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特集：言語文化教育とクリエイティビティ（Creativity）

シンポジウム

質疑応答
シンポジスト

 佐々木　雅幸 佐藤　博志 吉田　真理子
 （金沢星稜大学） （筑波大学） （津田塾大学）

司会

飛田　勘文
（早稲田大学）

飛田：それでは，後半の質疑応答に入らせていただ

きます。最初に，各先生に他の先生のご発表に

関するコメントを頂戴したいと思います。ま

ず，佐々木先生からお願いしてもよろしいで

しょうか。

佐々木：お二人の先生，大変興味深いお話をありが

とうございました。まず，佐藤先生と私の考え

てることがオーバーラップしていることが分か

り，たいへん気持ちがいいです。結局，科学技術

基本会議から出てくる Society 5.0は，人間の能

力についてあまり関心がないんですよね。AI，

ビッグデータを使いながら人間の創造性がどの

ように上がっていくかっていうところをしっか

り考えなくちゃいけない。そのためには，生活

のゆとりであるだとか，吉田先生が上手にお話

になったように，競争社会で頑張り過ぎちゃ創

造性は湧いてこないわけだし，今の大学が置か

れているように評価し過ぎると創造性が無くな

るんですよね。そのあたりの関係性がとても大

事になってきてて，だから言葉の矛盾があるん

だけど，「創造性をマネージメントできるかど
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うか」っていうことですね。このあたりが佐藤

先生と共通する課題になるだろうと思います。

  実は経営学の野中郁次郎先生が「ナレッジマ

ネジメント」という言葉を使いまして，企業経

営の中に創造の場をどうつくるかって話をする

んですけども，私は企業の中だけじゃないだろ

うと。つまり，社会の中に，都市や農村にも創

造の場がなくちゃいけなくて，その創造の場を

どういうふうに育てながら，そこで関係性がど

ういうふうに変わるか。吉田先生が言われたよ

うに，最初から決まった答えってないわけで，

関係性の中でインプロビゼーションがあり，し

かもそれは言語というフレームの中でのやりと

りの中で創造性が生まれてくるわけですね。そ

の創造の場というものをどうつくるかというこ

とがとても大事になるなっていうことをあらた

めて思いました。イギリスのチャールズ・ラ

ンドリー（Charles Landry）は，「創造の場」を

意味する「クリエイティブ ・ミリュウ（creative 

milieu）」という言葉を使うんですが，セレン

ディピティ（偶然の発見，思わぬものを偶然に発
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見する能力）が生まれるだとか，あるいはイン

プロビゼーションがあるだとか，そういうこと

ですね。これがやはりとても大事な概念になっ

てくるだろうと思いました。

  それから，吉田先生のhierarchyとcooperative

の関係ですけど，いわゆる共同組合運動ってい

うのは，ロバート・オーウェン（Robert Owen）

とイギリスから出てきます。ラボール（労働）を

一緒にやるのは「collaboration」なんですけど，

共同組合には，もともと「オペラ（創造的活動）

を一緒にやる」っていう概念があるんですね。

これが「コオペラ（co-opera）」なんです。「コオ

ペラティーバ」っていうんですけど。そういう

こともあらためて吉田先生のところから感じま

した。

  それから，演劇を通じたいわゆる役割の転換

ですよね。私はボローニャに1年住んでて，それ

でいろんな演劇の連中との付き合いがあって，

特にコメディア・デラルテですね。仮面劇。仮

面の役割は決まっていて，その仮面をかぶると，

普段元気のない人も急に元気が出るとか，ホー

ムレスが警察のような権威的な仮面をかぶると

警察官の気持ちが分かるとか，そういうことが

あるんで，そういう即興性とか演劇が持ってる

力ですか。これはとても大事だなとあらためて

感想を持ちました。

飛田：ありがとうございました。佐藤先生，お願い

いたします。

佐藤：私もイタリアは2年前に初めて行きました。

トレントというところに滞在して，とても美し

い街で，すごい感銘を受けて帰ってきたところ

です。

  佐々木先生がご発表の中で言われてました

「芸術で集中力が付いて学力が伸びる」っていう

のは私も賛成で，20年前からイギリスとオース

トラリアで，たぶん他の国でもあると思います

けど，そういう研究がされてて，本も出てるん

ですね。佐々木先生が言われた高松市の事例な

どではもちろん影響があるんですけども，日本

では全国的にはあんまり広がってないっていう

ところが，国の教育政策なり，あるいは自治体

のトップなりで進めてもいいのかなっていうよ

うな感想を持ちました。

  それから吉田先生のご発表のほうでは，「Be 

average」っていうのが印象的で，私も好きな

言葉になって，先生のご発表を聞けてよかった

なって思ってます。子どもの勉強もそうです

し，学者の研究もそうだと思うんですよね。恐

れが大きくなってしまうと，我々あんまりいろ

んなことができなくなって，気持ちが後ろ向き

になると筆も進まないし，それは子どもが勉強

してるときに机に向かえないっていうのと一緒

だと思うので。吉田先生も子どものオートノ

ミー（autonomy）っていうふうに言われてまし

たけども，そうした視点はすごく大事で，自分

自身の生活の中にも時々思い出しながら取り入

れていきたいなと思いました。

飛田：ありがとうございました。吉田先生，お願い

いたします。

吉田：佐々木先生，佐藤先生のお話を伺って，異な

る視点からのクリエイティビティへのアプロー

チで，とても刺激的でした。そして，こちらの

アプローチとつながるところもあることに気づ

き，なるほどと思いました。佐々木先生の最

初の「クリアテ」っていうところで，創造の主

体は人間ではなくて，神が人間を創るっていう

お話ありましたよね。そうかと合点がいったの

は，キース・ジョンストンのことばです。「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，“私が考えました”“私のア
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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？」と彼は問いかけていて，面白

い考えだなって思っていたんですが，佐々木先

生のまさに「クリアテ」の語源をたどっていく

と，人間が主体じゃないっていうところは，ジョ

ンストンのこのことばにつながるんだと，はっ

とさせられました。

 　あと，金沢美術工芸大のグループの話とか，農

村での廃材を活用した商品づくりの，ネオクラ

フティズムの話とか，非常に興味深く，このコ

ロナの状況が少し落ち着いたら，そういうとこ

ろをぜひ自分の足で巡ってみたい，訪れてみた

いと。自分のクリエイティビティを刺激される

体験になるような気がします。佐藤先生がおっ

しゃっていた「排他的競争」も印象にのこって

います。

佐藤：それは人を蹴落とすための競争ですよね。な

んのために勉強するかっていうので，例えば高

校入試の内申点の競争とか，自分よりできる子

が欠席すればとか，試験失敗すればとか。そこ

までいってしまうと，それは排他的競争で，日

本の受験システムの中ではそういう局面が出て

くるのは致し方ない面もあるのかもしれないで

すが，それを教師が肯定してしまったらいけな

いと思っていて。そこで教師が本当は違うん

だっていう語りをできるか。歴史的に日本の教

師はそういうことをしてきたと思うので，それ

はやっぱりぜひ続けていただきたいなっていう

のが，僕の希望です。

吉田：ご説明をありがとうございます。芸術の力，日

本の公立小学校に正式に導入された外国語（英

語）教育，そして今日のテーマであるクリエイ

ティビティ，が繋がり合って，もう少し教育の

あり方が変わっていくといいなっていうふうに

思いながら先生方のお話をお聞きし，すごく勉

強になりました。

飛田：吉田先生，ありがとうございました。評価の

問題については，イギリスの教師も，演劇活動

を通してどれだけ言語能力が身に付いたかなど

をとても気にしています。したがって，学生の

言語能力の向上をしっかりと評価していくので

すが，評価に関する議論の最後には「評価した

いくないよね」というコメントが多いです。

吉田：私もそう思うんですね。やっぱり教育って近

視眼的に語れないと思うんですね。それこそ学

習指導要領の中に，「生涯学び続ける姿勢を育

てる」という目標が掲げられています。長い目

で見た教育ということを考えていくことは，実

は私はすごく大切なんじゃないかなって思うん

です。

飛田：吉田先生，ありがとうございました。それで

は，参加者からの質問のほうに移ります。まず，

佐々木先生へのコメントと質問になります。

参加者1：私の主人が今イギリスで活動している日

本人芸術家です。イギリスの湖水地方を拠点と

しており，昨年 John Ruskinの誕生200年を記念

するために，ラスキンの肖像画を描いて，ラス

キンの家Brantwoodで展示をしました。今日の

先生の話を，本当は主人に聞いてもらいたかっ

たと思います。非常に興味深く聞いていたと思

います。ありがとうございました。

佐々木：ラスキンの生誕200年ということで，私も

日本でぜひ記念シンポジウムやりたいと思って

いましたが，本場のイギリスのラスキン協会が

かなり高齢化しており，叶いませんでした。し

かしながら，ラスキンに関しては，東京にラス

キン研究会があるのと，関西にも研究会があっ

て，約1年間かけてラスキンを，いろんな現代

的意味を解き起こしました。また，水曜社とい

う出版社がラスキンの『芸術経済論』という本

を，訳文を新しくして出しましたので，ぜひ見
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ていただくといいなと思っております。

参加者2：幼児に芸術を触れさせることはとても良

い刺激になると思うのですが，他教科にも効果

があると言うのはどのくらい信ぴょう性がある

のか疑問に思いました。例えば，幼児期に身体

を使ったある種のアクティビティをすると算数

の成績が上がることが報告されていますが，芸

術の効果も縦断的に研究されているのでしょう

か。それともこれからの分野，ということで

しょうか。

佐々木：次の質問ですが，実はレッジョ・エミリアモ

デルは今，世界的に研究がかなり進んでいます。

アメリカのハーバード大学にプロジェクト・ゼ

ロがあってどんどん議論していますから，そち

らをご覧になるとよろしいかと思います。

  それから，学校教育については，先ほど佐藤

先生も紹介されましたけども，ちょうど21世紀

にさしかかるときに，イギリス政府でトニー・

ブレア首相が出てきますね。彼が「creative for 

the future」という政策体系を打ち出します。そ

の中に「Creative London」とか，「Creative City」

に関する内容も入ってるんですけども，その

Creative Londonの集大成がロンドン・オリン

ピックだったわけです。その一つに「Creative 

Partnerships」というプログラムがありまし

て，これは学校教育の現場に，教師とコミュニ

ティ・アーティストが一緒になってプログラム

をつくって，そして子どもたちに参加させると，

そういう参加型の授業をしたわけですね。これ

は非常に効果があって，トニー・ブレアがやっ

た政策の中で最も成功したのはそれじゃないか

といわれるぐらいのものがあります。それを佐

藤先生は恐らくその資料をご覧になったという

ことだと思います。

  日本で，Creative Partnershipsがもっと評価

されてもいい，されるべきだと思っていました

が，しかし，文科省の側でも創造性という言葉が

ちりばめられるというところまでは来てるわけ

ですね。学習指導要項かなんか。でも，問題は

日本の場合，その前段でかつてゆとり教育の失

敗というか，中途半端なことがありましたよね。

ゆとりの時間っていうのをつくったのはいいん

だけど，教師のほうに余裕がないから，教師が

自分で発想するっていうのができないわけです

よね。そうすると，そのときお手伝いするよう

な人たちがいないと，つまりアート・プロジェ

クト（参加者主体の芸術活動）を学校教育に持

ち込んでいくような体制がないとつぶれちゃう

わけですが，ゆとりの時間っていうのはそれで

失敗したと思うんですね。

  イギリスの場合はコミュニティ・アーティス

トのグループが，80年代，90年代次第に広がっ

ていって，例えば失業者が多いコミュニティ

行って一緒にアート活動をやるっていうよう

な，そういうアーティストが増えてきてた。そ

の人たちが学校現場に入っていった。ここの厚

みがあったんで成功したんじゃないかと思って

います。

参加者3：「テクノロジー」と「職人芸」と「創造性」

の関係についてお考えをお聞きしたいです。今

回のコロナでのオンライン対応でも課題になり

ましたが，与えられた環境に適応し，優れた教育

実践を創造できる先生がいる一方で，全員がそ

うとはいえず，中高などでは定型化されたオン

ライン教材などを配布してはどうかという議論

も目にしました。テクノロジーによって，優れ

た教育実践が定型化され，共有されていく（あ

るいはAIなどに代替されていく）ことは望まし

いと思える一方で，（特に言語教育においては，

ですが）教育内容の画一化が進み，個々の教師
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の創造性が問題にされない状況（講師は，コン

テンツを実施すればよいという役割に変わって

いく状況）になるような気もします。テクノロ

ジーと「職人技」と，個々の教師の「創造性」と

いう点について，それぞれの領域から考えられ

ることがあれば，お聞きできると嬉しいです。

佐々木：やはり AIっていうのはツールですから，最

終的にそれどう使いこなすかっていうことにな

るわけで，そのテクノロジーでできない先を人

間の創造的な営みで開いていく。だから，製造

の現場などでハイテクの高性能のマシーンがつ

くられますけども，この高性能で精密な機械で

あればあるほど，マザー・マシーンの精度に規

定されるんですよね。そのマザー・マシーンを

つくるのは，最終的には職人技なんですね。だ

から，恐らく AIと人間の創造性もそういうよう

な関係性があって，競争していくんだけれども，

最終的に人間の創造性のところが勝ってくる。

だから，教育の仕事っていうのはなくならない

んですね。そこがポイントで，将来49パーセン

トの仕事がなくなると言ったけど，なくなる側

に教育の仕事は入っていません。以上です。

飛田：ありがとうございました。私はイギリスで

演劇教育について学びましたが，コミュニ

ティー・アーティスト，あるいはティーチン

グ・アーティストについて2000年代によく議

論されていた内容の一つは，アーティストがき

ちんと指導方法に関する知識と技術を持ってい

るか，また，学校の先生がいま何を教えている

かをきちんと把握しているか，ということでし

た。つまり，アーティストが学校で学生に自分

が持っている知識や技術を披露したり，それを

使って子どもたちと活動をしたりするだけでは

不十分で，教師に任せるのではなく，アーティス

ト自身が，自分が持っている知識や技術を学校

のカリキュラムに結びつけていく必要がありま

す。劇場や音楽堂で言うなら「エデュケーショ

ン・オフィサー」でしょうか。日本の場合，ま

だそこには到達していません。

  次の質問，佐藤先生のほうに寄せられ質問に

ついてお答えをいただけたらと思います。

参加者4：「クリエイティブな教師」という点につい

て，クリエイティビテイは教師の個人の専門性

によるところが大きいと感じました。学校組織

における校長の役割だけでなく，教師の同僚性

や学校組織から生まれるクリエイティビテイに

ついてもう少し詳しくお聞きしたいです。

佐藤：質問ありがとうございました。教師の同僚性

や学校組織から生まれるクリエイティビティと

いう質問ですが，基本的に「授業研究」が「レッ

スン・スタディ（周りの同僚とともに指導法に

関して議論し研究していくこと）」っていうふう

に呼ばれていて，それが教師の同僚性や教師の

成長っていうのをつくっていくというふうに思

うんですね。ただ，中学，高校では教科で分か

れてるので，うまくいかないっていう声は聞き

ます。

  そこで一つ大事なのが，やっぱり校長先生な

りリーダー的な先生が，教科を越えたところで

授業のよしあしを判断できる技を身に着けてい

るかという点だと思います。校長先生に内容の

知識がなくても，生徒の反応っていうのは見て

分かるわけですね。単にアクティブな授業がい

いっていう話ではなくて，例えば詩の鑑賞の授

業でアクティブっていうのはおかしいし，みん

な集中して詩を読んでるっていうのはとても大

切な授業場面だと思うんですけど，そうした単

元に応じて子どもの反応がどうか。もうちょっ

とざっくばらんに言うと，子どもが退屈してた

り，先ほど吉田先生のお話の中に恐怖という話

もありましたけど，先生を怖がってたりしたら
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一番いけないし，そうした点を見ていくってい

う点では，レッスン・スタディ的なこと，授業

観察っていうのは，中学，高校でもあり得ると。

  あと，最近私がクリエイティブな教師ってい

うことで知ったのが，「教科ミーティング」で

す。教科のミーティングをとことんやっている

学校っていうのがあって，教科の中に踏み込ま

れると，先生方は困るんですよね。自分の持ち

分っていうか，授業のやり方を変えなきゃいけ

ない。変えるっていうのは，もしかしたら子ど

も観も変えないといけないかもしれない。そう

いうとこに追い込まれるっていうのは大変なん

だけども，そこで教師同士，同僚とディスカッ

ションするっていうような，私も教科ミーティ

ングに何回か実際に参加させてもらったんです

けども，この先生たちは本当にクリエイティブ

な教師だなっていうふうに思ってます。

参加者5：私事で申し訳ないのですが，私の弟（中

学校1年生，高校2年生）が「英語は結局暗記科

目。担当の先生はコミュニティ活動とかしよう

としてるけど，結局試験では問われないから意

味ない。」と話していました。それを聞いて，言

語教育にかかわろうとする者として，何とも言

えない気持ちになりました。

佐藤：それから，英語は暗記科目っていうふうにあ

るんだけども，学校間での違いっていうのが，も

しかしたら，僕が，あるいは皆さんが想像して

る以上に広がっている。それはポストコロナで

もっと広がるのかもしれなくて，例えば探究型

英語学習を設定してる学校では，英語は暗記科

目なんて先生方思ってないですよね。自分の学

校はこうで嫌だったっていうことだと思うんで

すけども，そこでどう働くかっていうのは心の

持ち方の問題で，ここは何か工夫があるのかな

と思ったんですよ。つまり，協働的な学習だと

生徒に駄目だと言われる。だけど，それは本当

にそうか。全員の子どもが本当にそう思ってた

のか。そういう違う教え方をする先生がいて，

声に出さなくても喜んでた子どもはいたかもし

れないし，それから，協働学習のやり方も，全

部の単元でやる場合と，ある程度学んでいって，

力が高まった時点であるポイントで出してく場

合とがある。そうすると，それは例えば AO入

試とか小論文で受ける子もいるわけだから，そ

れは受験にも役立つっていうような，その作戦

があったのかどうかっていうところですよね。

参加者6：長年，私学で教員をしていましたが，学校

は企業化していて，生徒・保護者はお客様，校長

は広告塔でした。お客様の希望に沿う教育をす

ること，成果を出すことが全てでした。現場で

は教師たちは「教師は人なり」と思って頑張っ

ていましたが，成果（生徒の成績を上げる）こと

ができない教師はクビになっていきました。昨

今の協働学習推進派の教師の授業では成績は上

がらないので，生徒は「あの先生はハズレだ」と

言って，塾や予備校に通っていました（ある進

学校の現実です）。

佐藤：教師のクリエイティブの問題で，ここの学校

は企業化してて嫌だった，だけど子どもの学力

が高い。そうすると，そこでの教えられるこ

とっていうのがあって，いい点もあるはずで，例

えば僕の場合，岡山大学から筑波大学に移った

の10年前なんですけど，最初，通用しなかった

んですよ。要するに岡山大学では教育実践的な

ことを理論化して教えると学生はよい反応をす

る。同じことを筑波大学に行って，10年前やっ

たらあまり反応がよくない。筑波大の学生は，

もっと研究的にやりたいんですよ。1年生，2年

生でも。研究的にやればやるほどついてくる。

だから，大学もそうだけど，学校によってそも
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そもの生徒が違うし，中高になると選んで入っ

てきてるので，そこのニーズとの関係っていう

のがあるのかなっていうふうに思いました。

  全体への ICTと教育の点［参加者3の質問］

は，僕自身，佐々木先生が言われたことに完全

に賛成で，例えば学校で，あるいは教師が子ど

もに教え込むというような発想でいったら，も

う定型化してきますよね。だけど，そうじゃな

くて個々の子どもでやっぱり違いがある。その

子の良さとか将来とか，どの進路に行くかって

いうのを考慮していくと，そういう定型化はし

なくて。やっぱり，道具として ICTなり AIが

搭載された英語の授業とか。

  僕自身が見学した授業なんかでも，生徒が一

生懸命ヘッドホン付けて何か聞いてるんですよ

ね。最初，僕が見たとき，何やってんのかなって

思って。YouTubeで英語の動画を何回も見て，

メモ取って，先生に聞いたら「すぐこの後試験

なんです」と。だから，前日も試験勉強したん

だろうけども，子どもたちは朝来て，最初10分

間集中して，ヘッドホン付けて YouTube見て，

その後その聞き取りと考察ができるかっていう

のをテストして，テストするときはルーブリッ

クがあるっていうようなことをやってて。

  そういうことを考えると，単純に定型化でき

なくて。演劇っていうことで飛田先生もご専門

なわけなんですけども，そういう脚本家的な，完

全に脚本家とイコールではないですけど，教師

が英語の先生，言語の先生であっても，脚本家

的なことをしていくっていうふうに考えると，

完全に定型化していっちゃったら，たぶんそれ

はあんまりぱっとしない授業で，むしろ AIに何

ができないかを考えるっていう攻めの姿勢って

いうか，攻めるっていうのは誰かと戦うんじゃ

なくて，いい時間といい学びを子どもたちとつ

くるために，自分は教師としてどういうふうに

AIを活用したり，紙ベースのを使ったりってい

うような前向きな発想でいろいろクリエイトし

てったほうが，ストレスもないし，みんな楽し

く，先ほどの吉田先生の Be averageではないで

すけども，それがみんなで分かり合うような。

  AIが Be averageって言わないのかな，なんて

いうふうに思って。Be averageっていってそっ

ぽ向かれるんじゃなくて，そうだって思えるよ

うなお話を入れながら，しかもそれが単なる雑

談じゃなくて，授業内容と重なりながらやって

くと，「先生の授業好きだな」って。例えば「あ

あいう先生になりたいな」とか，「習ってよかっ

たな」っていうふうになるのかなと思いました。

飛田：ありがとうございます。吉田先生に寄せられ

た質問についてお願いしたく存じます。

吉田：質問ありがとうございます。ちゃんと的確に

お答えができるかどうかがちょっと怪しいです

けれども，テクノロジーと職人技と，個々の教

師の創造性［参加者3の質問］についてというと

ころでは，私も佐々木先生，佐藤先生と同感で，

テクノロジーをツールとしてどう利用していく

のか，活用していくのかっていう視点を常に教

師が持ち続けるっていうところが，教師の創造

性かなというふうに思います。

  私は，大学の第2タームに「クリエイティブ・

ドラマ」という授業を担当しています。ドラマ

活動は3密あってこそ，と思うのに，オンライ

ン授業では身体性をもって集まれない。画面だ

けで，画面越しにドラマが成り立つのか？授業

が始まる前まで，疑問符がいっぱい頭に浮かん

でいました。しかも受講者数が例年の倍の50人

以上ということがわかり，不安と焦燥感で私自

身が押しつぶされそうでした。でも，ふたを開

けてみれば，学生のほうはオンラインというテ

クノロジーに慣れるのが早いし，自分たちが表

現したいことを，この限られた大きさの画面を
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とおしてどう画面の向こうの観客に効果的に見

せられるか，伝えられるか，いろいろグループ

のなかで試してみるんですね。最後の発表はど

のグループも見事で，「なるほど，そういう見

せ方があるのか，そういうオンラインの使い方

もあるのか」って，こちらのほうが発見の連続

で，新しい学びの方法のひとつとしてオンライ

ンがある，ということを学びました。個人の創

造的なエネルギーを解放し，創造的で豊かな人

生を送るコツは，「毎日，なにかに驚くよう心が

ける」「なにか面白そう！とひらめいたらその

ひらめきに従うこと」とチクセントミハイはア

ドヴァイスしていますが，オンラインに挑戦す

るという新たな試みは，学生にとっても教員に

とってもクリエイティビティを高めるきっかけ

になったのではないか，と思っているところで

す。

参加者7：ロールプレイと役割のお話，たいへん興味

深かったです。子供とロールの間に「遊び」（で

したでしょうか？）をつくるということについ

て，言語の習得と創造性の点から，もう少し説

明していただければと思います。

吉田：ジェイコブ・モレノが言ってる「役割理論」っ

ていうところをもうちょっと説明してみると，

「role taking」っていうのは「役割取得」，二つ目

が「role playing」＝「役割演技」，そして三つ目

が「role creating」＝「役割創造」である。この

三つの違いは，ロールと個人の間にある遊びの

幅，自由度であるというふうに言っています。

役割を完成され確立されたものとして，個人が

単に取得して，そこに個々人の個性や差異を挟

む余地も，役割との自由な遊びの幅もない関係

を role takingといい，演劇を例に取ってみると，

role living，つまり与えられた役に生き，演技者

自身の個性が役の中に埋没してしまう関係に見

られます。role creatingは，この上記三つの役

割との関わり方の中で最も自由度が高く，創造

性に富んだ状態をいうというふうに，単なる役

割取得から脱し，個性や差異が生かされる役割

演技，さらには新しい役割創造へと向かうには，

心的エネルギーを要します。それをモレノは自

発性，さきほど説明した spontaneityと考えて

いました。このモレノの考え方に出会ったとき

に，role creatingという，ロールとの距離，遊

びの幅，自由度というのがすごく面白いなって

いうふうに思いました。

  私事で恐縮ですが，実は私はある時期，プロ

の舞台役者になることを目指して俳優養成所に

通っていました。そのときにロシアの俳優・演

出家のコンスタンチン・スタニスラフスキーの

「システム」に基づいた演技トレーニングを2年

ぐらい受けていました。「魔法の If（もしも）」

という，たとえば「もしも，自分がその人物と

同じ状況におかれていたら？」といった「もし

も？」の問いかけをすることで，演じ手の内面

に注意力や想像力，虚構の出来事を現実的に起

こりうると信じるきもちを喚起し，それにとも

なって感情をも呼び覚ます，というスタニスラ

フスキーが考案した演技の方法論も体験しまし

た。「役を生きる」という，ロールと自分との距

離というのを，当時も考えていたと思います。

今でもやっぱりロールっていうものとそれを演

じるその人自身との距離感，役との自由度って

いうのは，ずっと私のテーマのひとつとなって

いると思います。

  小学生に，「このロール（役）になってみま

しょう」って言うと，割と自由にやるんですよ

ね。ただ，はじけ過ぎちゃって，「それじゃ文

脈から脱線していくから」みたいな感じで飛ん

でっちゃう場合があるので，そこら辺はコント

ロールしていく，というか，ある程度方向を示
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して導いていくことも必要です。子どもの場

合，ロールと遊ぶのがうまいですね。その役と

して一生懸命せりふを覚えるというよりも，か

らだを動かしながらやっているうちこころも動

き，そのうち自然とことばが入ってくる。そう

いうことばの習得の仕方というか体得していく

プロセスを幾度も目の当りにしています。ただ

し，ここで重要なことは，教師から一方的に「こ

のロールをやりなさい」と言ってはだめで，ど

ういうロールをやりたいかというところで，本

人の autonomyを大切に，自主的に役を選ぶ余

地を残す。何がやりたいかというところの自由

度を与えてあげることがことばの学習の動機づ

けとして大切であると思っています。

参加者8：私は今大学生を（留学生も日本人も）教え

ていますが，なぜか特に日本人学生は大学に入

る時に，小学生としてきっと持っていたんだろ

うと思う creativityをどこかで失ってしまって

いるように感じます。その理由はなぜでしょう

か。そして，教育の中で，それを取り戻す方法

はありますか？

吉田：わたしが担当するドラマの授業でも，授業が

始まって最初の頃―第1回目，第2回目の頃

ですけど，学生に質問するとき，こちらは純粋

に相手の考えを知りたいだけなのに，リスポン

スが返ってくるまでに長い間
ま

が空くことがある

んですね。学生のほうは，この教師はどういう

答えを期待してこの質問をしてるのかなって考

えているらしいんですよ。私のほうは，「いや

いや，何も期待してないから」って言わなきゃ

ならない。質問されると正解を探し求めること

が習慣化しているところがあるんですね。なの

で，ドラマの授業でも，他の授業でもそうなん

ですけれど，質問したら，「とにかく考え込ま

ないで」って何度か注意します。キース・ジョ

ンストンも，考え込んでは駄目なのだと Impro: 

Improvisation and the Theatreでも注意していま

す。面白い例が出ていて，ペアでインプロを

やっていて，相方に「きょうの夕食はなに？」っ

て聞かれて，下手なインプロヴァイザーという

のは，なにか独創性のあるリスポンスをひねり

だそうとする。だから反応するのに時間を取

り過ぎる。そしてようやくひねり出したのが，

「fried mermaid（揚げた人魚）」だったりするわ

けです。でもキース・ジョンストンは言います。

もし一番最初に思い浮かんだ「fish（魚）」とだ

け言ったら，そのほうがよっぽど観客は喜ぶだ

ろう。インプロヴァイザーが自分をさらけ出す

応えは，その人らしさが出るっていうふうに言

うんですね。なので，さきほどの授業の話にも

どると，大学生にはどんな答えでもその人らし

さが出るから，とにかく考え過ぎないこと。咄

嗟に反応し最初に思い浮かんだことを言ってみ

よう！とアドヴァイスしてあげるのがいいので

はないでしょうか。

  それからもう一点目は，グループで活動する

機会を授業でつくる。さきほど，小学校高学年

英語の授業の実践例で「Dream Friends紹介ス

キット集」というプロジェクトを紹介しました

けれども，グループでアイディアを出して，お

互いのアイディアを聞き合いながら，人のアイ

ディアを否定しないで，いろんなアイディアを

盛り込んで何かをグループとして協働でつくっ

てみようねって。相手を否定しない，受けとめ

るっていう訓練ができてくると，グループのな

かでフローが生まれ，一人ひとりのクリエイ

ティビティも，グループとしてのクリエイティ

ビティも高まる気がします。グループワークを

させてみる，協働でなにかを創りあげるという

体験は大切。そして，人が出した案，意見は受け

容れ活かしていく工夫をしようねっていうこと
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を教師が折に触れて伝えていくことは，一つの

方法かなっていうふうに思います。以上です。

飛田：ありがとうございました。続いて，本学会の

理事である牲川さんに，本学会の会員の多くが

専門にしている日本語教育の視点からご質問い

ただきます。

牲川 1：佐藤さんと吉田さんにコメントなんですが，

学校教育と日本語教育の現場でかなり違うの

は，日本語教育には学習指導要領とかないわけ

ですよね。教育委員会とか，そういう縛りがな

い状態です。その状態ですので，いろいろな政

策的な事情に非常に動かされやすくて，教師自

身が不安とか恐怖に日々対応しているっていう

ところが非常に強いですね。創造性を発揮する

というのも，教師の日々の糧ですよ，食べてい

けるかっていうところが非常に問題になってい

る業界なので，創造性を発揮しにくい部分があ

ります。

  今回コロナで学校教育でも緊急事態宣言が出

て，新学期が始まって1週間もたたない間に休

校を迫られるということが学校教育の先生方に

あったんですけれども，その先生方にとっては，

とてもやる気をなくしたんじゃないかなと思い

ます。長期的に授業の計画を練っていたにもか

かわらず，ラストミニッツに明日からプリント

でやれとかいうふうに言われるということは，

それまで計画していたことっていうのが，全て

勘案されずに，緊急事態だから従えってことな

んですけれども，もうちょっと余裕があって，

対応する時間があれば，創造は無理でも，何ら

かの自分なりの対応っていうのができたと思う

んですけど，とてもそれが混乱したと。

  ああいう状況が日本語教育では日々起こるよ

1　牲川波都季（関西学院大学総合政策学部）。

うな感じなので，政策として，教師個人がクリ

エイティビティを発揮する態勢というのが何と

かもうちょっと安定していたり，現場を踏まえ

て上意下達ではない形っていうのを模索してほ

しいと，今回強く思いました。佐藤さんに特に

なんですけれども，そういうシステム，教育政

策も含めて，クリエイティビティをより発揮で

きるようにするにはどうしたらいいかを，コロ

ナの経験も踏まえて教えていただけたらと思い

ます。

佐藤：難しい質問ですね。やっぱりオートノミーっ

ていうのは大事だと思うんですよね。自分で決

定できるっていうことが教師には必要だという

ことで。日本の教育行政制度っていうのはすご

く複雑になっていて，県教委があって，市教委が

あって，文科省があって，文科省，法令とか省

令改正しないと。例えば ICTの整備とかがそう

だったんですけれども，各教育委員会任せにな

る。各教育委員会任せなのは，学校教育法第5条

で，学校の設置者管理主義っていうのがあって，

それは文科省の役人もすごくよく分かっている

ので，教育委員会のオートノミーっていうのを

大事にするんですよね。そこで，教育長がリー

ダーシップを発揮すればいいんだけども，全て

の教育長が優れているかどうかっていうのは分

からないし，小規模教育委員会の場合，例えば

村とか町とかの場合，すごい小規模過ぎて，そ

もそもスタッフがいない，指導主事がいないと

かっていうような，すごく難しい問題があるっ

ていうふうに思っています。

  ただ，一方で僕が思ったのは，余裕がないか

らできない，あるいは難しいっていう言い方を

されて。分かるんだけれども，最近，僕がお話

しした教育委員会の人とか校長先生とかの話を

聞くと，最初は余裕がなくて，休校とか緊急事

態宣言で嫌だって思ったんだけど，こういう状
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況だからこそ何とかするって，逆にやる気が出

たって，大変だけどって言う人もいるんですよ

ね。そういうふうに言うと，そんな強い人ばっ

かりではないとか，日本語教師の業界はそもそ

も不安定な面があるとかっていうふうに言われ

てしまうんだけれども，ただ，目の前に子ども

がいるっていうふうに考えたときに，退却する

だけでいいのかって。攻めろというわけではな

いんだけども，余裕がない中で，余裕がない中

だからこそ，子どもたちのためになんかできな

いかって思うようになったって。

  僕も実は同じ経験してるんですよね。3月は

何もしなかったですけど，やる気が出なくて。

やっぱりなんかやんなきゃって，4月になって

思ったんですよね。それは，僕自身が同僚とか

に恵まれてるのかもしれないですけども，それ

だけではないような気もしてて。ただ，そこは

クリエイティビティとの関係でもうちょっと詰

めてくことができそうで，そのためのヒントっ

ていうのは，きょう吉田先生や佐々木先生のご

発言のところにあったと思うんですよね。ご発

表の中に。そこからちょっと考えていきたいな

と僕自身も思ったところです。

飛田：ありがとうございました。佐々木先生，吉田

先生のほうはどうでしょうか。

吉田：今の点へのリスポンスと，さっきの子どもと

ロールのところについて一言追加しておきたい

と思っています。

  今の点について。私は行政的なところが分か

らないので無責任なことを申し上げることにな

るかもしれませんが，こういうときこそ即興性

が大事なのかなって思います。オンラインの状

況で日常も職場もいろいろなことが想定外で変

化していくので，それをいちいち真に受けてい

たらストレスにもなると思うんですね。そこを

やり過ごすには日常は即興の連続，というふう

にきもちを切り替えることがポジティブにクリ

エイティブに生きるコツかなと。

  もう一点の，子どもとロールと言語の習得に

ついて。中学年，高学年といろいろな学年の

子どもたちと英語劇やドラマ活動を20年近く

やってきて思うのが，子どもの中にはシャイな

子もいるじゃないですか，だけど，例えば（不

思議の国の）アリスっていうロールを与えられ

て，「もし」自分がアリスのような状況に置か

れていたら，どんなきもちだろう。この台詞っ

てどんなふうに言うだろうって，そのロールと

遊べる。例えば whatっていう単語を口に出し

て言うのに，シャイな子だと恥ずかしさも手つ

だって，淡々とした口調でしか言えないかもし

れない。だけど，ロール上だったら（そのアリ

スの感情にのせて）「what!」って言うことがで

きるかもしれない。素の自分だったらそんな大

袈裟に表現できないって思っちゃってからだも

こころも閉ざしてしまい，英語でなかなか言え

ないかもしれない。けれども，自分じゃなくて，

このアリスっていう役としてやるんだよねって

思うと，自分と役の間に距離がある気楽さでい

ろいろな言い方に挑戦できるし，ノンバーバル

な身振り手振り，顔の表情など試せる。それが

いつの間にか自然と言語習得につながっていく

んじゃないかな，というふうに思います。

飛田：吉田先生，どうもありがとうございました。

他に何かありますでしょうか。

佐々木：今の即興性という話，とても僕は大事だ

と思っていて，経済学にインプロビゼーショ

ンって言葉を導入したジェイン・ジェイコブ

ズ（Jane Jacobs）って女性がいるんですけども，

フィールドを歩いてる方なんですね。理論と

フィールドの関係で，僕はやっぱり学生たちを

絶えずフィールドに連れ出していくっていうこ

とが，新しい経済学をつくることになると思っ
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てるんですね。『創造する都市を探る』って本

を赤坂憲雄さんと一緒にまとめたんですけど，

ウィズコロナでもどうやってフィールドでやる

かってことを考えたいと思っています。

飛田：ありがとうございました。それでは，時間と

なりましたので，これで本オンライン集会は，

終了となります。あらためて，佐々木先生，佐

藤先生，吉田先生にお礼を申し上げます。あり

がとうございました。


