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BCと日本の比較

BCBC（（British Columbia; British Columbia; カナダ西部の州）カナダ西部の州）

なぜ比較するのか？なぜ比較するのか？

筆者が両地域で中等教育の経験がある

両地域の教育者たちは，批判的思考を取り込む教育改革
に非常に関心を持っている

批判的思考を促そうとする教師は，自分自身についてま
ずが批判的に考えなければならない。
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Method
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Method ~4 Phases~

Phase1 (pilot study)Phase1 (pilot study)
BCと日本の教育に対する適切なリサーチクエスチョンを定めるため。

BCのLower Mainlandと関東にある複数の高校を訪問

多様なバックグラウンドを持つ教師とコンタクト

– 英語教育の専門家，教育学の院生，教育学の大学教授などを含む

授業を観察。教師に「批判的思考」の説明を求めた。

Phase2 (instrument design)Phase2 (instrument design)
もっとも共通する教師の批判的思考概念を表す50の定義を抽出

– 複数の文献（Nickerson et al., 1985; Norris, 1985; Nickerson, 1986; McPeck, 1990; 
Paul, 1993）と教師の説明より

50の定義が日本語と英語に翻訳（ダブルトランスレーション）

50の定義をカード化（片面は英語，片面は日本語）

教師の批判的思考の概念に関する質問紙の作成

– 自由回答形式，基本的な人口統計情報を含む
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Method ~4 Phases~

Phase3 (survey of BC teachers)Phase3 (survey of BC teachers)
BCにある中学校・高校６校

異なる担当教科，年齢，経験の教師が含まれるようにサンプリング

– 批判的思考のカードを選ぶ

– カードソートによる順位付け（1-10位）
– 批判的思考にもっとも重要な定義を選ぶ

– 質問紙

Phase4 (survey of Japanese teachers)Phase4 (survey of Japanese teachers)
日本の高校３校（elite academic, comprehensive and technical 
vocational），中学校１校（general academic）

– 日本の伝統的な学校教育の特徴を示す学校

– １名はカードソートを拒否。量的分析からは除く。質的分析には含む。
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Teacher characteristics

BCBC（（in Canadain Canada））
71名（男性38名，女性33名），平均年齢：39.6歳

教育経験平均：13.1年

日本日本
88名（男性75名，女性13名），平均年齢42.9歳

教育経験平均：18.2年

科目科目
国語，数学，科学，社会，美術・技術，外国語，その他

人口統計の違い人口統計の違い
女性教員の比率

– BCは中等学校教員の41.4％が女性。日本は24.0％。

年齢：日本の教員の方が全体的に少し高め
– 日本は18で大学生になり卒業後すぐに教師になる傾向があるから。

Table1Table1参照参照
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Result
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Definers of Critical Thinking

Table2Table2
BCと日本の教師たちが，どの程度批判的思考の各定義を支持したか。

Top 5

– Analysis, Reasoning, Drawing inference, Problem solving, Analytical skills

– BC：Problem solving, Reasoning, Analytical skills, Analysis, Drawing inferences

– 日本：Objective, Analysis, Clarifying ideas, Creative thinking, Logical

– Analysisが高く支持されたのは，すべての教科で用いられるから。教師た
ちが精通しているBloomタキソノミーでAnalysisが高次の認知スキルとして
位置づけられているからか。

教師になじみの薄い用語も

– Metacognitive Skills, Socratic questioning

– 特に，年齢の高い教師にはなじみが薄い
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Structure of Critical Thinking

5050のリストを整理のリストを整理
– Analysisが批判的思考の一部と考える教師は，Analytical skillsも支持す
る傾向があった。

分析（Table3）

– 因子分析で15因子（eigenvalues＞１.0）に

– 主成分分析で４～６のより大きな因子に

– ５因子がもっとも当てはまりがよい結果に（説明率40.9％）

５因子

– Scientific reasoning（科学的な推論）・・・８つの定義が含まれる

– Cognitive strategies（認知方略）・・・９つの定義

– Conscientious judgments（意識的な判断）・・・９つの定義

– Relevance（適切性）・・・８つの定義

– Intellectual engagement（知的な取り組み）・・・10の定義
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Differences between BC and Japanese Teachers

４４因子において因子においてBCBCと日本の差と日本の差
BC：「認知方略」「適切性」をより重視

日本：「意識的な判断」「知的な取り組み」をより重視
– BCの教師は，批判的思考を認知的な領域と関連付けるが，日本の教師
は感情的な領域を好む傾向。

定義50項目のうち，27項目に有意差があった。
– 「意思決定」はBC教師の70％が選択。日本の教師は25％。
– 「公平性」は日本の教師の45％が選択。BC教師はわずか7％。
– 日本の教師は「行動」や「モラル」に関する定義を選ぶ傾向

BC教師の批判的思考概念は，認知プロセスと関連。

日本教師の批判的思考概念は，具体的な学習結果と関連。
– 日本の高校教師とBCの高校教師という文脈における，東洋の考え方と西
洋の考え方の違いを示している。
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Differences between BC and Japanese Teachers

ランキングの結果ランキングの結果
「公平性」

– 日本人教師の22.7％が10位以内に位置づけた。BCはわずか1.4％

全体的に日本人教師の方が各定義を多く選択

– 例「客観性」
– 日本人教師の75％が批判的思考の定義として選択し，59.1％が10位以内に。
BCは42％が選択，10位以内に位置づけたのはわずか9.9％

「Thoughtful judgments」

– 選択される割合はBCと日本でほぼ同じだったが，批判的思考のもっとも
重要な定義として位置づけた割合は

– 日本34％，BC25％
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Different Cultural Contexts of CT

半数以上の教師半数以上の教師
批判的思考を教えている

批判的思考の効果的な教え方を説明することは困難と報告

– BC17名，日本28名は，どのように教えたらよいかわからないと回答

批判的思考は教えられるのか？批判的思考は教えられるのか？
ある教師

– 批判的思考は教室の外でもっとも促される

– 「批判的思考は教えることはできない」（BC教師）

別の教師

– 批判的思考は学校教育でもっとも重要。教えられなければならない。

– 「批判的思考教育は高校教育の基礎」（日本教師）
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Different Cultural Contexts of CT

「「批判的思考」や他の重要な教育用語は，文化的な文脈に批判的思考」や他の重要な教育用語は，文化的な文脈に
よって異なる含意をもつ。よって異なる含意をもつ。

文化的な背景文化的な背景
日本

– グループ志向，グループとしてよいことを個人が行う

– 集団の和やモラルの維持が大切にされる

カナダ

– 独立的

– 多様で，個人的でオリジナルで，意見があることがよいとされる

教育哲学者の批判的思考の概念は，教育哲学者の批判的思考の概念は，BCBCと日本の教師によっと日本の教師によっ
て理解されている概念と同じように理解されてはいない。て理解されている概念と同じように理解されてはいない。
教師は，批判的思考を自分自身の概念的枠組みと文化的な文脈で
理解しているし，BCと日本で違いもある。
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Conclusion

批判的思考はすべての教科，生徒の既有考えと結びつけて批判的思考はすべての教科，生徒の既有考えと結びつけて
教えなければならない。教えなければならない。
明示的に，個別に教えることはできない。

批判的思考は少なくとも３つの文脈批判的思考は少なくとも３つの文脈//会話のレベルで用いら会話のレベルで用いら
れる。れる。
１）メディア・一般社会

２）教師教育

３）アカデミックな場面

「批判的思考」は教育的な流行語になりつつある。「批判的思考」は教育的な流行語になりつつある。
多くの教育者や為政者はその意味を深く考えずに用語を使用。

批判的思考スキルの発達は，教育システムの弊害に対する万能薬か
のように考えられている。
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Conclusion

批判的思考を教育しようとする教師は批判的思考を教育しようとする教師は
反省的に検討し，批判的に評価し，効果的に生活を改善するとは何
か，生徒の手本にならなければならない。

現在の教育実践やその根底にある信念に対して，まず批判的に考え
ること。

批判的思考の性質を理解するために批判的思考の性質を理解するために
教師は，知識，学習，思考プロセスの性質について基礎的な問いをも
つこと。

協同，計画，省察する時間をもつこと。

BCBCと日本の教育改革はと日本の教育改革は
教えるという職業について再検討する必要がある。

教育のどんな構造/組織改革も最終的には教師の有効性に依存する。
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Conclusion

本研究の課題本研究の課題
批判的思考がカリキュラムを通して実行されるならば，現在の教育改
革にどのように統合したらよいか？

– 教師は自分の授業に批判的思考をどのように組み込んだらよいのか？

教育方法，教授方法，批判的思考と教師の役割について，さらなる異
文化間比較研究が必要。

– 生徒の学習改善に役立つ。

– 異文化理解や21世紀の「ライフスキル」に必要な学習観をもたらす。


