ディスカッションフォーラムを有効活用するために
1 ポスティングを読む
急いで読むと、投稿者がなにを言いたいのか読み違えることがあります。
・誤読を防ぐために、注意深く読んで、投稿者の視点でものごとを見るようにします。
・投稿者が直接は書かなかったことを考える、つまり投稿者の行間を読むことや投稿者が
疑問に感じていることをよく考えてみます。そうすることによって、その投稿に対して質
問するようにします。

2 効果的に書くには
・ほかの人たちに書くときは、読んでもらいたい人たちに向けて直接書くようにします。
・誤解を防ぐために、自分の考えをできる限り明快にまたシンプルに表現するようにしま
す。
・簡単な言葉で表現できるものは、大げさな言葉を使わず、簡潔に表現します。
・フォーラムでは、簡潔で時宜を得たタイムリーなポスティングを心がけます。多くのト
ピックを含んだ長文でのポスティングを避けて、トピックごとにできる限り簡潔な文でポ
スティングするようにします。異なるフォーラムのトピックかどうかも考えます
(Discussion forum と Water-cooler chat の違いなど)。
・適切に書けていると確認できるまで推敲を重ねます。フォーラムではポスティングした
後 30 分間は原稿を修正することができます。
・ほかの人に返事を書くときは、皆さんが興味を持てそうな質問を考えてください。そう
することによって、あなたやほかの人たちが討議しているテーマについてより深く考えて
学ぶことができるようになります。

3 より正確に、適切に質問するには
テーマについてほかの人たちが考える手助けになる方法の 1 つは、そのテーマについての
質問をすることです。良い質問をされると、情報をまとめたり、既存の考えを適切に評価
したり、新たなアイデアを見つけ出したりする手助けになります。この、学習の手助けに
することを意図した質問をすることは、ソクラテス式質問と呼ばれています。ソクラテス
式質問をするためには、ほかの人の言うことをよく聞いて、自分の質問を対立的なものに
しないで協調的で建設的なものにする必要があります。
以下にソクラテス式質問を例示します。

3.1 明確化するための質問
What do you mean when you say ______?
What is your main point?
How does _____ relate to _____?
Could you put that another way?
Let me see if I understand you; do you mean _____ or _____?
How does this relate to our problem/discussion/issue?
Jane, can you summarize in your own words what Richard said? ...
Richard, is this what you meant?
Could you give me an example?
Would _____ be a good example of that?
3.2 仮定であることを確認するための質問
What are you assuming here?
What is he / she assuming?
What could we assume instead?
You seem to be assuming _____. Do I understand you correctly?
All of your reasoning depends on the idea that _____. Why have you based your
reasoning on _____ instead of _____?
You seem to be assuming _____. How do you justify taking that for granted?
Is that always the case? Why do you think the assumption holds here?
Why would someone make that assumption?
3.3 推論と証拠を確認するための質問
Could you explain your reasons to us?
How does that apply to this case?
Is there a reason to doubt that evidence?
Who is in a position to know that is true?
What would you say to someone who said that ____?
Can someone else give evidence to support that view?
By what reasoning did you come to that conclusion?
How could we find out if that is true?
3.4. 視点や見解についての質問
What are you implying by that?
When you say _____, are you implying _____?

But, if that happened, what else would happen as a result? Why?
What effect would that have?
Would that necessarily happen or only possibly/probably happen?
What is an alternative?
If _____ and _____ are the case, then what might also be true?
If we say that ____ is ethical, how about _____?
3.5 推測と結果を確認するための質問
How can we find out?
What does this question assume?
Would _____ ask this question differently?
How could someone settle this question?
Can we break this question down at all?
Is this question clear? Do we understand it?
Is this question easy or hard to answer? Why?
Do we all agree that this is the question?
To answer this question, what other questions must we answer first?
How would _____ state the issue?
Why is this issue important?
Is this the most important question, or is there an underlying question?
Can you see how this might relate to ________?

