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シンポジウム

小学校からの英語
豊かな創造性を育む教育をめざして

吉田　真理子
（津田塾大学）

2020年度より，小学校高学年において外国語（英

語）が教科となり，中学年に外国語（英語）活動が

導入されている。小学校学習指導要領（2018，図1）

にもあるように，授業をとおして，子どもたちが英

語の知識・技能を習得するだけでなく，思考力・判

断力・表現力，学びに向かう力，そして豊かな創造

性が育まれていくことが期待される。21世紀を生き

抜くための「21世紀型能力」としても光が当たる創

造力であるが，そもそも創造性とはなにか。そして，

わたしたちの創造性を阻むものはなにか。外国語教

育，ドラマ教育における議論も踏まえ，豊かな創造

性と自立的・主体的に学び続ける姿勢を育む初等英
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語をめざした環境づくりや授業の工夫を考えてみた

い。

1．創造性とはなにか

「創造性」は，文化人類学，心理学，社会学，言語

学，文学など様々な分野・領域から定義づけがされ

るが，広範な見解を包含し多面性を有する用語であ

る。

ヴィゴツキー（Vygotsky，1930/2004）は，子ども

の想像力と創造力について語る論考のなかで，創造

性は「一握りの例外的な選ばれた天才（たとえばト

〔小学校学習指導要領〕

第１章 総則
✐主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

✐第１の３
豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される児童に，
生きる力を育むことを目指すに当たっては，学校教育全体並びに各教科，道徳科，外国語活
動，総合的な学習の時間及び特別活動…の指導を通してどのような
資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら，教育活動の充実を図るものと
する。その際，児童の発達の段階や特性等を踏まえつつ，次に掲げることが
偏りなく実現できるようにするものとする。

１ 知識及び技能が習得されるようにすること。
２ 思考力，判断力，表現力等を育成すること。
３ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。

図1．小学校学習指導要領より（平成29年文部科学省告示第63号）
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ルストイ，エジソン，ダーウィン）が生み出した歴史

に残る偉業だけにあるのではなくて，どんなにささ

やかな，たとえバケツのなかのほんの一滴のように

みえることでも，人が想像力をつかって過去の経験

にもとづく様々な要素を組み合わせ，組み換えをし

ながら新たに創り出したものにもある」と述べてい

る。そして，思春期にある子どもの創造性を伸ばす

ための教師の指導例として，文豪トルストイが農民

の子どもたちとともに行った “collaborative creative 

writing”のケーススタディを取り上げ，文学的作品

をトルストイとともに協働で創作する過程が子ども

たちの好奇心と情熱をかきたてる，動機づけの高い

体験であったことを重要視し，「強い思い入れの感

情をともなうことなしに人生の重大な達成は成し得

ない」とヴィゴツキーは強調している。

フロー理論で有名な心理学者チクセントミハイ

（Csikszentmihalyi，1996）は，「創造性」を，人の頭

のなかで起こることではなく，個人の思考と社会文

化的な文脈との相互作用のなかで生じる現象である

ととらえ，創造的な現象を3つに大別して整理して

いる。

1つ目は，日常の会話のなかで広く用いられる使

われ方で，すばらしく話のうまい人，興味の幅が広

く頭の回転の速い人を指す。チクセントミハイに

とって，このような人々は創造的というよりも「才

気あふれた」人々である。2つ目は，世界を斬新かつ

独自の方法で経験する人々に対して用いられる言い

方である。物事の捉え方が新鮮で，洞察力に富む判

断をし，その人にしかわからない重要な発見をする

人々である。チクセントミハイはこのような人々を

「個人レベルにおいて創造的」と呼んでいる。3つ目

は，ダ・ヴィンチやエジソン，アインシュタインな

ど，我々の文化のある面に重要な変化をもたらした

人々を指す言い方である。

チクセントミハイによる創造性の定義は，既存の

領域を変化させ，新しい領域へと変容させる行為，

着想，あるいは成果物（product）であり，創造的な

人とは，その思想や行為よって領域に変化を起こし

たり，新たな領域を打ち立てたりする人のことであ

る。そこで留意しておくべきことは，その領域に変

化を起こすことは，その領域を担う分野の同意なく

してはできないということだ，とも述べている。

本著は，選ばれた一握りの天才たちの好奇心や献

身によって領域が変容するにつれ文化がどのよう

に進化していくか，という3つ目の創造性に着目し

た論の展開となっている。しかしながら，創造的な

人生を送るために必要な心的エネルギーを，誰もが

潜在的にもっているとチクセントミハイは考えてお

り，それまでの自らの議論を省察し，一握りの人た

ちの生き方を参考として，個人の創造性を高め，誰

もが豊かで創造的な人生を送ることのできる実践的

なアドヴァイスを最終章で試みている。

さて，言語教育における創造性を論じる際も，研

究者によって創造性の捉え方は様々であるが，しか

し共通理解として，主に以下の4点を挙げることが

できる（Jones & Richards，2016）。

1点目として，創造性は授業をより楽しくするた

めの「添え物」「飾り物」ではない。また，芸術的

才のある一部の人だけに許される特別なものでもな

い。

2点目として，伝統的な「創造的な言語（creative 

language）」を越えるものである。言語教育における

創造性について語られ始めた当初の考え方は，文学

研究の影響を大きく受けるものであったため，「創

造的なテクスト（creative texts）」として文学や詩

の作品を読み，学習者にも創作的な文章を書かせた

り詩をつくらせたりするなど，成果に焦点が当たっ

ていた。一方，現在では言語を創造的に「用いる

（use）」ことのほうに，より重きが置かれている。つ

まり，問題を解決したり，関係性を維持したり新た

に構築したりしていくために，いかに創造的に言語

を用いて考え，感じ，アクションを起こせるか，に
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目が向けられるようになってきている。つまり，「創

造性」は，学習者が生み出した成果物 (product)のみ

にあるのではなく，教師と学習者のやりとりにより

生みだされていく過程（process），そして言語教育

に関与する教師や学習者だけでなく例えば保護者や

地域の人々など（people）の経験やお互いの関係性，

という3つの要因の連関性にある，という考え方で

ある。

3点目として，「創造性」とは，本来，社会的そし

て協働的である。チクセントミハイの社会文化的視

点が言語教育の研究者たちの間で共有されている。

また，創造性はすべて，過去に生み出されたものを

礎としている。つまり，創造的な言語使用と創造的

な言語教育は，今まで他の人々が用いてきたことば

や考え方に積み上げたり，異なる文脈に置き換えた

り，創り変えることであって，「オリジナリティ礼

賛」ではない。

4点目として，創造性は変容的（transformative）

である。創造性がもたらす最も重要な変容は，教師

と学習者のいずれにとっても自己効力感が増し，エ

ンパワーメントにつながることである。

2．創造性を阻むものはなにか

前述したチクセントミハイは，創造的な人生を送

るために必要な心的エネルギーを誰もが潜在的に有

していると考え，多くの人々がその力を発揮するの

を妨げる障壁となるものを4つ指摘している。1つ

は，要求されることが多すぎるため疲労困憊しそも

そもエネルギーを活性化できない。2つ目は，我々は

気が散りやすく，エネルギーを保守し，道筋をつけ

ていくことに苦労する。3つ目は，エネルギーの流

れをコントロールする鍛錬や自制心が足りない。4

つ目は，自らが有するエネルギーをどのように用い

たらよいかがつかめていない。

即興演劇の先駆者であるキース・ジョンストンの

インプロ教育も，誰もが創造性を有しているという

考えに立脚する。子どもの頃からもっているが大人

になるにつれて発揮できなくなる創造性を再び甦ら

せる手がかりとなるのが“spontaneity”（自発性，自

然発生性）である。「人は spontaneousな状態にな

ると，意識することなくアイディアが生まれてくる

し，それを躊躇することなく表現することができ

る」（高尾，2006）。ところが，人は成長し社会化する

過程でこの spontaneityを削がれてしまう。それは，

①評価への恐れ　②未来や変化への恐れ　③見られ

ることへの恐れに起因する。この恐れから自らを解

放し，spontaneityを蘇らせ創造性を取り戻すにはど

うしたらよいか。ジョンストン（Johnstone，1999）

は以下の6つの提案をしている。

最初の提案は (a) Be averageである（図2）。直訳

では「平均的であれ，並みであれ」となるが，「誰も

思いつかない新規の発想を打ち出そうと力を振り絞

るのではなく，力を抜こう」というジョンストンの

a) Be average（平均的であれ）⇒ふつうにやる、がんばらない

＊“We only try when we don’t trust the forces within us.” 
“Sometimes being average is the best possible strategy.” (p.65)

＊If ‘trying harder’ meant staying relaxed and happy while you spent more time
with a problem, then it could be recommended, but it usually involves 

treating the mind as if it were constipated and had to have ideas squeezed 
out of it.

＊Improvisers who are ‘determined to do their best’ scan the ‘future’ 
for ‘better’ ideas, and cease to pay any attention to each other.

図2．Be average. （下線は吉田による）：Johnstone, K. (1999). Impro for Storytellers (pp. 
65-66). Routledge.
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メッセージが汲み取れる表現である。課題と懸命に

向き合うとき，リラックスし幸せ感に包まれるので

あればよいが，人は往々にして力み過ぎアイディア

を絞り出そうとする苦しい状態に自らを追い込みが

ちであるとジョンストンは説明している。また，ベ

ストを尽くそうと奮闘するインプロヴァイザーは，

さらにいい閃きを求めることにのみ夢中になり，イ

ンプロを一緒にやっている相方と自分に目を向ける

ことを怠ってしまうとも語っている。

2番目の提案は (b) Being obviousである（図3）。

「明白であれ」が直訳だが，ジョンストンの文脈で

は「自分をさらけ出す」という意味合いになる。イ

ンプロヴァイザーは，自らをさらけ出すことでその

先の（即興の）展開が拓けていくのであり，「ボケ」

を演じたり，「利口」ぶったりすることは，そこで流

れを止めてしまうことになると警告している。ジョ

ンストンは問いかける。自らの独創性を出すことに

こだわり続けるとしたら，自分をさらけ出すことが

できるだろうか。“Being obvious”とは，自分自身で

あることを意味し，他者を演じることではない。

自分にとって当たり前のことをすると，結果

として誰のものとも違う独創的なものが生ま

れ出る。自分にとって当たり前のことをする

ということは，自分を，そして自分の宇宙を

観客の前で明らかにすることである。

と高尾（2006，p. 78）はジョンストンの考えを説明

している。

他の4つの提案は，(c) 賢くならない (d) 勝とうと

しない (e) 自分を責めない (f) 想像の責任をとらな

い　であるが，最後の (f)について少し説明を加えて

おきたい。想像の産物は想像力を働かせた個人とは

無関係であるというのがジョンストンの考え方であ

る。「〔想像〕は，それ自体で意思をもつ，とてつもな

く大きな生き物である。その〔想像〕の産物に，あ

なたが責任を負おうとしないこと。あなたはその飼

い主ではない。」「ひらめき，創造（creativity）は未知

の世界からもたらされた贈りものであるのに，“わ

たしが考えました”“わたしのアイディアです”など

となぜ所有権を主張する必要があるのか。」とも問

いかけている（Johnstone，1999，p. 73）。

以上，人が社会化する過程で植え付けられた恐れ

を克服する6つの方法を示しているジョンストンだ

が，インプロ教育で大切にしているのは，自身のこ

とよりもペアを組んだ相方と共にいて，相方を受け

容れる姿勢である。前述した「恐れ」3項目の2つ

目に②未来や変化への恐れというのがあるが，この

恐れへの対処法として，ジョンストンは「相方とそ

こに一緒にいる」（being there）という意識をもつこ

とを説く。そして，「相手の言動によって自分自身

が変わっていくこと（let your partner change you）」

が肝要であると述べている。今ここに相手と共にい

て，リラックスして，相手に対して開き，相手から

出されたアイディアを受け容れ，それによって自分

を変えていかれる。それこそが，相手から受け取っ

たものに対して，“spontaneous”に反応していくこ

となのだと説くジョンストンの教育観は，外国語を

学ぶ学習者および指導的立場にある教師にとっても

示唆に富むものであろう。

b) Being obvious （明白であれ）⇒自分らしくあれ

＊How can you release your obviousness if you insist on being “original”? 
Being “obvious” means being your own person, not somebody else’s, 
and it lets the spectators see you as brilliant and courageous...

図3．Being obvious. （下線は吉田による）：Johnstone, K. (1999). Impro for Storytellers 
(p. 71). Routledge.
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3． 創造性が育まれる言語教育をめざして

前述したジョンストンの「相手の言動によって

自分自身が変わっていく（let your partner change 

you）」という姿勢を，外国語教育の視点から考察す

る際，“Creativity and Language”（Jones，2016）が参

考となると思われるので少し見ていきたい。本論考

では言語が「創造性のよいツールとなる」根拠とし

て，言語の4つの特性（affordances）を挙げ，その特

性を有効に活用していかれるよう学習者が獲得すべ

き4つの力（effective abilities）を表1のような表に

している。

表1の4つ目に言語の「対話的 (dialogic)」特性が

示されているが，言語をとおしてわたしたちは会話

や活動，関係性，社会を協働的に創造していくこと

ができる。著者はこれを“creative reciprocity”（創造

的互恵，創造的相互作用）と呼んでいる。一方，言

語学的形態（linguistic forms）に焦点のあたる言語

教育において，たとえばファーストフードの店での

注文や道で方向を聞くなどの状況設定でパターンの

決まった，次のせりふが予測可能な台本に即して練

習が行われる。実は多くの学習者が「台本どおり」

に会話したがる傾向にあるが，その結果として，言

語を用いて言えることを限定してしまうだけでな

く，言語を用いてできることの可能性や構築できる

関係性，その人が表現できるアイデンティティの幅

もを狭めてしまう。そもそも予測不能であるから会

話を持つ意味があるのではないだろうかと著者は問

いかける。会話の予測不能性の真の価値は，会話が

面白くなるところにあるのではなく，そこに新たな

アイディアや創意工夫に富むアクションが生まれる

源泉があることであり，会話することは「一緒に考

えること（think together）」，「協働的に取り組むこ

と（do things together）」である。相手の発話が当方

にとって予測しないものであっても，むしろ予測で

きないものであるときこそ，その発話に応える力，

そしてその発話に積み重ね発展していかれる力を

“response-ability”と著者は称している。“response-

ability”は，「即断して瞬時に対応できる力」だけを

指しているのではない。会話や活動，社会的関係性

が「協働的に生み出されていく」そのプロセスに貢

献できる力を意味する。

学習者の“response-ability”を育むために，教師

は，学習者が真剣に反応するに値する問題や人々の

発言にできるだけ触れる機会を提供する工夫をする

ことが重要である。それによって，他者と真の対話

をもつという感覚を育て，外国語によるアイデン

ティティと声を育んでいかれるのである。さらに，

言語を習得するとはすなわち“response-ability”を

育てることであるという認識を生徒がもつことで，

参加者たちがお互いの話に耳を傾け，自らの発言に

責任をもつ「学びの場（learning spaces）」が生まれ

るとも著者は論じている。

前述したインプロ教育のジョンストンが説く，相

表1．Affordances of Language and Corresponding Effective Abilities*

Affordances Effective Abilities

Language is rule governed Thinking “inside the box”

Language is ambiguous “Reading between the lines”

Language is situated Adaptability

Language is dialogic Response-ability

*Jones, R. H. (2016). Creativity and language. In R. H. Jones & J. C. Richards 

(Eds.), Creativity in language teaching: Perspectives from research and practice 

(TABLE 2.1, p. 20). Routledge.
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手から出されたアイディアを受け容れ自分を変えて

いかれる力，相手から受け取ったものに spontane-

ousに反応していかれる力は，“response-ability”と

つながると考える。コミュニケーションを図る基礎

となる資質・能力の育成が期待される初等英語にお

いて，“response-ability”“spontaneity”を育む環境づ

くりは肝要であろう。そこで，以上の議論を踏まえ

て，（1）ワークショップ型の場づくり　（2）協働的な

遊びと学び　（3）即興性　の3つを軸に，対話を促す

授業の試みとして，以下のドラマ的要素を含むプロ

ジェクトを提案してみたい。

4． 実践例：小学校高学年（5年生）の英
語の授業例

小学校英語検定教科書 ONE WORLD Smiles, 5（松

本，2020）Lesson 9“This is my dream friend.”とい

うレッスンで，6回の授業回数を想定した「Dream 

Friends紹介スキット集」というプロジェクトに子

どもたちは取り組む。

このレッスンは，5年生の教科書の最終単元であ

り，レッスンのゴールは，自分が友達になってみた

い憧れの人やキャラクターについてワークシートに

英語で書き，それをクラスの前で発表するというも

のである。発表を聞くクラスメイトたちは，各自手

元にあるワークシートに，発表者の名前とその人の

憧れの人やキャラクターの名前を聞きとって書きこ

む。レッスンの途中では，ペアになってクイズを出

し合うというタスクも用意されているが，基本的に

ワークシートを介して情報を伝えあうタスク中心の

構成となっている。本プロジェクトでは，子どもた

ちが「一緒に考える（think together）」，「協働的に

取り組む（do things together）」（Jones，2016）場を

つくり，子どもたち同士の「対話」を促すことが主

なねらいである。この場合の「対話」に用いられる

言語は，日本語（L1）および英語（L2）を想定して

いる。

【Day 1】まず，教師は，このレッスンに出てくる

英語表現を，デジタル教材の映像や音声を提示して

紹介する。子どもたちは，英語表現の意味を理解

し，デジタル教材を繰り返し視聴し，その英語表現

を言えるように練習する。ちなみに，指導用デジタ

ル教科書には池江璃花子さんやくまモンなどが取り

上げられ，以下のような英語での紹介例が示されて

いる。

＊Hello. I’m Aya. Who is your dream friend?

 This is Ikee Rikako. She can swim very fast. 

She is good at the butterfly.

 She is cool. She is my favorite swimmer. 

Thank you.

＊Hello. I’m Miyu. Who is your dream friend?

 This is Kumamon. He is from Kumamoto. 

He is good at dancing. He is cute.

 He is my favorite character. Thank you.

cool，cute，smart，kind，strongなど，その人物

やキャラクターを形容する表現もいくつか教科書に

記載されているので，それも意味を知り，言えるよ

うになるよう繰り返し練習する。

その後で，「Dream Friends紹介スキット集」 プロ

ジェクトについて教師が説明する。

① 4人1組になってこのプロジェクトに取り組ん

でもらうことを教師が伝える。最後（5回目6回目）

の授業で，各グループ発表してもらうので，まず次

回までに，友だちになってみたい憧れの人あるいは

キャラクターを1人，各自考え選んでおく。時間が

あれば，学校の図書室などを活用して，その人物や

キャラクターについて少し調べておくとよい。

【Day 2】グループごとの活動が始まる。

4人（A，B，C，D）のなかで，誰がどのメンバー

の dream friend役となるかを決める。例えば，Aの

dream friend役をBが担当するとする。他の2人（C，

D）も，Aの dream friend紹介スキット（場面）に出
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演する。たとえば，くまモンが Aの dream friendだ

とする。Aはくまモン（B）を紹介する際，どのよう

な状況設定にしたいか。C，Dはどのような役割を担

うことでAの dream friend紹介場面を盛り立てられ

るか。たとえば，A，C，Dは友だちで熊本に観光で

訪れている。憧れのくまモンに出会い，喜び，挨拶

を交わして一緒に写真を撮る。くまモンから美味し

いお店やおすすめの場所を紹介してもらう。そして

スキットの最後を，Aさんの観客に向かって“This is 

Kumamon. He’s from Kumamoto. He’s good at danc-

ing. He’s kind and friendly. He’s my favorite character. 

Thank you.”で閉じる。これはひとつの例にすぎな

いが，状況設定や場面での英語での簡単なやりとり

など，4人でアイディアを出し合って創作していく。

発表の際は，A，B，C，D，4つのスキットを英語で

上演することになる。

【Day3】【Day4】は準備とリハーサル。その間，

【Day1】で学んだ単語や表現，既習の英語表現以外

にも英語で新たな表現を入れたい，英語でのやりと

りをしたいが英語の表現がわからない，発音を確認

したいなど，英語についてグループのメンバー同

士で解決できない課題は積極的に ALT（Assistant 

Language Teacher）に随時アドヴァイスを求めなが

ら準備を進めると，子どもたちの自主性と「英語で

言えた」という自信にもつながり，積極性が芽ばえ

“spontaneity”が高まることにもつながる。

【Day5】【Day6】での発表に際しては，各グループ

の発表の始めに，観客となる他のグループが”Who 

is your dream friend?”と聞いて拍手で Curtain Upと

すると，メリハリもつき，観客とのインタラクショ

ンが生まれる。また，「さて Aの dream friendはだ

れでしょう？」とスキットの最後に観客に問いかけ

るクイズ式の発表をするグループがあれば，子ども

たちは英語の発表を集中して見聞きするので，発表

側と観客側双方にとって，ゲーム感覚の「遊び」の

要素もある楽しい「学び」になるだろう。

5．実践例の分析：結びにかえて

この実践例は，「一方的な知識伝達のスタイルで

はなく，参加者が自ら参加・体験して共同で何かを

学びあったり創り出したりする学びと創造のスタイ

ル」（中野，2001）であり，グループとしてお互いの

相互作用や多様性の中で分かちあい刺激しあい学ん

でいく双方向性を有するホリスティックな学習と創

造の手法であるという意味においてワークショップ

型の授業である。

また，子どもたちは自分自身を紹介するのではな

くdream friendを紹介するという設定のため，「自己

選択的で，自主的」「実生活から精神的に少し距離を

おいた」遊びの特徴（Gray，2013）をすでにこのレッ

スンは内包している。そして，グループによる協働

的な「遊び」の要素が加わることで，役（ロール）

と個人の間にある「遊び」の幅，自由度が増し，憧

れの人物・キャラクターという役と創造的に関わる

ことができる。心理劇の創始者ジェイコブ・モレノ

（Jacob Moreno）が説く「役割創造（role creating）」

である（吉田，2011）。グループにより協働で英語の

スキットを考え表現し発表し，クラスメイトたちの

発表を観客として観る，そして英語を聞く，という

プロセスは，まさに「遊び」に彩られた英語の「学

び」である。

なお，ワークショップ型の授業の場合，教師は

ファシリテーターの役割を担うことが特徴的であ

る。カール・ロジャース（Rogers，1961）によれば，

ファシリテーターに求められる基本的な特質は以

下の三つに集約される：共感（empathy），受容（ac-

ceptance），調和（congruence）。教師と生徒の関係性

で言えば，教師が生徒ひとりひとりを人間として尊

重し共感的に理解し受け容れること，生徒の言動を

内面から理解していくことである。生徒の波長に合

わせることやグループの空気を察する力も時には求

められるであろう。最後の「調和」とは，教師の言
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動に矛盾がないこと，つまり教師が生徒の前で権力

を笠に着たり，教師に期待された役割を演じること

なく，真摯に生徒と向き合うことを指す。時には教

師自らが知らなかったり疑問を抱いていたりする場

合も一人の人間としてその真実の（authentic）感情

を率直に伝えることである。今回の実践例に照らす

と，教師は子どもたちが選ぶ人物・キャラクターを

尊重し共感的に受け容れ（empathy，acceptance），グ

ループがスキットをつくり発表するプロセスにおい

て，子どもたちに真摯に向き合う姿勢 (congruence)

が大切である。

さらに，ファシリテーターのとる態度として，

ジョン・ヘロン（Heron，1989）は，以下の三つの様

式（mode）を挙げている：権力的（hierarchical），協

働的（cooperative），自律的（autonomous）。最初の

「権力的（hierarchical）」様式では，ファシリテーター

が学習の方向付けをし，グループのためにすべて考

え行動する。ファシリテーターがすべての責任を負

い，すべての判断と決断を担う。2番目は，グルー

プとの協働的なファシリテーションである。ファシ

リテーターは自分の見解をグループに示すが，結果

は交渉によってもたらされ，ファシリテーターは，

グループが自己決定できるようになっていくよう

導く。3番目は，そのグループの自律性を全面的に

尊重する様式である。しかし，これはファシリテー

ターとしての責任を放棄するという意味ではなく，

グループが自己決定の力を働かせて学習できるよう

な条件や環境を創り出す繊細な技巧（subtle art）を

要することなのだと著者は言う。この三つの様式を

時と場合に応じて柔軟にバランスよく取り入れられ

ることが有能なファシリテーターの特質であると

も述べている。今回のプロジェクトをみてみると，

【Day 1】で，まず，教師が，教科書 Lesson 9に出て

くる単語や英語表現を，デジタル教材の映像や音声

を視聴させることで，子どもたちに意味を理解させ

繰り返し練習してインプットを行った後，「Dream 

Friends紹介スキット集」 プロジェクトについて説

明しており，このプロジェクトへの導入には「権力

的（hierarchical）」様式が用いられていることがわ

かる。また，グループがプロジェクトの準備をする

間に，各グループの活動の様子を教師は見回ること

になるが，必要に応じて【Day 1】で学習した英語の

表現をスキットに用いるよう指導をしたり，5年生

最後のレッスンなので，総括としてそれまで習った

既習の英語の表現をつかってみることや，ノンバー

バルな表現を用いるなどのアドヴァイスを適宜行う

際，時には「権力的（hierarchical）」，時には「協働的

（cooperative）」な態度をとることになるだろう。さ

らに，スキットづくりに教師としての見解は示して

も，結果としてグループが「自律的（autonomous）」

姿勢を育み自己決定できるように導く態度もファシ

リテーターとして重要である。最後に，このプロ

ジェクトの主なねらいは，子どもたち一人ひとりが

グループの仲間から出されたアイディアを受け容

れ，相手から受け取ったものに spontaneousに反応

し“response-ability”を育んでいかれることにある。

そこで，メンバー間の信頼関係，親睦関係を築き，

グループとしての自律性を発揮して協働的で創造的

な表現を生みだしていく動機づけとなるような，前

向きな激励のことばをかける工夫も，ファシリテー

ターとしての大切な役割となろう。
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