
13石上・大仲・高橋：稲作体験活動から子どもが学んだこと

Ⅰ　問題と目的

　一般に体験とは，個人がある活動に対して，

何らかの目標を持って主体的に関わった結果

としての意識や認識の総称である。また，文

部科学省モデル事業「豊かな体験活動推進事

業」(1) によると，体験活動とは「教科学習

において，その指導目標達成の手段として行

われる，例えば観察，実験等の類のものでは

なく，自然教室や臨海学校のように，それ自

体，目標や指導計画，指導体制，全体の評価

計画などを持つまとまりのある教育活動を意

味するもの」という。たしかに，子どもの学

びや発達において，体験活動の重要性や必要

性は疑う余地はなく，学校教育の中で推進す

るのは当然のことである。

　子どもの体験活動に関する過去の研究とし

ては，「総合的な学習の時間」や理科や社会科，

その他教科との合科的なカリキュラム実践と

した稲作体験活動や自然体験活動など，現職

教員ら指導者によるさまざまな実践事例の取

り組みの紹介や活動成果の報告が行われてき

た（たとえば大仲・出野・由良 (2) など）。一

方，理科教育や農業教育の立場からは，自然

とのふれあいと環境配慮意識との関係を調べ

た研究（白井 (3)）や，自然体験と道徳観の

関係についての研究（平野 (4)），自然に対す

る子どもの感情・認識の変化に関する研究（小

林・三島・藤井 (5)）などがある。

　これらの実践・研究は，既存の学校や学級
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集団を活動集団の基本単位とし，学習指導要

領の基準性・系統性に代表される学校システ

ムの枠組みや制約（そこには明示的な枠組み

や制約ばかりでなく，暗黙のものも含まれて

いるので，以下，本論ではこれを学校文化・

文脈と呼ぶことにする）の下で行われており，

体験すべきテーマと目標はあらかじめ教師

によって設定・管理され，「体験」すること

そのものが自己目的化しているのが実情であ

る。このような状況においては，子どもの「自

由な」発想や発見といっても，それはこうし

た学校文化・文脈の下で行われているという

点で限定的なものである。「体験」による学

習とはいっても，それは，学ぶべき内容をカ

リキュラムとして系統的に準備し，意図的・

計画的に教授する，従来の学校文化・文脈の

もとでの学習と変わりはないのである。

　本研究の目的は，学校文化・文脈にとらわ

れない，日常生活面や社会における実践の中

から生成・成立する新たな「体験による学び」

の可能性を検討することである。本研究が考

える「体験による学び」のイメージは，子ど

もや，それを支援する様々な大人の参加者が，

大きな目標を共有しつつも，それぞれが多様

な動機や目的・目標をもってその活動に参加

し，そこでの新たな発見や感動を参加者の間

で共有することを通じて，それが活動集団内

で意味づけがなされることによって，参加者

の中で共有される，柔軟で多様性をもった文

化を生成して行く活動である。つまり，大き

な意味での目標を達成する過程での参加者の

自由度の高い活動が新たな発見を生み，それ

が参加者に共有されて行く，そうした過程の

総体を，本研究では「体験による学び」と考

えたい。

　このような，学校文化・文脈の枠を超え

た，文化の生成活動としての「体験による

学び」が，時系列的にどの様に成立し，発展

して行くのかを明らかにするための実践とし

て，本研究では地域教育資源である大学施設

を活動の場とし，異所属・異学年の子ども，

親，教員志望大学生（以下チューター），実

践指導者らで構成する「放課後ものづくり教

室」を企画・運営した。「放課後ものづくり

教室 (6)」には，表 1 に示す通り年単位のテ

ーマはあるが，学校文化・文脈のように明確
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な指導目標計画，教授・評価のサイクルや制

約は伴わない活動として行われた。

　「放課後ものづくり教室」に参加した子ど

もの「体験による学び」は，他者ならびに社

会的環境とは切り離すことのできない相互関

係の中での発見・共有・意味づけによって成

立すると考える。このように集団内の相互行

為の中から学びが生成・成立するという学習

観はヴィゴツキーを起源とした活動理論や状

況論と呼ばれる立場である。

　エンゲストローム (7)(8) によると，活動シ

ステムは，主体・対象・道具（そこには記号

やシンボルばかりでなく，具体的な道具も含

まれる）を統一的な全体へと統合するための

ものであり，そこには対象志向的で生産的な

側面と，コミュニケーションの側面の両方が

含まれている。活動理論における学習とは，

主体が技術や知識の習得を通じて活動シス

テムへの参加の仕方を変えて行くことである

(Greeno, Collins, & Resnick, 1998(9))。 そ

れは必然的に活動システムに参加するメンバ

ー間の関係を変えることになり，活動システ

ムそのものを変化させることにもつながる。

一方，佐伯 (10)(11) によると，学びは具体的な

実践の中で，他者や道具を媒介されることに

よって可視化されるものであり，「実践共同

体への参加」の過程で，「共感的な関わりを

もつ他者（You 的他者）」が介在し，その共

同体における「かけがえのないその人らしさ

が受け入れられ，アプリシエート（感謝，鑑

賞）」される過程において成立するという。

また，佐伯 (12) は，人間の営みによって生み

出されるものを文化とし，人間が自分たちの

生活を「よりよくしたい」ために，①「よい」

とは本来どういうことなのかを探り（価値の

発見），②「よい」という価値を共有しよう

とし（価値の共有），③「よい」とされるも

のを作り出し（価値の生産），④「よい」と

される物事を多く残したり広めたりする技術

を開発する（価値の普及）の 4 つからなる

人間の活動を「文化的実践」と定義し，「文

化的実践」に参加することそのものが学びで

あるという。

　これらの理論をふまえると，「放課後もの

づくり教室」に参加した子どもの「体験によ

る学び」は，佐伯のいう文化的実践に近い内

容を持ち，エンゲストロームの学習活動の構

造図によって分析することが可能である。た

だし，佐伯の理論の中核には，実践活動の過

程における価値，すなわち「よさ」を探求す

るという，ある種直線的な上昇志向性がうか

がえる。これは，ある意味では学校文化・文

脈による体験活動が陥っている，あらかじめ

限定された目標（価値）探求と同義のものが

含まれているように思われる。

　「放課後ものづくり教室」は，目標到達ま

での価値の探求を目的とした活動ではない。

図 1 に示すエンゲストロームの学習活動の

構造図 (7) にならっていうならば，活動集団

のルールは危険行為と迷惑行為の禁止のみで

あって，内容的な制約や活動の到達点が存在

するわけではない。子どもは，それぞれが自

らの興味関心のおもむくまま，他者や社会的

環境とふれあい，慣れ親しみ，場合によって

は活動のテーマから逸脱することも許されて

いた。だが，それは個々人の勝手なふるまい
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や行為ではなく，大きなテーマの中で許容（共

有）されていた行動であり，エンゲストロー

ムの図における各頂点を結ぶ多方向のベクト

ルと考えられる。

　このような状況では，指導者的役割や分

担者はいるものの，体験の中から学ぶべき事

柄や目標自体を参加者自身が発見・選択でき

る，あるいは選択すべき自由度の高いものと

なり，指導者側が予測し得ないさまざまな方

向性と内容をもった学びの可能性がある。そ

の様な意味で，たとえば子どもの中の誰かが，

環境の中から見つけた素朴な発見や疑問，主

観的な体験（たとえば困難さやしんどさ，失

敗など）も含めて，その場で起こった現象を

他のメンバーと共有しながら，さまざまな意

味づけを行う思考過程そのものが「体験によ

る学び」であると考えることが出来る。

　以上のことから，本研究では「放課後もの

づくり教室」に参加した子どもの「体験によ

る学び」を観察するために，①新たな発見・

認知的変化（子どもが稲作の面白さをに気づ

く段階），②活動集団の場における子ども自

身の役割の理解や他者との関係性の変化（他

の参加者と共同し，一定の目的を成し遂げよ

うとする段階），③体験の言語化・可視化に

よる子どもの認識の深化（一連の体験活動を

ふりかえり，言語化・可視化するという行為

によって認識が変化する段階）の３つの時期

に区分し，それぞれの時期での「体験による

学び」の特徴を分析した。

　本研究では「放課後ものづくり教室」の中

から，稲作体験活動を抽出し，分析の対象と

した。この活動は，稲作に関する知識の習得

のみを目的としたものではない。稲作は，子

どもの単独の行為や作業によって成立する活

動ではなく，常に周囲の他者や自然環境，道

具と関わることが必然的に要求される活動で

あり，他者との共同性が求められる活動であ

る。また，都会の子どもにとって，稲作体験

活動は日常の生活とは異なる体験への参加で

ある。本研究事例は，単発的な体験ではなく，

実際の水田に公共交通機関で通い，一定期間

にわたって，田植えから防虫・防鳥管理，稲

刈りという一連の活動であった。このような

作業は大人であっても初心者にとっては容易

な作業ではない。まして，子どもにとっては

身体的にも精神的にもけっして「よかった，

楽しかった，面白かった」といった単純な

感想レベルのものばかりではなく，むしろ苦

痛や忍耐をともなう体験であったかもしれな

い。このような活動に継続的に参加する過程

で，毎回の体験に新たな驚きや発見があった

と考えることができるだろう。このように，

ある一つの出来事や体験が，次の体験への期

待と連動するといった未来志向的な興味・関

心が示され，言語化・可視化されたものもま

た，「体験による学び」の一部であると本研

究では考える。

　本研究では，「放課後ものづくり教室」に

参加した子どもが，自らの参加体験をどのよ

うにふり返り，何をどのように語り，表現し，

意味づけをしようとしているのか（していな

いのか），さらに，継続的な参加にともなって，

過去の体験から生成した語りや表現が，時間

の経過にともなって，どのように変容するの

か（しないのか）という，「体験による学び」

の生成・成立を調査・分析・検証しようと試

みた。「体験による学び」の生成・成立を明

らかにすることは，より広義な意味での体験

活動の必要性・重要性や，体験そのものの意

味あいと活動システムそのものをとらえなお

すことにもつながると考える。

Ⅱ　方法

1．「放課後ものづくり教室」セッションの

　概要

　既存の学校現場をフィールドとした観察，

介入実践では，すでに学びの場は存在し，実

践者と観察・研究者の役割・分担が明瞭であ
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るが，「放課後ものづくり教室」は，学校文

化・文脈の枠を超えた，「体験による学び」

の生成・成立を明らかにするための実践にす

る必要があっったため，フィールドそのもの

を創設するところから始まった。「放課後も

のづくり教室」では，参加者（子ども，親，

チューター，実践者）それぞれが，学びの主

体になりえる（高橋・石上 (13)；石上・高橋・

矢野 (14)；石上・大仲・高橋，(15)）が，本研

究では，まず学校文化・文脈における学びの

主体である子どもの「体験による学び」を検

討するために，子どもに焦点化した。「放課

後ものづくり教室」開始当初からのテーマ・

内容はさまざまであったが，表 1 に示す通

り，内容的には 4 つの時期に分類できた（参

加者数はのべ人数）。

2.本研究調査協力者の選定と倫理上の配慮

　「放課後ものづくり教室」参加者全員に対

して，各期開始時に，本研究で得られた個

人情報が厳重に保護され，研究目的以外に使

用されることはないことを口頭で説明した。

第 1期は，大学地域開放事業として大学近隣

地域の小学校や教育機関で募集チラシと配布

し，大学 Web で参加者を公募した。この時

期は，セッションの企画・運営も手探り状態

で，また不特定多数の親子が単発イベント的

に参加したため，研究データとしては用いら

れなかった。そこで，第 2 期以降は，参加

者の中から調査協力者を特定化するために，

年間を通じて継続的に参加する意思があるこ

とを参加条件として，近隣地域から親子参加

者を公募し，年度初めに参加予定者名簿を作

成した。名簿登録者（第 2 期から 4 期まで

の子どもの参加者実数）は，第 2 期 17 名，

第 3 期 18 名，第 4 期 16 名であった。さらに，

参加者の中から，セッション時の画像・音声

データ，観察記録の研究上の活用と，インタ

ビュー調査協力に協力理解と同意を得られた

7 組 11 名の親子（男児 5 名，女児 6 名）を

本研究では調査協力者とした。調査協力者に

は，再度個人情報の保護・管理についての詳

細な口頭説明と文書を提示し，文書で同意を

得た。

3．分析資料・対象・方法

　本研究における分析資料は，調査協力者の

子どもが第 3 期セッションで作成したイネ

の観察記録「きょうのえにっき」であった。「き

ょうのえにっき」は，本研究上の資料として，

主催者が作成を依頼したものである。作成の

目的は，子ども自身が毎回の体験活動を家庭

でふり返り，言葉と描画によって表現し，縦

断的に記録することであった。本研究の分析

は，「きょうのえにっき」の時系列な変化を

可視化することであった。記述方法・内容に

ついては，主催者からの方向づけや指導はな

く，子どもが活動中に興味・関心を持ったこ

とや発見したことなどを自由に記述するよう

に依頼した。活動中も実践者は用紙の使い方

や書き方などの介入的指導は行わなかった。

主催者は書式（タイトルと氏名欄のみを印字

した A4 白紙用紙）の設定と，後日研究上の

資料として任意提出依頼があること，活動期

間中は家庭で自由に作成・保管することを保

護者と子どもに事前に説明し，同意を得た上

で，第 3 期開始時に全調査協力者に配布し，

終結時に再度保護者と子どもの同意を得た上

で回収した。本研究では，調査協力者の中か

ら「放課後ものづくり教室」に 5 年間継続

的に参加し，参加回数最多であった A 男児

を子どもの典型事例として抽出し，A 男児の

1 年間の「きょうのえにっき」を時系列に分

析した。記述の分析手順は，KJ 法を用いて

キーワードを抽出して，類似性の高いキーワ

ードでグルーピングを行い，グループ名を命

名した。事例記述文中の (　) はグループ名

である。また記述と描画の内容に関して A男

児に補足的な聞き取りを行った。
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Ⅲ　事例

1．Ａ男児のプロフィール

　T 小学校在籍，参加のきっかけは学校内配

布物で，妹と父親，母親という家族で，第 1
期（2003 年）から第 4 期終結時（2007 年）

まで継続的に参加している。「きょうのえに

っき」作成時は 5 年生であり，通算 4 年目

の継続参加となり，活動集団では子どものリ

ーダー格になっていた。活動中，実践者の問

いかけに対する挙手・発言数も最多で，活動

準備なども積極的に手伝おうとしていた。稲

作体験活動は，家族レクレーションとしても

経験していたが，本物の水田での活動は初め

てだったらしく，活動の中核的な作業以上に，

水田の自然に対する興味・関心が強く，周辺

的な事物に対する関心を多く記述していた。

2．事例 1（2006,6）

記述

　「今日は田植えをしました。最初田ん

ぼは深そうに見えたけど意外に深くあり

ませんでした。（事実認識）。ですが，数

回深みには待ってしまいました。そこな

し沼みたいでした。（体験の比喩化）。稲

のたばは根っこまでちぎるところが難し

かったです。（体験に対する感想）。そし

て無事田植えをおえて帰ろうとしたとき

カエルを見つけました（周辺的な事物に

対する関心）。そのカエルは家にもって

帰りました。とっても楽しかったです（体

験の総括的な感想）。」

　体験に関する単純な感想と事実関係，周

辺的な事物に対する関心を中心に記述してい

る。字数総数は 156 字，7 文の記述であった

（1 文平均 30.8）。冒頭の 1 文で，今日の出

来事をタイトル化し，活動の様子や事実，感

覚，発見の説明の後，全体の感想を結論の 1

文でまとめた，1 日の出来事に対する，定型

的な感想文記述である。抽出グループ名は，

「事実」，「体験（比喩，感想，総括）」，「周辺

事物に対する関心」であった。

描画

　A4 用紙を縦に使い，田植えの様子を描い

ている。用紙の下部 4/5 が水田での様子で

ある。記述の「そこなし沼みたい」という体

験の比喩化にあるように，足を踏み入れた時

の水田の深さを下部 4/5 で示している。イ

ネを植えるという作業を描いているが，イネ

以外に，足跡が 3 つと水中の生物の様子が

描かれている。用紙上部に側面から描いた人

物が 5 人並んでいるが，先頭が A 男児でそ

の後ろが妹，中央の 2 人が他児（よその子）

で右端が母親であるという。また，記述の「稲

のたば」は，用紙最上部の 4 つの塊である。

3．事例 2（2006,10）

記述

　「今日は稲刈りをしました。最初は簡

単そうだ（予測）と思っていました。け

れども（刈り取った稲を縛るのが）ちょ

っとむつかしくて（体験による理解）や

りにくかった（体験の認識）。けれども，

だんだんなれてきて楽しくなりました

図２　事例 1（Ａ男児の描画；2006,6）
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（認識の変化）。だからまた（稲刈りを）

したい（期待）です。終ってから（指導

者宅でおやつに出された）スイートポテ

トがおいしかったです。（周辺的な事物

に対する関心）。またみんなといっしょ

に（指導者宅に）遊びに来たい（期待）

です。」

　字数総数は 127 字，7 文の記述（1 文平均

18.2 字）で，事例 1 よりも簡略化された文

を記述している。新たに抽出したグループ名

は，テーマに対する「予測」や，活動中の認

識の変化，将来の活動に対する「期待」であ

った。今後も活動が継続するという前提で，

将来の活動に対する期待動機が「またみんな

と一緒に（指導者宅に）遊びに来たい」とい

う記述にあらわれていると考えられる。「周

辺事物に対する関心」は事例 1 と同質であ

るが，「体験（理解，認識）」は，事例 1 の

ときのような単純な感想ではなく，1 文中に

体験を根拠とした質的な変化がうかがえる。

描画

　A4 用紙を縦に使い，稲刈りの様子を描い

ている。用紙全体が水田であり，描画からは，

稲を刈っている人，刈り取った稲を縄で縛っ

ている人，立てかけている人が役割分担をし

ているように見えた。そこで，どの人物が A

男児かと尋ねると，みんなが水田の中をあっ

ちこっちに動いていたという回答があった。

これは，参加者全員が，一斉に同じ作業をし

ているのではなく，作業や役割が個人に特定

化された分業ではないことを，活動集団とし

て描いたことを示している。家族の活動を特

定人物として描いた事例 1 とは質的に異な

り，個人の行為ではなく集団の活動そのもの

を描いていると考えることができるだろう。

4．事例 3（2006,12）

記述

　クッキングは楽しく（単純な感想）て、

おいしかった。（認識）。（自分で作った

お米を）自分で食べてもなかなかおいし

かった（体験による認識の深化）。お米

がぴかぴかになるのがわかった（事実）。

特にパエリアは味がとってもよくおいし

かった。家で食べているの（お米）とな

んでちがうのか（お母さんに）聞いたら

「お米がええからや」といわれた（エピ

ソード）ので，こんどは（今日使ったの

とおんなじお米で）家で作りたい（期待）

ぐらい（おいしいもいの）だった（認識）。

　字数総数は 130 字，5 文の記述（1 文平均

26字）で，前段部分は簡潔な文になっている。

新たに抽出したグループ名「エピソード」は

家庭でのエピソードである。クッキング体験

と「家で食べているお米」の対比から発生し

た疑問を，自宅で母親に尋ね，その回答に納

得するとともに，将来また家庭で再現したい

ぐらいの「おいしさ」の強調と将来への期待

動機が表れている。最後の 1 文だけが 79 字

と長くなっているのは，「エピソード」とい

う根拠によって，詳細に記述説明しようとし

ていると考えられる。

図３　事例 2（Ａ男児の描画；2006,10）
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描画

　A4 用紙を縦に使い，収穫米による調理実

習の様子を描いている。複数の人物が用紙全

体に分散し，何かを作っている。どの人物が

A 男児かと尋ねたら，事例 2 と同様に A 男

児自身や他者を特定化したものではなく，み

んなで活動しているという回答があった。　

　このセッション時はテーブルごとにメニュ

ー課題を設定し，子ども 2・3 名とよその親

1 名，チューター 1 名のグループを設定して

おり，観察者はセッション開始当初，A 男児

は卵焼きを作るグループと認識していた。し

かし実際には，決められた分担グループ作業

以外に，他グループの作業に関わったり，遊

ぼうとしたり（つまみ食いなどを含む）して

いた。事例 2 と同様に，個人の行為ではなく，

集団の活動そのものを描いていると考えられ

る。

Ⅳ　考察

1．全調査協力者の「きょうのえにっき」

　描画の類型

　本研究の全調査対象者（男児 5 名，女児 6
名）の「きょうのえにっき」の描画は，たと

えば 1 本のイネの生長のみを観察対象として

描いている「対象焦点群（男児 3 名，女児 4

名」，活動における自分自身の行為場面を集

団的に取り出し象徴的に描いた「集団外自己

群（男児 1 名，女児 2 名）」，および活動集

団全体とその場に内在化した自分自身を描い

た「集団内自己群（男児 1 名）」の 3 つに類

型化できた。また，1 年間の個人内差による

群間移動は，対象焦点群から集団外自己群が

男児 2 名女児 1 名に見られたものの，少数

派であった。対象焦点群（図 5）から集団外

自己群（図 6）へ移動した M 男児の事例を類

型サンプルとして示す。

図４　事例 3（Ａ男児の描画；2006,12）

図５　対象焦点群の描画事例（Ｍ男児）

図６　集団外自己群の描画事例（Ｍ男児）
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2．Ａ男児の「きょうのえにっき」にみられ

　る変化

　「きょうのえにっき」を作成するという行

為は，体験の回想・想起をともなった追体験

であり，意味づけ行為である。その意味では

「きょうのえにっきを」作成することが，体

験の言語化・可視化による子どもの認識の深

化である。

　本研究では先に「体験による学び」を観察

するための水準を，①新たな発見・認知的変

化（子どもが稲作の面白さをに気づく段階），

②活動集団の場における子ども自身の役割の

理解や他者との関係性の変化（他の参加者と

共同し，一定の目的を成し遂げようとする段

階），③体験の言語化・可視化による子ども

の認識の深化（一連の体験活動をふりかえり，

言語化・可視化するという行為によって認識

が変化する段階）の３つの時期に区分した。

　また，作成の過程で，体験時の事実とは異

なった理解や認識が発生することもあったか

もしれないが，体験したことそのもの（事実）

と，体験について記述・描画するという内省

化の行為は別の次元であるため，ここでは「体

験による学び」の質を検討する必要がある。

ここでは前出の 3つに基づいて，A 男児の記

述と描画の特徴を分析したい。 

（1）記述

　事例 1 では，まず序論で体験をタイトル化

し，体験した出来事とその感想を，1 日が終

了したということを短い文節で述べ，国語的

な感想文の型通りの構成になっていた。ある

1 日の出来事を，一つの点のように示してい

る。これは「体験による学び」の記述ではな

く，学校文化・文脈的な手法の記述である。

　事例 2 では，序論の体験をタイトル化は

事例 1 と同様であったが，「最初は簡単そう

だ」という，これから体験すること（稲刈り）

に対して，A男児なりの見通しを立て（予測），

実際に体験した時に感じていたことを「ちょ

っとむつかしくてやりにくかった。けれども，

だんだんなれてきて楽しくなりました」と，

稲を刈るという行為の困難さは，「慣れ」に

よって解消したと記述している。また，末尾

の「またみんなと一緒に（指導者宅に）遊び

に来たい」というのは，同じ稲刈り行為その

ものの再現や楽しさに対する期待というより

は，むしろ同じメンバーと指導者宅で「遊び」

たいという願望であり，期待動機である。こ

れらは，単なる点としての体験とその感想で

はなく，体験中の自らの行為を，集団の活動

の中で，時間的な幅や広がりをもってとらえ

た記述であり，A男児の体験に対する認識が，

点から面へと変化したと考えられる。このよ

うな記述は，新たな発見・認知的変化という

「体験による学び」①の区分であると考えら

れるだろう。

　事例 3 の調理実習体験では，「（自分たち

が生産したお米を調理して）おいしかった」，

「お米がぴかぴかになるのが分かった」と述

べた後で，自宅のお米と比較し，「家で食べ

ているの（お米）となんで違うのか」を母親

に尋ねるという家庭のエピソードを記述して

いる。

　セッションの場で感じた疑問を，その場

で実践者やチューターではなく，自宅に戻

ってから母親に尋ねていたところに注目した

い。母親の，「お米がええからや」という回

答は，A 男児にとって納得のできる回答だっ

たのか，その後「今度は（自分たちが生産し

たお米と同じお米を使って）家で作りたいぐ

らい（おいしいものだった）」と，調理実習

体験時のおいしさを強調した末尾の 1 文は，

修飾表現を多用した長い 1 文になっていた。

これは，調理実習体験の場を想起しながら現

在の疑問を解消しようとする時間的インタラ

クションが起こったと考えられる。A 男児は

過去の体験から生成した記憶や疑問を，他者

に尋ねることによってよりリアルに想起し，

他者からの助言に納得して解決し，それを根
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男児が田んぼの中で移動が当初困難だったと

いうことを象徴的に示した，自分の足跡とい

う意味）。田んぼの中には何か，いっぱいお

って，それを（下部 4/5 で）描いた。」とい

う。事例 1では描画人物はだれであるか特定

化され，体験した場の様子をそのまま描いた

ようであった。そのような観点から，この描

画は「体験による学び」ではなく，記述と同

様に学校文化・文脈的な描画である。

　事例 2 では，稲刈りの活動全体の様子を

描いていたが，人物の特定化や，作業役割の

固定化はなく，「みんなが水田の中をあっち

こっちに動いていた。」と回答した。このセ

ッションでは，実践者は，刃物を扱うことに

対する安全管理面から 1 グループ 3 人（子

ども 2 名，大人 1 名）で作業するように指

導していたことと，描画中の人物の身体の方

向や，稲の束を等間隔に描いていることから，

観察者はセッション中はグループ内である程

度ルールを決めて，共同作業的な役割分担が

あったのではないかと予想していた。しかし，

A 男児の聞き取りでは，自分自身がどんな行

為を行っていたのか，また他者の個人名をあ

げて，その様子を語るのではなく，「みんな」

が忙しく動き，「みんな」を互いに手伝って

いたと語った。描画人物は特定のだれだれさ

んではなく，「みんなの中の誰か」であり，

特定化はされていない。これは事例 1 とは

大きく異なり，学びの主体が個人的なものか

ら活動集団となり，集団として学んでいるこ

とを示しているといってよいだろう。これは

場の共有であり，体験による学びの①（新た

な発見・認知的変化と②の活動集団の場にお

ける子ども自身の役割の理解や他者との関係

性の変化）の区分であるといってよいだろう。

さらに，事例 3 の描画では，用紙の上の部

分に横長の調理台が 1 つと，右側にやや小

さめの調理台 2 つが並んでいて，複数の人

物が，何かを調理している活動全体の様子を

描いている。この描画に関する A 男児への

拠に「おいしさ」について記述している。こ

のような記述は，活動集団の場における子ど

も自身の役割の理解や他者との関係性の変化

である「体験による学び」の②の区分である

といえるだろう。事例 2 と事例 3 は 2 カ月

経過しているが，このように意味づけ表現が

変わってきていることが分かる。

　この記述にみられるような一連の思考過程

は，過去から現在，未来へという直線的な方

向性ではなく，自宅での母親（他者）との対

話の中から，過去を再認識し，過去の自らの

体験行為を咀嚼・回想し，未来への再現期待

をふまえて「おいしいものだった」と表現し

ている。このことから，A 男児の体験に対す

る認識は，１年間の稲作活動への参加を通し

て，点から面へ，面から何らかの体験の枠組

（ゾーン）の中における，縦横無尽の軌跡を

もつベクトル的なものへと変化したことがう

かがえる。

（2）描画

　A 男児の描画は，一貫して活動全体の様子

と，自分と妹，家族，他の参加者が描かれて

いた「集団内自己群」のものであった。この

群に類型できたのはA男児 1名のみであり，

特徴的な描画といってよいだろう。

　事例 1 では，どの人物が自分であり，ど

の人物が家族であるといった，人物の特定化

がなされていた。観察者から描画についての

補足説明を求められると，事例 1 の人物に

ついては「田んぼに入ったら，一列に並んで，

しるしのあるところに植えるって（実践者か

ら）言われた。（中略）ぼくは，この時，最

初に田んぼに入って，妹がついてきた。お母

さんはちょっと後ろにいた。（絵を）描いた

時はその順番を思い出していた。」と語った。

また，イネ以外の足跡などについては，「田

んぼに入ったら，結構深くって，ずぼっては

まって…。結構（実践者に指示された位置ま

で）進むのに，最初は苦労した。足跡はそれ（A
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聞き取りでは，「クッキングの時は，最初 M
君と，どっかのお母さんと一緒に，卵やきチ

ームにいたと思う。えーっと，ぼくのとこ（グ

ループ）は最初 3 人で，お寿司（ちらし寿司）

やったから，（お米を）炊飯器に入れたら，

暇になって…。それで隣のとこ（グループ）

とか，お母さんのとこ（グループ）もちょっ

と手伝ってたら，お寿司の卵焼きがいるって

（どこかのお母さんに），やってみいひんかっ

て言われて。それで，卵を割ったけど卵焼き

にはうまくできなくて，（どこかのお母さん

が）やってくれたから，またほかのとこで，

いろいろ（な作業を）やってた。」と語って

いた。これは，あらかじめ定められた自らの

分担設定は認識していたものの，そこから離

れても，危険行為以外は多少遊んでいても（学

校のように）怒られることや急がされること

はなく，調理室内での移動度，自由度が高か

った活動であったことを示す語りであると考

えられる。事例 2 と同様に，調理という行

為が個人の行為ではなく，「みんな」の活動

であり，その場の動きのある状況を示し，記

述にある「おいしさ」となっている。記述と

描画が連動した「体験による学び」の③（体

験の言語化・可視化による子どもの認識の深

化）の区分であるといえるだろう。

　「きょうのえにっき」作成時，A 男児は 5
年生であったが，文章力，描画力ともに発

達年齢相当だと考えられる。このような絵日

記は学校の教育活動でも日常的になされてい

る。学校では，書き方や表現に関する指導が

あり，完成した作品はポートフォリオ的な評

価材料の一つとなる。それゆえに自由闊達な

描画の表出にはなりにくい面もあるかもしれ

ないと推測される。だが，「きょうのえにっき」

では，主催者に事後提出するという条件はあ

るものの，それは教科教育的な評価対象とは

異なる次元のものであり，個人的な記録であ

ることをA男児自身は十分理解していた。「き

ょうのえにっき」作成に関して，観察者から

文章と絵と，どちらを先に作成したのかと尋

ねられると，どちらが優先というのではなく，

絵を描きながら文章を書いたり，その逆もあ

ったと語っていた。

　「特定化された人物の行為」から「みんな

の行為」といった，活動主体の変化が顕著に

あらわれた。A 男児は，「体験による学び」

のリソースとして「きょうのえにっき」を

作成したが，このような変容から，単に自分

が体験したことに対する感想レベルとは異な

る，「体験による学び」が生成・成立してい

ると考えられる。

3．活動理論における学習観による分析

　エンゲストローム (7) は , ヴィゴツキーモ

デル(16)から発展させた拡張的学習の理論と，

その応用としての発達的ワークリサーチを提

唱している。エンゲストローム(7)(8)によると，

発達の最概念化は，「習得の達成にとどまる

のではなく，古いものを部分的に破壊してい

く拒絶とみなされるべき」であり，「個人的

な転換にとどまるのではなく，集団的な転換

とみなされるべき」であり，「レベルを垂直

的に超えていくことにとどまるのではなく，

境界を水平的に横切っていくことでもあると

みなされるべき」という 3 点であり，学び

の主体は個人から活動集団へと拡張し，それ

にともなって活動システムそのものが変化す

るという。

　この理論に依拠して，A 男児の「体験によ

る学び」を図式化すると図 7 のようになる

だろう。事例 1（きょうのえにっき 1）では，

「5 人並んでいる先頭が A 男児」であり，他

の人物も特定化されているため，学びの主体

は A 男児個人であったと考えられる。だが，

事例 2・3（きょうのえにっき 2）では，その

ような描画中人物の特定化はなくなり，「み

んな（活動集団内メンバー）」を描き，A 男

児自身も特定化されていないがその場を共有

する一人である。このような学びの主体の変
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化にともなって，対象は体験が稲作活動 X（個

体主義的な活動）から，稲作活動 Y（集団集

団）へと変化し，道具である「きょうのえに

っき」を作成するという行為は，個人の体験

想起から「みんな」で共有した体験活動の想

起へと質的に変化している。活動集団のルー

ルは，A男児個人の活動参加ルール認識から，

新たな活動の場ルール（活動集団ルール）を

作り出している。

　たとえば，危険行為は主催者が禁止してい

るが，それ以外の制限はなく，プログラムの

進行からの逸脱や周辺的な遊びも認められて

いた。これらは活動メンバー間の合意による

ルール形成であり，明らかに学校文化・文脈

で同様の行為を行えば叱責を受けるような行

為であっても，「放課後ものづくり教室」で

は許容されていた。学びの実践共同体の性質

は，当初は集団の中に A 男児と家族単位が

内包され，家族間のかかわりが中心であった

ものから，継続参加にともなって，他のメン

バーと交流し，共通の目的，共同作業を通し

て，活動メンバー間の不特定多数との交流が

見られたことを示している。活動集団におけ

る役割は，A 男児の個人的な役割認識から，

活動メンバーとの協働による役割交換が可能

な行為へと変化し，活動集団における，比較

的自由度の高い役割を，個々の活動メンバー

のそれぞれが認識していた。このように，A
男児の活動への認識は，個人的な単位（点）

から活動集団単位（面）へと拡張し，さら

に，三角形の枠組内（ゾーン）の 6 つの頂

点におけるベクトル的なものへと変化したと

いえる。

Ⅴ　今後の課題

　本研究では，「放課後ものづくり教室」に

参加することによる A 男児個人の「体験に

よる学び」は明らかにできた。しかし，活動

集団としての「体験による学びの生成・成立」

についてはまだ解明されておらず，A 男児の

単一のケースを分析したにすぎず，その手法

も十分なものとは言えないだろう。「体験に

よる学び」の生成・成立は，単発的な参加部

分では分かりにくいため，ある程度の期間，

継続的な参加者が必要であり，緻密なデータ

収集と分析が必要である。

　以上のことから，今後の課題は，以下 2 点

あると考える。一つは，「放課後ものづくり

教室」に参加している全調査協力者（７組

11 名の親子）について，A 男児の事例と同

様の手法で図式化し，比較することである。

子どもの場合は，A 男児の事例との共通点，

相違点を明らかにすることによって，子ども

の「体験による学び」の一般的なモデルが生

み出される可能性がある。子ども以外の参加

者参加者（親，チューター，実践者）それぞ

れについても同様である。本研究では，すべ

ての参加者が学びの主体であり，体験の場を

共有する参加者であった。子ども，親，チュ

ーター，実践者それぞれの学びのモデルが違

ったものであれば，同一の体験を共有してい

ても，「体験による学び」は，それぞれ質的

に異なったものであるといえるだろう。

　二つ目は，体験の場が，どのように広がり，

そのことにが参加者それぞれにどのような影

響を与えるのかを検討することである。「放
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課後ものづくり教室」の場は，子どもや，そ

れを支援する様々な大人の参加者が，活動の

場における新たな発見や感動を共有し，意味

づけがなされることによって，より柔軟で多

様性をもった文化を生成して行く場になる可

能性がある。継続的な活動になれば，メンバ

ーは流動化し，新規メンバーの参入や入れ替

わりといった対人的な変化もある。活動のテ

ーマが変わることもあり得る。そのような状

況で，新たな活動集団が生成することによっ

て，新たな発見や共有も生まれるだろう。こ

のような変容の過程そのものが「体験による

学び」である。活動集団を構造的に説明でき

たならば，学校文化・文脈にとらわれない，

新しい学びの場が生成したといってもよいだ

ろう。そのためには，現在の手法だけではな

く，杉万のモデル（17）示されるグループ・ダ

イナミックス的な観点からも検証する必要が

あるだろう。
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