対話的教育実践の意義 : サンパウロ市立学校での
言語教育に学ぶ
著者
雑誌名
巻
ページ
発行年
出版者
URL

宇都宮 裕章
静岡大学教育実践総合センター紀要
21
1‑10
2013‑03‑29
静岡大学教育学部附属教育実践総合センター
http://doi.org/10.14945/00007323

静岡大学教育学部附属教育実践総合セ ンター紀要

No 21 p l〜 10(2013)

く
論文〉

対話的教育実践 の意義
― サ ンパ ウ ロ市 学校 での言語教育 に学ぶ―
裕章

宇都宮

*

The Significance of Practicing Dialogical Learning:
Through Language Education at Public Schools in Sdo Paulo

Hiroaki Utsunomiya

Abstract

This article represents the simificance of "Dialogue" as in Paulo Freire' s works through our
study at public schools in Sdo Paulo, Their prdctices indicate that their daily classrorks
based on interaction among students (and/or their teacher) are indeed a dlaloglcal activity, and
that such an activity leads the students into a true learning of exploring the world, i. e. Froire' s
Problem Posing Education. The two language classes ve mado an inspection of in September, 2012, lhe
one is Portuguese and the other is EngIish, nicht be defined as so-ca11ed collaborative learning,
The practices, hov€ver, cannot be regarded as just a method of language learning. Instead, they
show us the essential type of learning through language nrhich should be developod in a multicultural society as in Sao Paulo, and in Japan in the future. So I finally propose that some
meaning of this dialogical learning lie in overcoaring individual (personal knowledge) -comnunal (group

field

activity) dichotKlll y
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は じめに

斑活動 、相 互学習 、 あ るい は協働 学習
(collabOrative loarning)と 呼ばれ る学習者同士 の
学び合 いに基づ く教育実践は、現在、学校種 の別 を問
わず 国内外 の多数 の教室 にお いて導入が進んでいる活
動 であ る。特 に言語教 育 においては 、 コ ミュ ニ ケー
ション重視 の観点 か ら、実際 の言語運用状況に最 も近
い手法 として取 り入れ られ る傾向が強 い。ペ ア ワー ク、
ピア学習、 グル ー プアクテ ィ ビテ ィ等、学習形態 とし
ての名称 も既に定着 した感 がある。協働学習 の在 り方
についても、各地で広 く経験的に知 られ ているだ けで
な く、理論的 にも古 くか らピアジェによる相互作用論
や ヴィゴツキー による最近接発達領域論 にお いて議論
され てきた 。。個人 の認知的葛藤 を軸 とす るか、社
会的に構成 されて い く学 習状況 を考察す るか とい う論
点 の方向性 の違 い はその後 の研究によつて調整 され、
近年 ではプ ロン フェンブ レンナーの二者 関係 における
発達的変化 の 同期 (プ ロ ンフェンブ レンナ ー ,1996,

あるいはヴァン リアによる記号過程 としての
最近接発達領域 (van Lier,1996,p196)の 考え方等
に集約されている。
p71)、

*国 語教育講座

フ レイ レ 多文化環境

ところが、最近 の (特 に我が国の)協 働学習に関す
る議論 を概観 してみ ると、上に述べ たよ うな従来 の研
究の主旨か らは逸脱 し、手段 としての解釈、換言 して
「学習者 が自律的あるいは主体的に学ぶために協働学
ある」に類す る論調が主流 を占める。つま
り、協働学習 が単なる (好 意的 に述 べれば高度な)学
習方法 の一つ として扱 われて い る点が 目立つ。授業改
習が有/

mで

善に資す る方策 として の取 り上げ方 も同類 と言える。
協働学習を方法論 として検討す る研 究 は確かに重要な
ものではあ るが、そ の検討 だけでは 「なぜ協働学習を
行 う (べ きな)の かJに 対す る回答 が得 られない。協
働学習そ の ものが無効だ とす る論考は皆無 に等 しく、
その意味で協働学習は様 々 な学習を進 める上での必要
不可欠な手法 と目されてはい るが、 なぜ必要なのかを
了解せず して十全な実践 に結びつけることは難 しい。
有効性 の有無 によつて学習方法の採否 が決め られるよ
うな現場では、た とえば、班活動に よつて 日に見える
学習者 の進展 がなければ、短絡的に当該活動に意味が
ない とみなされ る。極端 な例だ と、教室を無秩序化 し
混乱を引き起 こすや り方だ として 、は じめか ら敬遠 さ
れている場合 もある。また、同席す る仲間同士の話 し
合 い をためらう学習者 がいれば、それ を当該学習者 の
不適応 と判定 し、活動 の有7 D性 を個人差に起因させて
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終わ りにする。未だに協働学習 自体を別 の もの を学ぼ
せ るための前座、学習者 の注意 をひきつ けるための方
法、 もしくは現学習 を復習 し定 着 させ るため の発展
的・応用的活動 としてい るところ も多 い。 これ らの実
態は、協働学習 の意義 を問わず 、効率性 の問題 、個人
的能力の問題、動機 づ け・ 達成感 の問題等 々に還元 し
て しまつた結果 であろ う。学習 における効率 とは何か、
自律的に学習す るとは どうい うことか、動機 づ けとは
何 かに言及 せ ず して 、 「協働学習 は効率的 で ある」
「自律学習を促進す る」 「高い動機 づ けにつ ながる」
などと述 べ ることは論点先取以外 の何物でもない。 こ
うした主張が現出 している限 り、協働学習 についての
誤解が解消 しないばか りか、積極的 に採用す るところ
と古典的な教授方法に固執するところの二極化 が進む
危険性 も増す。
今回、筆者 は付記 に記 した研究プ ロジェク トの一環
として、プラジルはサ ンパ ウロ市における言語教育に
触れると同時に関係者 との協議 を行 つた。そ こか ら得
られた知見が協働学習 の意義 である。むろん一般化は
で きないが、各実践者 が抱いてい る意識を押 しなべ て
み ると 「役 に立つか ら」 「学力向上のため」などとい
う理由で協働学習法を採用 しているのではなく、理念
として、あるいは民主的な教育を行 うことを目的 とし
て実施 している状況が看取 で きた。 しかるに、その状
況を 「協働学習」 とい う術語 で一括す ることはもはや

上げられ る。
真実の教育は Bの ために Aに よつて行われた り、
Bに ついて Aに よつて行われ た りす るものではな
い。それ は世界、 つ ま り両者 に感 銘 を与えた り
挑み かか つた りして、それ につ いての 見解や意
見を生 じせ しめる世界 に媒介 されて、Bと ともに
Aに よつて行われ る。
(フ

レイ レ, 1979,pp 105 106)

フレイ レはこうした主張を通 して 、上意下達 の一方通
行的伝達 と、権力者湖長従者 に類す る二項対立による
教育を否定 した。た とえ、良かれ として行われるもの
(「 Bの ために」

われ るもの

)で あ って も、知識蓄積 の名 日で行
)で あ つて も、それは本

(「 Bに ついて」

質ではないとい う考え方 である。 一方的に語 りかけら
れ るような常」
度 の 下での学習者は、あたかも知識 を蓄
えるだけの容器 とみなされ、その知識 の意味を十分理
解す ることなく受容 し、暗記 し、復唱す ることが求め
られて しま う。 このよ うな状況を銀行預金型 と呼んで
批判 し、そ こか らの脱却 を目指す教育を提唱、実践に
つ なげていつたフレイ レの功績は全世界に知 られてい
る。特 に、 「相互 の交わ りの 中で」 の教育 が一貫 して
唱 えられ、 これがま さに 「Bと ともに Aに よつて行わ
れ る」活動、すなわち対話なのである。彼 が各所 で言
及 している 「対話」は手法 としてではなく、もともと

それに代えて本稿では、 「対話」 と
適 当ではない
い う用語を使 う。 この用語は、必然的に、方法その も
のへ の言及 も可能 にす る広義性 を合意 している。 さら

行為 と省察の両面を象徴す る用語 として、つ ま りは ヒ
トの営為全般 (の あるべ き姿)を 示す もの として用い

に、意見聴取の 中で 、サ ンパ クロ市 のかつての教育長
で もあつた P フレイ レの人名 を頻繁 に耳にす る機会
があつたが、 これ も本稿 で 「対話」を取 り上げる理由

られたものである。教育 が対話だ と結論できるの も、
方法 のみに言及 した概 念 ではないか らである0。 さら
に、実践パ ターン として の 「銀行預金型」 「課題提起

である。以降、 フ レイ レの思想 と合わせて言語教育 の
在 り方を考察 し、上で述べ た現場での諸問題 に対す る

型」 とい う区分 も、教育に 2種 類 あると述べ ているの
ではなく、教育 自体 が課題提起でな くてはな らないこ

解決 の糸 口を探 つてい く。

との論拠なのである。そ こか ら、課題提起を実現する
のが対話 の行為であ り省察 であるとい う論 旨に展開さ
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対話 と言語教育
日本でのこれまでの教育学的な議論にお いて、 フレ
イ レの思想、およびその鍵概 念 である 「意識化」 「対
話」 「課題提起 (型 )」 等 が主要な論点にな つたこと

せている。
したがって、 「向か い合 つて話す こと。相対 して話
す こと。」 (広 辞苑 ,2008)と い う定義 にあるよ うな
「 (話 し)こ とばを利用 しての行為」なる対話 の解釈

はほとん どなか つたと言 ってよい。それでも、これ ら
の意義や重要性 については 、す でに訳書 (フ レイ レ

は、極めて狭 い もので ある。言語教育にお いてもフ レ
イ レの対話 の概念を根幹 にす える必要があるのは、言
語教育 がことばによるコ ミュニ ケーシ ョン (最 狭義の

127。

,

1979;1982,1984,2001,2011)、

さらには各種論考

(有 満 ,2010,原 ・ 森 川 ,2007:原

,2011,黒 谷
2001:水 谷 ,2006:西 尾 ,2010;野 元 ,2000:谷 川
2004,山 口,2000等 )を 通 して詳 しく紹介 されてい る。
,

,

対話)を 取 り扱 うといつた 見解 のためなのではな く、
教育 自体が対話に依拠す るか らとい う事由による。 こ

本稿 でその議論を繰 り返す ことは しないが 、言語教育
に関連づ けての考察は現在 で も稀少 と言えるほどの水

うした観点 こそが、 ことばを使わない と対話ができな
いのでは なく、対話 が ことばを形成す るひいては学習
者 とい う主体を形成す る (宇 都宮,20H,p29)と い う

準 に留まるため、まずは本節 で先の鍵概念 に基づ き考

建設的な教育理念 に結びつ く。

察を進める。
対話 の捉 え方 としては 、下記 の文言がたびたび取 り

対話 と言語教育を概念的にも実践的にも包括 して考
察 しなければな らないこ とのもう一つの側面 として、

対話的教育実践 の意義

言語教育 に先 の二項対立 の図式 が立ち況 れやす い傾向
のあ るところも見逃 してはな らない。 フ レイ レが社会
変革へ の具体的な取 り組 み として識宇教育 の実践か ら

しか しなが ら、対話 の理念 の実践化 に向けての取 り
組みは、世界 の各地でも緒についたばか りである。そ
れはサ ンパ ウロ市でも同様 であ り、実際の制度設計に

着手 した の も、当時 か ら主流語 141が 支配 /被 支配関係
の象徴 として君臨 してい たことを物語 る。読み書きの
できない者 に対 して精神 の量を欠いている飢餓者 とみ

ついて も各学校 内で試行錯誤 が続 いてい る (筆 者 が
行 つた調査 において も当該実践 が 「完成形」 だとす る

なす認識 を批判 した の もフ レイ レであるが 、 この認識
が示す通 り、言語教育 においては知識 を量的なもの と
みなす圧力が非常 に強 く、教授者が学習者 を圧倒 して
い る様相 が際立つ。そ して、教授者 の もつ 「知識 」が
「常識」 に、そ の 「常識」が 「正 当性」に読み替え ら
れ、逸脱に対す る極端な不寛容的姿勢 とならて顕現す
る。すなわち、前提 とされ る知識に比 して少 しでも異
な る点があれ ば、 「常識外れ」 ある いは 「間違 い 」
「場違 いJと い う負 の評定が 下 され るのであ る。 こ う
した傾向は、おそ らく、他教科 の学習 に比較 しても大
きいのではないか と考 えられ る。確かに、社会科や理
科 といつた科 目にお いて も正 当だ とみな され る知識の
権限が絶大な教 室は存在す るであろ うが 、それでも、
前提知識 と異なる学習者 の思考 を言下に否定す る場面
が多い とは考えに くい 。。 一方、大方 の言語科 目にお
いては、 「あ」 を 「え」 と発音す る、 「話 さない」 を
「話 しない」 と言 う、 「ate」 を reated」 と答 える、
謙譲語 と尊敬語 を混同す る、漢字 の点画 を教科書通 り
に筆記 しない、助詞 を落 とす、等 々があれ ばそ の理由
を問われる ことがない。学び の条件 になるはずの 「知

提示は皆無 で あった)。 もちろんその背景 には、構成
員 の人種や言語、歴史等が コ ミュ‐テ ィ毎 に異 なって
いて、試行錯誤に地域性 を反映せ ざるをえない とい う
事情 もある。おそ らく、 こ うした本市 が もつ多様性 の
ために、現場での逐一の実践方法について統一的 、あ
るいは画 一 的な対応 を打ち出す とい う教育政策 が採用
されにくいので あろ う (=後 述す る 「柔軟性」 に基づ
く対応 )。 下記 の事例 も、決 してサ ンパ クロ市を代表
した もの とは言えず 、他 の学校 でも同様 の取 り組みが
行われ ていると結論 づ けることもできない。それ でも
本稿 であえて 2つ の言語教育実践を取 り上げたのは、
理念 を実践化す る際のプ ロセス を詳細に辿る必要性 と、
同 じ理念 の下であつて も異なる形 となって具現化す る
とい うことの理解 を目指 したためである。 さらに、当
該事例については、できる限 リー般例 として解釈 され
ないよ うに配慮 した。 それは、文脈 を越 える (文 脈を
度外視 した)典 型的な方法論が存在す るとい う考え方
自体 が、

(フ

レイ ンの)対 話理論 に存在 しないためで

もある。
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らないJと い うことが汚点 とされ るだけでな く、た と
え知 つていた として もその内容表出を規 範 に したがつ

サ ンパウロ市立学校での言語教育
近年 のプ ラジル 国における経済的成長 と政治的安定
化へ の動向に対 し、各国か ら注 目が集 ま ってい るのは

て行わなければ即座 に無知 とされて しま う 。 とりわ
け、理解 を表現で しか評価できない と (こ とばの理解

周知 の通 りである。教育政策 に関 して も、他国に比 し
てのス ピーデ ィー な対応 とそ の先進性には 目を見張る

はことばの表現そ の もので あると)誤 解 された場面で
は、表現できな いことと言語能力 の低 さがたちまち等

ものが ある と言 われて い る。殊 に、2001に 策定 され
た国家教育計画 によ り制度 の民主化 が加 速 され、その

式で結ばれ る。果 た して 、 このよ うな状況下での学習
者 がフ レイ レの言 う「被抑圧者」 ではな い と断言でき

お よそ十年後には GDPの 6%に 近 い莫大な費用 が教育
関連分野へ投資 されて い るとい う(江 原 ・ 山 口,2012)。

るであろうか。
以上の点か ら、対話の教育 0は 言語教育 だか らこそ

具体 的 な指針 (Plano Nacional de Educacao 2011
2020)に ついては 2011年 に定め られたばか りであ り、

行 われなければな らない と明言す ることができる。 む
ろん、イデオ ロギ ーのみ を拠 り所 とした実践化は教義
の押 し売 りになる可能性 があ り避 けなけれ ばな らない

そ の点で各地で の対応 につい ては現在 も進行 (試 行錯
誤 )中 とい うことになろ うが、今後 の発展 が大いに期

16・

が、 フレイ レの対話 が単なる形 而上的な術語でないこ
とは前段 の諸研究 の論考が示す通 りである。 フ レイ レ
自身も、先に言及 したよ うに、識字教育 の場面で理念
の実現 が可能 であることを立証 している。そ の立証過
程 は、現在で も、世界 中の教育界 の 希望 (原 ,2011:
フ レイ レ,2001)と なっている。 そ して、 自己 と世界
をつな ぐ教育、地球規模 の観点か ら見た環境 との関わ
りを学ぶ教育、文化的他者 を尊重す る教育、多様性 の
中での持続可能性 を視野に入れた教育等 々、現代社会
が直面する諸問題 に正 面 か ら向き合 うことができる教
育は、対話 をお いて他にはないよ うにも見 えて くる。

待 されてい る。
2012年 現在 の サ ンパ ウ ロ市教 育長 Cllia Regina
Cuidon Fa16tico氏 か らも、上 の教育に対す る配慮 と
発展を裏付 けるよ うな見解 が寄せ られた。中でも、全
市予算 の 31%が 教育関連費 に充 て られて い るとい う
実態には、教育行政にかける並 々な らぬ尽力が感 じら
れた。財政規模 もさる ことなが ら、施策 内容の充実度
も突出 して い る。経済的 。文化的教育格差 を是正す る
ための 「幼少期 か らの学習機会 の均等化」、教員力量
の進展を図る 「 (金 銭的 ・時間的)負 担をか けない研
修制度 の充実」、現代的課題 に対応できる人材育成 を
目指 した 「地域 的 ニー ズ を踏 ま えたカ リキ ュ ラム改

宇都官裕章
編」、従来行 われてきた評価法 を問い直す 「新評価法
の開発」 といつた取 り組みをプ ロジェク ト単位で次 々
と施行 し、教育 の質その ものの 向上に も焦点を当てる。
当該 プ ロジェク トは、行政機 関 (教 育委員会)・ 研究

予め教室内には、個人 の学習机を 4つ 寄せ合 わせ、
上か らテープル ク ロス をかけて 1つ の広 い会議机様

機 関 (大 学)・ 実践機 関 (学 校 )の 3者 連携 の下で実
施 しているが、 ここに現職教員 を関与 させ ることで、
制度設計 と教員 の社会的地位向上を並行 して達成する

うにな つている。担 当教師 の Horikawa氏 によると、
国語 の授業は どの学年 もこの形態 の教室 で実施 されて

道筋 もつ けて い る。
ここで注 目したいの は、カ リキ ュラム構成や教育制
度設計 における手法 と考 え方である。殊 に、現場 の教
員独 自の工夫や意見を随所に、 しかも随時提案 で きる
とい う柔軟性 は、様 々な文化的価値観が共存 し、社会
的変化がカロ
速す るサ ンパ ウロ市 のよ うな地域にとつて
必要不可欠 である。結果的に完成 された仕組み とは言
えない、いわば荒削 りの型枠 とな って顕現する ことは
必至であるが、 「未完成」を認め、かつ 「構築 しなが
ら運用す るプ ロセス」 自体 を積極的 に評価す る環境に
対 しては、特筆 しておかな くてはな らない。 当該環境
は、本来 の教員 の専門性が最 も活か され る場 とも言え、
教職 における一種 の 「や り甲斐」 の喚起 にもつながつ
てくることは十分予測できる。そ うした場が、まさに
フレイ レが述べ る 「意識」 「課題」 「対話」 の発生現
場だか らである。 自己が埋め込まれている実存状況 の
意味を省察過程 の 中で気 づ き、気 づい た内容 を批判的
課題 として認識 しなが ら具体的な行動に結びつ け、他
者 との調整 を通 して学校・ 教室 といつた共同体 の変革
を促進 してい く、 このよ うな経験 の連続 が教育環境 の
構成者 で もある学習者 と共にある教員 の有力感を積み
上げる。 自己の努力 が直接環境 に還元 され ると同時に、
環境 か らの評価 が直接 自己に与え られ るとい う相互作
用性があ つてこそ、 当事者 に とつ てはそ こが 「居場
所」 と認め られ るのである。実際、筆者 が視 察 した市
内 5つ の学校・ 施設 0に おいて、教職 を否定的に捉 え
る談話 (多 忙・ 生徒指導問題・ 学力低下・ 教材不足・
職場環境悪化等)は 一切聞かれなかつた。反対 に、授
業内容、教室活動、生徒 の様子、同僚 の教員や管理者
(校 長・ 副校長)、 行政 の対応等 々について、生き生
きと興味深 く誇 りをもつて語 る様子 が非常に印象的で
あ つた。
下記 の授業実践も、そ うした柔軟な取 り組みが成果
を上げつつ あることの一例であろ う。
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(島 )に

した ものが 6つ 設置 されてお り、 1つ の島に
つ き最大 6名 の生徒が顔 を突き合わせて着席できるよ

い るとい う。 この 6名 グループ とい う班編成 の規模と
形態は、本校歴代教員 の経験 の蓄積 を経て淘汰 され、
最 も適切な形 として継承 されてきた ものだそ うである。
本時 の授業進行は、下記 の通 りである。
授業の時間になると、生徒たちは予め決められた場
。。
所 に着席す る。
は じめに、本時 の授業進行 と議論 の論点を列挙 した
ー
カ ドが配 られ る。カー ドには次 のよ うな ことが記載
されてい る (表 1)。 次に、 カー ドに記載 されて いる
「評価」 の仕方 の説明が教師か ら行われ る。 と言 つて
も、 「まずは皆 さんの中で 自由に決めて ください。後
ほ ど私 とのや りと りの 中で ど うす るか考 えていきま
しょ う」 とい う投げかけに留めてい る。続 いて 「意見
とは何か」 とい う発間が出され、班活動に入 る前 の各
生徒 が思い描 くイメー ジ をクラス内で共有 してい く。
関連 して、 「どこでその意 見を聞いた ?」 「新間 には
意見が載 つて い るか しら ?」 な どとい う教師か らの発
間 と、生徒 か らの発言 の活発な交換 が執 り行われ る。
ここでの問いか けは教師が 「本 当に知 りたい と思 つて
い ること」 であ り、決 して 「予め想定 していた解答 に
合致するか どうかの確認 」 ではない点にも、留意す る
必要がある。
表 1 生徒に配付された授業進行表+論 点表

本節 で紹介す る国語 (ポ ル トガル 語 )の 授業は、
2012年 9月 25日 に実施 された ものである。 8年 生の
25名 を対象 とした 70分 の授業 であつた 。 当校 での
)。

国語科 は、 どの学年 も週 5コ マ (1コ マ は 45分 )の
時間割で行われてい るが、上級学年 に対 しては 2コ マ
を連続 させて実施する頻度 を増や し、深 い内容理解に
つなげるための時間を確保 してい る。

本語訳)

各班 で行 うこと

>
>
>
>

下の質問を順番 に話 し合 う。
班内 で出た意見を記録する。
班員名 、各人 の 家庭 の (年 齢 も含 めた)人 員構成、下
の質問へ の回答 を記載 した報告書を作成す る。
発表時間で の報告代表者 を選出す る。

質問

1
2

あなたは誰 と住んで います力、 各 々何歳です 力、
ど うい う新聞 を とつて い ますか。 また、それ らは どの

3
4

よ うに入手 しています か。
あなたの家 ではなぜ新聞を読む/読 まないのですか。
その 日に起 こった社会的に重大な情報は、 どの よ うに
得て い ます力、

5
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(日

新聞を読む ことは大切 です力、 それ はなぜです力、

クラス全体 の活動が 20分 ほ ど続 いた後、議論 の場
は各班 に移 る。質問 の 1や 2と いつた具体的な項 目に
回答することはたやす いが、 「なぜ」へ の回答にはな
かなか難儀 している様子 であつた。 しか も、生徒 の 中
には 「なぜ 1や 2と いった 単純な ことを質問するのだ
ろ うか 」 「そ の他 の 質問 と何か関係 があ るのだ ろ う

対話的教育実践 の意義

か」 と質問その ものの真意に疑間を抱 く者 もいて 、自
熱 した議論 が展開されてい く。 このよ うな深 い議論を
す る中では、当然 のことなが ら、誰 も発言 を行わない

らなかったが、当面 「1つ の班 の発表 が終わつた ら、
その内容を理解 したか ど うかの確認 をクラス全員 で行

とい う空 自時間の発生 が否 めない。 しか し、そのよ う
な状態になつた班には、す か さず教師 のサポー トが入

本時では、時間 の制約 によ り 2つ の班 か らの発表 に
留ま つた。 しか し、発表その ものの時間よりも、当該
発表 の評価 をどうす るか とい う議論 にかける時間が増

る (写 真 1)。 あるいは、生徒 自らが教師を呼んでサ
ポー トを求めることもある。

い、評価 して いこ う」 とい うことになつた。

え、その中で多面的な観点が次 々 と提案 されてい く。
た とえば 、 「先 生 の サ ポ ー トを 受 けた か ど うか 」
r個 々の意見の提示だけでな くま とめの内容 があった
か どうか」 「発表中の声 の大きさ ,聴 衆へ の配慮 (分
か りやす さ等)・ 正確 さ (論 旨の一貫性等 )力 ｀
あつた
かど うか」 といつた観点 である。教師 は、そ うした観
点を板書によつて明示 しなが ら、生徒 か ら出された意
見を元に 『秀・優・ 良・ 可」 といつたグ レー ド・ ス コ
アを付けてい く。それ で も、実際に生徒 か ら fじ ゃあ
先生は、今 の班 につい て どう評価す るの ?」 と問かれ
ると、 「分 か らない」 と回答 し続 け、 「評価す るのは
あなた方だ」 とい う意図 を伝 えて い く。そ うした教 師
の態度 も相ま つて、 グ レー ドについては生徒間でも賛
否両論が噴出 し、喧 々謂 々の議論 の結果 として、一旦
付 け られた評価に次 々 と 「*(ア ス タ リス ク=仮 の表

写真 1 班内の議論 と教師のサポー ト

教 師 の サ ポ ー トは 、 「新 聞 は何 に使 う ?」

「イ ン

ターネットに書き込んだものは意見と言つていい?」
などとい う問いかけや、 「うん、そ の新聞は面白い よ
ね」 といつた何気ない受け答 えの域 を越 えて いない。
しか しなが ら、一つ一つの発話 が本題 の 「質問」 に関
す るものであつた り、 「えつ、先生 もそ う思 うの ?」
といつた次 の回答 に結びつ く発話 を引き出 してい くも
ので あった りす る。答えを伝達す る、あるいはその ヒ
ン トを出す のではな く、あくまで も参カロ
者 の一員 とし
ての意見 を述べ 、感想 を言 い、共感 を示す発話なので
ある。
おお よそ班毎 にま とめの段階になつた 時点で、実物
の新間 が配付 され る。本物 を手に取 つた生徒 たちは、
各 々感想 を述べ た り興味 の ある記事 を読み始 めた りす
るのであるが、そ うした行 為 自体が質問へ の 回答を拡
張す る体験 にもなつてい る●D。 少 な くとも生徒た ち
(一 見 自分勝手 な)行 為 が咎 め られていない時点
で、 自身 の振 る舞 いが 「自発的な行為」 として肯定的
に評価 されてい ることを知 るので ある。

は、

班活動 はおよそ 25分 であつた。その後、各班 か ら
の発表 に移 ってい く。 ここで興味深 いの は、 「発表 の
仕 方は ど うしますか」 「発表中は どうした らよいです
か」 とい う教師 の問 いか けである。発表 の方法だけで
な く、聴衆 としての態度 をも生徒 に決めて もらうとい
うのである。 「班 で 1つ の意見 にま とめて代表 1人 が
発表する」 「いや、各 々が 1つ ず つ 意見を言 つて も構
わないのではな いか」等 々 、 ここでも議 論 が 自熱す る。
方法 の議論 だけで も優 に 10分 を費やす。結論 には至

示であることの印)」 が施 されていつた。
各班に対する評価 自体は曖味なもの とならていった
が、そ の一方で、議論 を し尽 くした とい う高揚感が各
生徒には生まれていた。 生徒たちか らは 「今回の授業
も面 白か つた」 「この授業 に参加で きて楽 しかった」
「色 々 な意見があることが分 かつた」 といつた肯定的
な感想 を開くことができたが 、何 よ りもこうした感想
が本授業 の充実性 を示 してい る。
本授業を、従来 の知識伝達 の観点か ら否定的に眺め
ることはそれは ど難 しいことではない。意見や情報 に
関す る説明が教師側 か ら一言 もなかつたばか りか、 こ
の時間に何 を学習す るのか とい う目標や具体的内容 が
生徒側 に示 されてい ない。 しか も、確定的な評価をあ
えて避 けてい るよ うにも見える活動 のためか 、 「尻切
れ トンボ」 あるいは 「や りつばな し」 と断 じられて も
おか しくない。
ところが、 このよ うな見解 には学習者 の コン トロー
ル =抑 圧 こそ が指導、 も しくは教育実践 であるとい う
捉 え方が潜在 してい る。既存 知識 の獲得お よびその完
了をもつて授業 の成功 とみな して しま うと、学習者 が
本当に学んだ ことに対す る考察 の機会 を逸 して しま う。
第 二者 の立場による観察 か らも明 白なので あるが、
生徒たちは確実に 「創造的イ マ ジネ ーシ ョンの発達に
よる表 現力」 (フ レイ レ,1984,p 45)を 広 げている。
しか も、その広が りを 「多様な意見 がある」 「一面的
な評価は不可能」 とい う個 々人 の気 づ きが支えてい る。
そ うした多様 な実態へ の意識化が根底 にあるか らこそ、
他者 には 「ことばを尽 く して説 明を試 みない と理解 し
てもらえない」 ことを知 り、そ こか ら表現 の倉1意 工夫
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や推敲をはじめるのである。 これは、学習 しない と意
識化できない とか意識 が学習に先行す るといったこと
ではない。 フ レイ レが主張す るよ うに、意識化 は学習
の過程 の 中で生 じる もの なのである。
学習 プ ロセスその もの を重視 していることは、授業
目的 の未提示 か らも見えて くるが、各班 の発表 で終了
す るはず の内容がいつの間にか評価法 の議論に移行 し
ていた様子 か らも推測できる。評価法 に関す る議論は
当初 か ら教師が企図 していた素材であるが、そ の進む
方向まで準備 されていたわけではない。 む しろ、生徒
の思考 を 「で も、 こ うした見方 もできます よ」 「でも、
〇〇 さんの意見 が間違 い と思 うのは どうで しょうか」
といつた (批 判的)働 きかけによって、あえて迷わせ

写真 2 外国語での「対話」活動

るような手法 さえ採用 して い る。 これは しか し、生徒
を追 い込んで思考 させ る方法なのではな く、内容 を絶
えずつ くり変えてい きなが ら課題 を生成 して い くプ ロ

同士でや りとりを し、最後に ビデオを視聴 した り歌を
歌 った りして締 め くくる。そ の意味 では、P∝ Aサ イ

セスと言えよ う。
授業後、担 当教師に Iこ うした活動を基盤 に した授
業 の成果 は何 か」を尋ね てみた ところ、次 の驚 くべ き
回答を聞 くこ とができた。
「民主化」 が成果 と言 えるので はな いで しょう
か。確 かに、 どの部分 が どれ だけ伸 びたな どと
い うことを明確 にはで きませ ん し、数値化す る
ことも不可能です。成果 を示すや り方 も十余年
に渡 つて 考 えてきま したが 、未 だ に完成 されて
い ません。です が 、誰 で も自由に考 え られ る機
会、規範 を批判 できる機 会 が増 えた こ とは 、喜
ば しいことだ と思 います。
本授業は、理念 に支えられた実践の力強 さと言えるの
ではないだろ うか。
3 2 maximO de mOura santos校 「 英語 の授業
当校 での英語 の授業は、2012年 9月 26日 に実施 さ
れた。4年 生 29名 を対象 とした 45分 の授業 であった。
数年前までは 5年 生か ら導入 していた英語科 であるが、
現在 では市内全域で 1年 生か ら実施 して い る。大半の
学校では、本校 の Guariento氏 同様、地域在住 (非 英
語母語話者 )の 教師 が担当す る。
本時での教室内には、前節 の教室 と同 じよ うな島が

7つ 設置 されている。実施場所が図書室 のため島には
丸テープルが使われて い るが、4〜 5人 の生徒 が互い
に向き合 うて着席す る形態は先 の国語 の授業 と同等で
ある

(写 真 2)。

授業進行は、実に簡潔な形でパ ターン化 されて い る。
生徒は時系列に したが つた次 の行為 を しなが ら授業に
参加 してい く。は じめに、 「これか ら何 をす るか」 を
知 る。次 に、全員で一斉に声を出 しなが ら発音 とリズ
ムに慣れる。そ の後、慣れた フ レーズ を使用 して生徒

C(確 認 )と A(行
動)の 段階が入れ替わ ってい る)な ので あるが、 この
クル に類似 した進 行

(こ

こでは

分 か りやす いパ ターンが生徒 の授業 へ の 自発的な関わ
りを喚起 している。次 に何 をす べ きかが、教師 による
解説がなくとも理解 されて い る とい うことである。 こ
の授業進行は、初年度 (1年 生)か ら継続 して行われ
ているため、教師 の指示 に戸惑 うよ うな生徒 は一人 も
い ない。 なお、実際 の授業は、 「挨拶」 についての活
動 と 「気持 ち」についての活動 の 2部 で構成 されてい
た (表 2)。
継続 して実施 されて いる方 法 には 、もう一つ重要な
ものがある。それが、 日標言語 による授業運営、いわ
ゆ る イ マ ー ジ ョ ン ・ プ ロ グ ラ ム (inmersion
program)で ある。本校 においては 、概念 の解説や生
徒同士の話 し合 い 、お よび教師へ の質問時には、ポル
トガル 語 の使用 も可能 なので、ゆるやかなパ ー シ ャ
ル・ イ マー ジ ヨン (partial inlmersion)と 言 えよ う。
動きの あるス ライ ドを使用 した解説、 リズムに合わ
せて行 う発声練習、遊び の要素を取 り入れた言語運用、
そ して 目標言語に浸 つた (イ マー ジ ョン的)活 動、 こ
れ らを良好なタイ ミングで 、かつ淀みなく行 う教師 の
力量は相 当な ものに 見 える。 また、そ う した教師 の
リー ドによる授業が外国語を学ぶ楽 しさを生み、まる
で別世界に誘 われたよ うな感覚が生徒 の好奇心をくす
ぐつてい るようであ る。イ マー ジ ョンの手法 もこの感
覚の喚起に一役買 つてい るのか もしれない。
しか しなが ら、 こ うした授業運営 の 手法や イ マー
ジ ョン・ プ ログラム 自体は特段 に珍 しい ものではな く、
そ の効果について も研究 が進 んでいるため、現在 では
世界中の外国語学習 の現場 で採用 されてい る。 一方、
採用 したか らといつて、即、本授業 のよ うな活動 が現
出するとは限 らないこ ともよく知 られている。従来 の
考察では、その原因 が教師 の力量 の差だけに還元 され
て しまつていた。

対話的教育実践 の意義
表 2 本時の授業進行

案外 で きるもんだ よ、 とい うこ とです 。沢 山 の
人 た ち と知 り合 つて 、 自分 を活 かす場 を見 つ け

前半

1

教室前方 のス ライ ドに Greetingsの 種類 (握 手・手
を振 る 。頭 を下げる・ 肩を叩 く 。キス をす る 鼻を
付き合 わせ る等 )を 、イ ラス トを交えて提示。それ
ぞれ の意味を教師 と生徒 のや りとりで確認。
「shaking hands」 「patting your shoulderJ と

2

いった挨拶行為 を示す フ レーズ を、実際にそ の動作
を しなが ら、 クラス全体で発話練習。

3 Social Practico Titteの 時間。一人 の生徒 とその生
徒 が指名 した他の生 徒同士で 、好 きな挨拶 を行 う。
スマイル ボール (ハ ン ドボール大の ビニールボール
に笑顔 が描かれ ているもの)を 投げ、受 け取 つた生
徒 を指名先の相手 とする。
他 の学校 の生徒が作成 した Greetingsに ついての動

4

画を視聴す る。
後半

1

前方 のス ライ ドに Feelingsの 種類 (喜 怒哀楽 )
を、イ ラス トを交えて提示。 それぞれ の意味 を教師

出すきつか けになれば、 いいですね。
選択肢、すなわち 「遊び」がない ところに楽 しさは
生まれない。本授業 では最初に大枠 が示 され るが、そ
れは生徒 の行動を縛 り付 けるもので はない。その場 で
どんな挨拶 をす るのかは、全面的に生徒 に任 されてい
る。英語 を使 うかポル トガル語 を使 うかの判断 さえ、
教師は指示す ることがない。またあるいは、既存 の枠
に囚われない、すなわち 「逸脱」 が許 されない ところ
に自由は生まれない。 どんな発 音を しようが、どんな
ミスを しようが、他者 がフォ ロー して くれ るとい う雰
囲気 があるために、 どの生徒 も積極的に発言 (体 験 ・
発表)し たがる。 さらに、挑戦 の機会 とその克服がな
い ところに自信 は生まれない。最低 で も 「できなかつ
た」では終わ らせない、た とえ表面上失敗 したかのよ

と生徒 のや りとりで確認。
相手 に気持 ちを尋ね 。答 えるフ レーズ (How do yOu
Feel today? Today li m happy/Sad/angry, etc )

うな状態にな つた として も、当該行動に挑ん だ勇気 を
讃 えるので ある。少なくとも 「つ ま らなかつたJと は
感 じさせない、その心意気は本授業で用 いた様 々な 自

3

を練習。
上のフ レーズの型 を使用 して 、まdal Practiceを

4

行 う。方法は前半 と同様。
「幸せな ら手を叩 こ う」 の歌 を英語で歌 う。歌 い な

作教材に滲み出ている。 スマイ ルボール もそ うである
が、おそ らく、英語教師な らば明 日にでも使 いた くな
るようなものが、ふんだんに使用 されていた。

2

が ら当該行為

(拍

手・足踏 み・ 肩叩き等 )を 行 う。

本節で注視 してい きた い点は、教師 の力量向上 も含
めた授業運営 の効率化は、対話的実践 の後 に伴 って発
生する二次的な もの に過 ぎな い とい うことである。 こ
の 「二次的」 とい うのは、力量 の有無に関す る考察を
教師がないが しろに して い るとい う意味 ではなく、教
師 自身 が、良質な教室環境 にす るための努力を個人 の
責務 として (自 身を追い詰 める形 として)捉 えること
がほとん どない とい うことで ある。言 い換 えれば、教
師の力量 が向上すれば適切な授業が実現す るとい う因
果関係 に基 づ く実践 ではなく、授 業実践その ものが教
師 の力量にな つてい くとい う考え方なのである。そ の
ため、実際にも数値的に測れ るよ うな、 あるいは生徒
の成績向上だけを 目指 した効率的な授業 を行 うことは
目標 とされない。各種手法 を採用 した りうま く使 い こ
な した りすることを、最終的な ゴール として認識 しな
いのであるl127。 ぁ くま で も学 ぶ 主体が生徒 にあるこ
とを意識 し、生徒 のために何 が可能なのかを追究 して

教授者 と享受者の水平化は、 フ レイ ンの対話的実践
の根 幹でもある。 この観点か ら本授業を提え直す と、
確かに教師は素材 を数多 く提示 してはいるものの、時
間中の役割はサ ポー ターに徹 している。単純な ことで
はあるが、 「笑顔 を絶や さない」 「,さ か ら楽 しんで取
り組む」 といつた行為が、教授行為以上にクラスの良
質な雰囲気づ くりに貢献 している。教師 自身が行動 し
ない Social Practice Timで あつて も、生徒へ の 目
配 りは忘れず、何 か生徒 のつ まずきが見えた時には、
すかさず声を掛 ける等何 らかのサポー トを行 う。
教師 と生徒がある トピ ックについて何気ない会話 を
交わす、教師 が一元的な解釈 (確 定的な答え)を 押 し
付けない、 といったことも、前節 の 国語 の授業 と共通
している。そ して何 よ り、 ことばを駆使 したや りとり、
を軸に した活動が展開 してい るとい う点では、まさに
両授業 とも 「対話的教育実践」 と言 つて よいだ ろ う。

4

個 人と集団の対立 を越 えて

いった結果が、本時 のよ うな授業 と言える。 そ の意識
は、次 の Guariento氏 の談話にも現れて い る。

対話的な活動を、単なる学習方法 の一形態だ とみな
す文脈は依然 として多 かろ う。 当該文脈においては、
確定 しない限 り 「方法」 も決まらな
教育 の 「内容J力 ｀

私が生徒 たちに感 じて も らいた いの は、 「楽 し
さ」 と 「自由」 と 「自信 」です。英語 を使 うの

化す るのは極 めて不 自然 な捉 え方である、 とい うよ う
な認識が一般的 か と推毅」され る。

は楽 しい んだ よ、英語 が話せ る とも つ と色 々 な
こ とがで きるんだ よ、そ して、最初 は話 した く

しか し、本稿で言及 して きた教育実践 は、内容 =方
法 とも捉えることができる様相である。双方 のカテ ゴ

な い 、話せ な い と思 つていて も、や つて み る と

リー化 を踏 まえたものではな く、総体的な活動その も

い、内容あってこそ の方法であ つて 、方法 自体を内容

宇都 宮裕 章

の を学習 と した授 業 で あ る。 そ のた めに、活動 の成 否

れ た世界は、引き受 けた者 に更な る問題 を返 し、
さらに言 葉 による肯 定 を進 めるべ く迫 つて くる
ことにな る。
(フ レイ レ,2011,p 120)

が 学習者 に よ る知識 の獲 得 に依 存す る こ とが ない。換
言すれ ば 、活動 が有 効 か ど うか 、 あ るい は効 率的 か ど
うか を学 習者 が得 た もの で評価 してい な い とい うこ と
で あ る。 また 、 こ うした捉 え方 か ら、対話 的 な活 動 が
混乱 を引 き起 こす とい うこ と自体 が あ りえない こ とに
もな る。 一 見混 乱 の よ うで も、それ こそ が r学 び」 な
のだか ら。 フ レイ レの言 を借 りる と、混 乱 とい う否 定
的 な語 を使 う者 がす で に 「抑圧者側 」 にい る こ とを示
してい る。

ただ し、 ここで気 をつ けなければな らないことは、
「活動」が合意する集団的 な事象 と、 「学習」 か ら想
起 され る個人的な事象 とい う解釈 のずれである。 「学
習は個人が行 うもの、活動は集団で行 うものJと い う
了解 に 固執 したままだ と、本 稿 で取 り上 げた実践 も
「個人 のために行 つた集団的活動」 と再定義 されかね
ない。 つ ま りは、冒頭 で も述べ たよ うに、活動が単な

先 の授業実践 の 中で 「進行が変わ つたJ「 評価法が
作 られた」等が起 きたの は、 ことばが使われたためで
ある。常識的に述べれば、対話 の最 も明示的な現れ の
一側面が 「こ とば」 とい うことになろ う。言語教師を
して f民 主化 が成果だJと 言わ しめた根拠が、 ここに
ある。 つ ま り、 自由に考 え、 自由に批判 して世界を変
えてい く道具 こそがことばなのであ る。
従来 からの 「言語能力 を伸長 させ るために協働的な
学習 が必要だ」 とい う述 べ方について 、い くら肯定的
な研究結果が示 された として もどこか胡散臭 い ものが
漂 つていた理由は、 「個人 の言語能力 を伸ばす」 とい
う観点 と 「集団的な秩序 を維持す る・ 各人 の公平化を

る手段 として しか見 られない とい うことになって しま

図る」 とい う観点が抱 える原理的な矛盾 にある。 とこ
ろが、サ ンパ ウロ市の言語教育 の実態か らはtも しか

う。

した らその矛盾が越 えられ るので はないか と感 じさせ

本稿 の主張はそ こではない。対話 を行 うことが教育
であ り、教育 とい う営為 を通 して世界 が探索 されて い

るものがあ った。俗 に、 日本型 の教育は集団主義 (協
FIWを 重視する)、 欧米型の教育は個人 主義 (個 性を伸
ばす)な どと言われ ることがあるが、本稿 の考察 によ
ると、教育 は個人 の方向を 目指 して も集団 の方向を目

く、 このこ とを結論 とした い。意味あるテー マ を探 索
す るプ Fセ スが 「意識化」であ り「課題提起」 なので
ある。 ここには もはや実質的な活動 と学習 の 区男1は 存
在 しない。A N レオンチェフ も述べ ている通 り、個
人的な 「操作」 と集 団的な 「活動」 が対人的な 「行
為 Jで 媒介 され て い くので あ る (宇 都 宮 ,2011,p
175)。 これが広い意味 での活動であ り、 「対話的教育
実践」の意義 である。
本稿で言及 した両実践 とも、生徒 が世界 の媒介者 と
して位置づ けられている。 生徒 が 日常生活で触れ合 う
人 々、その 中で感 じたことや考えた こと、 さらには自
らが直接感 じる気持 ちな どが、積極的 に取 り上げ られ
ている。授業 の中身 が 「生徒 の世界」 と分断 されてい
ないのである。そのために、授業中に現出す る様 々 な
事象が生徒 自らの課題 として意識 されてい く。
さらに、両実践 とも批判的思考 による基準 の解体 と
新 しい認識 の構築 が、間断な く発生 している。ま さに

指 して もうまくいかない ことが示唆 され る。当然 のこ
となが ら、集団の 中で (少 な くとも他者 がいるか らこ
そ)個 人 が学ぶ のであ り、個人 の属す る世界 とは集団
内に違 いないのであ る。対話的な活動そ の ものが学習
だ とする見方は、 この 当然 の様相 をそのまま活かすよ
うな考え方なのかもしれな い。あるいは、 プラジル 国
での教育 の特徴が、個 を突出 させ るだけではなく、集
団 の中で個 が活 かされ るよ うな、個 が生 み出す他 への
影響性 を考えるよ うなものなのか もしれな い。関連す
る考察は、別稿に譲 る ことにす る。
また、今回は残念なが ら、主流語教育、 いわゆる主
流語社会の 中における非主言語 の教育 (プ ラジル 国内
における第 二言語 としてのポル トガル語の教育 に類す
る形態)を 取 り扱 うことがで きなか った。そ うした場
面にお いて も、対話的教育実践 の力強 さを活かせ るこ

教室内に「発生 しているJの であって、教師 か ら生徒
へ与えられてい るのではない。そ の意味で、内容 と方

とは十分予測 で きるが、具体的な実践現場 で立証 して
い くことが今後 の研究課題 として残 されて い る。

法 が同時に創発 していると言 うことがで きる。
言語教 育 は、上述の創発 プ ロセス を最 も明示的に実

付記

施できる教 育であろ う。それは、 ことば 自体に世界を

本稿は平成 2326年 度 日本学術振興会科学研 究費補

変える、あるいは構築す る力があるた めである。 フ レ
イ レも次のよ うに述べ ている。

助金 (基 盤研究(C))「 越境社会における教科 「対
話 Jの 創 設 を 目的 と した課 程 モ デ ル の構 築 と実証 」
(課 題 番 号

23530997)に よ る研 究成 果 の一 部 で あ る。

真 実 の言葉 とい うもの は 、世界 を変 革す る力が

調査 に ご協力 いただいた 本稿 言及 の各 学校 ・ 施設 の先

ある。人間 として存在す るとい うことは世界 を
言葉 に出 して主体的に肯定 して 引 き受 け、そ の

生 方 、 生 徒 の み な さ ん 、 Colia Regina Cuidon
Fa16tico教 育長 とサ ンパ ウ ロ市教 育 委 員 会 、特 に調

上で世界 を変えて い くことであ る。 引き受 け ら

査 の段取 り等 でお 世話 にな つた Claudio Lopes主 事 に、

対話的教育実践 の意義
厚 く御礼を申 し上げます。 また、本稿 の構成にあた り、
日名の査読者 か ら貴重なご意見を賜 りま した。最終稿
は これによることを申 し添えます。

的 に互 い に話 を しや す い友 人 関係 を軸 と して生 徒
自身 が決 め る (Horikawa氏 か らの談話 )。
(11)新 聞記事等 の一節 を読 んで議 論 す る こ とは 、課題

提 起型 教 育 の ビジ ョン を もつ た め の 手段 ともな り
うる (フ レイ レ,2011,p 192)。

注
(1)ピ アジェ (1979)、 Vygotsky(1978)等 の代表的文献

を参照。

(12)当 然 、そ の 時 々 の実践 の過程 では 、認識 され て い

る こ とで あ ろ う。 た だ しこ こで 重 要 な の は 、方 法

(2)実 際 にも、実践 者 か ら当該術語が語 られ ることは

を 目的 と して 捉 えな い 点 で あ る。 これ は最 終節 で

なか つた。 おそ らくそれは、協働学習が学習その
もので ある、協働的 な学習 に特段の意味を託す こ

後 述 す る通 り、 内容 =方 法 の 理 念 に近 い考 え方 で
あ る。 お そ ら く、方 法 を 目的 と した瞬 間 に [方 法

とはな い 、 といつた 了解 に起因す るのでは ないだ

を獲 得 (伝 達 )し な い と 目的 に達 しな い 」銀 行 預

ろ うか。

金 型 の 実践 が避 け られ な くな るだ ろ う。

(3)(我 が 国 にお い て)教 育 が協働学習だ と言 いに く
いのは 、協働 学習を手段 と して考 えるのが一般的
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Santos(市 立 学校 )、 EMEF Barto10meu de Gusmao
(市 立 学校 )の

5か 所。

(9)今 回 は、筆者 ら外 部 グ ス トを招 い た上 で の公 開授

業 だ つたた め、 開始 か ら 10分 が (別 室 で の)概 要
説 明、終 了後 10分 が (感 想 や コ メン トを述 べ て も
ら う)講 評 に 充 て られ た 。 本 来 は 、最 後 の発 表 時
間 を長 く して全 IIEか らの発 表 を執 り行 う。
(10)班 の 人員 は単 元 が変 わ る毎 に組 み替 え るが、基本
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