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2019 年度  日本ホリスティック教育/ケア学会 第 3 回研究大会 

 

日 時： 2019 年 6 月 22 日（土）23 日（日） 

場 所： 天理大学 杣之内キャンパス 研究棟 3 階 

     （近鉄・JR 天理駅より徒歩 20 分）  

参加費： 2,000 円（大会当日受付にてお支払ください）  

 

第 3 回研究大会 プログラム 

＜6 月 22 日＞ 

15：30～    受付開始（研究棟 3 階エレベータ前） 

16：00～17：00 ラウンドテーブル①（第 2 会議室） 

17：00～18：00 ラウンドテーブル②（534・535 演習室） 

18：30～    懇親会（天理駅前コフフン内 Park Side Kitchen）  

 

＜6 月 23 日＞ 

9：00      開場 

9：30～12：30  口頭発表（534・535・536 演習室） 

昼休み 

13：10～13：30  定例総会（第 2 会議室） 

13：40～16：30  シンポジウム「いのちの多様性をケアするということ」（第１会議室） 

         基調講演：皆藤章（奈良県立医科大学  特任教授・京都大学名誉教授） 

（※一般公開） 

 

日本ホリスティック教育 /ケア学会 第３回研究大会 タイムテーブル  

＜6 月 22 日（土）＞ 

15：00 

受付開始  
ラウンドテーブル A 会場  ラウンドテーブル B 会場  

16:00-17:00 

「総合的な学習の時間」の内発的 ESD 実践への転換に向けて 

―「ひとに出会う」を通して子どもたちの気づき・自己変容の語りを捉える― 

森  結香（奈良高等学校） 

上口  麻李（育英西高等学校） 

竹村  景生（奈良教育大学附属中学校）  

孫  美幸（文教大学） 

17:00-18:00 

ホリスティックな「対話」の場における自

己物語の語り直し―暮らしのなかのホリ

スティックなあり方に焦点づけて― 

 

河野  桃子（信州大学） 

池田  華子（天理大学） 

津山  直樹（中央大学大学院） 

福若  眞人（四天王寺大学） 

「でも」に応答する園改革  

一人ひとりをケアする保育を実現する

ために 

 

曽我  幸代（名古屋市立大学） 

神谷  良恵（同朋大学） 

ユリア（社会福祉法人へきなん乳幼児

福祉会：話題提供者） 
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＜6 月 23 日（日）＞ 

 A 会場（534 演習室） B 会場（535 演習室） C 会場（536 演習室） 

9：30 

-9：55 

持続可能な開発につながる

社会関与型のアートプロジェ

クト 

金田  卓也（大妻女子大学）  

脳波測定を通じたシュタイナ

ー教育の科学的検討―デ

ジタルペンタブレットを用いて

フォルメン線描・ぬらし絵の実

践は可能か 

井藤  元・山下  恭平・徳永  英

司（東京理科大学） 

教育とケアの多層性を生きる

教育者/保育者の存在様式

モデルの試案―環境構成者

から「いま・ここ」を生きる者へ

― 

大山  博幸（十文字学園女子大

学） 

9：55 

-10：20 

親子のつながり～手しごとを

通して気づいたこと～ 

中西  ユキ（神戸市立竜が丘小

学校  そだちとこころの教室）  

ホリスティックな知がもたらす

道徳的発達の可能性―R.シ

ュタイナーによる「一体となっ

て知ること（Sich-Einswissen) 

」を手がかりに― 

河野  桃子（信州大学） 

活動理論における学びの視

座～IB スクールにおける

Education for Earth Literacy 

への試みから～ 

菊地  恵美子（仙台育英学園高

等学校、早稲田大学大学院）  

10：20 

-10：45 

街の小さなお花屋さんの「ホ

リスティックな教育」と「ケア」

～「花と言葉の教室」で育ま

れる「子ども達の笑顔」～ 

門脇  まゆみ（フラワーショップ 

CHA CHA DO）・刀根  良典（と

ね臨床心理士事務所） 

シュタイナーにおける言語の

ホリスティックな理解―言

語の人間形成的意義を問い

直す― 

奥本  陽子（大阪府立大学・院

生） 

ホリスティックなグローバル市

民教育論のための「グローバ

ル（Global）」の再検討～Pike

と Selby、Andreotti の理論を

もとに 

南雲  勇多（東日本国際大学）  

10：55 

-11：20 

幼児教育における音楽の効

果―わらべうたからの考察― 

村上  さつき（Slow Study Lob.） 

乳幼児期の遊びと学び：二人

称的アプローチを手がかりと

して 

木戸  啓絵（岐阜聖徳学園大学

短期大学） 

天命反転する身体の教育―

荒川修作の天命反転思想を

読み解く― 

小室  弘毅（関西大学） 

11：20 

-11：45 

「マインドフルネス」の第Ⅳ領

域「教育・文化活動モデル」

による新しい「マインドフルネ

ス・実践プログラム」の提案  

刀根  良典（とね臨床心理士事

務所）・高木  浩史（下関リハビリ

テーション病院）・松沢  妙映（コ

スモ歯科クリニック）・門脇  まゆ

み（フラワーショップ  CHA CHA 

DO） 

死者の記憶と向き合う人間

の自己―リクールの解釈学

的思想を手がかりに― 

朝岡  翔（関西大学ほか） 

幼児の造形活動における素

材との対話―沈黙することの

意味― 

大屋  理香  

11：45 

-12：10 

『ボディフルネス』という視座

のある学校～持続可能なイ

ンクルーシブ教育に向けて～ 

桑田  省吾（神戸市立本山南小

学校  そだちとこころの教室）  

負の遺産から生の遺産へ―

ハンセン病史から学ぶ「いの

ち・ケア・教育」― 

奥野  アオイ（関西学院大学）  

天真園における太極図の意

義  

丸山  貴彦（早稲田大学大学

院） 

12：10 

-12：30 

総合討議  総合討議  総合討議  
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【シンポジウム】 

いのちの多様性をケアするということ 

―生きる意味の地平から教育/ケアを考える― 

 

基調講演： 皆藤 章（奈良県立医科大学） 

司会： 吉田 敦彦（大阪府立大学） 

 池田 華子（天理大学） 

 

現代社会を生きる私たちにとって、多様性（diversity）を尊重することは、より豊かな

生の実現のために欠かせない視点であると認識されるようになっている。とりわけ、人と

の関わり（関係性）を主たるフィールドとする教育、看護、心理療法、ソーシャルワーク

等の実践者/研究者にとって、一人ひとりの多様性に目を向け、その個別特殊性や唯一無二

性に寄り添うことを意識の中心に置くことは、これまで以上に重視されるようになってい

ると言える。 

しかし、いま私たちは本当の意味で他者を、その多様性を、尊重することができている

のだろうか。「みんなちがって、みんないい」との言葉が独り歩きする裏側で、実際には、

共通の基盤が存在しないからこそ可能になる、深い対話への動きよりも、「人それぞれ考え

は違うから」という分断や孤立化の動きを引き寄せてしまっていることも少なくないので

はないだろうか。また、急速な多様化実現・促進の波に取り残された人々の間からは、バ

ックラッシュ的な言動も頻発している。  

こうしたことの背景に一つ考えられるのは、多様性の尊重が、単に選択肢の増加、ある

いは個人の選択や意思決定の自由化としてしか理解されていないことがあるのではないか、

ということである。これは一見すると問題のない理解のようでいて、他者を尊重するとい

う観点から言えば、いまだ表面的な理解にとどまっていると指摘することができるのでは

ないか。 

当然のことながら、私たちは意思決定の主体として生きるだけの存在ではない。かかわ

り/つながりへの志向を核とするホリスティックなアプローチに関心を寄せる者にとって、

私たちが関係を生きる存在であり、関係に応答する存在だということは、欠くことのでき

ない視点の一つと言えるだろう。しかも、関係への応答は、意思による選択に先行する形

で、まさに人生の始まりのその時点から開始されている。私たちは誰しも、自らをケアす

る特定の誰かとの関係から人生を開始し、次第にその関係を超えて、自らのいのちをこの

世界に迎え入れた、いのちの働きそのものへと応答する営み―言い換えるなら、一人ひ

とりの生きる意味の世界―へと歩み出していく。その意味で、多様性を尊重するという

ことは、すべてのいのちに対する迎え入れと応答としての、ケアすることを含んでいると

言うことができるのである。  

以上を踏まえた上で、人との関わりを主たる実践 /研究の場とする多領域・多職種のネッ

トワークである本学会の特性を生かして、本シンポジウムでは、心理、教育、看護それぞ

れの専門性から、「いのちの多様性をケアすること」をテーマに語りあう場を設ける運びと

なった。生きる意味の次元から多様性の問題について考え、それを語る語彙を豊かにして

いくことは、「人それぞれ」といった言葉では届きえない、他者との関係に生きることの深

みに気づかせてくれる機会となるだろう。  
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発表要旨 
 

【ラウンドテーブル】 

＜R①＞ 

「総合的な学習の時間」の内発的 ESD 実践への転換に向けて 

―「ひとに出会う」を通して子どもたちの気づき・自己変容の語りを捉える― 

 

 森 結香（奈良高等学校） 

上口 麻李（育英西高等学校） 

竹村 景生（奈良教育大学附属中学校） 

孫 美幸（文教大学） 

 

子どもたちの日常には現れえない風景、異質な価値観との出会いを教育の文脈にのせて

いく経験は、「総合的な学習の時間」を ESD の価値観実現へと組み変えていく可能性を持

っている。それは、附属中学校で長く培われてきた「臨海文集」「修学旅行文集」「卒業文

集」制作に表れた、生徒たちの記述（ナラティブ）から知ることが出来る。その記述には、

教科の「ねがい」や「ねらい」を超えた、彼らが捉えた深い「価値」に往々にして出会う

ことがある。その契機は、そこに生きる「ひと」の受苦の営み・歴史であり、そこに棲む

「生きもの」の多様性と小さないのちのつながりであり、それらを包み込む「風景」への

共感であったりする。 

それらに共通しているのは体験された状況に埋め込まれた文化の発見である。と同時に、

流されゆく日常の中で見えなくさせられている、自身の意識されざる魂の深部からの根源

的欲求ともいえるケアするこころの発見とそこに向かい合おうとする自らの意志でもある。 

「私たちの平和に対する考え方は自然に形成されるものではなく、教育、主に平和学習

によって形成されるのではないか。そうだとすると、平和学習は世界に平和を実現させる

うえで、かなり重要な役割を担っているといえる。私たちは、6 月に沖縄修学旅行で平和

について学んだ。そこで私たちは様々な影響を受けた。そして、私たちが平和のためにで

きることを考えた。その考えは人それぞれ違う。それはごく自然なことだ。しかし、各々

が違う考えを持ったまま行動してゆけば、各々の考えや理想などが衝突しあってしまう可

能性がないとは言い切れないだろう。それを無くすために私が考えたのは、『意識を変える』

ことだ。ここでいう『意識を変える』ということは、『自分の考えを変える』ということで

はなく、“他人の考えを受容する”という方向に『意識を変える』ことである。つまり、各々

の違う自分の考えを持ったままそれぞれの意見を受け入れあう、ということが大切だと私

は考えたのだ。そして、その考えを持つために必要だと思ったのが、“ケアリング”である。」

（卒業文集より抜粋） 

沖縄戦という受苦を、戦後の時代に続く今までの人生に背負い込み、その苦しみの意味

と自他のいのちと対話されてきた人たちの生きざまからの語りに、卒業生たちは何を見た

のだろうか。それは、私たち現場教師の「総合学習」や「平和教育」だけでなく、社会へ

の価値観の実現へ前のめりになっていく「道徳教育」への内省をも促していく。  

本発表では、その「出会いの体験」プロセスとその後の卒業研究における 2 人の卒業生

の気付きとナラティブの変容を語ってもらうと共に、内発的 ESD の生成の原理を読み取ろ

うと試みるものである。 
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＜R②-A＞  

ホリスティックな「対話」の場における自己物語の語り直し 

―暮らしのなかのホリスティックなあり方に焦点づけて― 

 

池田 華子（天理大学） 

河野 桃子（信州大学） 

津山 直樹（中央大学大学院） 

福若 眞人（四天王寺大学） 

 

 教育やケアをめぐる実践を含めたさまざまな営みにおいて、「対話」の重要性について言

及されることは珍しいことではない。近年では、精神医療領域におけるオープンダイアロ

ーグや、司法・臨床領域における RJ（修復的対話）といった実践のなかで、「対話」とい

う概念が用いられている。教育においても「主体的・対話的で深い学び」と学習指導要領

で銘打たれているように、「対話」への期待が高まりを見せている。だが、実践が行われる

なかで、各自が「対話」をどのように捉え、展開するのかという根本的な問いが付される

ことのないまま、用いられていることが少なくない。また、実践における「対話」が成立

するために、いくつかの仕掛けや条件が設けられているが、これらの是非についても十分

に検討されているわけではない。  

 以上のような問題を受けて、本ラウンドテーブルでは、「対話」という営みにおいて、ホ

リスティックな「対話」の場がどのように形成されていくのかという点について検討を行

う。具体的には、各実践者が持っている自己物語が他者との対話を交えるなかでどのよう

な「語り直し」が生じうるのか、という点に着目する。他者との「対話」を通じて、自ら

の実践が自分自身の生活世界とどのように連関しているのか、そのなかで自らのコアとな

っているもの（バリュー）がどのようなものなのかについての「語り直し」を、実際に会

場で試みる。ゆえに本企画では、小グループでの「対話」も含めた、参加型のラウンドワ

ークを想定している。 

 まず、本企画における「対話」の位置づけや、そのプロセスについての概要を説明した

のち、「対話」の一場面を例示する。今回は、「生活のなかのホリスティックなあり方」を

テーマとして設定し、対人援助の現場と実践者の生活世界とのつながりが「対話」を介し

て浮かび上がってきた事例をもとに、参加者自身の実践と生活世界とのつながりについて、

「問いかけ」と「応答」に支えられた「対話」を試みる場を設ける。それにより、実践に

関する従来の自己物語ではスポットが当てられることが少なかった生活世界や、他者との

かかわりについて吟味し、いかに「語り直す」ことができたかを検証する。  

 この「語り直し」は、対人援助職（教育・看護・福祉・保育など）といった特定の職種

の実践を問い直すためだけでなく、自らの生活世界のなかで直面するさまざまなかかわり

（子育て・介護・供養など）について問い直すことにも波及しうる。ゆえに、本企画では、

教育者・研究者といった垣根を越えて、さまざまなフィールド、ライフステージにある参

加者を歓迎し、「対話」を通じた「語り直し」の生成を試みることにしたい。  
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＜R②-B＞  

「でも」に応答する園改革 

一人ひとりをケアする保育を実現するために 

 

企画・司会者：曽我 幸代（名古屋市立大学） 

提案者：神谷 良恵（同朋大学） 

話題提供者：ユリア 

（社会福祉法人へきなん乳幼児福祉会理事長・学校法人育英学園顧問理事） 

 

ケアは ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）でも

重要視される概念である。ケアは医療や福祉、保育などさまざまな領域で扱われている。

ESD においても、持続可能とは言い難い自然および他者、また自分自身との関係性を問い

直すうえで、ケアする者とケアされる者との二者の関係性を捉え直すケア論から、示唆を

得ることは多い。 

本ラウンドテーブルで扱う保育においても、ケアは重要な概念である。保育所保育指針

では「応答」という言葉が「応答的な関わり」や「応答的な触れ合い」「応答する」という

ように乳児保育に関わる項目のところで使われている。保育者にとって、子どもとの応答

関係は当然であり、誰もが子ども一人ひとりを大切にしたい、ケアしたいと思っている。

しかしながら、すべての子どもをケアすることが先立ち、一人ひとりがいるということが

見落とされていることも少なくない。一人ひとりと向き合うことの重要性はわかっていな

がら、「でも」全体が乱れるのではないかという心配がある。  

本ラウンドテーブルは「一人ひとりを大切にする具体的な保育」を実践しているへきな

んこども園（愛知県碧南市）の園長が理事長として関わってきた A 保育園の２年間にわた

る改革のプロセスをもとに保育者らの変容について考える。理事長としてどのように園改

革を進めてきたのか、また保育者の経験をもつ神谷氏から見たそのプロセスにはどのよう

な特徴があるのかを聞きながら、保育者が立ち止まる「でも」という思考にどのように応

答してきたのかを探りたい。  

へきなんこども園にも A 保育園にも同じ理念が掲げられている。  

 

自由な中にあって、大人も子どももお互いが思いやりの中で、  

調和のとれた世界をこの場に創りだす  

そんな中で子どもたちがのびのび育つことを願っています  

 

 「自由」を恐れた保育者らは、「でも」とブレーキを何度もかけながらも、「自由」を生

きることの楽しさや喜びを経験している。本ラウンドテーブルでは、A 保育園の改革のプ

ロセスに見られる特徴を参考にしながら、「でも」とブレーキをかけてしまう人への応答を

ともに考える場としていきたい。  
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【口頭発表】 

 

分科会Ａ会場 

司会：西田 千寿子（京都教育大学附属小学校）、中川 吉晴（同志社大学） 

 

＜A-①＞ 

持続可能な開発につながる社会関与型のアートプロジェクト 

金田 卓也（大妻女子大学） 

 

ホリスティックな教育やケアの実践について語られるとき、アート  (art) の役割という

ものが指摘されることが少なくない。そうした実践は、美術であれ音楽であれ、表現スタ

イルが異なっていても芸術表現が心の内面と深く関わっている点に着目している場合が多

い。しかし、アートというものは自己表現としての個人の内的表現に留まるものではなく、

本来的に人と人とをつなぐという社会的機能も持っている。教育やケアにおけるホリステ

ィックなアプローチというものは心の内側に目を向けるとともに外側の社会における個の

つながりにも目を向けるところにその特質がある  

本発表では、ここ数年関わっているアートと地域の発展とを結びつけた「社会関与型ア

ート」(Socially Engaged Art) の実践について紹介し、ホリスティックな視点からの考察を

加えたい。「社会関与型アート」(SEA) を提唱するパブロ・エルゲラ  (Pablo Helguera) は「す

べての芸術は社会的相互行為を引き起こす。しかし , SEA の場合 , そのプロセスそのもの , 

つまり作品をつくりあげることがソーシャル  (社会的) なのである。(パブロ・エルゲラ・

アート&ソサイエティ研究センター  SEA 研究会訳『ソーシャリー・エンゲイジド・アート

入門』フィルムアート社、2015 年、p. 45) と述べ、「探求型学習 , 協働的対話、体験といっ

た今日取り入れられている教育実践が、プロセス重視の協働型アート・プラクティスにも

理想的な枠組みを提供している」(p. 15) と芸術と教育の重なる部分の重要性を指摘してい

る。 

発表者はこれまで、国内外で「社会関与型アート」的性格を持つ「国際子ども平和壁画

プロジェクト」やイタリアを代表する現代美術家ミケランジェロ・ピストレット

(Michelangelo Pistoletto) の「再生  (Rebirth)」プロジェクトとのコラボレーション等に関わ

ってきた。2017 年には、新たに 3 と 5 と 7 と 8 という数に関してさまざまな方法で表現す

る P3578 という「社会関与型アート」プロジェクトを始めた。  

本発表では 2018 年より、ネパールの  (Dhading) 郡ムラバリ  (Mulabari) 村において展開

している P3578 プロジェクトの実践について報告する。ムラバリ村では、貯水タンクを覆

う小屋組みを伝統的な技法で作り、その壁面に 3578 にちなんだシンボルを自然染料で着色

した植物繊維で表現した。現代美術からもっとも遠いところにある場所でのアートプロジ

ェクトとしても興味深いばかりではなく、その制作プロセスは伝統的な素材と技術につい

て再認識する機会を村人に提供するとともに、子どもたちにとっては持続可能な社会につ

いて実践的に学ぶ機会となっている。  
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＜A-②＞ 

「親子のつながり」〜手しごとを通して気づいたこと〜 

中西 ユキ（神戸市立竜が台小学校 そだちとこころの教室） 

 

人との関わりや社会の中で困難に直面した時、誰もが一度は「何のために生まれてきた

のだろう」と考える。内面にある思いがふつふつと湧いてくる。  

その内面にある「いのち」は時には静かに、時にはエネルギッシュに存在している。  

 

公教育の場には様々な家庭環境、様々な育ちをした子供達がやってくる。私たち教師は

子供のからだから発する声を聴く。新学期を迎え、たのしい、うれしい、とワクワクして

いる子もいれば、怖い、つまらない、悲しいと声に出せず苦しんでいる子もいる。  

どちらも大切ないのち。そんないのちと「言葉でなく自分を表現できる場」が必要だと

感じてきた。 

 

空気を同じくする仲間がいて、ただそこでの活動に向かうことができる場を関西ネット

ワークの活動の中の一つとして始めた。一つは吃音のある親子のつどい「ほおーっと」、も

う一つは西宮でほおーっとに来ていたお母さんが始めた「あのねのひろば」、最後に親子で

手しごと『いいねっこ』。いいねっこは世界にただひとつ 美しいと感じる たのしいと感

じる。そんな気持ちを大切にする時間 わたしがわたしである時間』  

それをコンセプトに活動している。  

 

自分の思いや感じたことを表現できずに生きづらさを抱える子供たち。  

そしてその子の生きづらさを共に感じ考え、よりよく生きていくためにどうすればよい

のか悩む親。そんな親子を対象にはじめた手しごとの場。月に一度始めた親子で手しごと

は 2 年目に入った。 

 

つどいの流れは始まりの会、糸かけ、シェアリング、終わりの会という流れでやってい

る。 

始まりの会では、人は誰もが生まれてくる意味を持ち、宿題を持出されて生まれてくる。

そして、土の中にある根は目に見えないけれどもあるということ、栄養を吸い上げる根が

はられていくということ、ここはそんなみんなが持つ根っこをひろげる時間なんだと伝え

ている。 

 

子供が選ぶ糸の色、親が選ぶ糸の色から見えるお互いの姿。「自分で選ぶ」という主体

性、糸かけをすすめながら次へ次へと自然な活力が湧いてくる。素数表を見る。釘に糸を

かけるこの単純な作業を繰り返す中、素数の持つリズムが模様となって表れる。そこに発

見があり、おもしろい、きれい、できたという感性が生まれる。  

親も子供たちに呼吸を合わせるかのように同じ体験をする。その中で子供の感性に出会

う。糸かけを通して親子別々の作品を作りながら、お互いの存在を確認しあうことができ

る。 

 そのことにより、私は「私のままでいい。私には力がある。私は一人ではない」感覚が

呼び覚まされる。親子で手しごとをすることにより親子が気づき、つながりを深めていけ

た事例をもとに、ホリスティック教育 /ケアについて報告したい。 
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＜A-③＞ 

街の小さなお花屋さんの「ホリスティックな教育」と「ケア」 

～「花と言葉の教室」で育まれる「子ども達の笑顔」～ 

 

〇門脇 まゆみ（フラワーショップ CHA CHA DO） 

刀根 良典（とね臨床心理士事務所） 

 

 子ども達を心身共に健康な全人に育てたい、と願って教育活動を行っていくと、その活

動は意識せずとも、自然にホリスティックな営みになっていく事が多い。かつて新潟県の

複数の小中学校で、学校・地域・保護者が一体となって取り組まれた「学校の森づくり」

の実践を知ったホリスティック教育提唱者のジョン・ミラーが、「これは日本のホリスティ

ック教育だ！」と感慨を込めて述べたことなど、その一例であろう。  

 これほど大がかりでなくとも、探せば民間の実践の中にも、ホリスティック教育と知ら

ずに、結果的にホリスティック教育の本質を踏まえた実践となっているという例は多いの

ではないかと思われる。今回、山口県周南市にある「CHA CHA DO (チャチャドゥー)」

というフラワーショップで、子ども達を対象に行われている「花と言葉の教室」も、その

事例の一つとなるのではないかと思い、実践を紹介することにした。  

 

●フラワーショップ CHA CHA DO の「花と言葉の教室」の実際 

現在、4 歳から 80 歳代までの男女が学んでいる。受講時間は、通常は１回が約１時間で

ある。セッションの流れは以下のようである。  

①創作テーマを聞き、そのテーマから心に浮かんでくる言葉 (幼児は絵)を紙に書き出す 

②出て来たイメージを広げる。テーマに沿って、これから活けるお花を選ぶ  

③心に浮かんできたイメージに合うようにフラワーアレンジメントの作品創りをする  

④心に浮かんできた情景や想いを詩に表現する  

⑤詩にタイトルを付け、出来上がった作品（お花と詩）を発表する  

 

●ホリスティック教育/ケアの視点から見た「花と言葉の教室」 

１ トランスミッション…学習内容の伝達の視点から 

お花の活け方、詩の創り方、作品の発表の仕方等、創作活動全般に渡っての正確な知識・

技術・表現方法等の伝達を図る。教室での活動が終わった時、作品として何が出来上がっ

ているのかについて、受講者が具体的なイメージを持つことができるようにする。ここで

はフラワーアレンジメント等の基本に沿った正確な知識・技能が受講者のニーズや進度に

応じて確実に身につくよう心がけるとともに、個性に合った指導方法を工夫する。  

２ トランスアクション…先生と受講者、受講者同士の心の交流の視点から 

自由で安心でき、何を感じても、何を表現しても許される精神的に安全な風土の中で、

お互いに言葉を交わしながら、受講者の感じている心の世界を意識に立ち昇らせ、言葉で

表現していく。その人独自のイメージや言葉の世界を大切にすることで受講者の内的世界

が豊かに表現できるよう心がける。評価・評定のない、安心・安全な学習環境を提供する。  
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３ トランスフォーメーション…受講者(そして先生)の成長と変容の視点から 

子ども達は「気持ちがすっきりした」「ほっとする」「心が落ち着く」「また来週も来た

い」等の言葉と共に、心からの笑顔を見せてくれる。受講者の内的世界を一番表現してい

ると思われるのは、子ども達の笑顔である。親も教師も子どもの心の声をしっかりと聴き

取り、そして内的成長を待つことができるようになる。子ども、親、教師が共に成長して

いく。 

 

 

＜A-④＞ 

幼児教育における音楽の効果―わらべうたからの考察― 

村上 さつき（Slow Study Lob.代表） 

 

ハートが示す幼児のスピリチュアリティ原理は、ボウルビィのアタッチメント理論から

明らかになる 9 つの要素、身体の調整、副交感神経の働き、適切なコミュニケーション力、

感情のバランス、危険回避、反応の柔軟性、洞察、共感、モラルへの敏感さ、身体の自然

な調和力である。本研究は、このハートの幼児のスピリチュアリティ原理に基づいて、音

楽による刺激が、幼児の教育に与える影響を考察することである。  

音楽とは、著名な楽曲や、ジャズやポップス、コマーシャルソング、作曲や演奏だけで

はなく、聴くことも含めて全てが音楽である。幼児の自由で自発的音楽活動は、思考、感

情、行動と連関し、人間に内在する欲求を刺激する。音楽は、幼児自身が自然に行動し、

思考し、感情表現の容易な表出を促し、幼児のスピリチュアリティ育成に貢献する。音楽

の中でもわらべうたは、幼児の受容性が高く、歴史性や構造、用方の分析は、音楽が、共

感性、情感、美意識、創造性、平和感、信頼感などの幼児に必要な育成要素構築に不可欠

な刺激要素と考えられる。わらべうたは、先行研究でも、特有な民族性や歴史性により、

幼児の感性へ訴える力や共感性が高く、非強制的であり受容性の高い教育性を秘めた素材

であることが明らかにされている。わらべうたは、親や指導者、仲間などが幼児と一緒に

なって楽しむためのコミュニケーション手段としての役割を果たし、歌詞やメロディーを

通じ、遊びの延長線上で幼児に最適な学習を促すことができる。したがって、さまざまな

わらべうたの音程と構造、リズム、歌詞の内容や使い方や変更、メロディーのゆれ方、表

現要素を分析と、それぞれが幼児に与える教育的刺激の考察は、音楽が幼児に与える影響

の研究上、重要な出発点だと言えよう。  

幼稚園教育要領（2018 年）が、幼児の発達で「能動性の発揮」と「発達に応じた環境か

らの刺激」の重要性を示しているように、わらべうたも含め音楽の影響は多大である。幼

稚園の創始者フレーベルも、幼児に対する音楽の重要性に注目した研究者の一人である。

歌詞やメロディーの記憶は言語能力を高め、リズム感や音程感を育成し、音楽を伴う遊び

は、知的学習を容易にし、幼児の心身の発達や安定を促進する。なによりも、子どもにと

り遊びは人生学習そのものであり、その遊びを通して精神の開放と豊かな精神の構築が促

すことに、音楽が重要な役割を担っていることを示している。つまり、音楽が知性や感性、

創造性をも高めると同時に、幼児の適切なコミュニケーション力や社会性を育成するので

ある。このように、本研究は、幼児とわらべうたの関係性を分析は、幼児教育で課題への

対応し幼児のスピリチュアリティ向上のために音楽が不可欠であることを示す起点となる

と考える。 
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＜A-⑤＞ 

「マインドフルネス」の第Ⅳ領域「教育・文化活動モデル」による新しい「マ

インドフルネス・実践プログラム」の提案 

 

〇刀根 良典（とね臨床心理士事務所） 

髙木 浩史（下関リハビリテーション病院） 

松沢 妙映（コスモ歯科クリニック） 

門脇 まゆみ（フラワーショップ CHA CHA DO） 

 

近年、我が国においても高い関心を集めている「マインドフルネス」は、筆者（刀根）

の見るところ、①医療モデル、②ビジネスモデル、③宗教モデル、という大きく異なる 3

つの領域が混然とした状態のまま、世の中に広がりはじめているように思える。  

同じ「マインドフルネス」でも、この 3 つは目的が大きく異なっている。そのため、油

断すると、教える側、学ぶ側の双方にミスマッチが起こりやすく、瞑想会に参加すること

で、逆に迷いや悩みが深くなってしまうという、いわゆる「瞑想難民」を生んでしまう結

果となりはしないか、ということも危惧される。そこで、自分はどのモデルを行っている

のかということを、教える側も学ぶ側も、明確にした上でマインドフルネスに関する研修

会を実施・受講する方が、間違いが少なくなるのではないかと思い、今回の提案を行う。  

ここで述べる①医療モデルとは、カバットジンの MBSR（マインドフルネス・ストレス

低減法）、シーガルらの MBCT（マインドフルネス認知療法）等、うつ病、不安症、スト

レス性疾患、等への治療法として知られているプログラム群やそれを模したものである。

②ビジネスモデルは、当初、Google、yahoo、アップル等の有名 IT 企業で実施され、次第に

他企業にも広がり始めているプログラム群である。③宗教モデルは、マインドフルネスと

いう名称で寺院や僧侶により指導が行われているものである。  

それぞれ長所はあるにしても、①医療モデルに関しては、瞑想指導者が医師の指示を受

けないで治療を目的に実施した場合、関係法令に抵触する恐れが出て来る。②ビジネスモ

デルでは、将来、マインドフルネスが誤解して受取られ、ビジネスに成功するための能力

を開発する方向に偏ってしまった場合、人間疎外を深めてしまうことにもなりかねない。

③宗教モデルでは事実よりも、誰が云ったのか、開祖が語ったことなのか、何の経典に書

いてあるのか、等々が真偽を判定する根拠となりやすく、科学性が失われてしまいやすい。

加えて、宗教となると公立学校等の公的機関では実施できない。このような問題点も考え

ておかなければならないだろう。  

これらの事柄をふまえた上で、今回の発表においては、①医療モデルでも、②ビジネス

モデルでも、③宗教モデルでもない、第Ⅳの領域である「教育・文化活動モデル」による

「マインドフルネス実践プログラム」を提案するとともに、演者らが実践した事例のいく

つかを紹介したい。第Ⅳの領域である「教育・文化活動モデル」による「マインドフルネ

ス」は、憲法によって保証された「学問の自由」に基づいて展開される。目指すところは、

教育基本法に述べられているところの「人格の完成」である。したがって、メンタル不調

の治療でもなく、宗教的な悟りや法悦でもなく、人格の調和的発達をサポートすることを

主たる目的として行われる。そのため、ホリスティック教育とも共通点が多いと思われる。  
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＜A-⑥＞ 

『ボディフルネス』という視座のある学校 

～持続可能なインクルーシブ教育に向けて～ 

  

神戸市立本山南小学校 そだちとこころの教室 

 学校生活支援教員   桑田 省吾 

＜荒れ止まぬ現場＞ 

近代が色濃く残る公教育の場。そこに新たな動き、例えば「特別支援教育」の「支援」

という言葉が入り込むことによってさらに荒れてしまう学校は少なくない。そこには学校

（場・子ども・教員）が本来持つ教育力への信頼が揺らぎ、苦戦する子どもに借り物の対

応をしたり、問題を棚上げし専門機関に丸投げしたりしてしまう状況が伺える。そのよう

な中で、いろんな個性を持つ子どもたちが受け入れられ、長所も短所も生かして、問題は

問題として当たり前に向き合え、自分の持てる力を輝かせることができるか…現場で問う

てきた。 

 

＜からだごと出会える場＞ 

放課後や休日の公園。今、たくさんの子どもたちが楽しげに遊ぶ声が聞かれなくなって

いる。以前は学校から解放されたうれしさが、また、フリースタイルで仲間と関われる自

由さが放課後の公園にはあった。が、公園はもはや、子どもたちが言葉抜きでからだを通

して交流できる開かれた場ではなくなっている。逆に学校という場の方が、人と交わり、

からだごと生き方に気づいていける空間が残されているのではないかと思える。  

 

＜“あたまでっかち”から“からだでっかち”へ＞  

が、「できる」ことに向かう集団本位のルールや充てがわれる学習カリキュラムの中で、

油断すると成果至上の実感なき「あたまでっかち」な活動ばかりにはめ込まれてしまう。

そしてそれに添えなければ外部機関に放り出されることが現場では次々と起こっている。

「支援」というお題目のために教育力が活かされないまま枯渇していく。  

そんな現場で大切にしてきたのが「授業」以上に「学校生活」であり、その中の活動を

よりマインドフルにすることであった。「あそび」や「手仕事」、「掃除」や「係り活動」

などの活動を身の丈に合った形で、より“しっかりと”行う。やらされるのではなく子ども

が「随所主」となり「空間と一体に」なれる時間。そこに教師も同行させてもらう。そこ

にはおとな側の「心を込めて」「相手のことを思って」「  一生懸命に」などの余計な言葉

はない、ただその行為を愉しみ「なりきる」（＝マインドフルというより唯唯ボディフル

な）時間。結果ではなくて行為そのものの中に動機がある『自己目的的』な活動、それは

そのまま道元の「行持」であり、チクセントミハイの言う「フロー状態」でもあり、子ど

もたちがそれを楽しめれば楽しむほど、周囲の環境だけでなく友達もふくめ自他の垣根が

なくなっていくのがわかる。  

 

＜持続可能なインクルーシブ教育に向け＞  

そのような活動の中では個々の個性の違いはあっても、交友面でのトラブルがあっても、

頭での「理解」ではなく、からだを通しての「気づき」が生まれている。子どもの中には

共生の機能が自然に備わっていて、楽しめればそこに共生態としてのコスモスが出来上が

っていく。そこに「～のための」とか「特別な」「配慮」「支援」などの言葉もない。学
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校現場のそんなからだを使った「ボディフルネスな活動」は机上の相互理解学習ではなか

なか深まらなかった「持続可能なインクルーシブ教育」へのヒントに満ちているように思

う。 

子どもに同行させてもらいながらそのような視座で見てきた学校現場の風景について

報告したい。 

 

注１．「なりきる」：『神経質の本態と療法』森田正馬  1960 白揚社  

注２．「行持」：『正法眼蔵』道元（講談社学術文庫）増谷文雄  

注３．「フロー状態」：『楽しみの社会学』   M. チクセントミハイ 1979 思索社  

 

 

 

分科会Ｂ会場 

司会：衛藤 吉則（広島大学）、森岡 次郎（大阪府立大学） 

 

＜B-①＞  

脳波測定を通じたシュタイナー教育の科学的検討 

―デジタルペンタブレットを用いてフォルメン線描・ぬらし絵の実践は可能か 

 

井藤 元（東京理科大学） 

山下 恭平（東京理科大学・研究員） 

徳永 英司（東京理科大学） 

 

本研究は、シュタイナー教育独自の実践である「フォルメン線描」「ぬらし絵」の意義

を線描実践者の脳波測定によって明らかにすることを目指すものである。  

筆者は既に拙稿（山下恭平、井藤元、徳永英司「フォルメン線描とマインドフルネス―

脳波測定を通じた分析―」、『ホリスティック教育 /ケア研究』第 22 号、日本ホリスティッ

ク教育 /ケア学会、2019 年）において、フォルメン線描中の実践者の脳波測定を試みた。

本研究では、その試みをさらに深化させるべく、フォルメン線描・ぬらし絵を画用紙上で

行った場合、デジタルペンタブレット上で行った場合の二つのパターンに分け、それぞれ

の脳波の違いを見ていく。フォルメン線描もぬらし絵も通常、画用紙上で行われるが、そ

れをデジタルペンタブレットで行った場合、脳波がいかなる状態にあるのだろうか。両者

の比較を通じて、シュタイナー教育における実践がデジタル機器によってアップデート可

能なものかどうかを吟味する。  

脳波の測定の際、被験者は椅子に安静に座り、頭部には、ヘッドバンド型脳波計「MUSE

（InteraXon 社）」が装着された。脳波信号（電位）は、0.5sec 毎に取得され、Bluetooth 通

信によって脳波記録用タブレットに転送された。転送された信号は、解析アプリ「Muse 

Monitor」によって、5 種類の脳波パワースペクトル（δ、θ、α、β、γ）に変換され、その結

果がリアルタイムで脳波記録用タブレット画面に表示されると共に、CSV 形式で保存され

た。この脳波記録タブレットの画面は、タブレット記録用 PC に Web カメラを接続して録

画された。 
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本研究を通じた、ペンタブでフォルメン線描・ぬらし絵を実施する場合、液晶画面（か

ら発する光）へ意識が（強制的に）向けられ、そこに意識が注がれている状態に陥ってし

まうことが示された。線描の画面から眼に入る光は反射光と透過光の 2 種類があり、画用

紙の場合は周囲の光が紙面で反射した反射光であるが、液晶画面の場合は画面から直接発

せられる透過光であるという違いがある（松山麻珠、池内淳 2015：「表示媒体の違いが誤

りを探す読みに与える影響」『研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション（HCI）』、

vol. 2015、  no. 2, 1–8 頁）。また、先行研究として、メモ書き時の認知負荷は、紙ノートよ

りもタブレット端末の方が高いことを、脳波測定で実証した報告がある（波多野文、関根

崇泰、箆伊智充 2015：「紙ノートとタブレット端末の使用が学習時の認知負荷に及ぼす影

響  : 脳波を用いた検討  (ヒューマンコミュニケーション基礎 )」『電子情報通信学会技術研

究報告 IEICE Tech. Rep. 信学技報』  vol. 115, no. 185、39–44 頁）。以上より、液晶画面に

集中することは、自覚を伴わずとも脳を興奮させる作用があることが示されたため、本研

究では、フォルメン線描・ぬらし絵の媒体としてデジタルペンタブレットは好ましくない

と結論づけた。 

 

 

 

＜B-②＞  

ホリスティックな知がもたらす道徳的発達の可能性 

―R.シュタイナーによる「一体となって知ること（Sich-Einswissen）」を手がかりに― 

 

河野 桃子（信州大学） 

 

 2016 年 7 月 22 日に、道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議によって出さ

れた「「特別の教科 道徳」の指導方法・評価等について（報告）」では、道徳教育の質的

転換のために求められる「質の高い多様な指導方法」の 1 つとして、問題解決的な学習や

体験的な学習と並んで「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習」が挙げられて

いる（道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議 2016、p.6）。 

 「自我関与」という言葉からは、授業で扱う読み物教材や現実の問題を「自分（自我）」

との関わりのなかで捉え、そこで見出された「自分」の価値観を他者と交換するなかで、

さらに「自分」の生き方を創出していくことが望ましい、という道徳的発達観が読み取れ

る（cf.伊﨑 2018、p.7）。 

確かに主体は、「自分」を登場人物に投影し、クラスメートや教員と意見交換をするな

かで、「自分」の見方を「多面的・多角的」に広げていくことができるだろう。しかし、こ

うした発達観においては、主体の「自分」の枠は、元の次元のまま保持されており、その

上で、そこにどれだけ他者の考えを影響させられるか（枠を量的に拡大できるか）が中心

的な問題になっているように思われる。「自分」の枠が質的に拡大することに対しては、十

分な配慮がなされていないのではないだろうか。  

 本報告では、これに対し、R.シュタイナーが提唱している「一体となって知ること

（Sich-Einswissen）」というホリスティックな知のあり方を提示し、検討する。シュタイナ

ーによって、自由と倫理の両立に必要であるとされるこうした知について探ることは、よ

り一般的な文脈で、道徳教育の方法の多様な可能性を模索していく上でも参考になると考

えられる。 
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 本報告では、(1)前期シュタイナーの自我観を概観し、(2)そうした自我観のもと、行為に

おける自由と倫理の両立がどのように果たされると考えられていたかを確認する。(3)その

上で、後期シュタイナーが示した「一体となって知ること」の内実と、それが、なぜ上記

の境地（自由と倫理の両立）への発達を促すと考えられるのかを検討する。最後に、 (4)

現在の日本の道徳教育で推奨されている「自我関与」とはまた別に、それぞれの子どもが、

自由かつ倫理的な行為を実現していくことをサポートしていくための、新しい視点に立っ

た「自我関与」の提示を目指す。  

 

文献： 

伊﨑一夫 2018「「考え、議論する道徳」への質的転換に関する研究（１）―読み物教材に

おける「自我関与」の強化」、『奈良学園大学紀要』第 9 集 

道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議 2016「「特別の教科 道徳」の指導方

法・評価等について（報告）」  

 

 

 

＜B-③＞  

シュタイナーにおける言語のホリスティックな理解 

―言語の人間形成的意義を問い直す― 

奥本 陽子（大阪府立大学） 

 

世界で最も成長している新教育運動の 1 つとなっているシュタイナー教育は、1970 年代

以降日本においても徐々に受容されはじめ、近年は特にオルタナティブ教育の 1 つとして

注目を集めている。その際、シュタイナー教育は、他のオルタナティブ教育と比較して一

貫したカリキュラムへの評価は高いものの、それゆえに教師に求められる資質や責任が重

いことが顕著になっている。8 年間の担任制や、教科書を用いず知識は全て教師の「語り」

によるといった特徴は、教師確保の困難さなど、しばしば学校の在り方そのものを揺るが

しつつ、シュタイナー教育の独自性を際立たせている。  

とりわけ、教師の「語り」における卓越性は、いかなる教育方法においても、重要性を

持つと考えられるが、一般的にそれを積極的に育てようとする試みはさほど顕著ではない。

その背景には、教育における言語とは、特別の理由がない限り、子どもから大人になる過

程で自然に学習するものであるとみなされ、国語教育、外国語習得、言語習得や理解力に

困難のある場合、子どもへの問いかけ方やプレゼンテーション能力の向上など効果的な言

語の使用法など、限られた領域で扱われてきた経緯があると云えよう。  

一方、シュタイナーの教員養成カリキュラムには、例えば「言語造形（Sprachgestaltung）」

というまさに「語り」に関わる分野が存在する。言語造形は、教師の「語り」を支える力

を養成するが、教師のためだけにあるものではなく、単独の授業として、演劇の授業の一

環として、朝の時間や授業中の歌や詩の朗唱などの活動を通して、子どもたちにも提供さ

れている。しかしながら、近年シュタイナー学校の教員を目指す人々の間でも、「言語造形」

や「語り」の技術、その意義についての理解が薄れている現状が報告され、そうした人々

を手助けする必要性が提唱されている。  

このように、シュタイナー教育は、一般的な言語教育に見られる言語観とは異なる、独

特の意義を言語に見出しているが、その継承は実践的な困難を抱えてもいることがわかる。
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こうした状況をふまえ、本発表は、まずシュタイナーの言語論を、「原言語」、「人間理解と

言語」、「思考のための言語」、「民族と言語」、「芸術のための言語」、「発達と言語」という

6 つのカテゴリーに分けて整理する。その上で、それらの間の連関を明らかにし、シュタ

イナー言語論に見られるホリスティックな理解について考察する。これを通して、人間形

成において言語がもつ意義と可能性を改めて問い直すことを目的とする。  

 

 

＜B-④＞  

乳幼児期の遊びと学び：二人称的アプローチを手がかりとして 

 木戸 啓絵（岐阜聖徳学園大学短期大学部） 

 

 平成 29 年、幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領が新しく施

行された。今回の改訂・改定のポイントとして、乳幼児期からの発達と学びの連続性を、

長期的な視野で捉え、それぞれの発達の課題に即した保育を実践していくことが明記され

ている（無藤・汐見・砂上 2017）。 

 しかし、実際の保育現場においては、子どもの視点を欠いた行事中心の保育や、過剰な

保護者対応に追われ多忙化する日常の中で、子ども一人一人に応じた関わりや子どもの主

体性を基本とした生活とはかけ離れた保育も散見される。子どもに良かれと実践されてい

る保育の中には、小学校への就学を意識した漢字や算数ドリルを取り入れたり、集団行動

を身につける目的で、一斉指導型の時間が保育時間の大半を占める園もある。本来は、子

ども自身が楽しみ、子どもの成長過程を感じるための行事が、園児獲得や保護者へのアピ

ールにすり替わった過剰なパフォーマンスになってしまっている園も少なくない。  

 一方で、これまで無意識に行っていた自分たちの保育を園が一丸となって見直し、行事

のあり方や活動の進め方を、「子ども主体」の視点で変えていく取り組みも少なくない（伊

瀬 2018 大豆田生田 2014 など）。また、「一人一人の子どもに応じた、応答的で受容的な関

わり」が、可能な保育環境とはどのようなものか、保護者を巻き込み、園全体で試行錯誤

しながら、より良い保育環境を再構成している園も多い（木村・井上 2018、高山 2017 な

ど）。 

 そこで、本発表では乳幼児期の遊びと学びについて、乳幼児期の発達の特徴に即して、

改めて考えてみたい。その際、二人称的アプローチを手がかりに、子どもが世界をどのよ

うに認知しているのか整理し、乳幼児期の発達課題の考察を試みる。二人称的アプローチ

は、ケアリング論にさらなる厚みを加えるものとして、レディや佐伯らよって提唱されて

いる。彼らによると、子どもたちは、世界を捉える際、かかわるモノ・ヒト・コトといっ

た対象を、単に傍観者的（三人称的）に捉えるのではなく、親しみを込めた対象として二

人称的にかかわろうとしているという。さらに、物事や他者を深く理解するとき、二人称

的なアプローチが必然的に起こっていると主張する。本発表では二人称的アプローチをベ

ースにした子ども観を手がかりとして、乳幼児期の遊びと学びの可能性について探る。  

 

【参考文献】 

伊瀬玲奈著・足立区教育委員会就学前教育推進担当監修（2018）『0.1.2 歳児保育 「あたり

まえ」を見直したら保育はもっとよくなる ! 』学研プラス 

ヴァスデヴィ・レディ著  佐伯胖訳（2015）『驚くべき乳幼児の心の世界：「二人称的アプロ

ーチ」から見えてくること』ミネルヴァ書房  
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大豆生田啓友（2014）『「子ども主体の協同的な学び」が生まれる保育』Gakken 

木村歩・井上寿（2018）『子どもが自ら育つ園庭整備 : 挑戦も安心も大切にする保育へ』ひ

となる書房 

佐伯胖『「子どもがケアする世界」をケアする：保育における「二人称的アプローチ」入門』  

高山静子（2017）『学びを支える保育環境づくり : 幼稚園・保育園・認定こども園の環境構

成』小学館 

無藤隆・汐見稔幸・砂上史子（2017）『ここがポイント！３法令ガイドブック』フレーベル

館  

 

 

＜B-⑤＞  

死者の記憶と向き合う人間の自己―リクールの解釈学的思想を手がかりに― 

朝岡 翔（関西大学等 非常勤講師） 

 

第二次世界大戦の体験に基づく反省は、その後の人間社会の形成に大きな影響を及ぼし

てきた。しかし、終結から 70 年以上が経過したことでこの戦争の体験者がいなくなる時代

が訪れようとしている。その結果、戦争の記憶は体験者自身の記憶から他者の体験の記憶

へと変化しつつある。このため、第二次世界大戦の真正な
、、、

記憶をどのようにして後世に伝

え残すかが重要な課題となり、何が真正な
、、、

記憶なのかが重大な問題となっている。このよ

うな世界的事情に加えて、日本では、四半世紀の間に阪神淡路大震災や東日本大震災をは

じめとする大災害が起こった。このような災害は戦争と同様に多くの犠牲と被害を生むた

め、その後の社会にとっては災害時の反省を将来に生かすための記憶の伝承が重要な課題

となる。 

記憶の伝承は、先行世代の知識や文化を後の世代に継承することと同様の教育的事象と

考えられ、とりわけ上述のような災厄の記憶の伝承は昨今の教育学の主題のひとつとなっ

ている。ところが、これを教育学の主題として論じる際には、十分に考慮すべきことがあ

る。それは伝承するものが死者の
、、、

記憶だということである。災厄を体験した人が語り残し

たことを記憶に留める場合にせよ、災厄のなかで犠牲となった人の人となりを想起する場

合にせよ、死者の記憶を想起することは死者の実存を承認することを意味し、死者の実存

を自らの人生のなかで体現することが想起の証明となる。したがって、死者の記憶は想起

する者の人生を拘束する危険性をはらんでもいる。記憶の伝承を教育的課題として論じる

には、死者に対する真摯さと自らの能動的で快活な人生の対立という倫理的問題を避ける

ことができない。 

解釈学的思索を展開したフランスの思想家リクールは、『記憶・歴史・忘却』（2000 年）

のなかで、こうした死者の記憶との困難な関係を生きるための技法として、一度忘れてか

ら想起することで死者との関係を切り結ぶ
、、、、

「記憶の作業」を呈示し、その実践によって、

死者の存在承認と自らの能動的な存在解釈とが奇跡的に両立する可能性を指摘したのであ

る。このようなリクールの指摘は、いま述べたような教育学上の問題を考えるうえで重要

な手がかりとなる。そこで本発表では、リクールが『記憶・歴史・忘却』で展開した記憶
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論に基づきつつ、そこに反映された『時間と物語』（1983-1985 年）におけるミメーシス理

論や『他者のような自己自身』（1995 年）における自己同一性理論、およびその問題意識

をひき継いだ『承認の行程』（2004 年）における承認論を参照して、このような「記憶の

作業」の実践の具体的なあり方を考察する。この考察をとおして、死者という究極の他者

と向き合うことが、人間の自己を危機に陥らせる一方で、自己のあり方を能動的に選びと

る貴重な人間形成の機会を与えもすることが明らかになるはずである。  

 

 

＜B-⑥＞  

負の遺産から正の遺産へ―ハンセン病史から学ぶ「いのち・ケア・教育」― 

奥野 アオイ（関西学院大学・非常勤講師） 

 

 筆者は、高校生と大学生を対象に担当する「いのち・ケア・教育」に関連する授業で、

日本のハンセン病史から学びを深めている。本発表では、履修生がハンセン病史を学ぶこ

とで意識の変容は可能かどうかを明らかにし、今後の課題を提案することを目的とする。  

筆者は 6 年前から高校生「人間福祉学入門」と大学生「人間科学特論（2020 年度から「現

代ライフサイクル論」に名称変更）という選択科目で、わたしたちにとってあたり前のよ

うに受けとめている様々な現象を客観視し、公正な社会で追求するウェルビーイングとは

何かを問い直し、自らの価値観や判断力を養う実践教育（３As’：気づき awareness →認識

acknowledgement→行動 action）を展開している。その現象の一つとして“美醜（見た目問題）”

をテーマに取り上げる際、ハンセン病史から複数のトピックを選んで多角的な学びを交差

して思考を深めている。ハンセン病を一例にする理由は、筆者自身、大学生時代に療養所

でハンセン病者との出会いが人生の変容をもたらしたこと。その後、これらの授業を担当

し始めてから療養所訪問を再開し、「らい予防法」廃止（1996 年）前と変わらぬ現状と新

たな課題を目の当たりにしたためである。つまり、ハンセン病の“美醜（見た目問題）”が

現在に至っても、疾患の回復とは別に“病い”という視点から法の下の平等の根底を再考さ

せ、わたしたちの日常生活に置き換えて多様な問題解決にヒントを与えることができると

考えた。 

近年、履修生たちが学校教育でハンセン病について学ぶ機会は皆無である。本発表では

履修生がハンセン病について無知な状態から①いのち②ケア③教育に関して学ぶ前と後の

変容を明確にし、振り返りシートを用いて前述した３As’の成果を明示する（今年度 5 月実

施）。 

そして今後の課題として、日本のハンセン病史を正しく伝えていくために、筆者は語り

部を専門的に養成する必要があると考える。日本国内では戦後、ハンセン病の発症率がゼ

ロに近い状態になり、完治できる病気である。それにも関わらず、国の政策によって明治

時代(1907)から隔離政策を強いてきた「らい（癩）予防法」が平成時代 (1996)に廃止された

後も、ハンセン病者が完全に社会復帰することは稀有で、人生の終焉を迎えている。世界

の歴史上、最も広く長く忌み嫌われたハンセン病（らい病）は、日本の学校教育の中で正

しく知らされることもなく根強い差別・偏見だけを社会に残して、ハンセン病者の存在は

無関心な社会の中に消し去られようとしている。よって負の遺産を正の遺産に変えるため

には、真実を学び、過ちを繰り返すことのないように啓発することが大切である。今後、

ハンセン病者たちが受けてきた人生被害を別の形で繰り返さないためにも、療養所の史跡



20 

 

保存と共に、日本のハンセン病者が歩んだ軌跡を人権教育として義務教育期間中に語り継

ぐことを提案する。 

 

 

【参考文献】 

蘭由岐子（2017）『「病の経験」を聞き取る [新版 ]―ハンセン病者のライフヒストリー―』

生活書院 

 

 

 

分科会 C 会場 

司会：成田 喜一郎（自由学園）、門前 斐紀（立命館大学） 

 

＜C-①＞  

教育とケアの多層性を生きる教育者/保育者の存在様式モデルの試案 

―環境構成者から「いま・ここ」を生きる者へ― 

大山 博幸（十文字学園女子大学） 

 

＜キーワード＞ 

環境構成、自己形成空間、ケアの本質、教育者 /保育者の存在様式、ホリスティックな存在  

 

＜要旨＞ 

「環境を通して行う教育/保育」という考えは、ある意味、近代教育思想初期から今日

にいたるまで幼児教育・保育 における中核となる方法論であるといえる。近年注目される

「環境構成」概念をめぐる議論は、本来、教育者/保育者がどう環境を構成するかという技

術論、行為論にとどまらず、そもそも、環境や子どもに対して、教育者/保育者がどう向き

合っているのか、どうある
、、

のかといった、存在様式（あり方）を問い直すような水準まで

含まれた議論であると、筆者は考える。 

そこで本研究では、環境構成としての幼児教育・保育という視座から、教育者/保育者

の存在様式をモデルとして明示・提案することを試みる。教育者/保育者の存在様式モデル

として「『デザインする』大人」「『守る』大人」「『対話する』大人」「『ともにいる』大人」

の 4 つの立脚点が浮かび上がった。教育者/保育者はこの４つの立脚点を用いることで、環

境構成を単なる技術論にとどめず、自分（たち）自身が一人のホリスティック（全人的）

な存在であることを、自身における子どもや環境とのかかわりを実践の中で自覚していく

視点、契機を得るものと思われる。教育者/保育者は、その実践において、今自分（たち）

は「なにをしているのか」、「なにをしようとしているのか」といった、問いを立てるなか

で、これら立脚点によって、その位置を確認することができると思われる。また、あまり

意識化されていない立脚点を知ることで、自分たちが見えにくくなっている課題を自覚す

ることに役立つと思われる。また環境と教育者/保育者との関連をその存在様式として示し

ていくことで、今日の環境構成概念を、単なる技術論のみではなく、自身の存在様式への

問い直しの機会を得ることができる。 
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＜C-②＞  

活動理論における学びの視座 

～IB スクールにおける Education for Earth Literacy への試みから～ 

              菊地 恵美子（仙台育英学園高等学校／早稲田大学） 

 

  エンゲストローム（  Engestrom 2009）は活動理論が「三つの世代」を通して今日の変動

する社会に発展してきたと定義しその第一世代はヴィゴツキー（Vygotsky 1978）に代表さ

れる。彼は人間行動を「主体」「対象」そしてそれらを媒介する「文化的人工物」 (道具 )

から成る事を明らかにした。それは、人間行動を「文化や歴史に媒介された社会的実践活

動」として理解する試みであったが、分析単位はあくまで孤立した個人の行為を軸とする

ものであった。 

 第二世代はレオンチェフ（Leont’ev 1978）である。彼の「活動」概念の新しさは「活動」

に「分業」や「協業」という新たな要素を関係づけ、対象に動機づけられた活動が個人の

次元ではなく集合的な次元において成立することを示したところにある。活動には「動機」

が存在しており、活動は「動機」によって方向づけられることを明らかにした。  

 活動理論の第三世代は、以上二つの先行世代が切り拓いた人間活動に対する理解を「集

合的活動のモデル」へと発展させ、「活動システム」とした。ここにおいて「主体」は、「媒

介する人工物」（道具）、「コミュニティ」（共同体）、「ルール」、「分業」に媒介された「対

象的な活動」のシステムがモデル化され、活動理論は学習理論の新たな潮流とも言えるも

のとなっている（山住  2008）。これらの理論は、人間の学習が諸個人の間、コミュニティ

の内部、異なるコミュニティ間の相互作用や協働の中で生まれることに焦点化している。  

 本発表では、筆者の勤務する国際バカロレア教育（ IB）の教育実践においての学びの分

析を通して、自己と自己、自己と他者、自己と自然、といった関係性の中に生起した学び

の様相について検討することを目的とする。そこには、ホリスティック教育が提唱する

Education for Earth Literacy への試みの中で「関係性の再構築」が断続的に生起することで

深まっていくプロセスが明らかになり、個人の認識変化に依存するものではない、相互作

用や協働作業においての役割やつながりの変化に着目することで「拡張的な学習」が見え

てきたことについても言及したい。 

 

参考文献： 

「拡張的な学習の挑戦と可能性」  いまだここにないものを学ぶ（新曜社  2018）  

ユーリア・エンゲストローム著 山住勝弘監訳  

 

 

＜C-③＞  

ホリスティックなグローバル市民教育論のための「グローバル(Global)」の再検

討～Pike と Selby、Andreotti の理論をもとに 

南雲 勇多（東日本国際大学） 

 

現在、グローバリゼーションが進む社会の中で、グローバル教育やグローバル市民（シ

ティズンシップ）教育といった言葉が国内外で、また、多くの教育機関・教育分野で用い
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られるようになっている。しかし、実際は内実がこれまでと変わらず、単に掲げるだけの

言葉としてそれらが用いられるようになっているだけであるという批判や、英語などの外

国語教育をすすめているにすぎないという批判など、多くの懸念があるのも事実である。

一方で、グローバル市民教育とは何か、という定義それ自体も各々の文脈や立場、目的で

異なり、さらには、定義や実践の枠組みがそもそも設けられておらず曖昧なまま進められ

ている場合もある。 

また、背景となるグローバリゼーション自体にも、近代化がもつ課題への批判や、グロ

ーバル化社会が欧米中心的な社会の延長線上に形成されていること、また、資本主義経済

を過度に基盤としていることなどへの批判的な問いが存在することも周知の通りである。

このように、言葉の表面的使用か実際に内実を伴った実践であるかを問わず、グローバル

市民教育が、それらグローバリゼーションの批判的な課題を背景に背負い、また、内在さ

せている可能性は常に問い続けなければならない。  

そこで本研究では、グローバル市民教育について、欧米中心主義、欧米化のための教育

理論ではなく、人間の全体性を基軸にすえたホリスティックな教育論として批判的な再構

成を行うため、ワールド・スタディーズなどで先駆的に実践・理論を構築してきた Graham 

Pike と David Selby の教育論、また、英国を中心とした開発教育やグローバル市民教育分

野においてポストコロニアルの視点から先進的な研究で影響を与えている Andreotti の教

育論とその意義を検討することを目的とする。  

日本の参加型学習などにも影響を与えてきた英国を中心としたワールド・スタディーズ

や開発教育の先駆的な研究・実践者である Graham Pike と David Selby はグローバル教育や

グローバル市民のグローバル（global）の語義について、worldwide な意味（地球的視野・

視点）と holistic な意味（包括的な視野・視点）の大きく２つの意味があるとしている。

しかしながら、前述でもあるようなグローバリゼーションの持つ課題やグローバル市民教

育の目的や内容の曖昧さと欧米志向の強さなどにより、グローバル（global）の持つ２つ

の語義のうち、worldwide な意味の視点が一面的により強化・普及し汎用されているのが

現状であるといえる。 

また、英国を中心にグローバル市民教育や開発教育へ影響を与えてきた Andreotti は批判

的教育学やポストモダンなどと関連をもちながら、ポストコロニアルの視点から、グロー

バル市民教育におけるものの見方について、欧米的なものの見方（Western perspective）が

「グローバル」なものの見方（“Global” perspective）としてコロニアリズムの構造的支配

のようなかたちで置き換えられ、各地の非欧米文化が欧米化する流れをつくっていること

を指摘する。 

このように、worldwide だけではない holistic な意味をグローバル（global）という語義

に取り戻すための Pike と Selby の理論、また、欧米化の正当化としてのグローバル市民教

育への Andreotti の批判的理論を検討し、グローバル市民教育のあり方を再考する可能性を

明らかにしたい。 
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＜C-④＞  

天命反転する身体の教育―荒川修作の天命反転思想を読み解く― 

小室 弘毅（関西大学） 

 

現代芸術家の荒川修作（1936-2010）は、1958 年の読売アンデパンダン展に初出品し世

に知られることとなる。この時期の荒川は、「抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイ

ン」や「もうひとつの墓場より」といったタイトルの、木箱の中に異形なセメントの塊が

横たわる彫刻作品、通称「棺桶」シリーズと呼ばれる作品群を発表している。1961 年に単

身渡米し、マルセル・デュシャンらと交流を深めるとともに、生涯のパートナーとなる詩

人のマドリン・ギンズ (1942-2014)と出会い、ニューヨークで独自の創作活動を開始する。

荒川とギンズ（以下、荒川+ギンズ）は、図式絵画とテキストで構成された「意味のメカ

ニズム」を発表し、高い評価を受け、主にアメリカ、ヨーロッパの現代アートシーンで活

躍する。後年、荒川+ギンズは、彫刻、絵画から、インスタレーション作品を経て、「天命

反転  reversible destiny」という概念を提唱し、建築へとその活動を移していく。  

「天命反転」とは、文字通り天命（人が死ぬということ）を反転させるという意味であ

り、「人は死ななくなる」という主張である。この荒川+ギンズの鍵概念をどう理解するの

かは、本人たちの死とともに大きな謎となったが、この概念と密接に関係している「建築

する身体  Architectural Body」という語もまた彼らに特徴的なものである。これらの概念は、

後年の建築作品「遍在の場・奈義の龍安寺寺・建築する身体」（1994）、「養老天命反転地」

（1995）、「三鷹天命反転住宅  In Memory of Helen Keller」（2005）という建築作品によって

体現されている。 

特に三鷹天命反転住宅においては、タイトルにもあるように、教育学において多くの関

心を集めてきたヘレン・ケラーがテーマとなっている。そこは、壁も天井も 14 の色が絶妙

なバランスで配置され、どこから見ても 6 色以上が同時に目に飛び込んでくるように仕掛

けられていたり、床は傾斜がある上にでこぼこに波打っていたり、天井も斜めだったり、

球体の部屋があったり、使用説明書がついていたり、と通常の住宅としてはありえないつ

くりになっている。その空間に一歩足を踏み入れると、私たちは、多くの刺激を受け、感

覚が変容し、住環境と身体との相互作用を意識することになる。  

本発表では、「天命反転」、「建築する身体」という２つの鍵概念をもとに、荒川修作の

思想とその教育学的意義について考察していく。その際、荒川＋ギンズのテキストを参照

しつつも、主として建築作品に焦点を当て、そこでの身体を通した体験的理解を基盤とし

て考察を進めていく。思想家ではなく芸術家（本人は自身を芸術、科学、哲学を総合する

「コーディノロディスト」と称するが）である荒川の思想を論理的思考のみによって読み

解くことは不可能であると考えるからであり、他ならぬ自分自身の身体で試すこと、それ

こそが荒川のやり方であるからである。「普段は使わない身体の感覚を徹底的に目覚めさせ、

人間本来の可能性を引き出す。そうした中で、今の価値観を疑い、本当に生きやすい世の

中を感じ取る人間が生まれることを願った」と荒川は述べる。本発表は、荒川の思想を教

育思想として読み解く一つの試みである。  

 

 

 

 

 



24 

 

＜C-⑤＞  

幼児の造形活動における素材との対話―沈黙することの意味― 

 大屋 理香 
 

これまで保育士として約 10 年間勤務する中で，絵を描いたりものを製作したりすると

いった幼児が何かを形に表そうとしたり，対象に働きかける中でその変化を楽しんだりす

るような活動が，園での生活において幼児の成長と深く結びついていることを実感してき

た。通常，保育の分野では，こうした活動は“造形”活動と呼ばれて，表現活動の一部とし

て捉えられているが，ものに直接働きかけ，新たな形を作っていくという点では，他の音

楽表現や身体表現とは異なる活動でもある。本研究では，表現という視点からの造形活動

だけではなく，より広い意味でのものつくりの原点でもある「造形」の活動として捉える

ことにした。道具の特性に着目しながら造形という造形原理の関係性について，技術習得

のプロセスを，素材と道具の関わりに着目しながら、基本造形行為である接合する「プラ

スの造形」である道具の糊と切断する「マイナスの造形」である道具のハサミという 2 つ

の視点から幼児の造形技術習得を検討した。 

埼玉県にある F 保育園にて約 1 年間フィールドワークを行い，自由遊びの時間に造形コ

ーナーに多様な素材を用意し幼児が自発的に製作を行う場面をビデオに録画した。ビデオ

撮影した観察記録を「プラスの造形」と「マイナスの造形」ごとに分節化し、どのような

行動なのか静止画像とともに整理し，その分節化された造形行為の中でどのような技術が

用いられているのか使われている素材に着目しながら分析をした。また、事例の記録を基

にひとりひとりの造形行為の継続している時間とその間の発話についても整理し分析をし

た。 

その結果，幼児は素材と関わることで多様な技術を習得し、そこには素材との対話をし

ているともいえることが明らかになった。自発的に行う幼児は造形行為中は会話がほとん

ど見られず、造形行為を継続している時間の長さは 30 分以上集中している事例が半数以上

あった。これだけ造形活動に集中できたのは，研究対象として抽出した幼児の中でも，造

形コーナーに常時現れる幼児はほぼ決まっており，製作することを好み，造形活動に強い

関心がある幼児だけに限られてしまったことは否めない。しかし，造形活動が好きだから

という理由だけでは，ひとつの造形行為に長時間集中できるわけではない。なぜ，集中で

きるかというと多様な（異なる）素材と向き合うことでハサミや糊の技術を習得したり，

新たな技術を発見することで素材を好きな形や，予測不可能な形になるなど興味を持ち，

創造性をかき立てられることがその空間では起こっているからだと考えられる。つまり、

幼児は素材と対話することにより新たな技術習得をしていることが示唆された。本発表で

は、素材と対話するときの沈黙の意味というものに関してホリスティックな視点からの考

察を加える。 
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＜C-⑥＞  

天真園における太極図の意義 

丸山 貴彦（早稲田大学大学院） 

 

１．はじめに 

本発表は、太極文化を伝承している中国の「天真園」という教育施設に着目し、そこで

使用されている太極図について考察することが目的である。  

 

２．天真園と太極文化 

天真園（Tian Zhen Yuan: TZY）は、太極文化の伝承を目的として 2000 年に創設された教

育施設である。園内では、文化保育をはじめとする様々な事業が展開されているが、中心

は「天真國際書院」という学校における全人教育であり、約 40 人の生徒が在籍し（対象年

齢は 3 歳から 30 歳）共同生活を送りながら日々の学習と修行に励んでいる。天真園で伝承

されている太極文化とは、宇宙万物の原理（＝太極）に則った総合的な生き方であり、天

真園ではそうした宇宙天地人類の生成や変遷に関する先人の智慧と実践に学び、それらを

通して学習者一人ひとりが「天人合一」の体現、すなわち「本当の我」（天真）に回帰する

ことを目指している。 

 

３．天真園の太極図 

太極文化を学ぶ上で重要視されているのが、宇宙万物の原理が端的に表現された太極図

の理解である。道教のシンボルともされる太極図の由来に関しては諸説

あり、ここではその詳細について割愛するが、多くの人が見たことのあ

る図は、無極（円）の中に陰陽（白と黒の部分）があり、また陰の中に

陽（白丸）が、陽の中に陰（黒丸）がある左図のようなものであろう。  

しかし天真園では、この中心に「皇極」が加わった右図を伝承してい

る。この太極図には陰陽が高度に極まった「和（調和）」としての皇極が

生じ、この皇極がまた新たに無極となって再び陰陽が生じていくという

「生・化・返」（生成・変化・返還）の絶えざる運動プロセスが示されて

おり、この図によってのみ、肉体と精神の関係や、人と人、人と自然な

どの諸関係、ならびに宇宙における諸現象を真に理解することが可能で

あると天真園では考えられている。  

（発表では、様々な具体例を示しながらこの太極図の意義について詳しく解説する。）  

 

４．おわりに 

伝統的な宇宙観であり方法論でもある太極という原理を通して、改めて既存の社会や文

化を捉え直していく試みは、地球規模で様々な問題が顕在化している現代において、非常

に有意味な実践となるのではないだろうか。天真園は太極文化の伝承を通して、人の心の

是正や根源的な生命（いのち）と向き合う仕方の変革を目指しており、そうした目的を実

現するためにも、まずは太極文化の核心である太極図について理解することが、様々な変

様を促す第一歩になると期待できる。  
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懇親会 

 6 月 22 日（土）18：30 より、天理駅前コフフン内 Park Side Kitchen（〒632-0016 奈良

県天理市川原城町 803）にて懇親会を行います。参加費は学生・非常勤：2,000 円、一般：

4,000 円となっております。 

 

参加申込  

 左の QR コード（もしくは下記 URL）にアクセスし、お申込みをお願い

いたします。https://chouseisan.com/s?h=50f1070c17ae4c7aa241d09c06e3be67 

（※上記についてご不明な方は、学会事務局（ jimu@holistic-edu-care.org）

宛に、①氏名、②所属、③住所、④E-mail アドレスをご連絡いただく形で

も結構です。） 

 

参加申し込み期限 2019 年 6 月 9 日（日） 

（※いただきました個人情報につきましては、大会の運営目的以外には使用いたしません） 

 

お問い合わせ： 

大会に関するご質問等、お問い合わせは下記の E-mail までお願いいたします。  また、

大会情報に関して変更が生じた場合は、大会ブログにて随時更新いたしますので、大会当

日までこまめにご確認願えますようご協力をお願いいたします。  

 

学会事務局 

E-mail アドレス： jimu@holistic-edu-care.org 

大会ブログ： https://taikai-holistic-edu-care.blogspot.jp/ 

 


