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1. 問題と目的 

 学士課程において批判的思考能力を修得する

ことの必要性が叫ばれて久しい。中央教育審議会

は「新たな未来を築くための大学教育の質的転換

に向けて」（答申）において、「単なる知識再生型

に偏った学力、自立した主体的思考力を伴わない

協調性、他者の痛みを感知しない人間性は通用性

に乏しい」と述べた上で、「知識や技能を活用し

て複雑な事柄を問題として理解し、答えのない問
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－大学における批判的思考力育成への実践的応用に向けて－ 

鳥越淳一＊１・佐久間祐子＊２・平久江薫＊３ 

 本研究は、部分的にアクティブラーニングを取り入れた批判的思考法の学修において大学生が

どのように否定的反応を起こし、それに対して教員がどのように介入することが可能かを説明す

る理論生成を目的とした。１・２年生ゼミで批判的思考法を学修した学生 18 名を対象に、授業

担当者であり、授業における学習者の様子を観察してきた 3 名の教員が半構造化面接を通して、

批判的思考の学修に伴う体験のインタビューを行なった。その後、1 名の教員がインタビューデ

ータを修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて説明モデルを構築し、

2 名の教員がそのモデルの生成プロセスが適切かどうか、また、学習者の学修プロセスのリアリ

ティを捉えているかどうかを検討した。その結果、11 の概念と 3 つのカテゴリー（授業による直

接学修、自己の変容に対する葛藤、学修に対する反発）が生成され、全てのカテゴリーを通流す

る「認知的・言語的水準理解」と「体験的・非言語的水準理解」を中心に循環的に学修が進むと

いうプロセスが示された。これまでの研究同様、本研究でも学習者が批判的思考の学修を否定的

に体験していることが確認されたが、その反応は、これまでの直感的思考を行なってきた既存の

自己と批判的思考を修得しようとする新しい自己との間に生じる認知的不協和を、授業という場

を通して低減しよとする試みであると仮説立てた。また多次元的に学修プロセスを検討するた

め、感情体験尺度と POMS の２つの質問紙を実施し、批判的思考がどのような集団の中で行なわ

れたのかを特定した。その結果、感情体験尺度では、感情の体験様式に多様性がある集団であっ

たことが、POMS からは対象者の約４割が精神健康においてハイリスク水準に該当していたこと

が判明した。総合すると、アクティブラーニングの導入によって社会化された授業は、自己の感

情を適切に取り扱えない学生にとって、新しい思考法を既存の自己に統合しにくくする可能性を

孕んでおり、認知的サポートだけではなく、情緒的なサポートを必要とすることが示唆された。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 
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題に解を見出していくための批判的、合理的な思

考力をはじめとする認知的能力」を学士力の重要

な要素の一つとして挙げている（平成 24 年 8 月

28 日中央教育審議会）。「批判的思考」は（１）

その証拠に基づく論理的で偏りのない思考であ

り、（２）自分の思考過程を意識的に吟味する省

察的（リフレクティブ）で熟慮的思考であり、（３）

さらに、より良い思考を行なうために目標や文脈

に応じて実行される目標指向的な思考であると

定義され、その教育目的は「良き市民」を育てる

ことであると説明されている（平成 24 年 9 月 7

日中央教育審議会高等学校教育部会）。 

こうした理念・目的から現在では多くの大学で

批判的思考を授業で取り入れているが、現代社会

を生き抜く「良き市民」になるための優れた思考

法と謳われているにも関わらず、批判的思考の学

修にネガティブな印象を抱く大学生は少なくな

い。廣岡・小川・元吉（2000）は批判的思考の社

会的側面に着目し、大学生 500 人に対して、批判

的思考ができる人と心の知能指数EQが高い人の

印象に関する比較調査を行っている。その結果、

批判的思考ができる人は社会的に望ましく、意志

が強く、活動的かもしれないが、自分とは関係が

なく、親しみやすさを感じない、どちらかという

と友達になりたくないという人物像が抽出され、

教育という観点からすると、このようなネガティ

ブな印象はスキル獲得の障害になりうると指摘

してきている。また、批判的思考の実践において

も、田中・楠見（2007）は日本人大学生が娯楽や

人とつきあうとき、あるいは感情が重要なときに

は、批判的思考を抑制する傾向を見いだしており、

何気ない日常的な会話をしているときに批判的

思考を発揮することは望まれていないと述べて

いる。 

それでは、なぜ日本の大学では、このように批

判的思考にネガティブな印象が形成されやすい

のか。この問題に関しては、日本と欧米とのさま

ざまな“文化差”が指摘されてきた。抱井（2004）

は、文化的環境によって形成される自己観の違い

から、相互依存的自己観が優勢な日本文化では、

批判的思考が他者に対する配慮に欠けた不適切

な思考と解釈されうると述べ、日本の大学で批判

的思考の育成を行う際の文化的障害について指

摘している。元吉（2011）は、西洋文化と東洋文

化のコミュニケーションスタイルや思考スタイ

ルの違い、さらに自己呈示の方法の違いを挙げ、

関係性や文脈、全体性を重視しながら、かつ自己

卑下的な自己呈示を好む日本人にとって、西洋文

化で高く評価される論理的・抽象的思考は、“空

気を読まない”コミュニケーションになったり、

自己の能力の高さのひけらかしにつながったり

するため、日本の大学生には好まれないことを論

じている。こうした大学生の傾向は、廣岡・元吉・

小川・斉藤（2001）、および廣岡・中西・横矢・

後藤・福田（2005）の縦断研究においても見出さ

れている。その過程で、廣岡ら（2001）は、社会

性を軸に批判的思考を捉え直す必要性を主張し、

他者の存在を想定する必要のある状況における

批判的思考を「社会的クリティカルシンキング」

と概念化した。さらに、廣岡ら（2005）は、大学

生が「社会的クリティカルシンキング」ができる

人のパーソナリティを、論理性を重視した「論理

的クリティカルシンキング」ができる人のそれよ

りも、高く評価することを見出しており、日本の

大学において批判的思考法を育成する際には、論

理性はあまり強調せず、対人的な側面を意識させ、

社会的文脈を強調していく工夫が重要であるこ

とを提言している。 

このように、思考法の文化差に配慮し、社会性

という観点を導入していくことは日本の大学に

おける批判的思考の教育には有益であるように

思われる。それでは、こうした観点は、実際に授

業の中で教員や他学生との相互交流から学びを

作っていこうとする最近の大学の授業形式の中

に、どのように組み入れることができるだろうか。

近年、大学の授業は、教員から学生への一方向的

な講義形式から、両者の双方向的交流をベースに

したアクティブラーニング型へと大きく変化し
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てきている（「平成 25 年度の大学における教育内

容などの改革状況について」，文科省）。グループ

ワークやディスカッションが増え、上記のような

研究が中心的に行われた 2000 年代前半と比較す

ると、批判的思考を学修する授業という場そのも

のがかなり社会化されてきた。学生たちは、授業

の中で、“頭で”他者を想定するだけではなく、“実

際に”他者とやり取りをしなければならない。こ

うした社会化された授業形式では、他者の存在を

“想定する”ことを超え、他者の存在を体験しな

ければならない。このような状況下で、教員は、

批判的思考学修に伴う学生のネガティブな印象

をどのように理解し、効果的な指導計画を立てる

ことができるのだろうか。 

本研究では、アクティブラーニングの要素が取

り入れらえた授業の中で、日本の大学生がどのよ

うに批判的思考の学修に対してネガティブな印

象を展開させるのか、またそれに対し教員がどの

ように介入できるかに焦点を当てた学修プロセ

スのモデルを生成し、批判的思考のより良い教育

実践への還元を目指した。 

 

2. 方法 

2.1. 対象者 

首都圏内の私立大学心理学科におけるゼミナ

ール I、II の受講生で、半期にわたり批判的思考

法を学んできた１年生（男子 2 名・女子 8 名）・

２年生（男子 6 名・女子 3 名）、合計 19 名（平均

年齢 19.0 歳）を対象とした。授業は、基礎的な

批判的思考法を身につけることを目的としてお

り、市販されている初級者用のテキスト(1)を使用

した。授業は毎回教員１名がテキストに沿って、

個人ワーク（各人でテキストの課題への回答）と

グループワーク（回答の提示とその根拠の話し合

い）を行い、その後、教員から答えの提示と解説

を行なうという、講義型とアクティブラーニング

型の混合形式で行なわれた。また、テキストの内

容は、特定の学問領域に依存するものではなく、

学生にとって身近な話題を基にした汎用的内容

で構成されているものであった。 

 

2.2. データの収集方法 

 本研究は、批判的思考の学修において、感情体

験が果たす役割に着目しながら、その学修プロセ

スを説明することを目的に調査を行なった。 

 主たる調査は、半構造化面接によるインタビュ

ー調査であり、主に批判的思考を学修している際

に生じた情緒的負担がどのようなものであった

かというパーソナルな体験に焦点を当てた。なお、

今回の調査に当たって、社会化されている授業が

どのような個人で構成されているかを捉えるた

め 2 種類の質問紙を併せて実施した。情緒的特徴

という観点から、個人の状態としての情緒を捉え

るために、「日本語版 POMS」（横山・荒記,1994）

を、さらに、個人の特性的な感情の体験様式を捉

えるために「感情体験尺度」（中田，2006）を実

施した。 

 

2.3. 手続き 

2015 年 7 月中旬 3 名の教員(2)により、授業で

行ってきた批判的思考の学修体験に焦点を当て

た研究を行うといった趣旨が説明され、感情体験

尺度を実施したのち、個別の部屋で、受講生一人

一人に半構造化面接を実施した。授業内で実施す

るという制約があったため、一人当たりの面接時

間は 10分〜20分と比較的短い時間でのインタビ

ューであった。既に面接者である教員と被面接者

である学生との間に関係性ができていたことを

十分に活かし、面接を円滑に進めるように努めた。

質問内容は批判的思考の学修体験と日常生活で

の実践体験に絞り―具体的には「クリティカルシ

ンキングの学修はどのような体験だったでしょ

うか？」「（ネガティブな面、たとえば『大変だっ

た』や『きつかった』などの感想が出てきたらそ

の感想に焦点を当て）今、クリティカルシンキン

グは○○（否定的感想）とおっしゃいまいしたが、

それについてもう少し詳しくお聞かせ下さい」
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「普段どのようにクリティカルシンキングを使

っていますか？」など―可能な限り、学生たちに

体験を語ってもらえるように努めた。一方で、教

員と学生という関係性がもたらしうる負の側面

（たとえば、教育は過ちをおかさないという信念

に基づく適応的応答）にも十分に注意を払い、授

業でのネガティブな体験や授業や教員に対する

非難であっても、無批判で聴き取る姿勢を示し続

けた。POMS は時間の関係上、1～3 週間後の同

じ授業時間内において実施した。 

 

2.4. 倫理的配慮 

 調査開始前に本調査の趣旨を口頭で説明し、質

問紙での回答とインタビュー内容を研究で使用

すること、またインタビューでのやり取りは IC

レコーダーで録音することの承諾を得た。その他、

協力の参加の是非や回答内容は授業の成績とは

全く関係のないことであり、そのような形で社会

的に不利な状況になるようなことは一切無いこ

とを周知した。音声データからの書き起こしに際

しては、個人名は伏せ、アルファベット（e.g. A

さん、B さん）で表記し、個人情報とプライバシ

ーに配慮した。また一連の手続きやデータの管理

方法などは大学に設置してある倫理委員会の審

査を受け承認を得た。 

 

2.5．分析方法 

①分析方法：インタビュー実施後、IC レコー

ダーに録音の不備があった 1 名分を除く 18 名分

の逐語記録を作成し、質的研究方法である、修正

版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下、

M-GTA；木下 2003，2007）を用いて分析を行

った（対象者の属性および精神的特徴は Table 1

を参照）。M-GTA は、プロセス的性格を有する現

象を研究対象とし、社会的相互作用における人間

行動の説明と予測を行なうことを目的とした質

的研究方法である。結果を実践現場で能動的に応

用していきながら検証していくという特徴は、批

判的思考法の学修プロセスを検討し、その結果を

今後の教育に還元していくという本研究の目的

に合致していることから、これを分析方法として

採択した。 

②分析手順：インタビューデータから概念を生

成し、複数の概念間を解釈的にカテゴリーとして

まとめ、最終的にそれらのカテゴリー間の関係性

を結果図として提示することによって現象プロ

セスの構造を明示した。分析にあたっては、デー

タに根ざした分析を行なえるよう分析テーマを

設定した。分析開始時には「批判的思考の学修に

おけるネガティブなイメージの生成プロセス」と

設定したが、分析が進むにつれて、学生の学修に

は、教員や他学生との相互作用を通して、二つの

水準が形成されること、また、自己の変容が学修

態度に与える重要な概念となることが判明して

きた。そのため、最終的に「学生は、教員や他学

生との関わりを通して批判的思考を学ぶ際、どの

ように自己を捉え直し、批判的思考に対してネガ

ティブなイメージを作り出しているのか」を分析

テーマとした。 

また、本研究では分析焦点者を学修当事者であ

る学生に定め、上記の分析テーマに照らしながら

テーマに該当する発言を具体例（ヴァリエーショ

ン）とし選び出していった。一定数の具体例が得

られたものは概念化し、概念名とその定義を、分

析ワークシートを用いて作成していった（Table 

2）。その際、類似例だけではなく対極例の比較検

討も行い、類似あるいは対極している理由を理論

的メモに記録しながら、他の概念との関連性を明

確にしていった。 

以上のようにデータから概念を生成するとい

う作業を一通り行なったところで、今度は概念か

らデータを再検討するという作業を行い、データ

から概念を拡張していく一方で、概念からデータ

を収束させるという分析を同時並行的に進めた。

そして、「データ」と「概念」という抽象度の異

なるレベルの相互関係が確認され、これ以上デー

タとの関係を見ていっても新しい重要な概念が

生成されそうにないというところまで作業を繰
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り返し、理論的飽和化の判断をしたところで分析

を終えた(5)。 

その後、生成された概念は、個々の概念間の類似

点や相違点などの関係性をもとに、複数の概念か

ら構成されるカテゴリーを生成し、カテゴリーの

相互関係から分析結果をまとめ、結果図を作成し

た（Figure 1）。 

 ③ 分析・解釈の妥当性：質的研究の妥当性に

はさまざまな評価の観点があり、Reason & 

Rowan (1981)は「その研究が正確か」だけでは

なく、「役に立つか」「啓発的か」といった実用的

な質の妥当性を問題にしている。本研究では、ま

ず、インタビューデータの分析とその結果として

のモデルを１名の研究者（同時に応用者としての

教員）で作成し、その後、それが、批判的思考の

授業に携わり、授業の雰囲気や学生の様子を観察

してきた 2 名の共同研究者（同時に応用者として

の教員）にとっても、真実味を有する内容になっ

ているか、データの分析過程や結果の解釈にコン

センサスは得られるか（インタビューデータから

作成された分析ワークシートは納得のいくもの

か実用的観点からみたとき役に立つか）を検討し

てもらい、複数の目で、生成されたモデルが現象

のリアリティを捉えていることを確認した。 。 

 

3. 結果と考察 

3-1. 本モデルの構造的特徴 

インタビューによって得たデータをM-GTAで

分析した結果、11 の概念が生成された（Table 3）。

さらに、それらは、分析テーマと分析焦点者の視

点に照らし合わせながら、意味のあるまとまりと

して 4 つのサブカテゴリーとそれらを包含する 3

つのメインカテゴリーに分類された。木下（2003）

は、データから生成される概念やカテゴリーと、

問題となっている現実とのつながり（結果に現れ

てくるリアリティ）を重視し、「研究する人間」

や「応用する人間」の視点を組み込むことによっ

Table 1. 対象者の属性および精神的特徴 

ID 性別 学年 POMS から見る特徴(3) 感情体験尺度から見る特徴(4) 

A 男 2 抑うつ、怒り・敵意／高 豊かさ、統制力共に低い貧困型 

B 男 1 抑うつ、怒り・敵意／高 － 

C 女 2 ハイリスク因子なし 豊かであるが統制力低い統制不能型 

D 女 1 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

E 男 2 ハイリスク因子なし － 

F 女 1 － 豊かであるが統制力低い統制不能型 

G 女 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

H 男 1 抑うつ、怒り・敵意／高 豊かであるが統制力低い統制不能型 

I 女 1 ハイリスク因子なし － 

J 女 2 ハイリスク因子なし 豊かでなく統制力の高い統制型 

K 女 1 ハイリスク因子なし 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

L 女 1 抑うつ、怒り・敵意、混乱／高 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

M 女 1 不安、抑うつ、怒り･敵意、疲労／高 － 

N 男 2 抑うつ、疲労、混乱／高 豊かさ、統制力共に低い貧困型 

O 男 2 抑うつ／高 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

Q 女 1 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

R 男 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

S 男 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 
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て「感覚的な分かりやさ」を作り出していくこと

の肝要さを論じている。本研究においては、カテ

ゴリーの生成にあたって、カテゴリーが分析焦点

者（以下、学生）の学修プロセスにおける経過点

になると同時に、「応用する人間」（以下、教員）

の介入可能な観察点と想定したこと、また、それ 

らのカテゴリーには、授業「内容」から学ぶ認知

的・言語的理解と授業「形式」から学ぶ体験的・

非言語的理解の二つの学修水準が流通している

ことを想定し、どのように教員が学生の学修プロ 

セスに介入できるかを考えられるようにしたこ

とで感覚的分かりやすさを追究した(6)。 

結果、本モデルの構造的特徴は大きく分けて以

下の 5 点に集約される。またこれらを視覚化した

結果図を Figure 1 に示す（結果図におけるナン

バーは、Table 3 の概念リストにおける概念の番

号を表す）。 

（１） 三つのカテゴリー（授業による直接学修、

自己の変容に対する葛藤、学修に対する

反発）が、認知的・言語的理解と体験的・ 

Table 2. 分析ワークシートの例 

概念名 9 心理的負担の生起 

定義 
批判的思考という、慣れない、新しい考え方をすることが大きな心的労力となり、「難しい」「面倒くさ

い」「大変だ」という感覚を生むこと。 

ヴァリエー

ション 

(12) 

D ・ (難しい、嫌だというのはどうしてだったの？）いや、なんか、普通の思考ではないじゃないですか。逆のことを考

えたりとか。だから、いつも自分が思っている気持ちじゃないことを考えているから難しいなって。 

・ 通常の思考とは違う思考になるんで、みんな、難しいが最初にきて、嫌だなって気持ちなるんだろうなと思う。 

（1例略） 

E（難しい以外に感じたこと、体験したことはありますか？）理解がちょっと面倒くさいなと思いました。（もう少しそ 

の面倒くさいという感じを説明してもらえますか？）単純にあんまり考えないで話しちゃうんで、直感的に。こう考えて

はなすのはいつもやっているのと真逆なんで。そこが難しくて面倒くさいなと。 

（3例略） 

H ・ （クリティカルシンキングは Aさんにとってどんな体験でしたか？） 正直言うと、やるのが面倒くさかった。 

こんなことをしなきゃいけないのかという感想が一番大きかった。（どういう面倒くささなんですか？）考えたりするのと

か…、考えるのがあんまり好きじゃないんで、いつも直感でやっているんで。（考えることは好きではない）だいたい直感

で。ああこれしたいからこれをやろうとかそういう感じだったので。 

（4例略） 

L・ なんか、同じ学部の子と話してても、同じ考えを皆持っているんですよね。うん、どうやって役に立つのかなってい

う。で、結局、これって心理学科に必要だから、やっているんじゃないかっていう話とか結構出るんですけど、難しいう

えにどこに役立つか分からないから、結局やっててどうなるのかなっていうのが一番大きくて。（気持ち的に）負担です

ね。 

理論的 

メモ 

・批判的思考法と対置させて、これまでの自らの考え方を直観的と捉えており、直観的な思考法と比べ、心理的負荷が大

きいと認識している。「難しい」「面倒くさい」「大変」といった言葉は批判的思考法を学習している中で、また今回のイ

ンタビューで最も頻繁に聞かれた言葉であり、批判的思考法の学習の中心的体験となっていると考えられる。 

・やりたくないという点では【概念 5】と類似する概念であるが、これまでにやってきたことだったり、既存の自己のあ

り方（コミュニケーションの取り方や勉強の仕方）を引き合いに出しながら、新しい考え方に対して苦手意識が出ている。

その意味で、【概念 5】が身につけること／受け入れるという行動的習慣を問題にしているのに対して、本概念は心理的負

担を問題にしている点で異なる。 
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非言語的理解という二つの水準で、循環

的に進行している。 

（２） 批判的思考能力が訓練・評価されるなか

で、批判的思考を行なうことの意味が知

性化されたり、情緒化されたりする（「授

業による直接学修」カテゴリー）。 

（３） 批判的思考という新しい考え方の修得を

通して、対人関係と自己イメージ変容が

予期され、既存の自己像と新しい自己像

との間に葛藤（認知的な不協和）が生じ

る（「自己の変容に対する葛藤」カテゴリ

ー）。 

（４） 自己領域の変化に対して反発的な態度

（「できない」という感覚と「やりたくな

い」という感覚）が生じる（「学修に対す

る反発」カテゴリー）。 

（５） 認知的・言語的水準が授業の掲げる目的

に応答する学修過程であるのに対して、

体験的・非言語的水準は教員や他学生と

の交流、テキストへの取り組みといった

目標達成のための手段（授業形式）への

情緒的反応であり、両者は相互に関連し

あっている。 

 

3.2. カテゴリーの概要 

 １つ目の「授業による直接学修」カテゴリーは、

主に教室で行なわれる学修に焦点を当てたもの

である。学生は、批判的思考力の向上という授業

Table 3 概念リスト 

メイン 

カテゴリー 

サブ 

カテゴリー 
概念名 定義 

授業による 

直接学修 
― 

6. 情報を秩序化し理解・表現す

る方法の修得（16例） 

他者や情報など外的世界を認識する方法やスキルとして認識し活用するこ

と。 

4. 異なる水準の「正しさ」の認

識（9例） 

批判的思考における「正しさ」が直感的な「正しい」と合致しているとは限

らないことを意識すること。 

8. 意見の不一致を通した情緒的

な疎外体験（9例） 

考え方や意見が一致しないことで「受けいれられていない」と体験すること。

自己の変容に

対する葛藤 

人との関わり

方の変容 

1. 関係性が悪化してしまう不安

（8例） 

批判的思考を使うことで、相手に脅威や不快感を与え、それまでの関係性が

変化してしまうことを怖れること。 

2. 他者と距離を取りながら安全

に関われるという期待（7例） 

批判的思考を用いることで、他者の言葉を整理し、自分が許容できる適度な

距離で、他者を受け入れること。 

自己イメージ 

の変容 

3. 望ましくない自己の特性に対

する内省（7例） 

望ましくないと感じている自己の特性を、批判的思考法の学修を通して再認

識し、そこから脱却が必要ではないかと発想すること。 

7. 他者を通した批判的思考を使

う自己イメージの確認（6例） 

批判的思考法を使う自分がどのように見られているのか、どのように振る舞

えるのかといった点を他者の反応を基準にして判断すること。 

学修に対する

反発 

「できない」と

いう感覚 

10. 「分からない」ことの生起（10

例） 

批判的思考を日常生活でどのように使っていいかよく分からないこと。 

11. 授業形式に対する不満（9例） 授業の意義や指導する教員に対して反発すること。 

「やりたくな

い」という 

感覚 

5. 新しい思考法への習慣的抵抗

感（5例） 

批判的思考を使わないことの理由として習慣や慣れに焦点を当てること。 

9. 心理的負担の生起（13例） 批判的思考という、慣れない、新しい考え方をすることが大きな心的労力と

なり、批判的思考を行なうにあたって「面倒くさい」や「大変だ」という感

覚を生むこと。 
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目標に沿って、情報を秩序化し理解・表現する方

法を理論的に学ぶことによって（概念 6）、これ

までとは異なる方法で導き出される「正解」があ

ることを知る（概念 4）。しかし一方で、論理的

ではない「不正解」の意見は否定されてしまうと

いうことを―すなわち、批判的思考というのは、

非論理的思考を攻撃するものであるということ

を―授業の中で体験的に学修する（概念 8）。こ

こに、批判的思考が物事を論理的に考え、緻密に

検討する方法であるという授業目標が明言する

認知的・言語的理解と、批判的思考は論理的では

ないもの―すなわち、直感的思考や思いつきなど

―を攻撃する手段であり、自分が非論理的思考を

行なった場合は、攻撃を受けうるという不安（体

験的・非言語的理解）の基盤が生成される。 

   ２つ目の「自己の変容に対する葛藤」カテゴリ

ーは、思考の仕方と密接に関係している自己の在

り方の変化を描写したものであり、＜人との関わ

り方＞と＜自己イメージ＞の２つの領域の質的

変容を含む。どちらの領域においても、学生は認

知的・言語的水準の知的理解と体験的・非言語的

水準の情動的理解の食い違いにより葛藤する様

子が観察されうる―すなわち、頭では分かるのだ

が、なんだか腑に落ちない感覚を抱く。＜人との

関わり方＞に関しては、批判的思考が日常会話に

見られる非合理的な思考・コミュニケーションの

問題を解決する建設的な方法として教授される

ため、学生は、頭（認知的・言語的理解水準）で

は、新しい方法で他者と安全に関われるという期

待を抱く（概念 2）。しかし一方で、批判的思考は、

非論理的な考え方を否定する（＝攻撃する）こと

を（体験的・非言語的理解水準で）体験的に学ぶ

ため、他者―特に既に良好な関係性が築かれてい

る知人ら―との関係性が悪化してしまうのでは

ないかという不安を抱く（概念 1）。また＜自己イ

メージ＞においても、学生は、批判的思考を使え

るという理想的な自己と批判的思考を通して他

者を攻撃するという反理想的な自己にズレを感

じ、自己意識に認知的な不協和が生じる。頭（認

知的・言語的理解水準）では批判的思考は優れた

 

Figure 1. 結果図 批判的思考の学修プロセ
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身につけるべき能力として理解しているため、現

在の、批判的思考を使えていない自分を否定的に

顧み、内省することが増える（概念 3）。しかし、

一方で、情緒的には（体験的・非言語的理解水準

では）、他者を論理的に攻撃する自分の姿を他者

がどう見るのかが不安になるため、自己イメージ

の確認作業が増える（概念 7）。このように批判的

思考が使えることは望ましいことであると知的

には理解しているが、一方で、情緒的には他者を

攻撃してしまうのではないかという不安を感じ

ており、この葛藤・認知的不協和状態が次の「学

修に対する反発」を生成する契機となる。 

 ３つ目の「学修に対する反発」カテゴリーは、

直前の自己の変容に関する葛藤の影響を受けて

生じる学修内容と学修形式に対する反発であり、

＜できない＞や＜やりたくない＞という態度を

取ることによって、新しいことを学ぶことに伴う

ストレスの低減を試みる様子を説明するもので

ある。認知的・言語的水準では、批判的思考に伴

う労力を知的に理解した上で、回避するような態

度が取られるに対して、体験的・非言語的水準で

は、感情的に回避的・拒否的な態度が取られる。

そのため、前者は認知的不協和の原因を学生自身

に帰属しやすいが、後者は教員に外在化しやすく

なるという特徴がある。また、両水準の反発は一

方が高まるにつれ、他方の反発も高まるという点

で相関関係があると思われる。すなわち、＜「で

きない」という感覚＞は、批判的思考を能力的に

遂行不可能であるという主張であり、批判的思考

の意義（授業内容）を理解していないから「でき

ない」（概念 10）と、教員の教え方（授業形式）

が悪いから「できない」（概念 11）が含まれてい

るが、どちらかが高まれば他方の不満・反発も高

まる。また＜「やりたくない」という感覚＞は、

批判的思考を能力的な遂行の可否を問題にする

のではなく、「しない」という意思に焦点を当て

た主張である。批判的思考を行なうことは大変で

あり、面倒くさいから「やりたくない」と心理的

負担に焦点を当てているもの（概念 9）と、批判

的思考には慣れていないから「やらない」と習慣

に焦点を当てているもの（概念 5）とが含まれる。

これも同じく、心理的負担が増加すれば、習慣的

抵抗も増大するなど、両者は相関していると思わ

れる。 

 

3-3. 本モデルの独自性と他の研究との理論的

類似性 

 日本人大学生は批判的思考に対してネガティ

ブなイメージを抱いており、日本の大学での批判

的思考の育成には、文化的思考パターンに根ざし

た弊害がいくつか存在することが指摘されてき

た（廣岡ら 2001; 道田，2002a; 抱井，2004; 廣

岡ら，2005; 元吉，2011）。その多くが、日本人

が好む社会的文脈や関係性を重視する全体的思

考パターンが、論理性や客観性を優先的に追究す

る欧米に多い分析的思考パターンと噛み合ない

ことに関する言及である。こうした相違を踏まえ、

これまで、異なる他者や多様な価値観に対する寛

容さをもつことを重視した「社会的クリティカル

シンキング」（廣岡ら，2005）や、相手の発言を

できるだけ整合的に、好意的に解釈しようとする

「好意の原理」（道田，2002b）の組み込み、他

者と一緒に研究しながら身につけていく「協調型

批判的思考」（抱井，2004）など、日本の大学で

批判的思考を育成するための実践的な工夫が考

案されてきた。 

 本研究でも、同じく社会性の問題が介在するこ

とがうかがえており、上記の論者たちとの考えと

重なるところが大きい。例えば、学修プロセスに

おける批判的思考の「内容」と文化に根付いた「態

度」の軋轢は、本モデルでは「認知的・言語的理

解水準」と「体験的・非言語的理解水準」という、

学修プロセスを通流する理解水準の二重性とい

う視点によって示されている。また、社会的文脈

や社会的関係性への懸念は、「自己の変容に対す

る葛藤」カテゴリーにおける認知的な不協和とし

て現れており、批判的思考の学修に対するネガテ

ィブな印象の形成は、「学修に対する反発」カテ
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ゴリーにて示されている。しかし、以下の点で本

モデルが意味するところは上記の論者たちとや

や異なっている。 

 第一に、学修プロセスの主軸としている「認知

的・言語的理解」と「体験的・非言語的理解」は

上記研究で指摘されている文化的思考パターン

の違いのみに帰属されない。本モデルが提示する、

学修プロセスにおける理解水準の二重性は教員

と学生の相互作用を通して生成されるものであ

り、ひいては、様々なコミュニケーションに共通

する現象特性と考えている。そのため、本モデル

において、文化的思考パターンの違いは、批判的

思考法に与える影響の一つではあるが、あくまで

も教える側と教わる側の相互作用の一形態にし

か過ぎない。Sternberg（1987）は、批判的思考

教育の失敗は授業そのものではなく、批判的思考

教育に対する考え方―e.g. 教師は学生から学ぶ

ものが何も無いという信念や、答えに至るまでの

過程ではなく結果を重視することなど―の問題

であると指摘しており、教える「内容」と「態度」

という異なる水準の影響を論じている。本モデル

で想定している理解水準の二重性もこうした教

員と学生の相互作用を前提にしている。 

 第二に、本モデルでは批判的思考法の学修にお

ける学生の否定的な認知的反応（本モデルでは

「自己の変容に対する葛藤」と表現）と行動的反

応（本モデルでは「学修に対する反発」と表現）

は、連続性はあるものの、個別のプロセスとして

想定している。否定的な認知的反応とは、学生の

自己像に生じる認知的葛藤（自己意識に生じる不

協和）の問題であり、「学修に対する反発」は、

直接的には教員や授業、テキストに対する不平不

満という形をとるが、本質的には自己意識に生じ

た不協和の低減手段であると仮説立てている。こ

れに対して、上記先行研究では、批判的思考に対

する認知的反応と行動的反応はほぼ等価であり、

それらの間に教員の教育的サポートが介在しう

ることは想定されていない。たとえば、批判的思

考に否定的な認知的反応が生じる理由として、他

者に対する配慮の欠如（抱井,2004）や、日本人

大学生が憂慮するとされる誠実さと他者を尊重

する態度の欠如（廣岡ら,2000）といったことが

指摘されているが、ここで重要なのは、これら認

知の仕方の改善によって、学生のより効果的な学

修が促進されるという行動の変容が期待されて

いることである。一方、本モデルは異なる説明の

仕方をする。他者に対する配慮の欠如への懸念な

どは「自己の変容に対する葛藤」カテゴリーで説

明されうるものであるが、このカテゴリーを構成

する概念は、共通して批判的思考を行なう自己へ

の注目の活性化を示している。これまで習慣的に

行ってきた直観的思考が、批判的思考と対極に置

かれ、批判的思考を使えていない自己を否定的に

反省する（認知的・言語的水準）だけではなく、

批判的思考を行えないこと―具体的には、批判的

思考のテキスト問題に正解しないこと―が排除

される対象になりうることを体験的に理解する

（体験的・非言語的水準）。すなわち、批判的思

考の学修に対して否定的な認知的反応が生じる

というプロセスには、批判的思考を行なうことに

対して“日本文化で重視される社会的関係性を壊

しかねない”というイメージだけではなく、教員

や他の学生を前にして“批判的思考を行っている

自分が人からどのように見られているのか”とい

う自己意識－Fenigstein，Scheier and Buss

（1975）の言葉を借りれば公的自己意識―から生

じる不安であると想定している。言い方を変えれ

ば、学修を阻害するような否定的反応（例えば、

授業に対する不満や反発、学修したことを実践し

ないという拒否的態度）は、公的自己意識を強く

意識させる教室という場だからこそ生じるので

あり、それはその認知的不協和、ひいては不安を

低減しようとする学習者の試みとして理解され

うる。 

そこで本研究で生成されたモデルの実践的活

用の際には、廣岡ら（2000）が論じる、大学生が

批判的思考に対して否定的なイメージを有する

ことは、その修得の妨げになるという見解を継承
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しつつ、次の点を加えることによって、否定的イ

メージの生成プロセスと構造をより明確にする

ことを提起する。（１）批判的思考に対する否定

的なイメージは、直観的思考を行ってきた自己が

新しい思考法を身につけようとする際に自己意

識に生じる認知的不協和が影響している。（２）

その結果として生じうる批判的思考の修得の弊

害は、その不協和を低減する試みである。（３）

その不協和ないし不安の低減は、教員と学生の相

互作用を通して認知的にも、行動的にも改善が可

能である。 

 

3.4. 実用化に向けた本研究からの提言：カテ

ゴリーにおける学修プロセスの解釈 

本モデルは、批判的思考を学ぶ授業を受けた大

学生へのインタビューをもとに構築されたもの

であり、アクティブラーニングの形式を部分的に

取り入れた批判的思考の学修がどのようなプロ

セスを経るのか―特にネガティブな反応がどの

ように生成されるのか―を説明し、教員がそうし

た学生の反応にどのように介入可能かの説明を

目指すものである。非常に限られた対象者の体験

に焦点を当てたモデルの形成であり一般的な傾

向を示すものではないが、カテゴリーの動き―す

なわち、（１）学修には言語的・認知的水準理解

と非言語的・体験的水準理解が存在すること、（２）

新しい思考法が新しい自己を形成することと体

験され、既存の自己と認知的不協和を起こしてし

まうこと、そして（３）学習者にはその不協和を

低減させようとする動機があること―は、さまざ

まな領域で見られる現象特性として考えられ、批

判的思考法の学修プロセスと介入を考察するに

あたっても一つの視座になりうると考えられる。

以下に、そうした現象特性を考慮した各カテゴリ

ーにおける可能と思われる介入の質的違いを示

す。 

第一に「授業による直接学修」カテゴリーで示

されている場では、批判的思考の理想化と学生が

これまで行ってきた（直感的）思考の否定という

対極構造が構築されやすく（認知的・言語的水準

の理解と体験的・非言語的水準の理解が矛盾しや

すく）、その後の学修でネガティブな反応を生成

する契機となっている。そのため、介入の方向性

としては、この対極構造を作らない工夫が必要で

あり、「社会的クリティカルシンキング」（廣岡ら，

2005）や「好意の原理」（道田，2002b）の導入、

またグループワークであれば抱井（2004）が論じ

るように協調を重視したアプローチなど、日本の

社会的文脈や他者との関係性を重視する思考パ

ターンを尊重した指導が有効だと思われる。 

第二に「自己の変容に対する葛藤」カテゴリー

で示されている場では、ネガティブな反応は、批

判的思考を身に付けた理想状態から非批判的思

考を行ってきた／行っている自己を否定的に振

り返ったり（認知的・言語的水準）、非批判的思

考は不正解であり、間違っており、否定・攻撃さ

れるに値されるものであると体験的に理解した

りしている（体験的・非言語的水準）ことから生

じている。これまでの研究では、否定的な自己認

知を行いやすい人は、批判的思考の学修がネガテ

ィブな自己への注目を促し抑うつ気分を強めて

しまうが、一方で批判的思考の志向性が高い人に

とっては、批判的思考の学修が抑うつを予防する

効果があることが見出されている（磯和・南，

2014）。本研究では、日本語版 POMS の結果

（Table 1 参照）から対象者となる集団には前者

のタイプを多く含むことが分かっており(7)、新し

い考え方の修得は新しい自己の構築へつながる

が、そこには否定的な自己への注目と無能な自己

の改善という意味合いを含んでいることに指導

する側は留意しておく必要があると思われる。そ

のため介入の方向性としては、自罰的態度を強化

しないような関わりや新しい自己に対するポジ

ティブなフィードバックが有効かと思われる。 

第三に「学修に対する反発」カテゴリーで示さ

れている場では、ネガティブな反応が、その前段

階の自己の変容に伴う認知的な不協和を前提と

しており、その不協和の均衡化の試みから発生し
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ていると仮説立てた。カテゴリー内の「やりたく

ない」や「できない」ことの原因が授業や教員な

ど外的要因や習慣という非対象的要因に帰属さ

れることは、自己の問題として考えることを停止

していることを意味している。これは、不協和を

なくすということがもはや自己内では行えず、外

的要因の変容や外部との関わり方を調整するこ

とでしか達成できない段階に至っていることを

意味しており、反発の理由を学習者の能力や努力

に帰属させることはあまり功を奏さないと思わ

れる。そのため、介入は、学習者の自己に直接働

きかけるのではなく、授業のやり方や教員の態度

の修正・改善に向けられた方が効果的かもしれな

い。特に、感情体験尺度得点（Table 1）が適応

的でない者（自己の感情に適切な距離を取りつつ

も向き合う能力の低い者）に対しては自己をむや

みに脅かすような授業形式はより不協和を増す

ばかりでなく、そのような個人にとって安全な方

法であると言えないであろう。 

アクティブラーニング形式の授業が増える中、

批判的思考の学修に付随するネガティブな感情

は、これまで論じられてきたような文化的思考の

差異にとどまらず、上記のような教員や他学生と

の直接的な交流の問題として捉える必要が出て

きている。言い換えると、批判的思考の学修に付

随するネガティブな感情は、その授業形式によっ

て意味するところが異なり、その対応にも異なる

アプローチが必要であると考えられる。 

 

4. 今後の課題 

 今回、学修過程を多次元的に探索するため、学

修の場を構成する対象集団の特性を質問紙にて

捉えた。その結果、精神健康度に関するハイリス

クの判定が４割程度存在し、感情体験についても

不適応的な様式をもつと考えられるものも見受

けられる集団であることが判明した。磯和・南

（2014）の研究も併せて考えると、限られた感情

体験能力や精神的な不健康さは、新しい思考法を

既存の思考法に統合する阻害要因となっている

と推察され、今後、これらがどのように批判的思

考の学修プロセスに影響を及ぼすか詳細な分析

が必要とされる。 

 先に述べた通り、感情の体験様式については精

神的健康度の指標とともに授業形式への配慮の

手がかりとなるが、逆に、感情体験様式の良好な

学生集団においては本研究で見いだされた新し

い自己の構築過程や認知的レベルと体験レベル

の不協和の解消に、より直接的にアプローチする

ような方略も可能性が残されているといえるか

も知れない。 
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注 

 
（1）テキストとして『クリティカルシンキング：情報

を吟味・理解する力を鍛える』（楠見孝・子安増

生・道田泰司・林創・平山るみ：2010, ベネッセ, 
東京.）を使用。 

（2）面接にあたった教員は、ゼミナールを担当してい

る教員ではあったが、批判的思考の指導には、資

料を配ったり、時折声かけをしたりするなど学習

環境を整える周辺的な介入やサポートを主とし

ており、テキストの解説などは行っていない。ま

た、3 名とも臨床心理士であり、面接における被

面接者との距離の取り方や言葉使いには十分に

訓練がなされていた。 
（3）POMS の 6 つの気分尺度「緊張・不安」、「抑う

つ・落ち込み」、「怒り・敵意」、「活力」、「疲労」、

「混乱」の平均得点±標準偏差を算出し、さらに

年齢別 T 得点から T 得点 75 以上のハイリスク群

を特定した。「－」は欠損値である。 
（4）感情体験尺度（中田，2006）は個人の特性的な感

情の体験様式を捉える尺度である。自己の感情を

豊かに感じる側面（Ⅱ「感情の優位性」とⅢ「尊

重性」因子）と感情の統制的側面（Ⅰ「統制可能

感」因子）からなる。本研究においては従来の研

究（中田,2006,2007 他）より範囲が広く、合計得

点の高低（低：0～16 点 中：17～33 点 高：34～

51 点）及び２側面のバランス（項目数の関係から

統制的側面を重みづけした上で、平均値を考慮し

5ポイント以上低い者を統制不能型とした）から
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「貧困型」「統制型」「平凡型」「統制不能型」

「良好型」の５つのタイプに分類し個人の感情的

特徴を記述した。「－」は欠損値である。ただし

本尺度は標準化途中である上に今回はサンプル

数も少ないという限界があるため、上記タイプの

分類は本研究内における相対的な参考指標とな

る。 

（5）理論的飽和化に関しては、木下（2003）や西條

（2007）が指摘するように、データのオープンコ

ーディングによる概念生成の拡張を行う限り、理

論的飽和化が完遂するということは事実上困難

であるとの認識の下と、限られたデータの中での

オープンコーディングによるボトムアップ的検

討と理論的サンプリングによるトップダウン的

検討を行い、結果図としてまとまりを見いだせた

ところを理論的飽和化の判断とした。 
（6）二つの理解水準は、各カテゴリー内の概念を横断

的にまとめるカテゴリーの一種と見なすことも

可能であるが、異種のカテゴリーを重ねることに

よって説明するよりも、各カテゴリーを通流する

理解水準として捉えた方が感覚的に分かりやす

いことを優先し、敢えて、ここではカテゴリーと

して提示しなかった。 
（7）ハイリスク判定割合は先行研究（元永・佐久間・

中野・森・平部・早川，2002; 早川・元永・佐久

間・橋本・中野，2004）と比較して高い割合を示

しており、同世代の集団を対象とした研究と比較

して、本研究の対象集団は精神的健康度が低い特

徴を持つことが示された。ただし、今回調査時期

はインタビュー調査から 1～3 週間のタイムラグ

があるため、別の要因が介在している可能性も否

定できず、今後の課題としたい。 
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 The Process of Generating Negative Reactions to Critical Thinking 

Learning and Its Intervention Model: Toward Practical 

Application of Cultivating Critical Thinking Skills in A College 

 
 Junichi TORIGOE＊1, Yuko SAKUMA＊1, Kaoru HIRAKUE＊1 

This study aims to make a model to explain how college students develop negative 
reactions to learning critical thinking and how teachers can effectively and educationally 
support their learning in an active learning class. To explore what students experienced when 
learning critical thinking, three different researchers conducted semi-structural interviews with 
18 college students who learned a critical thinking over one semester. After the interview, one 
researcher analyzed the interview data and constructed a model using the Modified Grounded 
Theory Approach (M-GTA) to indicate how they learned critical thinking and developed 
negative reactions to it. Two other researchers checked if the model was made properly and 
captured their learning process of critical thinking. Consequently, 11 concepts, three categories 
(Direct Learning in the Class, Conflict about the Change of the Self and Backlash against the 
Class) and two different levels – cognitive and experiential – of understanding circulating 
through all categories were generated. As other previous related studies have indicated, we also 
found that students negatively reacted to learning critical thinking. However, unlike other 
studies, which focus attention on differences in thinking styles between East and West, our 
model explains the negative reaction as students’ efforts to reduce cognitive dissonance 
between their existing self with intuitive thinking and new self with critical thinking. Therefore, 
we suggested that teachers support students who learn critical thinking by helping them 
integrate critical thinking, a new thinking style, into habitual ways of thinking. In addition, we 
conducted three types of questionnaires to multi-dimensionally understand students’ process of 
learning critical thinking: Feelings Experience Scale (FES), and Profile of Mood States 
(POMS). FES indicated that some students had limited ability to experience a variety of 
emotions. POMS indicated that about 40% of students were at high risk for having mental 
health issues. It was indicated that students who were not good at handling their own emotions 
had difficulty in integrating a new thinking style into an existing self and were likely to react to 
critical-thinking more negatively. They may need more emotional support although critical 
thinking was cognitive learning. 
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