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　そこで目的を「先哲の思想を手がかりに，課題を複数
の異なる視点から考察し，解決に向けて公正に判断する」
ことにしぼり，「右と左と，どちらの人を殺すか」とい
う問いは，公共性の高いバス路線の新設という前向きな
課題に変更することにした。そのため，紹介する先哲の
思想は思いきって単純化する。「現代社会」や新設科目「公
共」における導入的な授業を想定し，思想の詳細は「倫
理」の授業にまかせるのである。「倫理」がご専門の方
からするとものたりなさ，展開の強引さが感じられるこ
とと思われるが，上記の目的からご容赦いただきたい。
　取り上げる思想は，アリストテレスの倫理学とカント
の実践理性，ベンサムや J.S. ミルの功利主義とした。こ
れは原型の「ハーバード白熱教室」にならっている。
　もっとも現在，新型コロナウイルス対策で，対話型授
業には物理的な制約がある。実施する際はマスクを着用
させ，座席を対面式にする場合は間隔を開ける，広い特
別教室を使用する等，各校の実情に合った対応を取り入
れていただきたい。

２　幸福，正義，公正を考えさせる
　これからご紹介するのは，資料集『ライブ！現代社会
2020』p.85 ～ 86「正しい判断ができるだろうか？」ペー
ジ（ 図１ ）を使用した 50 分１コマの授業実践である（本
誌 p.24 表１ ）。「現代社会」の倫理分野を想定している
が，新学習指導要領における新設科目「公共」において
も実践できる内容である。幸福や正義，公正に関する授
業の導入部となり，社会問題を考察する基盤ともなるこ
とを目的としている。
　新学習指導要領「公共」大項目Ｂ「自立した主体とし
てよりよい社会の形成に参画する私たち」では，現代社
会の諸課題にかかわる具体的な主題を設定し，幸福，正
義，公正などに着目して，他者と協働して主題を追究し

１　異なる視点と対話への挑戦
　少し前のことになるが，2010 年にテレビで放映され
た「ハーバード白熱教室」は衝撃的だった。アメリカの
ハーバード大学で政治哲学を教えるマイケル = サンデル
教授の講義「Justice」を放映した番組なのだが，「命に
値段をつけられるのか」「動機と結果はどちらが大切か」

「善き生を追求する」等々，判断の難しい人生の難問を，
1000 人もの学生とともに，先哲の思想を手がかりに議
論していくのである。サンデル教授は同年8月に来日し，
東京大学で日本の学生など 1000 人に対して「白熱教室」
を実践している。これもテレビで放映され，若者たちと
の活発な討論に瞠目させられた。
　サンデル教授の著書『これからの「正義」の話をしよ
う いまを生き延びるための哲学』（早川書房）も読み，
高校の授業で類似の実践ができないか，いろいろ考えた
ものである。
　その後，番組で解説をご担当なさった千葉大学の小林
正弥教授からお話をうかがい，「白熱教室」がプラトン
の対話篇のような哲学の原点を想起させる対話型講義で
あることと，日本では従来ほとんどなかった多人数を相
手にする講義で道徳的ジレンマを扱って対話をすること
とが魅力となり，反響をよんだのだと理解できた。
　とはいえ限られた授業時間の中でそのままの再現は難
しく，日本の高校では教員も生徒も対話型の授業に不慣
れだという現実もある。
　また，大学生と高校生の発達段階の違いも考慮しなく
てはならない。例えば暴走する路面電車，いわゆる「ト
ロリー問題」のように，殺人につながる問題を高校生に
考察させるのには慎重な配慮が不可欠となる。実際，身
近な人を事故や病気で亡くした経験をもつ生徒はかなり
いる。私の場合，殺人事件で家族を失った生徒を対象に
授業をした経験さえ２度もある。

千葉県立市川東高等学校　星野 景一（ほしの・けいいち）

正しい判断ができるだろうか
－バス路線新設のジレンマを考える－

－使用教材－
『ライブ！現代社会2020』
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たり解決したりする活動を通して，知識や技能，思考力，
判断力，表現力を身につけることが求められている。だ
が，そのためには何が幸福なのか，公正とは何か，正義
とは何かをまず考察させる必要がある。そこは単純化し
ているとはいえ，先哲の思想を手がかりにすれば考えや
すいだろう。現代社会の諸課題にかかわる具体的な主題
としては，前述のとおり生徒も日常的に利用する公共交
通機関を例として設定してある。
　なお，本年度は休校期間が長かったため，どこの学校
でも授業時間の確保が大きな課題となっている。そこで，
１コマをすべて使えない場合も想定して説明したい。

３　授業展開
　まずは黒板に，２つの考え方を板書する。

ａ）不公平はよくない。公平にすべき。
ｂ）悪いことはよくない。正しいことをすべき。

　そのうえで，賛成か反対か，どちらかに挙手させてみ
る。この時点ではまだ，解説はしない。
　おおむねどちらも賛成が多いだろうが，考えあぐねて
挙手できない生徒もいるだろう。無理もない。何が「公
平」なのか，何が「正しい」のか，この段階から疑念を
抱くのは当然である。
　そこで，「ａ）もｂ）も賛成の意見が多いようです。
確かに，私が成績を不公平につけたらみなさんは怒るで
しょうし，友人が悪いことをしそうになったらとめるで

しょう。でも，判断に迷っている人
もいるようですね。実はこれは，難
しい問題なのです。手をあげられた
人たちも含めて，いっしょに考えて
みましょう」とし，『ライブ！現代
社会 2020』（p.85）のページを開
かせる。生徒全員が開いたら，「頭
を悩ます社会的課題も，哲学者たち
の知恵を借りることで問題点が整理

され，解決の糸口が見つかるかもしれません。今回はそ
れを経験する授業です」と授業の概要を説明する。
　次に，「Ⅱ　バス路線をどの地域に新設するか？」を
読ませる。イラスト部分を黙読させたのち，右側の解説
文を指名した生徒に音読させると理解が容易になる。
  その後の説明をやりやすくするため，想定図を拡大し
た図を板書する。中央に駅，左右に「若木地区」と「さ
くら野地区」を配置し，道路で結ぶだけの簡単な図で
よい。若木地区には「人口 100 人　病院あり」と書き，
さくら野地区には「人口 500 人」と書く。そして黒板
の図をさし示しながら，「若木地区の病院へ通院する病
人や高齢者は，駅から高額なタクシーを利用するしかな
く，公共交通機関の新設が求められています。そこで市
営バス担当の職員であるあなたは，バス路線の新設を計
画し，市議会で予算も認められました。でもその後，人
口がはるかに多いさくら野地区から，バス路線新設の要
望が出されました。予算は１路線分しかありません。さ
あ，どちらに路線を新設しますか」と，状況と問題点を
確認する。
　おそらく生徒は沈黙し，気まずい沈黙が数秒間続くで
あろう。そこで一呼吸おいてから，「すぐに結論を出せ
ない難しい問題ですね。社会的な課題は，政治や経済の
観点から考えるのが普通です。市営バスは市の政治や経
済とかかわっているから，その方向から考えてみましょ
うか」と述べ，次ページの「Ⅲ　政治や経済の観点なら」
を読ませる。ここはわかりやすい内容であるので，１～
２分程度の黙読でよい。いわば，紙上での対話である。

市長　さくら野地区に新設した方が多くの市民が
喜ぶし，利用者が多くて市の財政に貢献できる

市の財政担当者　若木地区には利用者が少なく，
通院者の多くは無料パスを使うため赤字になる。
市場原理で判断すればさくら野地区に新設すべき

85 86

こ こ で 考 よえ う

頭を悩ます社会的課題も，哲学者たちの智恵を借りることで，解決の糸口がみつかるかもしれません。「市の
バス路線をどこに新設するか」という問題を例に，考えてみましょう。

正しい判断ができるだろうか？～バス路線新設を考える～

何が公平で，何が正しいのだろうか？Ⅰ

政治や経済の観点ならⅢ

哲学者ならこう語るⅣ

あなたはどう考える？Ⅴ

バス路線をどの地域に新設するか？Ⅱ

「不公平」と
「公平」の
違いは？

「正しい」って
何だろう？

若木地区 さくら野地区バス路線を
新設したい

はるの市のバス担当

若木地区には病院があるし
若木地区にしよう！

これで通院
しやすい！

私たちに
バスは
必要です！

こっちの方が
住民が多いのに
不公平だ！

1路線分の
予算しかないし
どうすれば…

① ②
③ ④

若木地区 さくら野地区はるの市役所

人口 100人
病院あり
通院する人が多い

人口 500人
家族連れが多い

は
る
の
駅

　次の二つの考え方に対し，あなたはどう思いますか。

　　ａ）不公平はよくない。公平にすべき。
　　ｂ）悪いことはよくない。正しいことをすべき。

　たぶん，どちらも賛成できるでしょう。
　しかし，何が公平で何が不公平でしょうか。何が正しくて何が間違いでしょうか。現実の社会では，判断に迷うこ
とがしばしばあります。政治や経済の観点から判断したことが適切だとは限りません。
　そんなときは哲学者の思想を手がかりにすると，よりさまざまな方向から考えることができます。

8市営バスの開通式の例

8バス路線新設をめぐって

8はるの市の状況

　あなたは「はるの市」で，市営バスの
担当をしている職員です。
　はるの市には鉄道の駅から東西にのび
る道があり，それぞれ「若

わか

木
ぎ

地区」と「さ
くら野

の

地区」に通じています。しかし，
どちらの地区にも公共交通機関がありま
せん。若木地区には病院があり，通院す
る市民，とりわけ病状の重い病人や高齢
者はタクシーを利用するしかなく，不便
で困っています。担当者として何とかし
たいと思ったあなたは，バス路線の新設
を計画しました。幸い市議会で予算が認
められ，新設が決まりました。
　ところがそれを公表したところ，さく
ら野地区の住民からバス路線新設の要望
が出ました。さくら野地区には若木地区
よりも多くの住人が暮らしています。
　このように，若木地区，さくら野地区
の主張にはそれぞれ根拠がありますが，
1路線分の予算しか認められていない
ので，どちらか一方にしか新設できませ
ん。さあ，あなたならどうしますか。

　はるの市の市長や財政担当者は，次のように言っています。

　もし哲学者たちに意見を聞いたらどうなるでしょう。功利主義の観点（6p.78），道徳的な観点（6p.74, 77）からみてみましょう。

人口がはるかに多いさくら野地区に新設
した方が多数の利用者を見込め，多くの
住民を幸福にできる

通院する市民の切実な必要性に応えて若
木地区に新設を決めており，利用者の数
によって変更してはならない

若木地区には病院があり，住民以外にも
通院する病人や高齢者などがバス路線を
必要としている

公共交通機関は交通弱者を支える役割が
ふさわしく，特に必要とする通院者がい
る若木地区に新設するのは，人間のあり
方として善い行いである

若木地区には利用者が少なく，通院者の多く
は無料パスを使うため赤字になる。市場原理
で判断すればさくら野地区に新設すべき

8はるの市の市長

　次の選挙を意識する市長にとっては，多数の市民を喜ばせ，財政の改善という実績を判断材料としています。財政担当者も市長の意見に賛成しま
した。バス路線の収益を考慮すれば，さくら野地区に新設した方がよいわけです。しかし，政治や経済面だけで決めてしまってよいのでしょうか。

8はるの市の財政担当者

①功利主義の観点から

②道徳的な観点から
8ベンサム

8カント 8アリストテレス

8J.S.ミル

※結果としての幸福の増える量が多いさくら野
地区に新設すべきという意見。

※J.S.ミルと同じ意見だが理由が異なる。善悪
は結果ではなく，動機のよさで決まるという意
見。

※より望んでいる人々が幸せになり，質の高い
幸福が生まれるので，若木地区に新設すべきと
いう意見。

※通院者は自家用車や自転車の利用が困難。市
営バスの本質と，それに対する美徳の観点から
判断すべきという意見。

　現実の社会は，異なる事情と異なる意見をもつ多数の人々の集合体です。自分の視点だけで考えると，判断を誤ることもあります。多面的に深く
考えることが必要でしょう。先哲の思想を学ぶ理由がそこにあります。

①論点を整理してみよう

②自分の意見をまとめよう
　これまでの学習をふまえ，自分がはるの市の担当者ならどちらの地区にバス路線を新設するか，理由とともに説明してみましょう。

　上の例のように，社会的課題なども哲学者の思想を手がかりに考えると，さまざまな観点から見て本質をつかめることがあります。それぞれの観
点からの意見を比較・検討し，判断する手がかりとしていきましょう。

私は（　　　）地区にバス路線を新設します。なぜなら（　　　　　　　　　　　　　　　　　）だからです。

若木地区に設置 さくら野地区に設置

長所

・（例）質の高い幸福を実現できる。 ・（例）利用者が多いので市の財政に貢献できる。
・ ・

短所
・ ・

さくら野地区に新設した方が多くの市民が喜
ぶし，利用者が多くて市の財政に貢献できる

新科目新科目

先取り！先取り！公共

図１  『ライブ！現代社会 2020』p.85（一部）
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　政治はいわば異なる利害の調整だから，その観点から
は多数派の利益に傾きがちである。公共交通機関とはい
え経済性を無視はできず，市場原理と市の財政を健全に
する観点からは利用客が多い方が望ましい。今の政治と
経済のしくみの下で暮らす生徒には，どちらも自然に理
解できることだろう。したがって，人口が多い「さくら
野地区」へ新設すべきという結論になる。
　それらを確認したら，「でも，市営バスは公共交通機関
です。市民の公共性を，政治や経済の観点だけで判断し
てよいのでしょうか」と問いかけてみる。おそらく，生
徒の反応は乏しいだろう。そこで，「では公共性について，
少し考えてみましょう。学校も公共性の高い施設ですね。
政治や経済と無縁ではないけれど，例えば経済的利益だ
けを追求するようになったら適切な教育ができなくなる
かもしれません。学校がお金もうけにはしったら，みな
さんはどう思いますか」と具体例を交えながら問題提起
する。少し考えさせてから，「政治や経済などの学問の
基礎となったのは哲学です。みなさんはいろいろな教科
科目の勉強をしていますが，それらは哲学から分かれて
きたのです。だから哲学の観点からみてみると，理解が
深まるかもしれませんね。哲学者なら，この問題をどう
考えるでしょうか。一口に哲学といってもいろいろあり
ますが，ここでは功利主義の観点と，道徳的な観点から，
４人の哲学者に登場してもらいましょう」と説明する。
　そして「Ⅳ　哲学者ならこう語る」に進む。「まずは
功利主義という思想の立場から考えてみます。近代イギ
リスの哲学者ベンサムなら，おそらくこう語るでしょう」
と述べ，生徒１名を指名し，ベンサムの吹き出し部分を
音読させる。

　バス路線の新設で幸福になる人の数を考えるなら，「さ
くら野地区」へ新設すべきとなる。教員側からは「先ほ
どの政治や経済の観点と同じ結論ですね。でも地域全体
の幸福の量で判断している点は異なります」と補足する。
　続いて「同じ功利主義でも，近代イギリスの哲学者
J.S. ミルの意見は違うようです」と述べ，別の生徒に，
J.S. ミルの吹き出し部分を音読させる。

若木地区には病院があり，住民以外にも通院する
病人や高齢者などがバス路線を必要としている

　「若木地区」へバス路線を新設すれば，病院に通院す
る病人や高齢者に質の高い幸福が生まれる。「幸福にな
る人の，幸福の質を考えるなら，普通の住民より病院へ
通院する人々の方が喜びが大きいことでしょう。した
がって，若木地区へ新設すべきとなります」と補足する。
　初めて異なる意見が登場したところで，「功利主義の
立場に立つ２人の哲学者の意見が分かれました。では，
道徳的な観点で考えたらどうでしょうか。近代ドイツの
哲学者カントは，実践理性という人間の道徳性について
研究した人でした」と述べ，また生徒にカントの吹き出
し部分を音読させる。

通院する市民の切実な必要性に応えて若木地区に
新設を決めており，利用者の数によって変更しては
ならない

　ここでは動機と結果に着目させる。「バス路線新設の，
そもそもの動機は通院する市民が切実に必要としている
からでした。結果的に利用者は少なくなるのですが，結
果のよしあしではなく動機のよさで判断すべきという意
見です」と補足し，理解をうながす。
　「道徳的な立場でもう１人紹介します。古代の哲学者
アリストテレスです」と述べ，別の生徒に，アリストテ
レスの吹き出し部分を音読させる。

公共交通機関は交通弱者を支える役割がふさわし
く，特に必要とする通院者がいる若木地区に新設す
るのは，人間のあり方として善い行いである

　つまり公共交通機関の本質を，道徳性からとらえさせ
るわけである。「道徳的な観点からは，公共交通機関は
交通弱者を支えるべきだから，通院者のいる方へ新設す
るのがよいという意見です」と補足する。
　なお，授業時間に余裕がなければ，音読はせず黙読の
みでよい。

表１  授業の概要
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展 
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５
分

40
分

５
分

Ⅰ 何が公平で，
　 何が正しいのだろうか？

Ⅱ バス路線をどの地域に新設するか？
Ⅲ 政治や経済の観点なら
Ⅳ 哲学者ならこう語る
Ⅴ あなたはどう考える？
　 

　 
　 次回授業の説明と伏線

議 論

対話による議論の深まりの確認

人口がはるかに多いさくら野地区に新設した方が
多数の利用者を見込め，多くの住民を幸福にできる
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　このあとは最も重要な，「Ⅴ　あなたはどう考える？」
に進む。最初に論点を整理する作業をしてから，自分の
意見をまとめさせる。資料集に直接書き込ませてもかま
わないが，記入欄を拡大したワークシート（ 図２ ）を
配布して書かせた方が書きやすく，読みやすい。また，
あとで提出させることもできるので推奨したい。記入時
間は 5 ～ 10 分程度が適切と思われるが，適宜机間巡視
をして判断する。

４　対話型の授業へ
　授業時間の制約が大きければ，以上で教員側がまとめ
て終わらせてもよい。だが，可能ならここから，対話型
の授業を本格化させたい。生徒に自分の意見を発表さ
せ，議論を成立させるのである。
　方法としては２種類が考えられる。どちらをとるか
は，生徒のようすと授業時間による。
　第１の方法はディスカッションである。教室の左側に

「若木地区」側，右側に「さくら野地区」側を支持する
生徒が集まり，机の向きを変えて対面型とし，意見を述
べ合う。司会は教員が担当するが，希望者がいれば生徒
にまかせてもよい。意見が出にくければ教員が助言し，
発言をうながす。意見が複数出れば，あとは自然に対話
が成立していく場合が多いので，進行に特段の配慮は必
要ない。ただし時間がかかるため，１コマの授業をフル
に使える場合に限られる。
　第２の方法は教員と生徒の対話型である。各自の意見
を発表させ，そのつど，教員側がコメントしたり問題

提起をする。授業
時間の制約が大き
い場合に有効で，
数分で済ますこと
もできる。たとえ
５分でも対話があ
れば，生徒の思考
力や判断力をのば
すうえで有効であ
る。だが複数の生
徒からの意見を教
員が１人で対処す
るのはかなり大変
で，事前に回答例
や発問例を数種類

準備してから授業にのぞむ必要がある。
　いずれの方法でも，生徒から出てきた意見は，問題を
誤解している場合を除き，すべて肯定するのがポイント
である。そして判断の理由は必ず説明させる。この授業
では，結論より思考や判断のプロセスが重要なのである。
　右か左か，という設定をこえた意見が出ることもある。
私の授業では，「最初にさくら野地区に新設して，もう
かった利益で若木地区へ新設する」という意見も出た。
設問からは離れているが，柔軟な発想は大切にしたい。
　最後に，「今回発表できなかった人も，ほかのみなさ
んの意見と自分の意見を比べてみましょう。異なる意見
を聞いて自分の意見を変えたくなったり，結論は同じで
も理由が変わった人は，書き加えましょう」と指示し，「み
なさんは，さまざまな意見を聞くことで，考えが深まっ
たことと思います。これが対話の力です」とまとめたい。

５　次時以降の展開
　冒頭に記したとおり，この授業は幸福や正義，公正を
考えさせる導入と位置づけている。このあとはぜひ，今
回理解した内容を用いて考察を深めさせたい。例えば資
料集『ライブ！現代社会 2020』p.87「正義と公正につ
いて考える」ページを用いて，ロールズとセンの思想に
ついて扱うと本時の内容を発展させることができる。本
時のまとめの際，「正義や公正について，次回は現代の
哲学者がどう考えたかを学びます」と述べて，次時の伏
線にするとよい。
　幸福，正義，公正を高校生に考えさせる授業は，とて
も難易度が高い。幸福になりたいとは誰もが願うにして
も，その内容は多分に相対的，個別的である。絶対的な
幸福があるにしても，それは抽象的な場合が多く，生徒
にとって身近な幸福は個別的な経験が大半であろう。正
義はときに独善を生み，社会の調和を破壊することがあ
る。かつてある評論家が「人間の発明したあらゆる概念
の中で，正義という概念ほど恐ろしいものはない」と述
べていたが，確かに正義と思い込むことで，殺人も戦争
も正当化されかねない。公正さも社会にとって大切な概
念だが，何が公正なのかはアリストテレス以来，議論が
続くところである。
　したがって本時の発展としては，幸福や正義，公正の
本質を模索しつつ，現代社会の具体的な諸課題を多面的，
多角的な視点から考察する方向が望ましいといえるだろ
う。

図２  ワークシートの例
※ワークシートは帝国書院のウェブサイトに掲載。


