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長谷川　直子　　

授業実践報告①
「自然と人間」編

   これから何号かにわたり，筆者が平成 20 年度

にお茶大に着任してから新しく始めた授業の紹介

をしていきたいと考えている．これは，これから

20 年後くらいに，もし筆者がお茶大で変わらず

同じ授業を受け持っていたときに，その進展（も

しくは退化）を認識するための覚書でもある．

　第 1 回目の今回は，文教育学部人文科学科（現

在，地理学コースは人文科学科の中にある）共通

科目の「自然と人間」という授業を紹介したい．

この授業の受講生は半分くらいが 1 年生，教職

指定科目でもあるので 4 年生での受講生も 1 割

ほどある．3 分の 2 程度が人文科学科の学生で文

教育学部の他学科の受講生も多い．また数名，他

学部の学生（主に生活科学部人間・環境学科）が

いる．

　この授業を行うにあたり，その元となっている

のは，筆者が前任校で受け持っていた「環境地学」

（学科専門科目，3 年生専用の選択科目）という

授業である．前任校では環境科学部にいたので，

環境科学に関する授業ばかりが開かれているが，

環境学は総合学であるにもかかわらず，環境問題

を総合的に理解するような授業は 1 年生の前期

に行われる環境フィールドワーク，環境学原論な

ど数科目にとどまり，学年が進むにつれて化学や

生物学などの分野に特化した専門性を追及した授

業が多くなる．筆者はそのような専門的な授業を

否定するつもりはない．が，一年生の，何も知識

のない状態で総合的に（？）考えるだけでなく，

専門的知識を身につけた上で改めて総合的に考え

　資料

る授業が必要であると思っていた．環境科学部に

ある学科であるにもかかわらず，そのような授業

が見当たらなかったので，自分が受け持った「環

境地学」では地学にこだわらず，とにかく環境問

題についてとことん追求するという授業を行っ

た．

　具体的には以下のようなものである．参加者は

5 名ほどのこじんまりした授業であったこともあ

り，毎回ディスカッション形式をとった．各自が

疑問に思う，もしくは深く調べてみたいテーマを

自ら設定し，それについてプレゼンする．他の学

生がそれに対する意見を言う．それを踏まえてま

た調べてきて翌週のディスカッションに臨む．集

まったメンバーの性格なのか，自分でテーマを選

ぶという設定のためか分からないが，毎週の授業

は昼の 12 時半から開始して，17 時まで及んだ．

本来前期で終了する授業だったが，学生の希望に

より後期も行い，もはやサークル状態になった．

同僚教員に驚かれたものである．しかし筆者はこ

のときの経験から，環境問題のような複雑で壮大

なテーマは，じっくり時間をかけてディスカッ

ションしながら進めることの重要性を学んだ．

　さて，お茶大へ着任して，冒頭に述べた「自然

と人間」という授業を受け持つことになった．講

義名からして，環境問題を扱うにふさわしい．特

にお茶大には環境科学部も環境科学科もない．唯

一環境に関わるのは生活科学部の人間・環境科学

科だが，ここは環境工学に特化しているようであ

り，総合学としての環境学を展開している授業は
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ないようである．そこで筆者は，前任校の環境科

学部の教員 60 名でやっていたことを，ひとつの

授業の中で展開できないかと考えた．その試行錯

誤の途上にあるのが現在の「自然と人間」である．

　むろん，筆者一人で，1 学部で行われていた

60 人分の教員の授業をすべてまかなうのは無理

である．そこでこの授業では，環境問題を理解す

るために特に重要である（と筆者が考えている）

代表的なアプローチを取り上げ講義し，また演

習も行い，そして最後に一番重要であると考える

フィールドワークを行って終了するという形態を

とっている．最終的な目標は，学生個人個人が，

自らの「環境観：人生観と同じように，自らの人

生において，環境とどのようにかかわり，どう考

えるかといった個人の価値観」を構築してもらう

ことである．

　具体的な授業の進行は以下のような流れである．

1．ガイダンス（毎回レポートを課すと明言する

事で楽して単位を取りたい人は辞退してもら

う）

2．環境行政の話（高校までの授業ではあまり習

わない，公共工事，政治と金の話など，ショッ

ク療法で興味をひきつける）

3．連想（物事はいろいろな方面へとつながって

いるということを認識させる．ワイヤレスマイ

クをまわして思いついたことを挙げていっても

らうと黒板が埋まる．自分ひとりでは思いつか

なかったいろいろなことが連想されることに学

生は驚く）

4．ＫＪ法（つながっている物事を構図にする方

法．付箋紙に一つ一つの要素を書いてきてもら

い，それを構図にする）

5．ディスカッション（人と話すことで新たな発

見があったり，自分の考えが深まることを知っ

てもらう．割り箸は環境にやさしいのか？とい

うテーマで行った．このような身近な問題に答

えが出ないことに学生は驚く．また自らの持っ

ていた意見が根拠のない固定観念であったこと

にも驚く）

6．環境経済学・環境倫理学

7．グローバル化と環境問題

8．ゴミ問題，水，エネルギー，食糧問題など

9．後半は，自ら興味を持った身近な環境問題に

ついて，グループでフィールドワークをして調

査し，最後の授業で発表する．

　40 人ほど受講生がいるなかでこのような授業

が成立するのは，お茶大だからかもしれない．筆

者は，毎回Ａ４用紙のレポートを課しているが

（授業のあった 3 日後に提出締めきり）教員も大

変だが学生も大変だろう．また，内容は自由に書

いてほしいので内容によって点数に差をつけるこ

とはせず，提出すれば満点をあげると初回の授業

で宣言した．このような場合，1 行だけ書いて出

したり，適当に書いて出すレポートがありそうな

ものだが，みな苦しんで考えた跡の見られるよい

レポートばかりで（中には裏面まで書いてあるも

のもある），点数のために書いていないことが理

解できた．ちなみに，レポートの課題は，毎回話

題にするテーマに関して，「何が問題でどうした

ら改善されると思うか？」とか，「このアプロー

チ方法について考えたことは何か？」といったも

のである．ちなみに，毎回のＡ４レポートは全体

の成績の 4 割にしかならず，それ以外に大きな

レポートを 2 回課す．一つ目の課題は，「授業の

中で取り上げた事柄（どんな些細な取り上げ方で

もよい）に関して，自分が興味を持った（もしく

は深く追求してみたい）と思ったことをテーマに

設定し，自らが納得するまで調べて出しなさい」，

2 つ目の学期末の課題は「自らの環境観について

述べよ」というものである．これらのレポート

になると 10 ページも調べて書いてくる学生もい

る（ちなみに来年度のレポートでは，“ 現在の社

会をどのように変革すれば環境問題が改善される

か ” というテーマで出したいと考えている）．

　もうひとつ，お茶大だから成り立っただろうと

思うのは，ディスカッションである．前任校の授
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業は５～６人だったのでディスカッションが成立

したが，40 人もいる授業だとディスカッション

は難しい．そこで当初，この授業の中でディスカッ

ションをするのはあきらめていた．授業の中では，

「本当はディスカッションがすごく重要だが，こ

の授業は人数が多すぎるので無理です」とだけ説

明した．すると，毎回のレポートに，ディスカッ

ションをやりたいというコメントが何度も書かれ

ていた．そこで，一度試してみることにした．そ

のときのテーマが，たまたま学生から質問のあっ

た，「割り箸は環境にやさしいのか？」であった．

前任校でも 50 名の授業で４～５名のグループに

分けてディスカッションをすることはあったが，

ディスカッションは盛り上がらず，必ず他の話を

し始める学生がいる．ところがお茶大では，筆者

が観察していた限りほぼ全員の学生が事前にテー

マに関する情報を調べて持ってきていて，ディス

カッション中はどのグループも真剣な議論が行わ

れていた．筆者はむしろその光景に驚き，ディス

カッション後の授業の締めくくりで「今後社会に

出たとしても，こんな環境はめったにない，すご

く貴重な環境にいるんだよ」と思わず語ってし

まった．そしてレポートのコメントによると，自

分の知らない意見を他の学生が知っていたりする

ことに対して非常な刺激を受けたようで，この授

業の中でも，特にディスカッションがとても貴重

な経験になっているようであった．学生が学ぶ事

柄は，何も教員からの知識だけではないだろう．

しかし周りの環境から学んでいることを自覚して

いる学生は少ないだろう．そのことを卒業後に気

づくのではなく，在学中に認識することは重要で

あると思った．

　授業内容の中でも述べたが，この授業の集大成

はフィールドワークと，自らの環境観の構築にあ

る．そこで，本報告書の中では，学生が自ら興味

を持ってフィールドワークしたテーマに基づき，

最後の授業で行った発表会でのレジュメを紹介し

たい．ちなみに，この報告書に載せたい旨は学生

に事前に伝え，載せたくないグループは教えてほ

しいと聞いてみたが，すべてのグループが載せて

もよいという答えだった．グループ発表はみな短

期間でよくこれだけ調べたと感心させられる発表

ばかりだった．学生たちのコメントも，「自分た

ちのグループもよくがんばったと思ったが，他の

グループもがんばって調べていて感心した」とい

うようなものが散見された．学生同士で切磋琢磨

できたことも良かったと思う．

　筆者は本当はこの授業を通年でやりたいと思っ

ている（前期に講義，後期にフィールドワーク）．

じっくり時間をかけてできないのでどうしてもつ

まみ食いになってしまい，「環境観の構築」まで

到達するのは難しいが（とはいえ最後のレポー

トでは到達しているものも見られる），そのきっ

かけとなればよいと思う．十数年後にこの授業が

どう進化しているのか，筆者自身も楽しみにしつ

つ，最後に学生のレジュメで締めくくることとす

る（学生のレジュメは，学生から提出されたもの

を，何も手を加えず掲載している．見づらい部分

はご容赦いただきたい）．

　なお，紙面の都合上，すべてのレジュメを掲載

することが出来なかった．ここに載せられなかっ

たレジュメのテーマとしては以下のようなものが

あった．

・お茶の水女子大学生協での環境への取り組み

　（お茶大生協の取り組みを，滋賀県立大学，慶

応大学の取り組みと比較する形で調査）

・スーパーの資源回収活動について

　（首都圏の 4 つのスーパーで資源回収実態を調

査．結果，スーパー側としては資源回収をして

もほとんど何も利益はないが，社会的要望にこ

たえて回収していると結論付けた）

はせがわ・なおこ

お茶の水女子大学　人間文化創成科学研究科　

先端融合系
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