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第 13 章	 	 平和である学級を創り出す	 

Creating	 a	 Peaceable	 Classroom	 

 

学級マネジメントに関する研究によると、学習者は周りで気が散るようなことがあると、学習

に集中することが難しく感じると指摘されています。The Carnegie Council on Adolescent 

Development は、尊敬し認め合う関係があることが知的な発達や成長に絶対必要であるとして

います（1989、Goodenow,1992）。同様に Goodenow (1992)は、所属感や需要が学びにおいて

大切な要因であるという仮説を唱えています。同じように、Lantieri and Patti（1996）は、苦

痛や不安と学習記憶能力との間に相関関係があると言っています。Schwitzer, et al.(1999)は、

アカデミック分野での成功体験に関連して不可欠なタスクの一つに、大学構内で個人的な人間関

係がうまく構築できるようになることであると論じています。以上のことは、平和を好む学習環

境であることは、学びの過程にとって必要であると、わたしたちに教えてくれます。 

 

では、平和を好む教室とはどんなものなのでしょうか。この考えはWilliam Kreidlerという

小学校の先生であり、また対立を解決する専門家でもある人によって最初に作り出されました。

彼によると教室での対立はさまざまな要因により引き起こされます。例えば意思疎通が欠けてい

たり、排斥する雰囲気があったり、自分の感じていることを上手に表現することできなかったり、

お互いに気遣いや敬意を欠いていたりというものです（Lantieri and Ptti, 1996）。平和を好む

教室は、以下のような特徴が見られます。認め合う、協力的、意思疎通ができている、お互いの

違いに対して寛容である、自分の気持ちを適切に伝えることができる、対立を平和理に解決する

ことができるなどです。 

 

フィリピンで 99名の高校生に対して行なった調査によると、教室内のいじめが彼らの苦痛や

不安の主な原因の一つに上がっています。いじめの被害者は肉体的だけでなく言葉でも傷つけら

れています。被害に遭っている生徒は、叩かれ、噛まれ、教室内に閉じ込められ、蹴られ、平手

打ちをされ、ツネラレ、押され、引っかき傷を負ったりしています。言葉の被害としては、彼ら

はあだ名で言われ、脅し言葉を浴びせられ、悪意に満ちた噂の犠牲になることを経験しています。

多数から仲間はずれにされ、無視され、孤立している犠牲者のリストのトップに挙げられること

は、間抜けと思われる人です。よくある他の理由は、容姿がきれいでないこと、太っていること、

皮膚の色が黒いこと、経済的に苦しいこと、ゲイやレズビアンであること、話し方に田舎訛りが

あること、転校生であることなどです。 
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いじめを受けた影響で、自尊感情が傷つけられることが知られていまい。マニラ市の別の高校

で生徒、ガイダンスカウンセラー、先生方に面談を行った結果によると、いじめの犠牲者は、引

き込もるか、自分の心を閉じてしまうことがあると打ち明けています。彼らは一匹狼のようにな

るか孤立するかです。あるものは授業を頻繁に欠席し、そして退学していくこともあります。成

績にも影響があると報告されています。 

 

平和を好む教室を創りだすことは、生徒に様々な違いを乗り越えてお互いに尊敬しあい認め合

うようにすることです。以下にわたしたちの教室で愛情を醸しだし、受け入れる雰囲気を創りだ

すいくつかの方法を紹介します。 

 

	 教室が平和なゾーンであることを宣言し、これを達成するためのルールを確立する。

学校が始まって最初の数日で、生徒に平和を好む教室の意味を紹介する。生徒らに平和な教室環

境を創るために必要な要素は何があるか問いかけよう。教室は平和なゾーンであることを示すポ

スターと達成に必要な指針を掲示するように生徒らに求めよう。 

	 	 	 	 	 	 	  

ポスターの例	 	 [この教室は、平和なゾーンです] 

１．話している人がいたら聞きましょう。 

２．だれも仲間はずれにしない。 

３．優しいことばを使おう。 

４．穏やかに話しましょう。 

５．お互いに尊敬し合いましょう。 

 

先生として、この取り組みに先生自らが始めるようにする。毎朝、その日は自分も平和な先生
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であろうと自分に話しなさい。何か間違った方向に向かいそうになったらいつでも、自分は平和

を好むことを決意したこと、そして怒りを爆発させないと決めたことを思い出すようにしなさい。

教室に入るときはいつも、ひと呼吸をして教室にたどり着くまでにあなたが目にした嫌な思いを

振るい払いなさい。前向きな気持ちになるやる気を発散するようにしなさい。人と会ったら笑顔

で挨拶をしましょう。外国語や土地のことばで平和の挨拶を生徒に教えましょう。可能であれば、

その日の平和な話題についてちょっとした会話のきっかけ言葉として挨拶のことばを使いまし

ょう。 

いろいろな言語で「平和」を言うと 

Salaam (アラビア語) 

Boboto (コンゴ語) 

Shalom (ヘブライ語) 

Beke （ハンガリー語） 

Amani （スワヒリ語） 

Shanti （ヒンズー語） 

Damai （インドネシア語） 

Heiwa （日本語） 

Pyung Hwa (韓国語) 

Paz (スペイン語) 

Pax (ラテン語) 

 

	 生徒を肯定的に認めよう。機会を捉えて生徒の良いところや優れているところを声に出して言

ってあげよう。貢献度を認めてあげよう。学習者が話した内容に興味を示そう。頷いて生徒の目

を見てあげよう。	 

	 

	 適切に感情を表現し、生徒にも同じように取り組ませる。あなたが腹をたてるような状況が

あったとしても、攻撃的なやり方で対応することは慎もう。我慢しようとするときに、怒りを計

測する温度計の目盛が私たちの体の中で上昇し、そして暴力的に振舞う傾向になる。先生が大声

を張り上げて生徒を叱るのを聞くことはまれなことではない。蹴ったり机や椅子を押したり、怒

った勢いで周りにある物を投げつけたりすることもある。先生こそ自分の怒りをコントロールす

ることを学ぶべきかもしれない。怒りを発散させたり逆に我慢し内に秘めて押し殺したりする代

わりに、先生が心を落ち着ける技術ともいうものを用いることだ、たとえば深呼吸する、怒りに

遭遇した場面から静かに離れそして怒りの感情が落ち着いたときに戻ってくるとか。	 

生徒も同様に感情を適切に表現することを教わるとよい。クーリング・オフ法を学ぶべきであ

る。これはまず「私は腹が立っている」と自分がどのように感じているかを文章にして、そして
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その感情を変えることだ。例えば「彼女は多分私を傷つけるつもりはなかったはずで、そうだ彼

女も何か困っているだろう」。また「落ち着いて、落ち着いて」のように、心を落ち着ける言葉

を口に出すこと、「私は爆発しないだろう」と自分に言い聞かせる。怒りの蒸気が発せられたと

き、生徒は〈I	 メッセージ〉を使って自分の感情を表現すると良い。〈I メッセージ〉は自分の

気持ちや関心を伝える言葉だ。腹を立てて欲求不満な瞬間に人を罵るような言葉の代用品になる

ものである。例えば、約束の時間に遅れてグループのミーティングにクラスメートが現れたとき、

「あなたは全く信頼できない。」と言う代わりに、「このプロジェクトで私たちが良い成績をとる

ことができないかもしれないので、あなたが私たちのミーティングに遅れてくると私はがっかり

だ。」ということができる。〈Iメッセージ〉で「私はがっかりしている」という感情を相手に伝

えている。「私たちのミーティングにいつも遅れてくる」という行為に、私たちは反応しており、

「このプロジェクトで成績を取ることができないかもしれない」とこう感じたことに理由を述べ

ている。	 

	 

先生として、優しい良い言葉を選ぶ。傷つけない方法で、痛みを伴うかもしれないが正しいこ

とを言うことが可能である。ここでも〈Iメッセージ〉の考え方が役立つ。生徒を非難する代わ

りに、ある行為にどのように感じるのかに触れて伝える。例えば「だれかレシテーションをして

いるときに、みんなが私語をしているのを私は見るのは耐えられない」である。	 

	 

	 さまざまな違いを認め受け入れる。平和的を好む教室では、生徒たちにとって居場所があり、

受け入れられていると感じるものである。だから自分では手に負えない特徴に対して嘲笑われた

り仲間はずれにされたりすることはない。一先生として、自分の価値判断をじっくり振り返るよ

うにしなさい。あなたは女子生徒やガイの生徒を固定観念で見ていませんか。学習に遅れがちな

生徒を差別して、成績の良い生徒にえいこひいきしていませんか。生徒を馬鹿にしてこき下ろす

ことは慎んで、そしていじめ行為を思いとどまるように生徒たちに気づかせてください。新入生

に対して歓迎会などの活動を計画させてください。古顔の生徒に温かく受け入れる喜びを伝える

歓迎の言葉の役を担わせてください。古株の生徒に新入生の生活指導上の面倒をみることを割り

当て、新入生が困ったときに面倒を見てあげるようにしなさい。クラスの生徒に違いを認め合う

大切さについて話してあげよう。皮膚の色が違うこと、髪の状態の違い、体の大きい小さい、ポ

ケットにいくらお金を持っているかは、心の中で何を考えているかとは関係がないことを気づか

せたい。人々は性差、精神力、着こなし、話し方で違いがあり、これらの違いから人をからかい、

排除し、傷つけて良いという正当な理由にならないことを気づかせたい。ユーモアは教室で喜ん

で受け入れられるが、だれかを犠牲にするジョークを使ってはいけない。	 

	 

	 競争を煽るような活動より協力を必要とするような活動をより利用しよう。協同的活動を行う
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ことで、教室はあるゴールを達成するために一緒に取り組むようになる。醜い競争は、対立を生

じさせるような分断を生むことになる。一方、協同的な活動は、積極的な相互依存を推進し、生

徒は想定したゴールにたどり着くために意思疎通と協働の技術を学ぶことができる。生徒は協同

的な課題を与えられた場合に、一緒にその課題をどのように解決するかそしてメンバーの持つ異

なった才能や出来ることや力を使ってお互いに助け合うことも学ぶ。	 

	 

	 争いを平和理にそして前向きに解決する方法を生徒に教える。心が痛むような状況が起きたと

き、それに積極的に反対する立場で行動をとる。対立の状況をじっくり眺める。問題解決法を利

用する。生徒にはどのようにこの問題解決法を使うのか、そして建設的に対話したらいいのかを

教える。効果的に対話するというのは非難し合っている者が、穏やかな言い方でお互いに話し合

うことだと生徒に気づかせたい。ことばも（感情を表現する）しぐさも礼儀正しく優しくあるべ

きだ。もし彼らが心からお互いの意見に耳を傾けるならば、解決の糸口が見つかるはずだと生徒

に気づかせたい。教室の中で平和なコーナーや学校の庭やグランドの落ち着ける場所をはっきり

と示すようにしたい。その場所で生徒たちが彼らの関心事について話すことができるようにした

い。	 

以下に示す問いは、生徒の話し合いを導くであろう。	 

[話し合いを導く問い]	 

１．何が起きたの。	 

２．何を必要としている。	 

３．可能な解決法は何があるのか。	 

４．どの解決法が一番良いのか。	 
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	 生徒のコミュニケーション技術を磨かせること。教室で起きる様々なイザコザは、意思疎通

がうまくいかないこと、思い違い、誤解が理由であることから生じている。生徒たちが話したこ

とが正確に相手に受け取られていない、また私たちの行動が正しく受け取られていないときもあ

る。意思疎通がうまく出来ていないことから生じている対立を避ける一つの方法は、生徒にどう

したら分かりやすく伝えられるか、どのように言い換えて話したらいいのかを教えることである。

何か言われてそれで悩む場合に、メッセージを正しく受け取ったかどうかはっきりさせるために、

例えば次のような尋ね方を教えるべきだ「あなたが言ったことをわたしが正しく理解したかどう

か確認してもいいですか」とか「あなたは～と言いましたか」など。	 

	 人は時々よく考えずに口に出してしまう傾向がある。しっかり自分の頭で一度咀嚼もしないで、

非建設的ないやな言葉を発してしまうことがある。人に対して不愉快な否定的な言葉を前向きな

言い方に変えることを生徒に練習させるべきだ。この点については〈わたしメッセージ〉を使う

ことが役に立つだろう。	 

	 

【不愉快な否定的な言い方を前向きな言い方に変える例】	 

a.	 静かにしなさい。	 

	 	 言いかえ：静かにしてください。	 

b.	 	 あなたはイライラする。	 

	 	 言いかえ：～時に私は困る。	 

c.	 うるさい。	 

	 	 言いかえ：どうか私のプライベートな瞬間（とき）を持たせてください。	 

	 

	 わたしたちが用いる言葉は諸刃の剣です。だからどのように言ったよいのか注意深く考えなけ

ればなりません。相手の気持ちを考慮して話す言葉を選ぶように生徒に教えてあげましょう。そ

のような言葉が教室内のいざこざを少なくするのに役立つのです。	 

	 

	 平和を楽しむ教室は、生徒が安心で安全だと感じる場所でもあります。教室は自己責任の範囲

内で、普段着の自分のままのびのびとできる場所です。教室はからかわれるのではないかとビク

ビク脅えるところではなく、仲間はずれにされたりせず、傷つけられたりすることもなく、人と

して成長できる場所です。もし平和で平穏の原則が教えられ、教室の中で一緒に息づいているな

ら、生徒がこれらの価値観や技能を他の場面で応用することは容易でしょう。平和を信望する先

生も、新しい規範が平和的な社会を建設することに貢献できるのであれば、これを幸せと感じら

れるのではないでしょうか。	 
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第 14 章	 平和教育における教授学習のアプローチと方略	 

Teaching-Learning	 Approaches	 and	 Strategies	 

in	 Peace	 Education 

 

	 「何を」と同じぐらい「どのように」は大切です。そのために、平和教育の目標に合致

した教え方・学び方のアプローチは、ホリスティックで、参加型、協同的で、経験主義的、

人道的なものとなるでしょう。 

	 ホリスティック教育は事実と概念というパラメーターで自身を規定していません。代り

に、認知的、情動的、行動的学習目標をすすめています。しばしば、学習の焦点は、概念

の伝達です。平和教育では、目標は三つあります。第一は、現実に対する気づき、暴力の

根本原因と結果、平和の根についての気づきをうながすことです。二番目は、関心と共感、

同乗、希望と社会的責任という価値観を育てることです。ハリスとモリソン(2003)は、こ

れを倫理的感覚の発達と呼んで、学習者が他者を気づかう能力の育成と位置づけています。

三つ目は、個人的な思い込みや態度を変革し、暴力の状況に対して、何か具体的なことを

章とする決意に始まる行動化への呼びかけです。 

	 参加型教育は、学習者が、探究し、共有し、協同することを許すことを意味します。学

習者が教師や他の学習者と対話することを許します。自分の主張を明確に話し、多様な観

点からの意見に耳を傾けることは、視野を広げるための重要な訓練です。そのようなスキ

ルは、多くの対立が、人びとが互いの言うことを聞く事を拒否しているために、未解決に

終わっている世界にとって必要なものです。参加型学習においては、教師は、権威的な存

在ではなく、むしろファシリテーターとして行動します。例え、それぞれの教師は、ある

問題についてはっきりとして自分の意見を持っていようとも、彼らは生徒が、争点となっ

ている問題についても何か行動しようとすすめる前に、自分自身の味方・考え方をはっき

りさせることを奨励します。(Mcginnis, 1984)	 参加型教育は、伝統的な教え込みスタイ

ルからも距離をおくものです。学級における民主的なプロセスを遵守することは、民主的

な市民性に必要な知識、スキル、態度の発達に貢献することでしょう。(Harris and 

Morrison, 2003) 

	 協同学習というのは、参加者が共に作業し、学ぶ機会を提供するものです。協同学習は、

学ぼうとする意欲を高めることとは別に、生徒の間の関係性を向上させ、個人主義に挑戦

し、孤立感や偏見の感覚を低めます。孤立感と疎外感を逆転させ、もっと前向きな態度を

推進します。協同的な学級では、生徒は互いに頼ることを学び、学習活動の成功は、１人
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ひとりの貢献によっていることを学ぶのです。(Harris and Morrison, 2003)	 わたした

ちが直面する世界の多くの問題は、もしも、人びとが共同するならば、解決する事でしょ

う。もしも、生徒が学級で協同的なプロセスを体験すれば、そのような習慣は、彼らの関

係性のさまざまな部分にも、持ち込んでいけることでしょう。 

	 経験主義教育は、演繹的な方法ではなく、学級で行われたアクティビティから体験した

ことから自分自身で考えることを意味します。そのために、レクチャー、講義は最低限に

留めます。学習者は、彼らの体験やアクティビティを通して、考え、そして、概念を形成

するのです。教育心理学的では、このアプローチは、構成主義的アプローチに近いもので

す。構成主義的教師は、柔軟でもプロセス思考です。彼らは、変化する余地を残していま

す。構成主義的学級は、新しいパラダイムを発展させるスキル持った人間を育てます。わ

たしたちの世界は、暴力と対立を生み出すシステムに対抗する、新しい考え方や、プロセ

スを必要としているのです。 

	 カール・ロジャーズとアブラハム・マズローは、人道的な教育を推奨した人びとです。

人道的な学級は、学習者の社会的個人的感性的な成長に強調を置きます。人道的な学校で

は、個人は、そのままで、受け入れられるのです。自分の自尊感情をすするような自己の

感覚を育てます。すべての人は貴重で能力があるというメッセージを発信しています。

Mcginnis(1984)は、「前向きな自己イメージ、概念なしで、「公の活動をする」あるいは

「変化のために活動する」ことはありえない」と言います。彼は、わたしたちが自分に与

えられた贈り物に気づけば気づくほど、わたしたちは他の人とシェア・分有・共有するよ

うになると言います。人間的な学級において、教師は共感的であるし、肯定的である。彼

らは、生徒の健やかさに関心と興味を示す。彼らは、学級で互いに対するケアと尊重を奨

励します。彼らは、学級でも多様性に対するセンシティビティを激励します。そのような

アプローチは、学習者たちに、愛と共感の種を撒くでしょう。それは、平和的な社会を構

築するために必要な価値観なのです。 

	 上述のような平和教育のアプローチと比肩することができる教授学習方略はたくさんあ

ります。いくつか紹介しておきましょう。 

 

1.ディスカッション	 議論する 

 

小グループで議論する方略は、個人の参加者の声が聞かれるようにするための方法です。

もっとも効果をあげるためには、ディスカッションは、事実に基づき、しっかりと考え抜

かれたアイデアに基盤をおいてなされることです。 

 

2.ペアで共有 
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パートナーのグループを作る方法です。ファシリテーターが議論のテーマを設定します。A

がそのことについて自分の考えを妨げられることなく、話し、Bは聞きます。しばらくして、

パートナーの役割を後退します。後に、Aは Bが話した内容を学級全体にレポートし、ま

た Bは Aの意見を報告します。これは、聴く姿勢を育てるよい練習になります。 

 

3.視覚化/想像力の演習 

 

視覚化の練習は、参加者が彼らの想像力を活用することを助けます。彼らに、代替案、た

とえば、対立の状況についての代替案を、考える力をつけます。 

 

4.視野を決める 

 

この方法は、学習者が、他の人の背景を理解し、認識することができるようにします。こ

れは問題解決のために使われるスキルです。これは「人の靴を履いてみる、そしてしばら

く、それで歩いてみる」という実践です。この装置は、共感と寛容さを発達させるのに使

われます。 

 

5.役割演技 

 

この方法は、参加者が、状況を理性的に分析するよりも、むしろ、「感じる」機会を提供

します。役割演技は、共感と、他の人がとらわれている立ち居値をよりよく理解すること

につながります。また、認知的、完成的学習を育てることにもつながります。 

 

6.シミュレーション・ゲーム 

 

例えば、暴力の状況をシミュレーションすることは、学習者が平和が欠如している常会に

ついてのより強い実感を持ち、正義の状況へと変換する代替案を提案するクリエイティビ

ティを発揮できるようにします。一つの事例は、「地球の資源を共有する」における富の

配分のシミュレーションがあります。 

 

7.問題解決 

 

問題解決は、もっとも価値のある学習方法です。この方法は、人が、他の認知的スキル、
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例えば分析する、代替案を創造する、代替案を評価するなどを使うことを可能にします。 

 

8.立ち位置を確認する、世論調査 

 

このアクティビティは、参加者が、意見の対立が起こる問題、例えば「好き嫌いにかかわ

らず、戦争は未来も起こり続ける」というような命題に対するそれぞれのポジションを明

確にするものです。少なくとも、「賛成、わからない、反対」の三つのポジションが必要

です。 

 

9.行動化を奨励する 

 

適切であると判断される場合は、参加者に解決方法や、ある行動をとることを表明するこ

とを求めましょう。それは、学習の応用にもなるのです。 

 

10.引用文を作る、読む 

 

平和にかかわる引用文を、学習の最初あるいは最後に読むことは、学習者が、学んだ概念

についてよりよく理解することを助けます。 

 

11.連想図を描く 

 

「戦争」あるいは「平和」のような単語を、学習の最初に、まず黒板に書き、学習者から

彼らがどのようなことを連想するかを書き出させるのは、彼らの思考を刺激します。これ

は、特定の平和に関連する概念についての議論のとっかかりにもなるでしょう。 

 

12.映画や写真を使う 

 

映画や写真を使うことは、学習者の心に鮮やかなイメージを作り出します。これらを視聴

した後、含まれていたメッセージやそれに対する学習者の反応について議論することがで

きます。 

 

13.個人的なものも含めて、ストーリーを語る 

 

学習たちは、しばしば、わたしたちが共有したいと思っている概念を、わたしたちの逸話
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や物語りを通して、学びます。テーマに関わるあなたの個人的な体験談は、あなたの伝え

たいことをより鮮明にしてくれるでしょう。そのような方略は、学習者とあなたのより個

人的なつながりにも発展するでしょう。 

 

14.歌詞や詩を分析する 

 

多くの歌や詩には、平和に関連するメッセージが含まれています。生徒にそれらを読ませ

たり、聞かせたりすること、お気に入りのフレーズを書き出すこと、メッセージを読み解

くことは、あなたが伝えたい価値観を、もっとクリエイティブな方法で伝えることを助け

ることでしょう。 

 

15.文章完成法 

 

学習者に、未完成な文章を完成させることは、あなたが、彼らの考えを知る上で役立ちま

す。この方略は、学習者から具体的な行動を引き出すために活用することも可能です。 

 

16.ジャーナルを書く、個人的なふりかえりの時間を持つ 

 

ひとつの学習セッションごとに、参加者に、いまの時間で議論した問題について、自分自

身の考えや熟考、反応について考えることにつながる一つか二つの質問に答えてもらうよ

うにします。 

 

17.ゴーラウンド 

 

１人ひとりの参加者の意見が、簡潔に求められます。 

 

18.教えるタイミング 

 

その日の中心となる問題を議論する機会をつかむ事。学級内部の問題であるかもしれませ

ん。(ずっと続いている対立など) 

 

19.インタビュー/調査 

 

学習者たちは、第三のソースからの情報を求める機会を持ちます。生徒に、平和活動家な
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どにインタビューするように求めます。インタビューは、他の人が、平和の文化をつくる

のに、どんなことをしているのかを知る機会になります。 

 

20.専門家から学ぶ 

 

学習者は、正義と平和の理念をすすめる事について触れます。第三者を活用することは、

争点のあるトピックについては、もっとも助けになります。 

 

21.相互教授 

 

生徒が交代交代にファシリテーターをつとめます。「聞いた事は忘れる、見た事は覚えて

いる、行動したことは、理解する」教科を教えることで、生徒が、概念や価値観、スキル

をよりよく理解する機会を提供しましょう。 

 

22.ツインプロジェクト 

 

生徒は、異なる地域の生徒と、e-mailや郵便で、もう１人の生徒と組んで、平和に関連す

るとビックを議論します。 

 

23.対話 

 

生徒に、議論するのではなく、問題について会話する機会を与えます。ディベートにおい

ては、目標は、互いが間違っていることを証明することにあります。対話は、共通基盤を

見出す機会なのです。 

 

24.視察旅行 

 

生徒に不正義の犠牲者となった人に触れる機会を提供します。暴力の被害者を、見て、聞

いて、出会うことは、学習者に共感と友情を育てるのに役立ちます。生徒に、行動を起こ

させるのにも、出会いの機会の動機付けはつながります。 

 

25.地球儀や地図を使う 
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これらの道具を常に使うことで、学習者に、他の国には、心を配るべき人びとがいるのだ

ということを意識化することに役立ちます。 

 

26.ブレーンストーミング 

 

これは人びとが、たくさんのアイデアを、互いからのコメント抜きで、生徒たちから引き

出すことで、創造的に考えることを手助けします。こ方法は、多くの問題解決や代替案を

作り出すのに、有用です。アイデアの評価はブレーンストーミングが終わった後に行いま

す。 

 

27.引用を読む 

 

平和運動家、宗教的指導者、先住民コミュニティのリーダー、哲学者などが平和について、

知恵のある言葉やひらめきを語っています。生徒にこれらの引用について考えさせ、これ

らの理念が与えた影響について話してもらいます。 

 

28.表やグラフを利用する 

 

統計は、不正義の被害者が与えるほどの影響を与えません。しかし、統計は、学習者に社

会における問題の巨大さと程度を教えてくれます。UNDPの年次報告である人間開発報告

は、事実や数字を豊かに含んでいます。 

 

29.ケース・スタディー 

 

この方法は、生徒に、暴力あるいは不正義の現実的な状況を知る機会を与えます。ケース・

スタディーは、状況について分析し、解決を導き出すための物語りあるいはシナリオを求

めます。生徒は、問題解決者の位置にたたされ、問題の根っこに横たわっている問題、背

景、関心などを理解します。 

 

30.コラージュづくり 

 

コラージュというのは、さまざまなところから集めた写真の集合体で、全体像を作り出す

ものです。生徒に、平和に関わる問題についてのコラージュを作らせ、問題の理解を助け

ましょう。 
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31.ショーアンドテル、見せてお話する 

この方法は、生徒に、学級で、概念を説明する時に、視覚的な補助を使って行うものです。

それは、人に概念をうまく伝えることができたら、その人は、概念を理解するという前提

にたつものです。 

 

	 これらのアプローチや方法は、生徒の知性、姿勢、精神を育てるのに大切です。彼らが

平和のために行動しようという意欲を育てるものです。どのアプローチや方法をとるかは、

その授業の目標が考慮される必要があります。 

 

	 後者を達成するのに、もっとも適切で有効な方略はどれでしょうか? 

 

	 わたしたちが、ここで紹介したツールを使う時、ゴールを忘れないようにしましょう。

わたしたちがやりたいことは、ホリスティックで、参加型で、協同的、経験的で人間的な

学びをファシリテートしたいのだということです。 
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第15章	 平和教育者の資質	 Attributes	 of	 a	 Peace	 

Educator 

 

	 「メディアはメッセージである」という言葉は、学校の環境で使われる場合は、わたし

たちに、先生たちは子どもや若い人びとの人生を左右する力があるということを示します。

生徒は、明示されたカリキュラム外の、非正規の、あるいは「隠された」レッスンをよく

覚えているものです。それは、教室内や外での先生方の行動、価値観、態度からの学びな

のです。いまや、わたしたちは、もっと効果的であるためには、伝達手段はメッセージと

一致している必要があることを理解しています。 

	 まさに、平和教育者は、彼らが手助けしようとしている若い人びとに、平和的な学級や

学校で、つけたい資質とスキルのモデルでなければならないのです。これは、まず第一に、

そしてもっとも大切なこととして、先生たちは、個人的な超形成の課題に取り組み、信頼

のおける平和のメッセンジャーとなる必要があるということです。Lantieri and Patti 

(1996)は、わたしたちに、先生として、わたしたち自身が変わらなければ、学習者が変わ

ることを期待することはできないと言います。例えば、若い人びとが自分たちの偏見に直

面することを助けるのであれば、わたしたちは、わたしたち自身の偏見に直面する必要が

ありますし、わたしたちの否定的な態度を改める必要があります。 

	 どのような資質、能力、スキルが、平和を教えるものとして、そして効果的な平和のメ

ッセンジャーになるために、わたしたちは身につける必要があるのでしょうか。次の資質

は、世界的によく知られた平和教育者であるBetty Reardon (2001)が呼び掛けているも

のです。 

・ 平和を教えるものは、責任ある地球市民であり、国際的な平和の文化の担い手であり、
ビジョンを持ち、希望と前向きな変化を想像する力を持つ人です。教育は、建設的な

変化のための手段であるべきことを理解している人です。	 

・ 奉仕する動機付けを持ち、地域共同体に積極的に関わります。平和を教える人は、自
分自身を社会に対して責任を果たしている人として見ています。	 

・ 生涯学習者であり、自分自身の学習能力を向上させ、その分野でabreastであろうと

努力を続ける人です。	 

・ 文化の伝達者であり、超形成者でもあります。自分たちの伝統的な文化を超形成しつ
つ、先生は、クリティカルに、そして省察的に、社会と文化の超形成のための効果的

な担い手であろうとする人です。	 
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・ 平和と共同体の感覚を育てる、相互に引き出し合う関係を作り出す人です。例えば、
人間の尊厳と人権を尊重することが、先生と生徒の関係や学習プロセスのガイドライ

ンとなることです。	 

・ ジェンダーの問題に敏感で、自分自身や生徒のジェンダーバイアスの可能性に注意を
払っていること。男性、女性の学習者が、自分自身について世局的なアイデンティテ

ィを持てるように、そしてジェンダーに対する敏感さと他者に対するジェンダー責任

を身につけられるように手助けします。	 

・ 平和を教える人は、建設的に批判的です。批判はしますが、害したり傷つけたりする
ためではなく、建設的な変化を確立するために行います。	 

・ 平和を教える人は、意識的に、担当している学習者一人ひとりのことについて知るこ
とで、ケアする能力を高めようとします。これは、先生が生徒の学習スタイルの違い

に前向きに反応することを可能にします。いずれにせよ、平和を教える人は、その他

の人間の違いに対応することが求められているのです。ケアするスキルは、平和教育

のプロセスに不可欠です。先生からのケアとサポートの行動は、生徒に、彼らが価値

ある存在であることを知らせます。	 

・ 探求者です。学習を阻害しているものは何か、平和の文化を達成するための可能性を
広げる可能性はどこにあるかを、教授法的に自らに問いかけます。多くのテーマや平

和教育の目標について探求することができるために、平和を教える人は、生徒自身か

らビジョンや考えを引き出し、自分自身の知識と想像力をより深く探り、新たな知識

を求めるようにすることができるスキルを必要とします。先生は、答えを与えるので

はなく、問いを発するのです。	 

・ 教えたことから学び取られたことは何かを省察することから、生徒と彼らの学習プロ
セスについて、より理解を深めようとする学びのスキルを持っています。これには、

次のような根本的な問いによって、自分自身の能力に対する省察と評価を行う力を含

みます。わたしたちの教授学習の相互関係は、目的の達成に対してどれほど効果的で

あったか。わたしは、生徒が学習に満足し、意味を見出しているかどうかをどのよう

に確認する指標をもっているだろうか。	 

・ 平和を教える人は、コミュニケーションと対立の解決のスキルを持っています。これ
らは、コミュニティの形成と平和の構築に必須のスキルです。(これらのスキルについ

ては、すでにこれまでの章で解説しています。)	 

・ 協力して学ぶことを、協同学習的なタスクを与えることで奨励し、生徒間の否定的な
競争や「仲間」「仲間はずれ」というような態度を取らないように指導します。	 

・ 平和を教える人は、未来の、そして平和の文化の可能性の選択肢を理解するように想
像力をかきたてます。生徒がそのような文化を達成することを手助けします。彼らの
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問いは次のようなものになるでしょう。:	 わたしたちはどのような世界を望むのか。

それを達成するために必要な変化は何か。超形成的なプロセスのために、わたしたち

が負うべき特別な責任は難だろうか。	 

 

	 平和教育センターがここ数年フィリピンで行った教員養成のワークショップの中では、

教員の参加者は、彼ら自身が平和教育者だと思う人の資質は何だと思うかを問いました。

頻繁に出された資質は以下の通りです。: 

 

・平和への熱意 

・共感的、関心があり、やさしい 

・配慮があり、奨励し、理解する 

・他の人を尊重する 

・穏やかで、脅さない 

・公平で、えこひいきしない 

・神を信じ、スピリチュアリティによって想像力をかき立てられている。 

・権威の源であるよりも、学びのファシリテーターである。 

・寛容さ、開かれた態度、他の人の考えを尊重する。 

・学級内の多様性に対して感受性が高く、学習者らをそのまま受け入れる 

・関連する個人的な物語りをみんなと共有する。 

・考えを整理し、ふりかえりのための問いを出す。 

・動機付けがあり、熱意があり、人を鼓舞する。 

・絶望よりは、どちらかというと希望を体現している。 

・彼らが教えている行動や態度の模範である。 

 

	 平和教育者の資質についてのこれまでの議論から、わたしたちは、平和教育の専門家で

あり、経験を積んだ平和教育者であったベティ・リアダンがあげたものと、道についたば

かりのフィリピンの先生たちがあげたものとの間に、共通性が多くあることを指摘するこ

とができます。このことはわたしたちの背景が異なろうとも、平和教育者の属性を概念化

するときに、わたしたちが共通してもっているものがあるということを示しています。 

	 フィリピンの先生たちが、「神を信じていること」「自身のスピリチュアルな伝統に喚

起された」をよくあげていることは、注目すべきことです。フィリピンの先生たちがあげ

た個人的な資質で特徴的なものがあります。これらの特性は、フィリピンの先生たちが生

きている文化を示すものでしょう。多くの困難があるにも関わらず、フィリピンの先生た

ちは、神への信頼に基づいた希望にあふれた傾向があります。彼らは、また、互いの人間
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関係も大切にしています。 

	 わたしたちがこのテキストに含めた属性は、網羅的なものでも、定義的なものでもあり

ません。他のグループがさらに深く平和、平和教育、平和教育者についての概念について

考えにつれ、リストは育つものですし、育つことでしょう。 

	 わたしたちが覚えておくべきことは、この章の最初で言ったように、わたしたちは、ま

ずわたし自身の個人的な、内面的な超形成からとりかかる方がよいということです。わた

したちが平和教育者を際立たせるこれらの属性、能力、スキルを体現していくにつれ、わ

たしたちをモデルとして若い人びとが育つことを見出すでしょう。確かに、彼らの生活に

は、わたしたちからの影響以外のものもあるでしょう。そして、時には、先生が模範とな

るやり方がうまくいかない時もあると感じる時もあるでしょう。しかし、わたしたちが説

くものを実践しないという見通しは、絶対にありえません。若い人びとは、統合し、信頼

を寄せることができる先生を求めています。このことに対して、わたしたちは、ガンジー

の次の言葉に同意せざるを得ないでしょう。「あなたが、この世界に見出したい変化その

ものになりなさい。」	 
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第 16 章	 学校全体で取り組む	 

Whole	 School	 Approach	 

 

	 ここまでの章で、わたしたちは、先生とそれぞれの教室が平和の文化を築くことに貢献できる

ことを議論してきました。ここでは、その取り組みを平和的な学校がどのように支援できるかに

注目していきたいと思います。 

	 平和の考え、視野と価値観を学校全体の生活あるいはその先にまで、もっと効果的に取り入れ

ていくためには、「学校全体によるアプローチ」を採用することを提案します。学校全体で取り

組むということは、すべての学習領域、すべての学校共同体のメンバー(生徒、管理職、教職員)

が、そして、その人たちがかかわるより広い範囲の人びとを巻き込むように努力します。この取

り組みは、教授法、生徒活動、運営方針、学校制度や関係性など、その他の学校生活の側面だけ

でなく、学校を取り巻く地域社会のための、そしてとともに取り組む社会活動を含みます。 

 
	 学校全体で取り組むということは、とても重要です。なぜならば、首尾一貫した平和のメッセ

ージや価値観が、学校や共同体の生活のそこここに表れているならば、それは、平和教育そのも

のの学習を活性化し、強化するからです。学校における社会的政治的経済的文脈は、学校のビジ
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ョンやミッションに対して支持的ではないかもしれません。しかし、それこそが、まさしく、平

和的な学校が問題にしなければならないことなのです。平和的な学校は「カウンターカルチャー」

「対抗文化」として、支配的なパラダイムに対峙するものであり、必要な変革に取り組み活性化

させることを引き受ける必要があるのです。確かに、これは長期的で骨の折れるプロセスであり

ますが、取り組む必要のあることなのです。 

	 フィリピンの学校がどのように学校全体での取り組みを行っているかを描写させてください。

図 16.1は、ミリアム大学が方針を示すために使っているものです。1926年にメリーノール・

シスターによって始められたミリアム大学は、いまや幼稚園から大学院までの生徒を擁する、素

人が経営している学問の府です。 

 

 

ミリアム大学における平和教育 

 

	 ミリアム大学のビジョン・ミッション声明文 VMSは、「正義にもとずく平和のために働き、

人類の一体感に貢献していく人材」を開発するためということを表明しています。この学校の

VMSは、目標に切り込むために平和教育を取り入れました。学校のモットーは「ミリアムは、

平和と正義と環境のために」です。これはこの本の最初に述べている平和の包括的な定義を表し

ています。VMSのモットーは、学校の哲学を反映しているのです。それは愛の原則にしっかり

と碇をおろし、それは正義へと想像力を開き、それはさらに平和に導いていくのです。この哲学

は、人間の尊厳と母なる地球へのケアの尊重という原則に根付いたものでもあるのです。 

	 1991年に、学校共同体は、「平和のゾーン」になることを宣言しました。「平和のゾーン宣

言」は、共同体は互いをケアする関係、協力、非暴力的な対立の解決、シンプルなライフスタイ

ルや平和や社会的な関心のための活動を促進します。 

	 ミリアム大学は、平和教育をもっと効果的に推進するためには、「学校全体の取り組み」を進

めることであると、思っています。この、学校全体のアプローチは、機構的には三つの分野を含

みます。組織のビジョン・ミッション・目標、教育内容と教育のプロセスや学校体験、表面的や

ヒドン、組織の中で動いている構造と関係性。 

	 ミリアム大学は、学校生活のさまざまな分野で平和教育を推進することで繁栄してきました。 

 

平和的なカリキュラムに向けた努力 

平和の視点とテーマがカリキュラム全体に統合されている。 

・特別な平和に焦点化したカリキュラムとテキストが第 7年生の社会科の教科に使われている。 

・3単限の大学レベルのコース「平和研究入門」が、国際研究学部の必須主要コースとして、そ

して他学部の学生にとっては選択科目として提供されている。同様に、「平和、ジェンダー平等
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と環境のための教育」というコースは、教育学部の必修主要コースである。 

・平和研究の副専攻が学部生にも選択可能である。 

・1単位のコース、MC101と呼ばれるものが、学校で、平和、社会正義、ジェンダー平等、環

境配慮などが、すべての学部生や大学院生によって実践されている。 

・非暴力的な対立の解決のためのセッションが、標準的な高校、短大、成人教育のプログラムと

して提供されている。 

 

教授学習方法 

・先生たち、特に上述のコースにたずさわる先生たちは、協同的で、参加的、対話的、経験主義

的な方法を使おうと努力しています。これらの方法は協同主義的学習アプローチ、省察と共有、

想像力を刺激する演習、シミュレーションやロールプレイをした後でのふりかえり、映画あるい

は記録映画をみてからの議論、外部の人へのインタビュー、対立の解決演習、物語りや音楽の活

用を含みます。 

 

コ・カリキュラムと学生の活動 

学級外生徒活動は、平和の学習と実践になっている。パックス・クリスティ学生組織は、違った

方法でこれらの活動をいきいきさせるのを助けました。これらで使われた平和の意識を高めるた

めに使われた活動は、国際平和でー(9月 21日)に実施された展示、「このクリスマスには戦争

玩具は贈らない」というテーマでのポスター制作、平和のキルトと横断幕、野外展示「平和のた

めの Pinwheels」、「宗教の間の平和のビジョン」および「銃による暴力と対決する」につい

てのミニワークショップ、平和を焦点にした聖餐式、あるいは簡便な聖餐式のサービス、歌祭り、

ステージでの発表など。後者には大学生による「希望の種」と子ども研究センターの価値観を伝

える年次劇の発表がある。 

・ほとんどの学生がカソリックであるミリアム大学と、ムスリムの人が通うミンダナオの学校と

の姉妹提携は、双方の学生が互いを知り合い、何十年も積み重なった偏見のバリヤーをつきくず

すものであった。プロジェクトのテーマは「平和の橋をかけよう」で、2004年に始まった。活

動に含まれるのは次のようなものである。手紙のやりとり、先生と生徒が参加する平和教育のト

レーニング、新聞の協同発行と協力。ラジャ・ムダ高校がミリアムの学生に対してプレゼンテー

ションを行い、そのおかげで、大学生たちがミンダナオにおける対立の状況についての理解を深

めることに役立った。そして、ミリアムの生徒、保護者、教職員は、彼らの活動を物質的に支え

た。 

 

平和に関連する教材とその他の素材 

・平和と非暴力についての本、その他の素材が、大学図書館に特別なセクションを占めている。
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そのためにこれらのコレクションに対して教職員も学生もアクセスしやすい。 

・学校の出版物に平和と非暴力に関連したものがある。 

・平和に焦点をあてた本、例えば「Tungo S Isang Mapayapang Mundo平和的な世界に向け

て」「対立の解決とピアメディエーション・ソースブック」などが、平和をテーマにした研究報

告とともに出版されている。 

・学校に「平和庭園」がある。大学のミニ森林公園にあり、平和についての理解を深められるよ

うになっている。庭園は、平和のことわざを集め、それを自然岩の上におかれたプレートに書き

付けている。イエス、アッシシの聖フランチェスコ、マハトマ・ガンジー、マザー・テレサなど。

庭園には平和のポールもあり、国際的な平和のシンボルであり、世界に 10万本、広がっている。 

 

管理職と教職員のための強化活動 

・平和教育、平和の精神、対立の解決、暴力への代替についてのセミナーや講演会が持たれてき

た。 

・学年の始まりの前に、平和教育についてのワークシッョプが、新任の教職員に対して実施され

てきている。その他の職員に対しては短いオリエンテーションが実施される。 

・平和のためのコアグループを、さまざまな部署からの代表で構成し、彼らがそれぞれの部署で

のカタリストになれるように配慮する。彼らは、学外での成長の機会のために派遣される。例え

ばミンダナオ平和構築機構など。 

 

参加型の構造および相互ケア関係 

・学校はさまざまな機能を学校で発揮する際に、民主的なプロセスをとる。これらは、さまざま

な目的の委員会へ各部署、学生、管理職からの代表を入れる。委員会は、方針を決定するもので

あり、他の人々から権限を委託されている。 

・参加は、学校のリーダーの選択にも奨励される。共同体のメンバーは、誰であれ、管理職、ス

ーパーバイザー、そして、理事会メンバーすら選ぶ。リーダーに立候補したい人は、それを表明

することができる。 

・対立が起こった場合は、対立を解決するための民主的なプロセスがある。(教員-学生調停委員

会、苦情処理委員会など) 

・コミュニティ感覚を育てるための機会を提供する。特別な日をお祝いしたり、コミュニティの

ふりかえりのセッションを学校の名称がかわったりなどの機会に提供する、開放性、協力、相互

認知を奨励する。 

 

社会的関心のための平和行動/活動 

・平和構築は、物理的構造的暴力の否定だけではなく、暴力の被害者に、結果的にはなってしま
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いがちな弱者や貧しい人をエンパワーしたり、など、積極的な活動も実践している。そのために、

大学は、外部の組織に協力しつつ、彼らの自立を促進するための活動を行う。ミリアム主導のリ

ーチアウト・プログラムには、次のようなボランティアとして関わることができる。 

 

a.非識字成人と学校にいっていない若者対象の学際的で職業的なプログラム。 

b.公立学校の子どもたちに対する cathechetical ministry 

c.貧困状況にある母子のための教育セッション 

d.障害のある人に対する強化セッション(マリーノール・シスターとの協力で実施) 

e.ミリアム・ボランティアのミッション・プログラムを海外、例えばタイやビルマの国境地帯で

実施。 

 

・学校コミュニティのメンバーは、Institutional Network for Social Actionと the Kilusan ng 

Miriam sa Kalamidad (Miriam’s Movement to help calamity victims).を通じてボランテ

ィアに参加することを奨励される。 

・彼らは、同時に、他の平和活動に参加することも奨励される。手紙を書く(例えば、メディア

の暴力に対して)、デモに参加したり、ロビィングしたり、(例えば、平和のプロセスと停戦を支

援する、死刑制度の廃止を訴える、銃規制の法律の制定を求める、銃のレプリカの製造と販売を

禁止することを求める、など)、そして権威に対してポジションペーパーや請願を出す(日本の憲

法 9条の retention堅持を求める、国家公務員の汚職をなくす、など。) 

 

	 これらのことは、学校が、学校全体で取り組むためにどのような一歩を踏み出すことができる

かを描写するものです。組織として、そして制度として、このような活動を支援することは、学

校全体で取り組むために必須ですし、リーダーシップをとる人、協力する人の熱意は必要不可欠

なものです。この取り組みのためにさまざまな準備と時間をかける必要があるでしょう。しかし、

それに見合うだけの得られるものがあるのです。つまり、学校の文化が、平和的であるだけでな

く、学校を含む社会全体で求められている変革を促進するような学校文化を促進するものでもあ

るのです。 
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結論:	 未来へのビジョン	 	 A	 Vision	 for	 the	 Future 

 

	 わたしたちの時代の主要なジレンマは、平和と暴力的な対立に関係しています。そのため、国

連が、いまの 10年を「世界の子どものための平和と非暴力の文化の 10年」と宣言したことは、

とても重要な意味を持っています。まさに、21世紀に入った最初の 10年は新たな始まりでな

ければなりません。 

	 わたしたちが思い描くビジョンは、平和な 21世紀であり、すべての人類と、母なる地球、そ

して宇宙全体にとってよい世紀となることです。 

 

	 わたしたちが直面する課題は、広大ですが、わたしたちは時代のサインを正しく読み取ること

を学ぶ必要があります。わたしたちは、否定的なサインばかりを読んでいては、絶望してしまい

ます。わたしたちが、平和と正義を推進する社会運動がさまざまな方法とレベルで増加している

など、希望のサインも読み取ることは、大切です。これはわたしたちの自信を深め、わたしたち

自身、ポジティブなビジョンに向かって貢献しようという決意を高めてくれるでしょう。 

	 わたしたちは、purposive意味ある目標に集中する必要がありますし、これらのゴールに向

けて、エネルギーと関与を新たにしなければなりません。 

	 わたしたちは、平和の文化を築くことは、今日および明日のための必要不可欠な目標であると

提案します。人間と生態系の生存、生き残りと well-beingしあわせは、いまも、そして未来も、

このことにかかっています。そのために、政府や地域、国際機関と、すべての人びとが、このビ

ジョンに向けて協力することは、妥当なことなのです。 

 

	 かわりに、平和の文化を築くことは、教育という、人びとの個人的そして社会的発達の核とな

るものを動員するが、必要なステップとなります。わたしたちは、平和教育をもっと、意図的で

システマティックなやり方で、フォーマルな教育システムおよびその他の学びの環境に組み込ん

でいく必要があります。 

 

	 未来に、希望と想像力と熱意をもって、新しい文化、平和的な新しい文化が花開く事を阻む、

わたしたちの古い考え方や、やり方を手放して、未来を迎えましょう。平和のために教育し、行

動し、わたしたちの未来が、わたしたちが求める約束を実現するものとしていきましょう。 
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