思う人とは距離をおきたくな
る／⓭苦手なタイプの人とは上手く話せないと思う／⓮話ができないような苦手なタ
イプの人はいない／⓯相性が悪いと感じた人とは会話を避ける

安を抱かない︵進路決定不安や進路障害

【コミュニケーションの自信に関すること】

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研 ＞＞ 発行メディアのご紹介 ＞＞ キャリアガイダンス（Ｎｏ.48）

