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教室で鍛える小論文
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Method to IInprove Short Essay Making Skill of All the Students by a Class 
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(Department of General Education) Ganta KOSUKEGA W A 

Abstract 

It is difficult to teach many students how to write short essay at the same time. Generally guidance of a short 

essay has many the cases that one teacher teaches one student. But there is a method of short essay guidance 

effective simply because plural students leam it together. It is the" TAZAN NO ISHI " method that this report 

introduces. A person notices one's weak point by pointing out a weak point of another person. Because students 

con佐ibutean opinion for each short essay which白eywrote each other， as for this method， all the members 

improve a short essay making skill. 

Key Words: guidance of a short essay， all the members improve a short essay making skill. 

小論文指導，全員の小論文作成技術を向上させる

~ 1 はじめに

1-1.高専におけるコミュニケーション能力育成

最近の高等専門学校では，数学や理科のような，専門

科目の基礎となる一般教養科目のみならず，高専学生の

英語力向上が叫ばれ，英語教員への過重ともいえる期待

と負担が増しているのが現状であるが，同様に， ]ABEE 

の定めた認定基準に f日本語による論理的な記述力，口

語発表力，討議等のコミュニケーション能力j を満たす

ような学習目標や授業計画が求められているように，昨

今は社会的なニーズにしたがって，工業技術者のコミュ

ニケーション能力向上が課題とされ，工業系の大学およ

び大学の工学部はもちろんのこと，全国の高専において

もその対応を余儀なくされているのが現状である。今後，

高専一般教養科目担当の国語教員が，この対策の中心と

して教育活動を行うことを余儀なくされることは必至で

あろう。

1-2.一般科目の現状と国語教員不足

ところが，数学や英語などとは違い，高専における国

語に割り当てられた授業時間数は極端に少ない。それな

らば教員 1人あたりの授業時数を増やせばよいという話

にもなろうが，そう単純にはいかない。まず，そのため

には専門科目を含めたカリキュラム全体の大幅な変更が

必要である。また，国語担当の専任教員の数が 1校につ

き2，3名であるため，実際にこれ以上授業コマ数を増

やすと 1人の教員が担当する授業の種類と学生数が今

以上に増え，きめ細かな教育を行うことが難しくなる。

結局，高専の国語教員は，少ない授業時数の中でし、かに

効果的に授業を行うかを工夫せざるを得ないのである。

このような現在の高専国語教員の置かれた厳しい状況

は，低学年を中心とした高専一般教養科目が高校の普通

科目とそれほど変わらない内容であるにもかかわらず，

その制度的な位置づけが大学の一般教養科目であるとい

う矛盾に起因している。高専設立当初における主体的に

学ぶことのできた優秀な学生を基準とし，一般教養科目

に過度な期待を寄せていなかった一昔前の高専の教育体

制(教員配置・一般・専門の授業時数のバランスなど)

のまま，現代の社会的な要請に応えようとするために，

無理が生じるのである。

時間数が絶対的に不足しているのならば，古典の授業
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や現代文の文学教材の指導をやめて，実用的なことを中

心に教えればよいとの意見もある。だが，それは高専を

大学・短大の発想でしか見ていない立場の発言であり，

高専学生の将来を本当に考えた発言とは言いがたい。高

専が高校生の学齢の学生をも含む教育機関であるにもか

かわらず，高校で習J程度の知識すらない卒業生を量産

することは，大学・短大と並ぶ高等教育機関の教育とし

て適切な状況とはいえまい。彼らが社会に出たときに，

自分たちが高卒の人間よりも一般常識を知らないという

ことに気づいたときの気持ちを思し、やるべきであろう。

技術者に必要な発想力を養うといった点からも，それら

をこれ以上削ることは，百害あって一利なしといえる。

以上のことから，限られた時間の中で，高等教育機関

出身者として恥ずかしくない，最低限度の一般教養を教

授しながら，日本語によるコミュニケーション能力の向

上を図るのが，高専国語担当教員のとるべき最も現実的

な方向性であることがわかる。そして，そのためには効

果的で無駄のないカリキュラムと授業方法を工夫して実

施するしかないのである。

1-3. r他山の石以て玉を攻むべし」の発想

日本語によるコミュニケーション能力向上を図るため

には，話すことや書くことの演習が効果的であるが，話

す能力については，ディベート，ディスカッション，プ

レゼンテーションなどを取り入れることによって伸ばす

ことは可能であり，現在も多くの中等教育機関および高

等教育機関において，さまざまな実践がなされてきてい

る。だが，書くことについては，その指導が添削を基本

とするため，時間と労力が必要となり，大人数を相手に

する教室での指導は敬遠されてきたというのが現状では

ないだろうか。それでは，通常授業において，学生の日

本語によるコミュニケーション能力向上のための作文・

小論文指導を行うためにはどうしたらよいのだろうか。

とくに，高校と異なり，国語担当の専任教員が極端に少

ない高専において，少ない時間と労力で大きな効果を上

げる方法はあるのであろうか。

結論を言うと，方法はある。小論文は結局は個別の添

削指導をしなければならないものと思われがちだが，ほ

とんどの学生が自分のカでほぼ完成に近い状態にまで持

っていくことができれば，教員の個別指導に費やす時間

やエネルギーは減り，学生によっては指導の必要さえな

くなる。それがクラスという集団を利用して学生の力を

磨く方法である。

「人の振り見て我が振り直せJr他山の石以て玉を攻

(おさ)むべし j ということわざがある。人は他人の

欠点、を指摘することによって，自分の欠点に気づくもの

である。この発想、を授業に用いたのが，本稿で紹介する

「他山の石」方式である。これは，学生が切薩琢磨せざ

るをえない状況を作り出すことによって，教員対学生と

いう指導以上の効果を生み出すものである。

本稿では， 17年度に呉高専 3年生の「国語表現Jの授

業 で 試 み た 他 山 の 石J方式小論文授業の実践報告を

もとに，高専のみならず，高校にお、いても実施可能で，

かっ効果の期待で、きる小論文指導の方法を紹介するo

9 2. クラス単位での小論文指導

2-1.高専における文章指導の難しさ

学校の授業の中で小論文を指導する場合，考えられる

方法としては，書き方の説明→課題演習→個別の添削と

いう形になりがちである。この方法は，受験で小論文が

必要な学生が相手ならば，教員の労力に見合う分だけの

効果を上げるであろうが，さしあたっては受験に小論文

は必要ないという場合，つまり，具体的な目標やモチベ

ーションのない学生・生徒相手に指導する場合，とくに

添削指導は，とてつもない労力を要する割に，ほとんど

効果を上げることはないだろう o だからこそ，高校では，

個別の補習や選択授業として小論文授業を行うことはあ

っても，通常授業の中で，クラス単位による小論文指導

を行うことは，ほとんど見られない注1)のであるc ま

してや高校と違い大学入試がなく，大学編入試験や就職

試験で小論文を必要とする学生の多くはない高専の場

合，学生の作文能力を高める試みは，教員の思いばかり

が空回りして，徒労に終わってしまう危険性すらある。

加えて，多くの高専の国語科担当教員が受け持つ学生の

数は，高校の国語教員が受け持つ生徒数の倍なのである。

2-2.専攻科における相互添削の実践

個別添削が労力に見合う効果を生まないのであれば，

次の手を考えなければならない。そこで次に考えられる

方法としては，学生同士に添削させる，相互添自IJ方式の

導入である。ところが，この方法もやり方を誤ると，ほ

とんど効果が期待できなくなる。

稿者は以前，専攻科の「日本語コミュニケーションj

の授業において手紙文の書き方」を指導した。方法

は，①模範文例の提示，②模範文例を参考にそれぞれ手

紙文を作成させる，@学生同土 1対 1で添削させる，と

いうものであった。その際気をつけたのは，添削する側

もされる側も誰が書いたのかをわからないようにするこ

とであった。学生が萎縮するのを恐れたのである。とこ

ろが，この方法はうまくし、かなかった。添削する学生の

ほとんどが自分の担当する手紙文の内容を褒めるコメン

トを書くばかりで，書き方の誤りや問題点、を指摘する学

生がほとんどいなかったのである。 20名ほどの少人数ク

ラスということもあるが，学生によれば，たとえ匿名で

あっても 1対 1というのは本人たちにとって責任が重

く，どこまで厳しく指摘すべきかに迷った結果，無難な
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添削で済ませてしまったというのが本音のようであっ

た。

!i 3. これまでの実践

3-1.例文暗唱とディベート立論対決

そこで，クラス単位長いう集団を利用して，学生に発

表能力と文章作成能力を身につけさせるべく 2年前に

実践したのが「例文暗唱とディベート立論対決j という

方法であった。実践報告についてはすでに発表済み注2)

であるので，ここでは詳述しないが，大まかな流れを示

すと，①小論文の模範文例を暗唱させる，②デ、イベート

の立論を 1対 1で発表させて勝敗を競わせる，③暗唱さ

せた小論文の型を用いてディベートと同じテーマの小論

文を作成させる，というものである。

3-2.問題点

上記のように例文暗唱とディベート立論対決Jに

おいて，例文暗唱はすべての土台である。その目的は，

小論文の基本的な型を学生にたたき込むこと，フレーズ

を暗唱させることによって，学生の書き癖を矯正するこ

と，の 2点で、あった。前者についてはディベート立論対

決との相乗効果で，予想以上の成果を挙げ，達成するこ

とができた。だが，後者については学生によって差があ

り，達成したとは言いがたい。つまり，構成カは身につ

いたが，言葉遣いや文法的なあやまり，表現の不明瞭さ

などは，なかなか治らない。結局は学生自身が自覚的に

直そうという気持ちを持たなければ矯正は難しいのであ

る。そもそもディベート立論対決は，基本的に口頭発表

であるため，論理的に文章を組み立てる訓練としては効

果的だが，それをわかりやすく，フォーマルな形で、文章

化させるためには，もうひと工夫が必要なのである。

3-3.解決法

ところで例文暗唱とディベート立論対決」が一定

の効果を挙げた理由を考えると，①全員が参加できるこ

と，②すべての学生が発表しなければならないこと，③

学生同士が批評しあうことで，自発的に問題点に気づく

ことができること，④教員による評価基準の提示と，問

題点の指摘が行われたこと，といった要素が挙げられる。

これらを今度は小論文作成指導に生かすことができれ

ば，上記の問題は解決できるのではないかと考え考案し

たのが，次章で紹介する「他山の石」方式である。

4. 実践

4-1. r他山の石」方式小論文演習の流れ

平成17年度の 6月から 8月上旬までの，前期中間試験

終了後，前期期末試験までの期間， 3年生の機械工学科

(M)・電気情報工学科 (E)・環境都市工学科 (C)・

建築学科 (A) の4学科の[国語表現j において他

山の石j 方式小論文演習授業を行った。なお 3年生の

「国語表現」は各学科週 1時間 (50分授業)なので，こ

の演習にかけた時間は全体で5時間(クラスによっては

6時間)である。まずは以下にその流れを示す。

((r他山の石J方式小論文演習の流れ》

1.(説明) (50分)

①小論文の型の暗唱

②班分け (4， 5人一組の班)。

③順番決め

④テーマ発表

2. (準備) (1週間)

①小論文の作成と提出(担当学生)

②プリント作成(教員)

3. (演習) (50分 X4~5時間)

①プリント配布 (2~5分)・黙読(15分程度)

②斑に分かれる。各班に評価シート 1枚配布。

③作品の批評・討議 (20分程度)

④評価シートの提出・集計(教員)

⑤優秀作品発表(教員)

@講評(教員)

4. <終了後〉

①短冊の作成。

②担当者に配布

以下，上記の流れに従って，実際に行った授業の内容を

説明する。

4-2. (実践1)(説明〉

①モデルとなる小論文の型を示し，暗唱させる

これについては前稿に掲載したが，基本的には樋口裕

一氏の喜かれた小論文の例文注 3) を少しアレンジした

ものを作成し，それを暗唱させた。その基本的な構成も

樋口氏が提唱されているもの注4) に負っているが，そ

れに加え，第三段落(展開)の最初に必ず(哲学〉と(定

義〉を入れることと， (データ)を挙げることをルール

とした。これは自分の主張のもとになる自分の基本的な

考え方(哲学〉が暖昧ではいけないということ，話題と

なっている物事について，明確に範闘を定める(定義)

により，論点が定まること，意見を述べる際には，必ず

客観的な根拠が必要だということを教えるためである。

以下に簡単な型の構成を挙げる。

第一段落(問題提起) rOOIまxxだろうか」

→ r x xだろうかj の場合は，結論は rxx 

ではなし、」という否定になる。 rxxだと

いえるj という肯定にしたい場合， roo 
はxxだろうか，それとも xxではないの

だろうか」とすること。

第二段落(意見提示) rたしかに…、しかし~J

(譲歩逆接)

γ 丸、
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→「たしかに」以下は自分の立場とは逆の人

の意見。「しかしJ以下はそれへの反論。

第三段落(展 開)

〈哲学) I私はムムは口口であるべきだと考える」

→自分の主張のもとになる基本的な考え。

(定義) Iこふでいう 00とは， @@のこととす

る」

→論じる範囲を定める。

(データ〉を用いて自分の主張を裏付ける。

第四段落(結 論)

「以上のことから， 00はxxとはいえない」

②クラスを 4， 5人一組の班に分ける

40名のクラスなら 8班ができる。班の人数はクラス全

体の人数によって変わるが 4~5名構成になるように

調節する。(例:42名のクラスなら 5人の斑X6+4

人の班X3とする)

③小論文を書く順番を決めさせる

④教員が決めた小論文のテーマを発表する

「呉高専は制服を廃止するべきか?J I小学校低学年

から性教育をすべきか?J Iこれからの日本に敬語は必

要か?J I日本政府は有害ゲームソフトを規制するべき

か ?J I成人式を廃止するべきか ?J といった五つの論

題から毎週違うものを選び，次週の担当者に書いてくる

ように指示した。制服の問題のみ，学生には身近な話題

となったが，本校の場合 4年生から私服になるため，

3年生にとってはすでにそれほど深刻な論題ではなくな

っている。深刻な問題よりは，ある程度距離を置くこと

のできる問題のほうが，論じやすいということを考慮し

て，このような論題とした。

4-3. (実践2)準備

①小論文の提出

担当者には，授業の前日の夕方5時(厳守)までに，

600字程度の小論文をノfソコンのワープロソフトで作成

し， FDやフラッシュメモリーに入れて提出するか E

メール(本文もしくは添付ファイノレ)で教員のパソコン

に送るように指示した。この場合，携帯電話のメールに

よる提出も可としたところ，かなりの学生が携帯電話か

ら送信してきた。データで提出させたのは，プリント作

成における教員の負担を軽減するためである。また，締

め切りを前日の 5時までとしたのは，その後のプリント

作成作業を考慮したからである。

②教員によるプリント作成

本文が頁にまたがらないように気をつけながら，なる

べく B4プリント 2枚以内に収まるようにする。裏表印

刷を使うと，配布する枚数が減る。小論文作成者の氏名

を匿名 (A・B ・c-.一)とする(資料1)。ただし，

教員用として名前の書いてあるプリントを 1部用意して

おく。

作者名を匿名にするのは，少しでもこの演習の効果を

上げるために，(1)評価する側の学生に先入観を持たせ

ない， (2)担当学生を萎縮させない， (3)作者に気を遣う

ことなく思う存分批評させる，と川う目的からである

4-4.実践3 (演習)(1回50分)

①プリントを配布し， 15分程度で黙読させる

8~10本の小論文を読ませるには少し厳しい時間だが，

その分学生を集中させることができる。また，・次のグ、ル

ープ別のデ、イスカッションの時間に余裕を持たせたいの

で，配布時間を合わせても20分以内に抑えた方がよい。

また，できるだけ問題箇所に印を付けたり，簡単なメモ

を書いたりするように指示をすると，さらに集中して読

ませるこどができ，次の段階のグループ討論の活性化に

つながる。

②班に分かれ，各班に評価シート 1枚を配布(資料2)

③グループ別ディスカッシヨン。 (20分程度)

問題点や評価すべき点を指摘させる。その際班員から

出た意見については，その日の代表者が評価シートに書

き留めるように指示した。

また，書き留める意見については，作品や作者に対す

る誹誘・中傷の類を書かないように注意を促した。現在，

その匿名性をいいことに，インターネットの掲示板やチ

ヤツトでは相手の人格を否定するような，見るに耐えな

い無責任な誹誘・中傷が横行している。これが数年前に

小学生児童による殺人事件注 5)を引き起こすきっかけ

となったことは，記憶に新しい。当演習では，前述のよ

うに匿名性の利点を生かす工夫を行っているが，そうい

った匿名性が生み出すマイナス面が現れないように，教

員は細心の注意を払わなければならない。そこで，あら

かじめ学生には，教員は毎回必ず全班のシートをチェッ

クし，そのような内容が書かれていた場合は班員全員に

ペナルティを課す，と宣言しておくとよい。

ただし，それでも作者を不快にさせるような誹誘・中

傷に近い意見を述べたりシートに書いたりする学生は出

てくる。そこで，教員は随時各班を回り，全員が話し合

いに参加しているかどうか，また，シートに悪意のある

書き込みがなし、かどうかをチェックし，そういった書き

込みが見られた場合は厳しく注意をする。なお，多くの

場合，班の中でその日の小論文を担当した者が代表者に

なることが多かったようである。自分の作品が中に混じ

っているため，意見が言いにくし、からであろう。

全作品の批評が終わったら，最後に班内で投票して，

その日一番よく出来ていた作品を 1作品選ぶように指示

する O

④評価シートの提出 E 集計・畳秀作品発表

⑤教員による講評

主に論理展開，文法，用字などの問題を中心に，全作

品について，簡単に指摘する。場合によっては，班別討
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議を巡視した際に出ていた意見を紹介するのもよい。学

生は班別討議の中で全作品について議論しているので，

多少簡単な説明であってもそれなりに理解はするようで

あるが，それでも10分は必要である。また，教員が最も

評価する作品と学生が選んだ優秀作品とが異なる場合

は，その作品を評価する理由を説明する。

講評の役割は重要である。教員による講評は，次の回

の学生による批評の指針となるので，的確で簡潔に行う

必要がある。ともすれば，多くの学生は最初に示した評

価基準よりも，内容が個性であるとか，自分たちが共感

できる主張であるとかいった基準を重視して票を入れて

しまうからである。この繰り返しによって，学生に選ば

れる作品と教員が評価する作品が一致してくるようにな

った。

4-5.実践4 <終7後)

作者別評価短冊の作成・配布

各班による評価シートをそろえ，作者別に裁断し，ス

テイプラで綴じて短冊を作り，次の時間に本人に配布す

る。これによって自分の作品がクラスメートからどのよ

うに評価されたかがわかる。

9 5 アンケート結果

小論文演習を終え，前期期末試験では 600字程度の

小論文を課したが，学生のほとんどが小論文を書けるよ

うになった。また，後期にはデ、イベート演習を行ったが，

締めくくりの期末試験では，デ、イベート演習で用いた論

題で、小論文を書かせたところ，さらに全体的に上達した

ことを実感した。ただ，実力がついたかどうかという問

題については，小論文模試などを受験させたわけではな

いため，客観的な数値で確認することはできない。あく

までも採点をした稿者の印象に過ぎない。だが，この演

習を通して，学生自身が力をつけたという実感と小論文

を書けるという自信を持ったなら，この試みは成功だっ

たといえるだろう。そこで，年度末に 3年生4学科 16 

1名にアンケートをとって学生の意識を確認してみた。

アンケートの内容は 1年間の「国語表現j の授業につい

て，

1.授業にまじめに取り組んでいましたか?選択)

2. 授業内容は役に立ったと思いますか?選択)

3. 授業内容は理解しやすかったですか?選択)

4. 授業内容でよかったものは?選択・複数回答

可)

5. この授業を通して自分は成長できたと思います

か?選択)

6. 5でアを選んだ人は具体的にどういう点で成長

できたと実感しましたか?記述)

7. 意見・要望・感想、・メッセージなどがあれば，

書いてください。(記述)

というもので、あった。結果は(資料3) の通りである。

とくに小論文演習についての学生の評価が現れている

のは，質問 2・4・5であるが，多くの学生がこの演習

を高く評価していることがわかる。

なお 6の 15でアを選んだ人は具体的にどういう点

で成長できたと実感しましたか?記述)Jについては，

一部を紹介すると，以下の通りである。

M科

O文章を全体の流れの中で組み立てていけるように

なったと思う。

O難しい文章を考えるのがそこまでイヤでもなくな

った。

O文章の構成が上手になった。

0小論文を学んだ、ことで，自分の気持ちを文にする

カが養われたと思う。

0先生もおっしゃっていたように 3年生のなりた

てのころよりも，高いレベルの小論文が書けるよ

うになったと思う O

0文章の書き方が上手くなったと思う。

E科

O自分でデータを集めて考え書くということ O

O中学校で，文を喜くのが一番下手でしたが，授業

を受けて普通くらいにはなれたと思う。

0考えていることを文章にすることができるように

なった。

O文章を書くのは苦手だと思っていたが，自分の小

論文がクラスのみんなに一番に選ばれて自信がつ

いたし，この先も役に立つことだと思ったから。

O自分が本当に未熟だと実感した。

0言葉の使い方，文章の構成力。

C科

O小論文の書き方などを習って，自分の考えを論理

的に説明する方法がわかった。

0小論文，感想文の書き方が分かるようになって，

苦手意識が克服された。

0小論文が書けるようになった。正しい日本語の使

い方が分かつた。

0小論文というのは，自分にとってすごく苦手なこ

とだった。でも，授業で書き方や文章の組み立て

方みたいなことがわかってきたと思う o

0国語が少し好きになれた。

O自分の意見をどのように表現すればよいのかが，

少しわかった。

A科

O当たり前に出来ていると思っている日本語が，案

外きちん使えていないことに気づけた点。
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0小論文の構成を頭に染みつかせることができまし

た。

O小論文の書き方を覚え，上達することができた。

また，データ収集の大切さを学ぶことができた。

O自分の意見を文章にまとめることが苦手だったの

ですが，前より叫hできるようになった気がします。

Oテストで、小論文を書きましたが，正しい形の小論

文を書けるようになったことが成長できた点だと

思います。

0人に分かりやすいように，文章を作ろうとしはじ

めた点。

紙面の都合上，全体をここに挙げることはできないが，

この授業の中で自分が成長できたところとして，上記の

ような小論文演習に関する内容を書いた学生の数は， M

科26名 E科25名 c科26名 A科目名で、あった。つま

り， 161名中101名 (63%) の学生が小論文演習によって

文章力，構成力，日本語表現能力，あるいはそれらの基

本となる相手に伝えようとする意識などを向上させるこ

とができたという感想を持っていることが判明した。ア

ンケート 4 1役に立ったもの」で「小論文演習j を挙げ

た学生が60%を占めたことと併せて考えると，この f他

山の石」方式小論文演習を通して，学生の多くが小論文

・作文への苦手意識を克服でき，自分の文章力に自信を

持つことができた，ということがわかる。その意味で今

回の試みは成功したと考えてよい。

~ 6 まとめ

以上， 17年度に 3年生全学科「国語表現」で行った小

論文演習に関する実践報告を通して，教室における小論

文指導の方法と，その有効性について述べてきた。この

小論文演習は，学生同士が切瑳琢磨する中で全員が技術

を向上させ，自信をつけるものである。教師対学生とい

う1対 1の添削の場ではこのような状況は作りにくい。

まさに，教室とし、う集団があるからこそできる授業であ

るといえよう。

なお，この「他山の石J方式小論文演習は，たとえば

文学教材を用いた通常の現代文の授業においても応用が

可能である。詳しい報告は別の機会に譲るが，同じ年度

の2年生の授業で，夏目激石『こころ』の読解にこの「他

山の石J方式小論文演習を導入したところ，授業が活性

化し，学生からも評判も良かった。

もちろん課題もある。たとえば，今回の演習では，教

員が 1001まxxするべきか」という形の論題を与えた

が，編入試験や就職試験など，実際に小論文を書くこと

が求められる場面では，このような論題は自分で設定し

なければならない。実はこれが小論文を書く際の出発点

となるべき作業なのだが，それが一番難しいのである。

自分で論題を立て，それを論じるということは，つねに

問題意識を持って，改善に向けて努力するという姿勢に

繋がるものである。これは，編入試験や就職試験などと

いう目先のことだけではなく，社会で技術者として働く

上でも必要とされる能力であるはずだ。それをいかにし

て教室で指導するかという問題については，今後の課題

である。また，小論文以外の作文の場合は，小論文より

も形式が自由であるため，この f他山の石j 方式を単純

に援用するわけにはし、かない。今後は上記の課題を解決

する新たな方法を模索したい。

注1)ただし，千葉明徳高校の特進コースでは，毎朝20分，新

聞記事を題材にした小論文を書かせるという実践を行って

いるということである。集めた小論文は担任がその自のう

ちに添削して返却する。また，担任も同じテーマで小論文

を書き，数名の生徒の小論文とともにプリントにまとめる

としづ o (東京新聞ホームページ rv、きいき教室J2006年

2月15日による)

注2)拙稿「集団で学ぶ小論文一一例文暗記とディベート立論

対決ーーJ(~呉工業高等専門学校研究報告11 66号， 2004. 

8) 

注3)樋口裕 rw型』書き小論文J(1997.10，学習研究社)

注4)樋口裕一「学校で作文教育にどう取り組むべきかJ (~丹

刊国語教育112006.5，東京法令出版)

注目 2004年6月1日に起こった佐世保市小6女児殺害事件。加

害者児童が同級生である被害者を殺害した直接の引き金

は， rインターネットの掲示板に嫌なことを書かれたJ(~長

崎新聞112004年6月3日)ことであるとしづ。
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(資料1)学生の小論文プリント

論題 f呉高専1立制緩を廃止するベきか?J 2∞5.6.15 M 3 (1) 

A 

日本全国ほとんどの小・中・高の学校では、必ずといっていいほど制服の着

用が規定されている.呉高専でも】 1年生から 3年生までは指定の制服を着用し

なければならない。それでは.呉高等は制服を廃止するべきだろう方、

たしかに、制服は指定なので自由に選ぶことはできないし、人によっては堅

苦しさも感じるといった問題点もある.しかし、ある集団に属していることを

表す手段として、制服を着用すること自体は良いことだと思われる.

私は「ある組織に属する者はそれを厩明するものが必要であるj と考える.

制服どは、ある集団に属する人が着るように定められた服装のことである.た

kえば、スポーツを例に畢げてみる.団体で行うスポ}ツのほとんどがユニホ

ーム、つまり制服を着ている.これはその服装の方がスポーツをする上で適し

ているという理由もあるが、そのチームに所属しているというこ kを婁すため

でもある.もしも、制躍がなく何の集団に所属しているのか分からない場合は

どうだろう.先穫のスポーツの例でいえば、誰がどこのチームに所属している

のか分からない.これでは、自分はこのチームに所属しているという責任感や

誇りなどはないであろう.制服を着用することによって、そういった感情が強

まるのではないだろうか.もちろん、これは学校の制限にも当てはまるもので

あるk考える.

以上のことから、制服とは、集団行動を行っていく上で必ずといっていいほ

ど必要な存在であるため、呉高専は梢般を廃止せずにきちんと着用するべきで

あると考える.

B 

呉高専は制限を着用するかしないかで意見がなされているが、果たして制服

は着用するべきなのであろうか.

たしかに呉高専は自由な竿枝である.某饗やピアスは禁止されたにもかかわ

らず.そのままでいたり最近になってする人も多い.しかし三年生までは自由

を世しは制限しなければならないと考える.

慣は f呉高専は五年四回jであるが、やはり三年生までは高校生なので高校生な

りの格好をするべきであるJと考える。制服とは中、高校生が学校に行く際に

着用を定められている服のこtである.つまり普通に考えるなら三年生までは

高校生である以上制限を着用しなければならない.たとえばほかの高校ではほ

とんどどこも制限着用が義務付けられている.制服を着ているために僕から見

(資料 2)評価シート

国語表現小論文評価シート (2∞5. 

3年{門)科 (3 )班 量佳者(
班員{

槍題(長島事冷制 if子畠 r1";イ受か 7

el1llt-iあ州、わグる ζそがず今世 t .'7勾，) "~'向 1 釘少 l. 、
言晶!'.，;.iLトτ"f;、

r1: l tr I~;f.再守"合ゆか守Ikú ，;， t Jl11'i'.イ~ lj. ， τl~. "} 
h 品 η .J\j..~ rdi，;， 7 ‘予乞~ 7 

c I~ち識と雇聞の品ijf.，'fèj~ぃ昔、、
7，.，ノ脅.r，メ t1ーマド、 1，争ρ，tlばIIうい

市II}レr:，t;.，/マ，'1' ， 7 l' ~ø ~ I ~るわけ 1r-)'i. 、

1 

ても、近所の人が見てもどこの高校の生徒であるかわかることができる.一目

でわかるために、悪いことができなるなるというメリフトがある.さらに毎日

制服で豊枝するため、着ていく服を考えなくてもよくなり私服に費やす聾用が

少なくてすむ.一方呉高専では、私服で量校している人がたくさんいる.一目

では呉高専の学生であるというのがわからないために、ポイ捨てなどのよくな

いことを簡単にしてしまうのである.そして毎日違う胆を着ていかなければな

らないので、服をかうだけでとてもたくさんのお金がかかってしまう.私臓を

着て畳校することにメリットはない.

以上のことより、悪いことや服を買うという費用を少なくするためにも他の

高校生を見習い、呉高専でも三年生まではしっかりと制服を着用するべきであ

ると考える.

C 

呉高専は制服を廃止するべきか、ということについて僕は、制服を廃止する

べきと考える.

たしかに.制服はそれを着ることによって自分は、その学伎に所属している

ということを自貴させるものであるし、その学校のシンボルでもある.それを

なくすのは、少し抵抗もあるだろうが、それでも.制服を廃止するべきと考え

る.

そもそも、制服は.学生前着るものなのに、学生の意見は 反映されず、学

綬側が勝手にきめたものである.着る欄の意見をまったく取り入れていないの

はおかしい.呉高専の教育理患に主体的という言葉が頻繁にでて〈るが、それ

とも矛盾している.それだけでな〈、社会に出て必要な.ファッシヨンセンス

を磨く機会を失ってしまっているのではないだろう泊、

ファッションセンスが問われる状況のひとつとして、車t職する際の面接があ

る.このときには、私服を着る.そのときに、面棲官も見た目を選考基準のひ

とつとして考える.やはり‘着こなしがいい人は、相手にいい印象をあたえる.

そのほかにも、見た目がその人町人生にとって、重要な役割を担うことは多い.

ファ γシヲンセンスは、日ごろから見た目について.気を配ることを考えて

いないと、患にでき串ものでもないし‘将来のこと和考えても、早いうちから

意識しておいたほうがいい.そうすることによって、自分自身をよりよく見せ

ることができるようになり、そのことによって自分自身によい影響をもたらす

ことができる.

以上のことから、制服を廃止することで、学生に外見を気にするということ

を意織させるということができるので、廃止することに質成する.

FI'TPo，ていうちlh'" い

在H"，C ，)前J~ 1，ぃ tR.フe

GIA目よ的rd.'¥ieHll!・
古寺〆 tちI-r華.<い予

H I ，t宇E扉!官¥"肉声少量フ
私保円 !J~'堅持tÆ. ，;、牛、r.[. 

けらす， ./ fJゎ，1，'}f前少、羽ム

時在，H空似のt'き殺が.$.-ぅ.

J 1 t. t芹i.1華、 i6iJ'f..l 1¥ 

'-iU(~ でう高時 1史，'(・ jt ト、いい

.，・

7 
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(資料3 ・1)アンケートの集計結果(質問 1-5) ※(  )内は回答数

1 授業にまじめに取り組んでいましたか?

ア まじめに取り組んだ。

イ ときどき集中していなかった。

ウ.真函自に取り組んでいたとはいえない。

2. 摂案内容i毒殺に立ゃったと惑い譲渡か受

ア.役に立った。

イ.あまり役に立たなかった。

ウーその他

3. 授業内容は理解しやすかったですか?

ア 理解しやすかった。

イーふつうだった。

ウ 難しかった。

ヱ.その他

4. 授案内容でよかづJたもめは?議篤雄教 育 上

ア.小論文演習

イーディベート

ウ その他

5. 穣集を還して裁長できだと患い撃すダ畿機

ア.思う

イ.思わない

(資料3-2) アンケートの集計結果(質問 2 ・4 ・5)

2.授業内容は役に立ったか(全体)

イ あまり役に立たなかった

5覧4% ウその他

ア役に立った 91%

4.授業内容でよかったものは(全体)

イ ディベート

34% 

ウその他

6% 

小論文演習

M (39) 

28 

10 

M (39) 

38 

o 
M (39) 

24 

13 

2 

O 

M (41) 

28 

12 

M (39) 

35 

4 

E (37) C (44) A (41) 合計 (161)

18 22 17 85 

18 20 23 71 

2 5 

E (37) C (44) A (41) 合計 (161)

34 36 39 147 

6 O 8 

2 2 2 6 

E (37) C (44) A(41) 合計 (161)

24 20 29 97 

11 23 11 58 

2 O 5 

O 。
E (43) C (51) A (52) 合計 (187)

30 30 24 112 

11 15 26 64 

2 6 2 11 

ε(37) C (44) A(41) 合計 (161)

31 32 36 134 

6 12 5 27 

5 援業を通して成長できたと思うか(全体)

イ

53覧

44略

3鳴

91私

5% 

4覧

60唱

36弘

3免

1% 

60見

34拡

6弘

83私

17覧




