AO・推薦指導についての実績を残してきた神﨑氏による連載も５回目。
今回は論に「深さ」がある小論文にするための指導法を紹介します。

小論文の答案に対して﹁ 論が浅い﹂﹁ 論
を深掘りせよ﹂
と指導することがあります︒
しかし﹁ 論が浅い︵深い︶
とは何か﹂と問わ
れると返 答に困ることがあるものです ︒
前回述べた﹁ 科学者の視点 ﹂とともに︑深
い議論の末に論じることは︑説得力のある
答案の必須要件でもあります︒
私は授業の中で﹁システム思考﹂を基に
課題を見つめてみることを勧めています︒
目の前で起こる課 題は何らかのシステム
が引き起こしているものであるから︑構成
要 素が相 互にどう関 係するのか︑全 体 像
を捉えようとする思 考のあり方を﹁シス
テム思考﹂といいます︒

﹁氷山モデル﹂で
問題の深さを理解する
ピーター・センゲ氏は著書﹃ 学習する学
校﹄
において︑﹁ 氷山の一角 ﹂という表現を

パターン

構造

メンタル・モデル

意識・無意識の前提

クロニシティといいます︒

のない出 来 事が同 時に起こることをシン

そして︑同 時 多 発 的にその課 題が起こ

るということは︑そのパターンを生み出す

③ 構 造︵システム︶
が存 在するのではない

かと推測します︒
﹁ 構成要素 ﹂を洗い出し︑

どういう要素がどういう力を及ぼし合って

一方で④メンタル・モデルを見つめます︒

いるのかを整理します︒

システムは人をはじめとした構 成 要 素が

作り出し︑
システムの存在を許します︒そ

れを生み出した信念や態度はどういうも

のか︑
ということも観察します︒

我々はとかく目の前に起こる事実や感

情に囚われがちですが︑
その事実や感情が

どういう意味をもつのか︑というところま

で見つめることができて︑ようやく根本的

な問題解決の方策が考えられるものです︒

角︶
に焦点を置くことは︑その問題がもつ

観点から言えば︑
特定の出来事
︵氷山の一

隠れていることを指摘します︒システムの

けではありません︒結果として︑根本的な

も︑その裏側にある問題を見つめているわ

ようとすると︑対 症 療 法としては有 効で

①出来事をそのまま受け止めて解決し

が得られます︒例えば︑途上国の子どもの

文の答案を見つめると︑
さまざまな気づき

こうしたシステム思 考の視 点から小 論

システム思考と
小論文指導の視点

複雑性から目を逸らさせる一因となると

点を簡単に説明します︒

問 題の意 味を理 解するエクササイズの要

んでいただきたいのですが︑この誌 面では

例えば︑
いま見つめている課題が地域特有

②パターンを見つけることから始めます︒

は︑まずは水面下に潜り込み︑問題発生の

課題を取り巻く全容を理解するために

得ません︒ここで﹁それは氷山の一角では

来事﹂
だけを見つめて解決策を示している

ケースがあります︒しかし︑それでは﹁①出

付や募 金をすべきだ﹂と解 決 策を論じる

高 校 生のなかには﹁ 先 進 国の私たちは寄

ないか﹂と一度立ち止まってみる必要があ

にすぎず ︑浅い思 考のままと言わざるを

期に起こっているかもしれません︒このよ

るということです︒

のものだと自分では思っているかもしれま
・何が今起きたか

① 出来事
② パターン
・こうした状況に類似した事例やパタ

うに︑
偶然とは思えないかたちで因果関係

せんが︑
ほかの地域で同様の構図で同じ時

貧 困 問 題 をテーマとして取り扱うとき ︑
解決には至りにくくなります︒

の考え方
︵信念・前提・態度︶
は何か

・この状況を許すような私たちのもの

④ メンタル・モデル

影響し合っているか

・どういう要素が︑お互いにどのように

働いている力は何か

・これらのパターンを引き起こすために

③ 構造
︵システム︶

ーンがあるか

出来事

いうのです︒氷山モデルの詳細は書籍を読

用い︑その裏側にははるかに大きな問題が

● 氷山モデルとシステム思考
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LEGO®
問いの提示３
「さまざまな国や地域で起こっている格差問題の特有の要因を把握する」
※赤色の付箋
※元のグループに組みなおす
個人ワーク「ワーク②をふまえ、
共通するパターンでは捉えきれない個別具体の要因とはなにか、
グループ （75×75mm）
内で発表できるように準備しよう」
発散
（グループワーク）
「ワーク②で整理した共通するパターンはどういうものだったか、
ワーク②では捉えきれ
ない個別具体の要因とはなにか、
グループ内でシェアしよう」
発散
（個人ワーク）
「今まで探ってきた要因をふまえ、
どうすればグループで取り扱う格差問題が解決できそう
その立場と具体的な方策を、
一つにつき1枚、
付箋にできる限りたくさん書き出そう」
解決策を考える か、
収束
（グループワーク）
「発散した付箋で似ているものをカテゴライズしてみよう」
（25分）
ワーク③
共 通 するパタ
ーンでは解 決
が 難しい個 別
具体の要因を
把握する

リフレクション・ 学びの共有「授業を受ける前と比べてどのように成長したか、
みんなでシェアしよう」
チェックアウト 感情の共有「メンバー同士の気持ちを整えるために、
授業を通して自分の状態や気持ちを語り、みんなでシ
（15分）
ェアしよう」
『小論文のルールブック
「世界で起こっている
（起こっていた）
格差問題を一つ取り上げ、
800字以内で以下の問いに答えよ。
小論文の課題
（KADOKAWA）』
の輪読
①経済的な格差が拡大しているのはどのようなことが原因なのか。
【ホームワーク】
②格差が拡大する状況に対して、
誰
（何）
が、
どのような対策を検討するべきか、
あるいはするべきでないか。」

※神﨑氏はLEGO® SERIOUS PLAY®（レゴ®シリアスプレイ®）
のトレーニングを修了した認定ファシリテーターです。
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のです︒私の小論文の授業デザインも︑今

問いの提示２
「さまざまな国や地域で起こっている格差問題の要因に共通するパターンを探ろう」
※書き出した付箋は後で使用するので、
図からはがして各自で持っておく
※グループを選択した
「社会システム」
ごとに組成しなおす
収束
（グループワーク）
「発散した付箋で似ているものをカテゴライズしてみよう
（パターンの抽出）」
発散
（個人ワーク）
「共通するパターンを基に、
どうすればおのおのの格差問題が解決しそうか、
一つにつき
1枚、
付箋にできる限りたくさん書き出そう」

いか﹂ということが出るかもしれません︒

ワーク②
各国や地域で起
こっている格差
の要因に共通す
るパターンを抽
出する
（20分）

※Googleドライブ等で写
真を保存して、
閲覧できる
ようにしておくと良い。
※青色の付箋
（75×75mm）

回紹介する指導例のように︑それを妨げ

※ワーク①で作成したほかのグループの図を見学しておく。図は写真を撮影して残しておくとよい。

ないような設計をしています︒

休憩（10分）

築に宗教や思想や特有の価値観が影響を

問いの提示１
「自分たちが調べてきた格差問題を引き起こすシステムとは何か
（システムの複雑性に気づく）」 ※Google form 等を使っ
て投稿してもらい、
スプレッ
個人ワーク
「LEGO®をつかって、
どういう社会システムから、
どのように格差が生じたのか、
表現しよう」
ドシートで投稿内容を全員
発散①
（グループワーク）
「作った作品について、
グループのメンバーにその作品の意味を語ろう」
ワーク①
の で共有するのも良い。以
「格差」を引き ※発言の内容はメモに残すように指示する。ホワイトボード等に記録しておくのも良い。記録したものは、
下同様。
起こすシステ ちの宿題で用いるので各自残しておく。以下同様。
（個人ワーク）
「格差が生じるときに関わるヒトやモノや行動や感情
（構成要素）
を、
一つにつき1枚、 ※黄色の付箋
ムの 複 雑さを 発散②
（75×75mm）
付箋にできる限りたくさん書き出そう
（発散）」
理解する
収束
（グループワーク）
「書き出した付箋
（構成要素）
をすべて貼り出し、
それぞれの要素同士でどういうつな ★ ホ ワ イト ボ ード や
（35分）
Jamboardを用いる。以
がりがあるのかを整理して、
取り組んでいる問題のシステムを表す図を作ろう」
下同様。
※付箋で書き出した時点で、
LEGO®の作品は解体して片付けてよい（写真に残してもよい）
。

そもそも①出来事すらも理解できてい

LEGO®
※LEGO®の代わりに、
身
の回りにあるものを材料
に作品を作っても良い。
★家にあるものを使って
作るように指示。

出来事︑
パターン︑構造︑
メンタル・モデル

※ 調 べ 学 習 のため の
ICT 機器を準備すること
が望ましい。

の導出は循環したり行き来したりするも

※事前にグループを分ける。ひとグループあたり4名程度が適切。グループでシェアする際に人数が多いと
時間がかかるので、
そのための措置が必要。
<事前ワーク
（宿題）
>
・グループごとに異なるテーマを与える。
カースト、
アパルトヘイト、
士農工商、
ワーキングプア、
アメリカの格差
拡大、
フランスの雇用格差など、
国や地域における格差に関わるテーマとする。
アイスブレイク
・グループのメンバーは考察する社会システム
（経済・法・政治・宗教・教育・文化など）
を一人一つ選択する。
（15分）
①どういう格差があり、
②その国や地域はどのような社会システムになっており、
③ ①②が起こる背景や経
緯はどういうもので、
④富はどの層に集中し、
⑤結果としてどういう問題を引き起こしたのかを整理する。
※グループごとに着席し、
ペアの組成・先攻・後攻を決定する
個人ワーク
「LEGO®をつかって、
『格差とは何か』
を表現しよう」
ペアワーク
「作った作品について、
ペアの相手にその作品の意味を語ろう」

与えています︒要素と関係性を見出すな

教材・教具

かで﹁実はこういうパターンもあるのではな

指導上の工夫・駆動質問・留意事項

ないかもしれません︒ですから︑その貧困

★：オンラインの場合

学習活動

はどの国の︑どの地域の︑どの層の人々の

本時のねらい ①社会問題が生じるシステムおよび構成要素を把握する ②問題発生の要因の複雑性に気づく ③異なるところで発生する社会問題
に共通するパターンがあること、
個別具体の要因があることに気づく ④ ①〜③を基に、
その解決策を提案する練習をする

中で起こっていることなのか︑と焦点を当

「経済的な格差が拡大しているのはどのようなことが原因なのか。また、格差が拡大する状況に対して、誰（何）
が、
どのような対策を検討するべきか、
あるいはするべきでないか」

てる対象についてよく知ることから始めま

数のソースに触れ︑
﹁これはどういうこと

● 学習指導例（講座４回目、対象：高３：１２０分）

す︒書籍やウェブや聞き取り調査など複

か？ ﹂
﹁ ど うして そ ういうことにな るの

か？﹂といった疑問にぶつかりながら︑さら

さらに﹁これはほかの国や地域でも起こ

に調べ学習を進めます︒

っていることなのか？﹂と②パターンを探り

始めます︒
﹁もしかしたら先進国︑日本の

貧困にも同様のパターンが潜んでいるので

はないか ？﹂と︑ほかの国や地域にも当て

はめて︑同じことに気づいたり︑違いを見出

そのうえで︑同じパターンで貧困が生じ

したりします︒

ているならば︑同 様の③ 構 造︵システム︶︑

④メンタル・モデルがあるはずだと推測し︑

構成要素とその関係を整理します︒その

国や地域特有の政治や経済のシステムが

パターンを作り出したり︑
そのシステムの構
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