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社会問題を見つけ広げるために
ディベートの有効性を伝える
矢野先生がアゴノロジーを通して
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高校生の頃の夢は？
当時は反抗期で、父親のようなサラリーマン
にはなれないなとは思っていましたが、将来
をまじめに考えていた記憶がありません。

高校生へメッセージ
大学はゴールではないので、高校時代は、受
験技術だけでなく進学後につながる真の「知」
の技術を身につけてほしい。私は、全国の高
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『職業としての学問』
大学時代から米英のミステリーや SF 小説を原
マックス・ヴェーバー（岩波文庫）
著で読み続けている。在外研究期間中には
NBA（米国プロバスケットボール）の虜になる。 難しい本ですが、科学って何だろうかと考えさ
せてくれ、読み返すたびに色々と悩みます。
どんな高校生でしたか？
先生にとっての〝特別な一冊〟は？
高二までは ESS（英会話）部で熱心に活動し
ました。そこで偶然出会った英語ディベート
『宗教社会学論集』
と 30 年間関わることになります。高三からは
マックス・ヴェーバー（みすず書房）
。
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『銃
 ・病原菌・鉄――1万3000 年にわたる人
類史の謎』

現在の研究テーマを教えてください
・マックス・ヴェーバーが宗教社会学の中で
用いている「淘汰」のメカニズム。
・日本社会とりわけ高校教育などへのディベ
ート・討論教育の普及と研究。
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『ダーウィン以来―進化論への招待』
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っています﹂
矢野先生が力を注ぐ全国高校生英語
ディベート大会の“激戦”の解説書だ。

