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「学習者のための学習とは？」 

 

•  学習指導要領には，「人間として調和のとれた育
成」が謳われており，卒業後の人生を見据えた教
育実践が学校で行われるべきであると考えられる。 

•  子供達の生活の質の向上を目指すべきであるのに，
学校現場はそうなっているのだろうか？ 

→子供達の生活の質の向上を目指す際，考慮する項
目の多様さを自覚することが必要であるといえる。 
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•  子供の学習は，個人だけに依存しない。 
•  社会文化的状況とセットで決定される。 
•  設定によって「誰」になるのかが異なる。 
 
例：地域/経済的状況/文化資本（社会環境） 
　　全日制/定時制/通信制高校（制度） 
　　教室/体育館/美術館/学習支援室（空間） 
　　教師/親/友達/外部講師（人） 
　　グループワーク/個人の作業（形態） 
　　自分が学びたいこと/やらされ仕事（動機） 
 

→研究実践の共有過程で，それぞれが考慮する社
会文化的状況に同異があることへの気づき 
 
　　　 



「3者の捉えた社会文化的状況」 

郡司 土岐 菖蒲澤 

性の課題に関する
学校差 
 
授業運営における
生徒の能力差 

「最低限の資格」
としての高卒取得 
 
低学力・経済的困
窮等課題の多様性 

学校⇔美術館という
空間的差異 
 
教育機関による学習
目的の差異 
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「学習環境のデザインとは」 
 

「モノ・ヒト・コトの布置と各々へのアクセスの工夫による学
び方，考え方のデザイン」 
                    　　 　　　　　　　 有元・尾出・岡本(2011) 
•  学びが必然的に起きるような「場」のデザイン 
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•  園芸家の例え（Vygotsky, 1986） 
「園芸家は，環境を適切に変化させることにより，
花の発芽に影響を及ぼす。同様に，教育者も環境
を変えることで子供の教育をするのだ。」 
　 
　　　　→子供が「学びたくなる」環境づくり 
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「研究者＋実践者/支援者として」 
・これまでの学習環境デザインの記述（社会文化
的状況）と実践研究に基づく再デザインの提言 

性教育講演者 
授業づくり支援者 

学習支援ボランティア 
ボランティア 
コーディネーター 

美術館教育普及 
スタッフ 
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•  本研究は，学校教育への介入において，共通し
た研究に取り組む３者の連携によるもの。	  

•  各実践において考慮している，或いは考慮すべき
「子供の社会文化的状況」と，理論と実践の往
還により導かれる「学習環境デザイン」の共有と
議論に取り組んだ。 



 
立場：授業者・支援者 
内容：複数の高等学校での性教育講演に携わる 
対象：高等学校の生徒 
方法：養護教諭・生徒保健委員と事前打ち合わせ 
　　　　　　↓ 
　　　　講演当日（授業者＆支援者として） 
　　　　　　↓ 
　　　　事後アンケート行い大学に持ち帰る 
　　　　　　↓　　　　 
　　　　研究者として実践を分析 
　　　　　　↓ 
　　　　養護教諭へフィードバック 
　　　　　　↓ 
　　　　養護教諭がその結果を指導の資源とする 
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【実践の効果・研究による変化】 
 

•  実践の効果を研究者として分析し，その研究結果を養護教
諭及び学校に還すことで，指導の資源として活用してもら
う（研究者＋実践者として現場に介入した価値） 

 
•  実践の研究結果を生かし，次の学習環境デザインに反映さ
せる 
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性教育は「恥ずかしい」
といった情動反応がおき
やすい。そのことを考
慮・活用した学習環境デ

ザインが必要だ。 

頭では「性のリスク」を理
解していても、実際に行動
できるかどうかはわからな
いという反応があった。そ
のことを考慮した学習環境

デザインが必要だ。 



 
【実践の効果・研究による変化】 
具体的な変化・効果 
•  単位の修得(課題の達成・定期試験への合格) 
•  苦手教科の克服(同じ教科の選択科目を履修する) 
•  学習方法の習得/学習習慣の確立 
•  必要に応じて、学生や教師に質問をできるようになる 
学校・教師の変化 
•  数学のレポート課題に丁寧な解説を追加 
•  教員室の前に、生徒の質問に対応するための学習コーナーを
設置　＝生徒の学習困難に対する具体的な対応 

•  教科担当教諭の、学習チューターとの懇親会への参加率の向
上　＝学校内外の交流の活性化 
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【実践の効果・研究による変化】 
 
ただし、生徒の変化は緩やか 

•  ボランティア学生にとって、「自分たちの活動がどのよう
に役立っているのか見えづらい」という点が課題になって
いる 

•  生徒からの感謝の言葉、教師からの情報提供などによって
モチベーションを維持 

•  熱心な学生ほど、効果の見えづらさに悩む傾向が強い 
　　＝「反省的実践家」(Schön，1983)としての成長では？ 
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立場：美術館教育普及スタッフ 
 
内容：主に鑑賞教育支援 
 
対象：学級団体/部活動団体/親子/子供単体 
　　　　　→どの団体であっても，子供単体として対応 
 
方法：［直接介入］ファシリテーター，ナビゲーター， 
　　　　　　　　　と呼ばれる教育活動の実質的主導者。 
　　　［局所的直接介入］自由鑑賞のフォロー。 
　　　　　　　　　　   　場面によって声をかける。 
　　　［間接介入］ワークシート等の提供。 
　　　　　        　　教師への教材の提供。 
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実践内容例 
（図画工作科の授業として来館した小学校６年生Aさん） 
 
グループ鑑賞において，グループでの鑑賞に集中できない。 
→教材として設定した作品ではなく，展示室内の他作品の所へ。 
 
☆自由鑑賞時間に，気になっていた作品（鑑賞予定作品ではな
い作品）へスタッフと友人を案内。「何が気に入ったか」感想
を発話。 
 
☆再来館時，気になっていた作品をもう一度確認。「どんな作
品か」自分なりの解釈を発話。 
 
▶関わりの内容が変化。 
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【実践の効果・研究による変化】 
 
提供資源：　物的資源/知的資源/人（脈）的資源 
　　　　　　　　施設資源・・・【教材の充実】 
　　　　　　　　　　　　 
知識の獲得，定着ではなく，既に固有であった自分なりの視点
への気付きや，それに基づく更なる問いの生成も変化として受
け止める。　【評価対象の変化】 
 
・社会教育と学校教育の連携システムの珍しさに由来している
可能性がある。 
・美術館スタッフは評価をしない。 

 
【教科内容，教育方法で繋がる，教育機関の対等な連携へ】 
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•  実践の研究が，実践の変化につながっている。 
•  その研究においては，理論と実践の往還が為されている。 
•  全体が向上する流れがある。 

　支援者	  
　　　　　　実践者	  
研究者	

　支援者	  
実践者	  
　　研究者	

　支援者	  
　　　　実践者	  
研究者	
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学校教育	

生活の質



•  3者の実践研究は，子供の社会文化的状況を検証
しつつ，フィールド上の対象を記述し，実践し，
学習環境デザインを現場と検討したもの。 
 
•  子供達だけに焦点をあてた学習環境だけでなく，
授業者や支援者としての自己の立場や心理的変
化をも含めた，学習環境デザインを探索的に検
討していきたい。そのことを通して，教育研究
対象への研究的な視点と，成長と自己実現を見
届ける実践的視点とを両立させながら，今後も
教育実践研究に取り組んでいきたいと考えてい
る。 
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