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総合学習カリキュラム創造におけるモデルの  

協働構築プロセス  

【 ある公立小学校における教師の語りを通して－  

保  坂  裕  子  

TheProcessofco11aborativeconstructionofmodelforcreatingtheintegrated  

Curriculum：Astudyofteachers’narrativesinapublicelementaryschool  

HosAKA Yuko  

は じ め に  

現在の日本の学校教育システムは，変化への対応という点で危機的状況を迎えているといわれ  

ており，従来どおりの伝統的・標準的学校教育のあり方を転換することが求められている。その  

なかで，2002年（高等学校では2003年）から実施される新教育課程の「総合的な学習の時間」（以  

下，「総合学習」）の導入が，このような状況への対応策として期待されている。   

学校学習（schoollearning）の中心としてこれまで位置づけられてきた教科学習と比べ，総合  

学習の違いは，その学習活動の対象（object）があらかじめ固定されたものとして決定されてい  

ない点にあるといえよう。したがって，教師が取り組む課題も必然的に異なってくる。教科学習  

においては，既存の知識や技術（スキル）をどのように，どのような媒体を通して，いかに効率  

よく子どもたちに伝えるのかということが課題であった。そのためにさまざまな教材が考案さ  

れ，プログラムが組まれてきた。しかし，総合学習においては，教師が子どもたちに伝える対象  

そのものを創造することが課題となるのである。   

そこで本論文においては，教育実践現場で働く教師たちが，この未知の対象をめぐってどのよ  

うに協働して総合学習のカリキュラムを構築していくのかというプロセスを，現在私たちが大阪  

府高槻市で進めている共同研究プロジェクトにおける，実際の教師たちの語りを通して分析，解  

釈したい。そして，学校という仕事場（workplace）において，そこで働く教師たちが自らの仕  

事活動（workactivity）について互いに語り合う「場」（site）を持っことによって，いかに協働  

で学習活動をめぐるモデルやヴィジョンを構築，再構築しているのかを探ることを目的とする。   

以下，1では，総合学習のカリキュラム開発をめぐって学校に求められる転換へ向けてのチャ  

レンジについて，「対象の創造」，「同僚性の構築」，「責任の分有」という三つのポイントに焦点化  

して考察する。2では，本研究プロジェクトにおいて見出された，総合学習カリキュラム創造の  
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プロセスにおいて直面される矛盾，それを生み出す三つの「境界」について述べる。そして最後  

に3では，カリキュラム開発を推進している教師チームの協議の場面を中心として，教師の語り  

（ナラティヴ）をもとに，いかに総合学習のモデルを協働構築しているのかについて検討する。  

1 総合学習におけるチャレンジ  

総合学習の導入をめぐる学校のチャレンジは，次の三点に特徴づけることができよう。第一に，  

従来からの伝統的・標準的な学校制度1における教科学習では，学習の対象が所与のものとして  

固定され，決定されていた。このような学校学習の対象は，文脈を失い，意味を奪われ，抽象化  

された「死んだテクスト」（Engestr6m，1987／1999）であった。子どもたちは，そのような対象  

を習得していくという体系化された学習行為を繰り返し，学習活動の主体として位置づけられる  

ことなく，与えられた既存の知識を再生産し続ける2。既存の知識を習得していくことも子どもた  

ちには必要である。しかし，それらの学習行為が既存のものの再生産に終始し，新たな「知」  

（knowledge）の創造へと，つまり学習活動にまで高められることが視野に入れられていなかっ  

たということが，これまでの学校教育の問題と考えられる。総合学習では，時間枠や設定のねら  

い等は示されているが，何をどのように学ぶかは学校の独自性に任されている。したがって，総  

合学習では，教師が決められた既存の知識をいかに効率よく子どもたちに伝達するのかではな  

く，どのように新たな「知」を創造していくことができるのかが追求されるのであり，学習者を  

主体的に「知を構成するもの」（knowledgeable）として位置づけることを必要とする3。エンゲス  

トローム（1987／1999）はこのような学習を，「拡張的学習」（expansivelearning）と名づけてい  

る。   

第二に，これまで教師は自らの担任するクラス（もしくは担当教科）の授業をどのようにうま  

く運営していくのかが課題とされていた。したがって，ほかの教師や保護者などの助けを得るこ  

とは，熟練した教師としてのプライドを傷っけられることであった。つまり，教師という仕事は  

伝統的に個人の能力や資質にかかわる職人業（craftwork）であるとみなされてきたのである。  

それは，これまで展開されてきた教師研究のパラダイムのなかからも見出すことができる4。しか  

し，学校教育において生起する問題のすべてをひとりの教師に帰属させていたのでは，対応しき  

れず，そこからこぼれ落ちる問題が依然とあることも指摘されている（Clandinin，＆Connelly，  

1998）。とりわけ総合学習では，ひとりの教師では対応しきれないことから，教師チームをっくり  

取り組んでいるところが少なくない。いくつかの教科に関しては「チーム・ティーチング」の制  

度を通してこれまでにも取り組まれてきたが，これから総合学習を進めていくにあたって，教師  

が個としてではなくチームとしてどのように互いに協働し，連携し，そしてネットワークをっ  

くっていくのか，つまりどのような新たな「同僚性」（colleagueality）を追求していくことがで  

きるのかが不可欠の課題となる。   

最後に，以上のような転換へ向けてのチャレンジを踏まえたうえで，学校教育活動における責  

任についてもその概念の拡張が求められている。総合学習では，学習活動の対象が与えられてい  

ないために，対象を協働創造していくことが第一の課題となる。そしてそれは，教師チームの協  

働のもとで進められるとともに，子どもの興味や関心をとらえながら，学習活動の主体として子  
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どもを位置づけていくことをも意味する。またさらには，地域社会とのつながりも重要視されて  

いることからもわかるように，子どもの学習を学校という特定の物理的空間に閉じられたものと  

みなすのではなく，地域社会とのネットワークを創り出していく活動のなかに据え直していくこ  

とが不可欠である。つまり，学校における学習活動が，社会への「応答責任」（responsibility）  

として創り換えられていくことが求められる。それは，個に帰属するような責任ではなく，教師，  

子ども，親，地域社会によって分有（share）された責任としてとらえることができる。決定  

され，外から命令された仕事を分割し，それぞれが義務として遂行することでひとつの活動を構成  

するのではなく，つまり個々バラバラに区画化された（compartmentalized）責任のパッチワー  

クとしてではなく，それらが多声的，多重的に重なり合いながら交響（orchestrate）することに  

よって立ちあげられる応答責任が求められるのであろう。それは，個人が自己防衛的な「自動性」  

（autonomy）を追求するのではなく，職業としての「異種混交性」（heteronomy）を学校に限定  

されない他の活動システムとの協働のもとで追求していくことである（Hargreaves＆Goodson，  

1996）。   

っぎに，具体的な総合学習のカリキュラム開発をめぐる語りをもとに，どのような問題に教師  

たちが直面しているのかについて分析する。  

2 カリキュラムの協働創造プロセスにみられる境界  

ここで検討する研究プロジェクト，「プロジェクト2002」5は，大阪府高槻市の公立小学校，ま  

た同市の教育センターとの共同のもとで展開している，総合学習カリキュラムの協働創造をテー  

マにしたプロジェクトである。本論文では，そのうちのひとっの小学校に着目し，その具体的な  

プロセスについて考察してみたい。この小学校は，創立100年を越える学校であり，教員数28  

名，児童数約140名，一学年につき3～4クラスと比較的規模の大きな学校である。   

当小学校では，月に一度，「教育課程研究部会」が開かれている。これは，2002年度からの総合  

学習の導入，実施に向けて，またその移行期間における取り組みについて中心的な役割を担う  

「教育課程研究部」が定期的に議論する「場」である。「教育課程研究部」は，学校独白のカリキュ  

ラム開発と実践を促進することを目的として組織されているチームである。このチーム組織で  

は，担任外の教師がカリキュラム・コーディネー ター（curriculumcoordinator）として統括の  

役割を担い，各学年から選出された1～2名の教師，計14名がメンバーとして参加している。し  

たがって，この部会は，校内のカリキュラム開発において中核となると同時に，各学年と学校全  

体をつなぐパイプ役も果たしている。私たち大学研究者チームは，この研究部会を中JLりこ，長期  

的介入研究，「発達的ワークリサーチ」6を進めている。データは，次の五っの場面，（1）教育課  

程研究部会，（2）校内研修会，（3）学年会，（4）教育実践現場への参加観察，（5）インタ  

ヴュー，において収集された。   

共同研究を始めるにあたり，打ち合わせの会議が2000年5月18日に行われた。学校長，教頭，  

カリキュラム・コーディネーター（S先生），昨年度のカリキュラム・コーディネーター，大学研  

究者チーム，また教育センター職員が参加し，学校側からの現状の報告と問題点についての報告，  

大学研究者チームから今後の展開についての提案が行われた。これまでの話し合いの経過として  

－250－   



保坂：総合学習カリキュラム創造におけるモデルの協働構築プロセス   

学校側から，昨年度行った教員へのアンケートをもとにまとめた，学校としての三つの課題（①  

人と人とのふれあい・思いやり：心の教育，②基本的生活習慣，③学力保障：基礎基本の学力）  

が提示された。具体的には，これまで不明瞭なまま進めてきた，どのような力を子どもにつけて  

いくのかを明確化していく必要があるということ，つまり総合学習のテーマの明確化とそれを実  

際にどう進めていけばよいのか（指導案の作成や具体的な進め方など）ということが課題として  

あげられた。昨年までの反省点としては，教師の計画主導が強すぎたのではないかということが  

あげられていた。しかしそれと同時に，教師がある程度のヴィジョンを持っていることも必要で  

あると考えられていた。また実際には教師間での意識のズレがあること，移行期間であるとはい  

え，教育委員会に提出する書類との関連で制約があることなどが話された。   

このように，この小学校における総合学習のカリキュラム開発をめぐる当初の問題意識は，①  

明確なテーマ設定の必要性（「子どもにどのような力をつけていくのかを明確にしなければなら  

ない」），②子ども主導の授業実践（「本来総合学習は子ども主導でなければならないのに，実際に  

は教師主導になってしまっている」）という二点にまとめることができる。   

さて，教育課程研究部会における協議への参加，またインタヴューを通して，教師たちが協働  

で総合学習のカリキュラムを創造していくとき，教師チームが直面する三っの「境界」（bounda－  

ry）が見出された。ここでいう境界とは，教師の発話を生み出すディスコース（discourse；言説）  

空間を構成する境目である。これまでの学校学習活動を転換しようとする際，どうしても従来の  

慣習的なあり方，考え方が新しいものを阻み，制限し，「矛盾」（contradiction）7を生み出す。矛  

盾は，実践のなかに見出されるそのような境界（限界や閉塞）を横断しようとする貝体的試み，  

すなわち現状のブレークスルーのプロセスの最初の局面で顕在化する。したがって，ここで見出  

された三つの境界を実践のなかで集団的に横断していこうとする試みによって，教師チームは矛  

盾と直面し，同時に新しい活動システムのあり方へ向けての変化の原動力（drivingforce）を得  

ることができるのである。  

（1）「教師主導」vs．「子ども主導」   

この境界は子どもとの問で見出されるものである。当校の教師は，総合学習は「教師主導」で  

はなく，「子ども主導」で進めなければならない，また進めたいとは思っているが，実際には難し  

いという葛藤が話し合いのなかで示された。そもそも子どもはまだ「メタ認知能力に欠ける」（教  

育課程研究部会，5．25．－以下，数字は月日を示す。なお，すべて2000年である。）ため，教師が  

ある程度のプランを持っておかなければならない。子どもの興味は次々に移り変わるため，「実際  

問題として，子どもの興味関心を持続させておくのが難しい」（校内研修会，6．2．）ということも  

ある。子どもの興味や関心をもとに授業実践を進めていくということには合意できるが，実際に  

は子どもには未成熟なところがあり，子どもとともに創っていくといっても，教師の側と子ども  

の側ではさまざまにズレがあり，それらを合わせていくことは困難であるという。「振り返りの時  

間を作ったとしても，子どもがなかなか振り返ってくれない」（校内研修会，6．2．）というのが現  

状なのである。   

このように子どもは，教師によって新しいものを自ら創造していくということに対して無気力  

（apathetic）であると判断され，子どもたちはただ「やらされている」という退屈な時間を「何と  
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かやり過ごす」しかない（保坂，1999a）。しかしここで教師は，子どもを無気力なものとして位  

置づけることによってひとつの「神話」（myth）をつくりあげ，この境界から立ち現れてくる矛  

盾を回避しようとしているともいえる。「神話を創ることは，矛盾を覆い隠してしまうひとつのス  

トラテジー」（Engestr6m，J．，2000）なのである。活動システムの新たな転換にとって重要なこと  

は，このような神話に当てはめることで境界を強化することではなく，このような境界を横断し  

ていくための具体的なアイディアやツールを協働創造していくことである。そして，そのような  

矛盾を可視化しブレークすることを通じて新しい時空間を創造していくことである。少なくと  

も，「子ども主導」で進めていくためには，これまでとは異なった「道具のシステム」（in－  

strumentarity）の媒介が新たな活動に求められるのであり，それを生み出していくことが境界  

横断へ向けての第一歩となるだろう。  

（2）それぞれの教師のアイディア   

総合学習は，これまでの学校学習にはなかった新たな活動を生み出そうとするひとっの装置と  

して位置づく。しかし，これが新しいものであるがゆえに，それぞれの教師にとって異なったも  

のとしてイメージされており，話し合いの場面でもそのことから引き起こされるズレや苛立ちが  

示されることがあった。学校全体でどのような総合学習の流れを作っていくのかという観点から  

出発しようとする教師もいれば，各学年をベースと考える教師もいる。総合学習は子ども主導と  

いっても，結局は「子どもが自主的に考える余地を，選択する余地をどれくらい与えていくか」  

（教育課程研究部会，5．25．）という問題だと考える教師もいれば，「子どもがどこに興味を持っの  

か」（校内研修会，6．2．）によってカリキュラムの焦点を定めていくべきだと考えている教師もい  

る。しかし実際は「教科に縛られている」（4年生学年会，6．5．）のでしかたがないといったよう  

に，それぞれの教師が問題の出発点としているポイントが異なる。したがって，5月25日の教育  

課程研究部会では，「全体をまとめる学校としてのキーワードのようなものがいるのでは」ないか  

という提案もなされた。このままそれぞれのアイディアを共有しないまま話し合いを進めていて  

も，何が焦点化され，何が問題とされているのかが明確になってこない。実際当小学校では，各  

学年がそれぞれテーマをたてていたが，教育課程研究部会を通じて，はじめて学年間が交流し互  

いのプランを確認し合うなかで，学年ごとの重なり合いがあることに気づき，学年を通して子ど  

もたちが「どのような学習を進めてきたのかを調べて秩序立てていく必要」（教育課程研究部会，  

5．25．）があるのではないかと考えられるようになってきた。   

そこで，これまでのように各学年のテーマから学校全体のテーマを引き出してくるというスタ  

イルを変えて，学校のメインのテーマをこの研究部会でたて，それをもとにそれぞれの学年が  

テーマをたてていくというような転換をすることが提案された。学校のテーマが決定されるプロ  

セス，つまり学校としての総合学習のモデル，ヴィジョンが協働で創造されるプロセスについて  

は，3で検討する。  

（3）グローバル・ヒストリーVS．ローカル・ヒストリー   

最後に，この小学校での慣習的なやり方，つまりローカル・ヒストリーと，外からやってくる  

グローバル・ヒストリーとの間の問題があげられる。総合学習の導入は，社会的要請として決定  
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されたものであるとはいえ，それぞれの学校の実情に必ずしも適応しているというわけではな  

い。したがって，そこではいわゆる「理想」と「現実」との間での問題が生じる。それは，文部  

省教育委員会から持ち込まれたり，私たちのような大学研究者から持ち込まれたり，さまざまな  

書物，またはかの学校で行われた実践から持ち込まれる新たなモデルやヴィジョンである。つま  

り，この小学校の活動システムと他の活動システムとの出会いにおいて，このような境界は立ち  

現れるといえる。  

「本来の総合の学習ならそれでいけると思うんですけど，それが理想ではあるんですけど。まず校外授業  

ありっていうことになっているから，それではちょっと進まないと思うんですよ。やっぱり派手なこと  

しないとっていうのが本来じゃないし，やらせは絶対いやだっていうのはものすごく思っているけど，  

…私たちが思っている理想と，でもある程度形にしないといけないなっていうところで，ちょっとどう  

したらいいんだっていうのが素朴な悩み。」（教育課程研究部会，6．8リ3年生A先生）  

一般的，社会的に学校とは何をするところとされている（きた）のか，教育とは何をするべき  

だと考えられている（きた）のかといった主題（テーマ）と，実際のローカルな教育実践との境  

界，また学校教育システムがもたらす制限と現実問題といった，グローバル・ヒストリーとロー  

カル・ヒストリーとの境界で葛藤しながら教師たちは，これまで歴史的に形づくられてきた学校  

システムの歴史を転換していくために，話し合いを続けているのである。   

教師たちは，これら三つの境界のなかで，文脈に応じて立場（position）を移しながら，議論を  

展開していた。しかし，このようなそれぞれの言説境界の中に閉じていては新しい時空間を生み  

出すことはできない。このような境界から一歩踏み出すことによって活動システムの転換を企て  

ることができるといえよう。   

そこでつぎに，教育課程研究部会において学校の総合学習テーマ，当小学校における総合学習  

実践へ向けてのモデル・ヴィジョンを協働構築し，共有していこうとする場面を分析する。  

3 総合学習カリキュラム創造におけるモデルの協働構築  

ここでは，とりわけ2000年6月8日に行われた教育課程研究部会に焦点化し，教師の発話デー  

タを分析，解釈する。この教育課程研究部会においては，これまでの問題意識を踏まえたうえで，  

当小学校における総合学習のテーマが決定された。   

前回の教育課程研究部会（5月25日）においては，各学年ごとにばらばらにテーマをたて，そ  

れを学校のテーマとするのではなく，学校としてテーマをたて，それをもとに学年テーマをたて  

るという方向性が検討された。これは，この学校で仕事をする教師たちが互いに協働で総合学習  

のモデル・ヴィジョンを構築していこうとする際に重要なステップである。当小学校ではこれま  

で，総合学習を合科としてとらえていた。私たち研究チームは，そのような総合学習のとらえ方  

に対して，反対意見を提示していた。それを受けてこの教育課程研究部会では，学校として総合  

学習をどのようなものとしてとらえていくのか，そしてそれを踏まえてどのようなテーマをたて  

るのかが議題として設定されていた。  
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「‥・うちはどっちかっていうと，合科的なことをやってきたんでね，そこらへんでのちょっと路線変換っ  

ていうのをせなあかんのとちゃうかっていう，そういう共通認識をみんなもてるんかどうかとか，…そ  

こらへんでの見直しをするんかどうかっていう問題になっているということ。…」（カリキュラム・コー  

ディネーター）  

「今日の議論はそこを完結させてしまいたいわけ。だからいままで，流れのなかでの問題と，こう話した   

のと，本来どうかなと一方じゃ思いながら，現実もやもやしてる部分があって，決めかねているわけで  

しょ。今そういう状況やと思うねんね。そこをこの研究部が整理するというか，もうこうしましょうと  

ださんことには進まないんじゃないかなと僕は思うんだけど。」（カリキュラム・コーディネーター）  

この問題をめぐって，これまで合科としてとりあえずはとらえようとしていた総合をもう一度，  

どのようなものとしてとらえるのかについてそれぞれの教師から意見が出された。そして，  

「…総合，今，平和博士っていう総合を広島に向けてやってるんですけども，はんまにこれが総合なんや  

ろか，みんな疑問に思いながら，…やっています。で，この一覧表には社会にはこれが入って，国語では  

これを入れて，音楽ではこれが入ってて，図エではこれが入ってるから，とかいうようなことで頭の中  

に入れていくから，どうしても新しい発想にならないから，子どものあの今の現状を評価できないのだ  

ろうか。もっと違う発想に立てば，いまのあのぐちゃぐちゃした時間帯を，結構，子どもらが自分らの問  

題意識を育てる時間として評価してみることができるだろうかとか，またそういうようなことをいって  

るんですけどね。で，昨日総合は総合で，総合なんだというようなものを別個に，何の教科も関係なしに  

なんか引っ付けるとか，何かとこれが合科なんだとかそういう発想なしに，まず，子どもが楽しむとい  

うことで，何がいまの6年生の子どもらにとって一番楽しんでくれるようなことはなんだろうかという  

そこらへんから総合というものはもっぺん考え直したらどうやろうか。…苦しいというて，それやった  

らもう，いっそのこと，いままでのこの古い頭を取り払って，総合というのは新しいもんで，今までの学  

校教育は切り離した違うところから，ふってわいたもんだと考えてやったらどうか，みたいな感じの話  

をしてたんですけども。」（6年生・0先生）  

「無理矢理合科にしてね，これと結びつくんちゃうとか，二年生も実は流れをしてこれはこれに結びつく  

かもしれない。これはこれに結びつくかもしれないとかって，いろいろ，結び付けているし，それで総合  

にしようって感じで形にしたんやけども，もう合科っていうふうに無理にしないで，総合，総合ってい  

うのは大体，合科が中に入り込んで総合なんだけども，そういうふうに今，いかない状態だから，総合っ  

ていう新しいものとしてとらえてやるっていう方向のほうが無理なくいくんじゃないかなって思うの  

ね。で，年間テーマは一年間作るんじゃなくて，最初のテーマは私たちは一応はこういうのをしたいっ  

ていうテーマがあるでしょ。ただ，そのテーマっていうのは子どもの興味・関心によって変わってく  

る。」（2年生・0先生）  

というように，総合をとりあえずは，まったく「新しいもの」としてとらえなおすところからは  

じめようという提案がなされた。これまでの合科的なとらえ方では，それぞれの教科はすでに教  
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師にとって既知のものであり，それらの部分を組み合わせていくというのは，移行段階としてあ  

る意味容易なものであった。しかし，それに対して，外部（大学研究者チーム）から反対意見が  

出され，もう一度検討することが迫られるなかで，合科のように教科基盤で考えていくことの限  

界を教師がとらえはじめ，それならむしろまったく「新しいもの」として受け止めるはうがいい  

のではないかという結論に達したのであった。そして，子どもたちが「楽しむ」ということが最  

も重要なこととして位置づけられた。「…要は，昨日話してたんは，めっちゃ楽しいなと思わして  

いただけるような何かが，その，いままで私ら，その，社会やとか，いろんなこと教科を引っ付  

けて，時間をね，あれするために考えれたけど，それからちょっと離れたはうがええかな…」（6  

年生・0先生）と，「新しいもの」としての総合は，子どもたち中心に，子どもたちが楽しむこと  

にもっとも焦点化したものとしてとらえ直されはじめたのである。   

このように，総合学習という「新しいもの」が持ち込まれたことに対して，既存の枠内で処理  

しようとするのではなく，とにかく「新しいもの」として位置づけることで，変化への第一歩を  

踏み出したといえよう。   

しかし，当然このような決定に対して反対意見も出てくる。  

「合科にすることによってね，時間を生み出そうっていうのもあったわけやんか。だから，逆にその枠を  

はずして教科に返してしまって，かなり教科が過密になるのがひとっね。そのうえ，さらに総合が入っ  

てくるということやから。結果として非常に過密になる。」（4年生・0先生）   

「それでも，合科は合科のままで，その，やろうと思っていたことをやるっていうか，やるっていうのは，  

いけないことじゃないんじゃ…」（1年生・T先生）   

「でも，トータルの時間数の問題としてはね。四年の場合，教科も一生懸命，いうたら大枠をくくりなが  

ら，総合という形でもっていこうとしたわけやんか。だから，これを全部教科に返しちゃうわけでしょ。  

合科であろうがなかろうがね。教科にかえってくるわけでしょ。で，そこにもうひとっ別枠で総合を  

もってくるわけでしょ。」（4年生・0先生）   

「別枠って，その中のどれかを総合に残して。」（1年生・T先生）   

「…だって，教科にかかわっている部分があるからね，これは抜けないわけよ。…」（4年生・0先生）  

教師によって，総合学習についてのそれぞれのとらえ方やアイディアに違いがある。この教育課  

程研究部会には，それぞれがそのアイディアを出し合い，議論することによって，協働でモデル  

やヴィジョンを構築していく時空間を提供するという役割がある。一人の教師から出された反対  

意見に対して，他の教師がそのことをどのように考えていけばよいのかを提案し，互いの意見を  

交響化していくプロセスがここにはみられた。   

またここには，大学研究者チームの意見が大きく影響しているということも反論が出てくるひ  

とっの要因であった。  

「教師主導は，ま，総合じゃないんじゃないっていうのは，ずっとあったわけやね。だけど，現実もうこ  

れがスタートしちゃったと思うとね，えらい時間かけて学年で相談したのに，ここでまたなしにするの  

んかいっていう。それともうひとっ，子どもの発想というのが，どこまで引き出せるんかなていう，どう  
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子どもの発想を引き出すんかなというのがね，そこがもうひとつようわからんな。子どもの発想が大  

事っていうのはよくわかるんだけど，そういう子どもの発想はどういうところからどうやれば引き出せ  

るんだろう。それが知りたいね。」（4年生・0先生）  

「うーん，私ね，子どもの発想を片方で大事にせえっていうね，片方でテーマは地域じゃないかっていう  

話があるね，なんかよく，もうひとつすっきりしないんだよね。だから本当に子どもの発想をっていう  

ことをいうんだったらね，地域じゃなくてもいいわけじゃない。私らが出してるこれじゃなくてもいい  

わけじゃない。子どもらのそういうなんのなかで，これを一年間やろうってやってきまったらね，ある  

いは一学期間やろうやってなったら，これとはまったく別のものであってもいいわけでしょ。だけど片  

方でなんか，地域がテーマのようなね，…なんかすっきりしないですね，はっきりいって。」（4年生・0  

先生）  

このような反論に対して，結局は，「だから，無理矢理つなげんでもいいんやろってことなんよ」  

（4年生・F先生）ということで，議論は終結に向かった。合科として総合学習を考えているとき  

には，それぞれもともとは各教科に切り離されていたものを，あるテーマをたてることで教師が  

つながりをつけていくことが必要とされていた。しかし，総合学習を合科としてとらえるのでは  

なく，何か「新しいもの」としてとらえると，教師がひとつひとつの子どもの学習活動を位置づ  

け，秩序だてておく必要がなくなる。これまで苦労して各教科からいくつかの課題を取り出して  

つなげていたが，それが不要であることが，「新しいもの」の要素として共有されはじめていた。   

総合学習をめぐる位置づけの違いは，教師間の総合学習に対する考え方の違いを反映するもの  

であるが，ここではそれぞれの教師の教育実践への見解・信念などがそれぞれの声としてぶつか  

り合った。そして，ためらいや葛藤が表され，共有されていった。このように，学年や学校がひ  

とっのチームとしてカリキュラム開発を進める際には，教師間にある境界が顕在化する。そして  

それは，このように互いに意見を出し合うなかで，それぞれが自分の声を押し殺すのではなく，  

また他者の声にかき消されることなく，それらを響き合わせることで新しい多声的な時空間が構  

成されるのであり，そこではそれぞれの教師としてのあり方が，また教師という仕事についての  

アイディアが組み替えられていく（保坂，2000b）。当小学校において，このような時空間を生み  

出す教育課程研究部会がもたれるようになったことは，総合学習カリキュラム開発を協働のもと  

で行ううえでの大きな一歩となった。   

そして最終的に，学校としての総合学習のテーマが決定された。  

「研究目標っていうのはさっきSさんがいったこれで十分いいんじゃないんですか。」   

「『興味や疑問をはぐくみ，楽しく探求する総合的な学習を作ろう』。楽しくね。」  

「ここが問題やけどな。」   

「教師が一番苦しめられる。」   

「教師も子どもも楽しく。無理をしない。発表のことはあまり考えない。」   

「ここに書いといて，かっこで。」   

「もう，それを考えて次の年がたがたやったら最悪やからね。」  
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「最悪でしょ。それはよく陥っている研究校の悪いパターンで，よく聞くから。すごいそこで燃えすぎ  

て，次の年，もうしんどくってっていう燃え尽き症候群。」  

このように，伝統的な学校学習にはなかった新しいものとしてとらえられるようになった総合学  

習では同時に，あまり結果を気にせずに楽しくやっていこうという，教育実践に対する新しいイ  

メージを構築しはじめている。ここでひとつ重要なことは，このテーマの決定が，総合学習のモ  

デル・ヴィジョンの固定化を意味しないということである。具体的実践に基づいて構築されるモ  

デル・ヴィジョンは，繰り返し更なる実践のなかで検証され，変化し，具体化していく。   

今回の教育課程研究部会での総合学習のカリキュラム開発へ向けての取り組みでは，今後どの  

ように総合学習をとらえていくのかについての方向性が示された。新しい発想へとどのように転  

換していけるのか。これは，これまでの古い枠組みを崩し，新たな枠組みを協働で創りあげてい  

くことによって可能になる。学校全体として，具体的にどのような取り組みが展開していけるの  

かが，次の課題となろう。  

お わ り に  

総合学習は，現在の日本の学校教育活動システムに，少なからずの影響を及ぼすであろう。本  

論文では，総合学習を契機とした学校のチャレンジとして三っを設定した。学習活動における対  

象の創造は，教師たちがその協働のもとで，責任を分有するなかで構築される。そしてそのプロ  

セスには，それを阻む要因として三っの境界が見出された。   

第一に，子どもとの境界を問題にする際，そこで矛盾を生み出すのは，活動システムのインフラ  

ストラクチャー（深層構造）である。教師や子どもがどのように何を行っているのかのみならず，  

どのようなルールや分業のもとで，どのようなコミュニティのなかで活動が展開しているのかを  

把握したうえで変化の可能性を探っていかなければならない。つまり学校改革は，どのような教  

材を用いるのか等の行為レベルの変革にとどまるのではなく，そのインフラストラクチャーの転  

換をも視野に入れたディープでダイナミックで，サステイナブルなものでなければならない。   

第二に，教師間のアイディアの違いは，互いに声をぶつけ合い，交響化していくことで，新た  

な時空間を生み出す貝体的実践によって越えられる。それには，これまでのような区画化された  

仕事をこなす個人として教師を位置づけるのではなく，協働でひとつのプロジェクトを進めてい  

く責任を分有するものとして，教師という仕事の専門職性（professionalism）をとらえ直してい  

く必要があろう。   

第三に，他の活動システムとの境界は，現在総合学習の導入という形で学校活動システムに変  

化・革新を迫っている。しかし，今後さらなる発展へ向けて，地域社会にある他の活動システム，  

たとえば商店街や老人福祉施設などとの間の境界という形でつぎっぎに矛盾や葛藤をもたらすこ  

とになろう。総合学習を進めていくうえでは，教師以外の人々と積極的に結びつきを創り，また  

地域へ開かれた学校を目指していくというアイディアは，これまでになかった新しい人と人との  

必要に応じた即時的な結びつき（knotworking；Ehgestr6m，Engestr6m，＆Vahaaho，1999），新  

たなアソシエーション（連合）をもたらす。このことは，子どもたちの教育を教師のみの責任と  
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するのではなく，地域にも分有された責任としてとらえ直していくこと，ひいては子どもたち自  

身を責任ある活動の主体として位置づけていくことにもっながる。このようにして，より大きな  

スケールでの学校教育の再組織化が進められ，新たなアソシエーションが生み出されていくこと  

が，今後期待される。   

本研究プロジェクトは，総合学習のカリキュラム創造を契機にして，学校活動システムの変  

化・革新をそのねらいとしている。これまでのプロセスにおいて，当小学校における問題状況の  

明確化と，モデル構築への第一歩を踏み出した。これまでの慣習を「古い頑」として捨て去り，  

総合学習をまったく「新しいもの」としてとらえていくこと，教師があらかじめあるテーマのも  

とに一貫性をっけておく必要がないこと，また総合学習を考えていく際には「楽しむ」というこ  

とが重要なポイントとなることが，これから具体的実践を計画，実施していく際に焦点化される  

べきである。ここには，新たなモデル・ヴィジョンの共有を見ることができる。   

このように，総合学習について互いに意見を出し合い，協働でモデル・ヴィジョンを構築しは  

じめたという意味において，教育課程研究部会が学校活動システムの変化・革新に対して持っ意  

味は大きい。外から与えられたものとしての総合学習の導入を契機に，学校における教育実践に  

ローカルな変化が起ころうとしている。教育改革は，このようなローカルな活動システムの変革  

によって現実のものとなる。今後，実践活動の長期的介入研究を通して，本論文で分析したモデ  

ル・ヴィジョン，すなわち総合学習を進めるうえでの方向性として構築されたモデル・ヴィジョ  

ンが具体化され，さらに書き換えられ，発展していくプロセスを追っていきたい。  

註  

1伝統的・標準的な学校学習の活動システムについては，Engestr6m（1987／1999）の第二章を参照。   

そこでは，人間の学習の文化的進化における第一の潮流として，学校教育における学習の特質が分   

析されている。  

2「活動理論」（activitytheory）では，「活動」（activity）と「行為」（action）を区別する。レオン   

チェフ（Leont，ev，1981）によれば，「主体を当該の活動へと向かわせる客観的なもの，つまり動機   

と常に一致する，その対象へと方向づけられているプロセス全体によって，心理学的に特徴づけら   

れたプロセスを，ここでは活動という」（pp．399－400）。そして「振る舞い（act）や行為（action）   

は，その対象（っまりそれが方向づけられているもの）と動機が一致していないようなプロセスで   

ある。しかしそれは，活動のなかにその一部を成すものとしてある」（p．401）。  

3 ブルーナーら（Bruner，1996；01son，＆Bruner，1996）は，自・他の心についての一連の考え方を   

「フォーク・サイコロジー」（folk psychology）とし，なかでも教育にかかわるものを，「フォr   

ク・ペダゴジー 」（folkpedagogy）として教師，学習者を四つのモデルに分類している（保坂，   

1999b，2000a）。  

4 Freeman（1996）は，教えることに対する三っの視点を示し，それぞれに対して行われてきた教師   

研究の流れをとらえている。一つめは，教えることを「行うこと」であるとみなす「行動主義」の   

視点であり，主にprocess－prOductパラダイムにおいて研究されてきた。二つめは，教えることは，   

考えそして行うことだとみなす「認知主義」の視点で，熟練といわれる個々の教師がどのような認   

知過程を経ているのかを探求してきた。三っめは，「解釈主義者」の視点で，前者の二つの視点を含   

み，さらに文脈をとらえるものとして教師を位置づけ，そのプロセスを研究の対象とする。  

5「プロジェクト2002」は，「協働活動学校」（collaborativeactivityschool；CAS）の創造を目指し，   

総合学習が導入されるまでの移行期問（2000－2002年）に，総合学習のカリキュラム開発をローカ   

ルな実践として進めるなかで，それを契機とした学校改革をねらいとし，教師の仕事と組織を「拡  
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張による総合的活動」（expansivelyintegratedlearningactivity；EILA）へと高めていこうとす  

るものである。さらには新たなアソシエーションへと，地域社会との関わりなどの組み替えをもと  

に，学校を社会へと開いていくことを目指す。  

6 本研究プロジェクトの方法論としては，活動理論に基づく「発達的ワークリサーチ（developme－  

ntalworkresearch；DWR）」（Engestr6m，1991a，1991b，1993a，1993b，1996；エンゲストローム，   

1999）を採用している。日本における取り組みとしては，保坂（2000a），Hosaka（2000）を参照。  

7 「矛盾」（＝内的矛盾）は，人間活動のダイナミクスと発達の源泉であり，活動理論においては，重  

要なキー概念となる（Engestr6m，1987／1999）。  
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