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フォーラム

「体験の言語化」の「ふり返り」を社会に拓き重ねる
往復書簡と実践の跡づけによる長期重層的協働省察記述の試み

 佐野 香織 * 兵藤 智佳 小泉 香織
 （長崎国際大学） （早稲田大学） （早稲田大学高等学院）

概要

私たちは，言語文化教育研究学会第5回年次大会のフォーラムにおいて，早稲田大学平

山郁夫記念ボランティアセンターが提唱する「体験の言語化」実践の問い直しを行っ

た。本稿は，このフォーラム開催後，フォーラム発表者である私たちがどのように「体

験の言語化」を考え，その後の実践の展開をしていったのか，電子メールを用いた往復

書簡のやりとりにおけるあらたな「問い直し」と，このやりとり後，約2年間のそれぞ

れの跡づけを記述するものである。私たち教員の「個人」の学びを社会に拓く試みとし

て，（1）メールのやりとり（往復書簡），（2）このメールのやりとりを基にした，フォー

ラム発表後の「体験の言語化」にかかわるそれぞれの展開についての記述，の2つの方

法で重層的に省察を行った。
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1．本稿の背景と目的

私たちは，2019年3月に行われた，言語文化教育

研究学会第5回年次大会のフォーラムにおいて，「体

験の言語化」（早稲田大学平山郁夫記念ボランティア

センター，2016）を，大学教員，高校教員である私

たち自身が「体験」し，「経験や体験を言語化する」

ことの意味について問い直しを行った（佐野ほか，

2019）。「体験の言語化」とは，学生ボランティア活

動支援実践の蓄積を基礎として生まれた教育手法で

ある。自分の言葉で語る実践を通じて体験の意味を
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見つけ，社会とのつながりを感じることで当事者に

変容していくことを目的としているものである。

本稿はこのフォーラム開催後，フォーラム発表者

である私たちがどのように「体験の言語化」を考え，

その後の実践の展開をしていったのか，電子メール

を用いた往復書簡のやりとりにおける「問い直し」

と，このやりとり後，約2年間のそれぞれの跡づけ

を記述するものである。「体験」とは，社会的なもの

であり，ことばを通じて個人が社会に拓いていくも

のである。だからこそ，教育や研究に携わる者たち

が，自らの「体験」を言語化することで自らを社会

に拓く実践を行い，その意味を考察することに意義

があると考える。
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本稿では，私たち教員の「個人」の学びを社会に

拓く試みとして，（1）メールのやりとり（往復書簡），

（2）このメールのやりとりを基に，それぞれが記述

するフォーラム発表後の「体験の言語化」にかかわ

る展開についての記述，の2つの方法で重層的に省

察を行う。私たちは，コロナ渦による社会状況，授

業形態の変化等から，教員も学生も根底から揺さぶ

られる体験をしてきた。これらについて，執筆者そ

れぞれが「過去」「今」「今後」を考えながら記述す

る。そして，個人の学びを社会に拓いていくことに

つなげることをめざしたい。

2．早稲田大学平山郁夫記念ボランティ
アセンター（以下，WAVOC）の「体
験の言語化」

1．で述べたように，「体験の言語化」はWAVOC

による学生ボランティア活動支援実践の蓄積を基礎

として生まれた教育手法である。その背景には学生

たちが社会で起きている事柄を自分の問題として捉

えられないという「当事者意識の欠如」があった。

そこで手法の開発や科目としての体系化にあたって

は以下の3つを教育の目標としている。

（1） 体験を「自分の言葉」で語る力：体験には必ず

「意味」がある。自分の体験をふりかえること

を通じて気持ちを表現し，自分自身のその体

験の意味を見出し，整理する力を育成する。

（2） 体験から社会の課題を発見する力：体験は，

社会の中で起きている出来事であり，個人の

みならず社会的な要因と関連性を持つ。その

関連性への気づきを促すことで「社会への問

題意識」を持つ力を育成する。

（3） 体験を学びの意欲へつなげる力：自分の体験

から現実社会のあり方を知る喜びと可能性を

感じさせる。それによって「教えられる」ので

はなく主体的にさらに学びたいという意識を

育成する。

「体験の言語化」では自分の言葉で語る実践を通

じて体験の意味を見つけ社会とのつながりを感じる

ことで当事者に変容するのが目的である。まず，具

体的手順について説明する。まず，学生たちが過去

のある時点のある場面を切り取りそのときの自分の

内面を見つめる。そして怒りや悲しみ等気もちに言

葉を与え「相手はどういう気もちだったのか」を想

像する。体験を通じた他者との出会いから自分が自

明視していた前提を意識化し認識の枠組みや規範を

問う作業である。その実践によって「だから自分は

こう感じたんだ」という意味が立ち上がる。その際

に実践者は学生に問いかけともに想像することに

よって自分に問うという作業を支えていくことにな

る。内省と自問を繰り返すことで学生たちは「私は

この社会を構成する一員としてこの人のこの問題に

かかわっている」という実感を得ていく。それは体

験を語ることによって文化や政治歴史等の文脈から

自分自身を社会の中に位置づけて直していく実践で

ある。

2．1．「体験の言語化」と実践者の心構え

こうした実践のためには教育実践者が専門知を

「教える」という意識ではなく学生による学びを支

えるという以下のような姿勢が重要となる。

実践する側の姿勢

（1） 「言葉を与える」のではなく，学生が自分で言

葉をつむぐプロセスを支援する体験の中で感

じた自分の中では言葉になっていないものを

言葉にする作業が言語化である。そのプロセ

スにおいては，学生自身が「どういう言葉や

表現がいいのか」を試行錯誤し，内省する時
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間が必要となる。そこでは，教える側が言葉

を与えるのではなく，多様な問いかけを通じ

て学生の言葉を引き出しながら，自分自身で

言葉を見つけるのを待つという支援の姿勢が

重要となる。

（2） 「教える」のではなく，学生の気づきと表現を

尊重する自分の体験を通じて社会のあり方を

知る試みには正しい答えがない。そこでは教

える側が「正解を教える」のではなく，学生自

身が自分と社会のつながりに「気づくこと」

が重要である。そのためには，学生の表現を

尊重しながら，それに対して問いかけ続けた

り，異なる視点を提供するなど，気づきを促

す姿勢が求められる。

正解のない「体験の言語化」においては教育実践

する側もまた自分の変容に対して開かれている必要

がある。他者に対峙するという意味では学生に対す

る実践によって自らが内面化している価値観や規範

意識が揺すぶられる機会ともなりえるからである。

具体的には，学生が「自分が心にひっかかりを感

じた体験」，「モヤモヤとした場面」という条件で自

分の体験を持ち寄り，その体験を自分の言葉にして

いくために「問い」を重ねていく。以下が支援する

側が相手の言葉を引き出すための方法である。

相手の話の聞き方

(1)  相手には共感的な態度で聞く1

(2)  聞く側も相手に対する想像力を使いながら質

問する

(3) その場面が映像として想像でき，共有できる

1　本稿では，体験について他者に語る実践を協働で行
う場合は「聴く」という漢字を用いているが，ここでは
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（2016）
による方法を引用しているため，「聞く」という漢字を用
いている。

ような情報を聞き出す

(4)  表現された言葉を受けて，そのときの本人の

気ちを思い出させる質問を繰り返す

(5)  その場面での自分の気もちは多層的で揺れ動

くことを前提に，それらを引き出す質問する

(6)  聞き手は相手の話を否定したり，価値判断や

道徳的な判断をしない。

(7） 相手の気もちを確認しながら質問を重ねる

(8) 「何がわからないのか」を一緒に考える姿勢

を持つ。

 →待っても言葉がない場合は，聞き手が言葉

を提案してみる

気もちが言語化されたのちには，その気もちの背

後にある「社会の課題」を見つけるために「あなた

は，どうしてそういう気もちになったのか」という

問いを投げかける。自分が内面化している社会規範

や価値観，信念などに言葉を与え，それらに影響を

与えている社会的な力を想像する。

3．フォーラムでの実践概要

3．1．フォーラム発表までの経緯

言語文化教育研究学会第5回年次大会のフォーラ

ムで発表したのは，兵藤，小泉，佐野の3名である

（表1）。私たちはそれぞれ，大学学部生の学びと社

会をつなぐボランティア教育，英語教育，日本語教

育を実践のフィールドとして持つ。まず，この3名

が「体験の言語化」を中心にフォーラムに応募し，

ワークショップを行うに至るまでの経緯を述べる。

3．2．フォーラム発表者3名と「体験の言語化」との

かかわり

兵藤は，2014年から所属先であるWAVOCにおい
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て，学部生を対象とした「体験の言語化」の開発と授

業実践に取り組んでいる。佐野は，2017年，当時の

佐野の所属先で行われたFD（Fuculty Development）

で「体験の言語化」の話を聞いた。日本語教育の分

脈，自分の授業実践に重なる部分もあり，兵藤の授

業見学をさせてもらうようになった。小泉は，所属

先の高校がスーパーグローバルハイスクール校に指

定されたことからWAVOCと連携する可能性を探る

中で，「体験の言語化」を知った。その後，兵藤が

高校で「体験の言語化」の理論と指導方法を学ぶに

至った。

3．3．フォーラム発表の経緯

フォーラム発表への応募は，兵藤と「体験の言語

化」と教育実践についてやりとりを行う中で，佐野

が提案したものである。そのきっかけは，「体験の言

語化」の教育実践をする教員自身が，自らの「体験

の言語化」を行うことを通して，体験を言語化する

意味を考える機会がないのではないか，という疑問

からであった。「ふりかえり」，「省察」，「内省」を学

びのプロセスに位置づけて行う教育実践は分野に関

わらず見られる。目的はさまざまであるが，その多

くは，「ふりかえりシート」や「内省コメント」の

記述，「リフレクション」実践などの「経験や体験の

言語化」をすることによる学びを期待したものが多

い。しかし，この実践を行っている実践者自身は，

自分の経験の「言語化」を経験する機会はあまり多

くない。フォーラム発表は，こうした佐野自身の疑

問から始まったものである。

高等学校において「体験の言語化」の教育実践を

していた小泉も，兵藤とのやりとりを通して同様の

考えを持っていた。このような経緯から，兵藤，小

泉，佐野の3名で，自らの体験を自分のことばにし

ていくワークショップをフォーラムで行うことを企

画することになった。

文化，言語，宗教等が異なる人々が共に社会に暮

らし生きていく時代はすでにやってきているが，そ

の土壌は堅固なものであるとは言い難い。省察にお

ける言語化の重要性が指摘されているのは，一人で

はなく協働で，人と人，自分と社会との関係やつな

がりを見つめ直し，必要であれば社会に関わり，変

え，つくっていく姿勢を生み出す可能性を見出して

いるためである。このことは，今後，それぞれの教育

実践から市民性教育に具体的な方法論を提示する契

機にもつながる。フォーラムにおいて私たちは，自

分たち自身の体験を「ことばにする」ことで感じる

ことを捉え，その意味について参加者と共に再考し

ていく試みをめざした。フォーラム当日は，参加者

全員で自らの体験を，自分のことばにしていくワー

クショップを行った。

3．4．フォーラム当日の流れ

フォーラムでは，2．の「体験の言語化」について

の説明およびフォーラム趣旨説明後，小泉の「体験

の言語化」をビデオ化したものを全員で視聴，その

上で「体験の言語化」をフォーラム参加者と「体験」

をした。具体的には，兵藤，佐野がファシリテーター

となり，「体験の言語化」授業において実際に行う

表1．フォーラム *発表者

兵藤 大学ボランティアセンターにおいて「体験
の言語化」クラスの開発と実践，およびコー
ディネーターをしていた。

小泉 高校生対象に「体験の言語化」を一度実施
し，それ以降，中学・高校の授業において
「体験の言語化」の実践を試みていた。

佐野 フォーラム発表当時，兵藤と同じ大学の日本
語教育研究センターにおいて，日本語科目担
当，コース開発，コーディネーターをしてい
た。

*言語文化教育研究学会第5回年次大会『私たちは自分
の経験を言語化して何を学ぶのか―「体験の言語化」
の体験から問い直す』（2019年3月9日：早稲田大学）.
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ワーク，「自分の心にひっかかった場面を思い出し，

その時の「自分の気もち」や「気もちの多層性に気

づくこと」（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ

ンター，2018）を行った。

フォーラムでは，学会員の構成上，教育に携わる

参加者が多いということを考慮して，「みなさんが

これまで出会ってきた「先生」とのやりとりで心に

ひっかかっている一場面を選んでください」という

テーマを提示した。時間的な限界があるなかで，体

験の選択について条件を狭めるほうが具体的な体験

を思い出しやすいと判断した。そして，「体験の言語

化」の方法論として，相手の話を聴く方法を説明の

上，ペアになってお互いにこのテーマでの体験を話

す・聴くワークを行った。

その後は，参加者の中から1名が代表として参加

者全体に対して，自らの体験を語り，そのときの気

もちを参加者と共有した。そして，参加者全員でそ

の背後にある社会の課題を分析する実践を行った。

4．本稿での試みの方法

本稿では，（1）メールのやりとり（往復書簡），（2）

このメールのやりとりを基に，それぞれが記述する

フォーラム発表後の「体験の言語化」，の2つの方法

で重層的に協働省察を記述していく。

記述の方法について，やまだ，南（2001）は，「ど

のように書くかということは，単なる技術ではな

く，それ自体が人間観や対象への迫り方や方法の革

新的実践だからです」（やまだ，南，2001，p. 200）と

述べている。本稿で，（1）の往復書簡で示し，書簡

体でフォーラム発表者のやりとりを記述する方法を

選んだ理由は，フォーラムを主催した私たちそれぞ

れの「個」の実践のオリジナリティやちがいを認め

ながら共有し，そして協働でこれらを社会に拓くこ

とを試みようとしているためである。

矢守（2009）は，「手紙」（書簡）の記述形式の社会

的なコミュニケーションにおける位置づけの重要性

を問いている。それは，18世紀末から19世紀にかけ

てヨーロッパ「ネーション」（国家）が成立した時期

における小説の読み方が，「個」が個室で黙読で読む

という「個人化」行動による社会的空間を生み出し

たことと密接に関係するという。そして，このよう

な個が分断された社会的空間において，「個」をつな

げた記述形式は，客観的な第三者視点による記述形

式であると指摘している。これに対し，「手紙」の記

述形式は，複数の「個」が，それぞれの固有性や異な

りを認めながら，お互いの連結をめざしている「イ

ンターローカリティ」の視点を持つ記述形式である

としている。「インターローカリティ」とは，特定の

個のローカリティのみに依拠する研究の視点を，複

数の個のローカリティをつなぐことによって，ユニ

バーサリティとは異なる視点を持とうとする志向の

ことである。この方向性は，個々のそれぞれの実践

活動というローカリティをつなぐことで，「個」の

ローカリティで終わってしまうことを防ぐこと，さ

らに，超越的な客観的視点をもってユニバーサルな

視点を得ようとするのとも異なる方向性であるとい

える。

本稿では，この「インターローカリティ」の方向

性をめざし，フォーラム終了後のメールのやりとり

を示す。その上で，このメールのやりとりを基に，

それぞれが記述するフォーラム発表後の「体験の言

語化」を記述することで，重層的な協働省察をめざ

す。

5．往復書簡の試み

本章では，4．で述べたように，佐野が開始した，

佐野，兵藤，小泉の往復書簡を示す。往復書簡の期

間は，2019年3月の学会フォーラム終了後から4月

末までの間である。往復書簡は，Eメールを用いて

行った。以下に往復書簡としてメールのやりとりを
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示す。ただし，フォーラムの「体験の言語」に関係

しない，プライバシーにかかわる記述については，3

名で確認した上で削除している。

5．1．往復書簡

2019.3.11 佐野

週末の学会，どうもありがとうございました！。

無事終了しました。

フォーラムでは，動画やテクの問題から進行でご迷

惑をおかけして申し訳ありませんでした。

私の中では，今回のフォーラムでのことをどのよう

に次へつないでいったらいいのか，頭の中をグルグ

ル駆け巡ってます。

まずは，様々な立場の方がいらっしゃったところで，

実際に考えを共有し，やらせていただいたこと，で

したが，ここから相対化して構造化するところまで

京都2を含め

できたらなーと思っています。

昨日，フォーラムに参加してくださった方が直接コ

ンタクトしてくださったり，間接的にコメントして

くださったりしました。色々な観点があったので

また金曜日にまとめてお話させてください。

2019.3.11 兵藤

週末は，お疲れ様でした。

無事に終了，なによりです。

フォーラムもなんとか人が集まり，無事終了でよ

かったです。

私にとっては，「佐野先生の頭がグルグル駆け巡っ

2　フォーラム発表後の，京都開催予定での学会発表予
定について述べている。

ている」のが，もう成功だと思います（笑）。また，

参加した人が批判を含めて「コメントしたい」と感

じただけで，「一人ひとりに何かが起きた」という意

味で十分の成果があったかと。

しかし，せっかく京都もあるので，もう一歩，すす

めるのはとてもいいと思います。

2019.04.03 佐野

佐野です。昨日は優雅な場所で春の庭園を愛でなが

らのお茶会，大変たのしゅうございました。ありが

とうございました！

どんどん周りの入学式関係者にとっては優雅ではな

い内容に入っていたような気はしますが（笑）

昨日もお話しましたが，フォーラム企画から一連の

時間の中で，兵藤先生と佐野，佐野と小泉先生，小

泉先生と兵藤先生，だけではなく，3人だからこそ

生まれた立体感をどうやって表せばいいのか，，ずっ

と考えていました。

それで，考えたのが，

フォーラム企画段階→フォーラムのための話し合い

→フォーラム→フォーラム後のふりかえり→大学教

育研究フォーラム＠京都→京都後のふりかえり

この企画の協働省察の時間・空間・身体的に感じた

ことを実践者として立体的に描く試みとして，往復

書簡風やりとりはどうかなと思いました。

まずは，「この学会企画に「のろう」と思ったきっか

け」からスタートする，というのでどうでしょうか。

この企画の妄想は，そもそも佐野が兵藤先生の「体

験の言語化」を見学させていただいたことから始ま

りました。毎回の自分の内省，本や実践を通した省

察，ときどき授業後に兵藤先生とランチをしながら
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話したこと，これらが，「授業実践をする者の学び」

なのではないかとも思い，他の人ともできたらいい

のでは，，と思い始めたことがありました。

その後，今度は兵藤先生が佐野の授業を見に来てく

ださり，自分の実践をさらに言語化したり考えるこ

とになりました。この2つをあわせて，佐野から妄

想段階のフォーラムのお話を兵藤先生にお話しした

ところ，「ぜひ，やりましょう！これは小泉先生が

ぴったり」とご紹介くださったのでした。

小泉先生は兵藤先生のお誘いにまたポンと乗ってく

ださり，，で，あっという間に話が決まったような気

がします。

このあたりのことから始めるのはどうでしょうか。

2019.04.04　兵藤

「たのしゅうございました」に噴き出しつつ，メール

ありがとうございます。

さて，フォーラム原稿に向けて佐野先生のやりたい

ことをうまく理解できているかはわからないです

が・・・・まずは，「どうしてフォーラム企画に乗ろ

うと思ったのか」を私が書簡風に書けばよいと了解

しました。

以下です，

私がフォーラムに協力したいと思ったのは，佐野先

生の「今の留学生に対する言語教育実践を少しでも

変えたい」という情熱です。私はボランティアをす

る学生に長年寄り添う中で，学生たちが社会の現実

と対峙し，その体験を言語化する可能性を感じてき

ました。もちろん，体験すること自体にも意味があ

るけど，それを自分の言葉で語る実践が彼らの学び

と生きる力につながるのを実感してきたからです。

そういう意味で，留学生が日本での体験をもとに日

本語を学ぶという実践に意義を感じました。一方

で，佐野先生は，「そのためには実践者が教育の手法

や方法を学ぶのではなく，実践者自身が「ふりかえ

り」をする必要があり，その力が必要だ」と言ってい

ました。その言葉を聞いたときに，そういえば学院

で中高生に向き合う小泉先生が同じことを言ってい

た。「生徒への体験の言語化ワークショップをしつ

つ，変わったのは自分であり教員たちだった」とい

うセミナーでの発表です。私の中で「教師という仮

面に気づいた」という小泉先生の言葉はずっと残っ

ていたからです。小泉先生は英語教師でもあり，「言

葉の教育」に携わる人たちが同じようなものを見た

り，感じたりしているのは興味深いし，私の問題意

識ともどこかで共鳴していると思いました。だから

こそ，一緒に何かをやったら「何かが生まれたり，何

かが言葉になるかもしれない」と期待したというわ

けです。

という感じで，まずはどうでしょうか？

2019.04.04　小泉

こんにちは。

開放感のあるゆったりとした空間の中，春の庭園を

目の前に「ちょっとセレブ気分（？）」にひたりなが

ら，いろいろなお話をすることができ，私もとても

たのしゅうございました。（笑）

現在の日本が抱える現状を学校という「生の現場」

から起こる様々な課題は，外部に原因を探すとい

うベクトルの方向性を，真逆に教師自身（見方，世

界観）に向けてみることによって，がんじがらめに

なっている「結び目」が1つ1つ，ほどかれていくよ

うに思います。兵藤先生がおっしゃっている「実践

者がいろいろと技術方法を学ぶというより，実践者

自身が変わる」ことがまず先決。これは，どの分野

の改革でも大事な視点ですね。
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自分も含め，ついついアプリケーションを手に入れ

ることに一生懸命になってしまって，肝心な OSそ

のものを変えることにまだまだ視点を向けられてい

ません。

そういう意味でも，今回の佐野先生のご提案に私が

どこまで関われるかわかりませんが，お二人との対

話を通して，自分がどんなポジションに立ち，どう

世界を見ていけるのか，また往還の過程でどんな言

葉が立ち上がり，どんなアクションがそこから生ま

れるのかー　その過程を楽しみたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

2019.04.14  佐野

兵藤先生，小泉先生

佐野です。前回のメールや先生方のお返事から時間

が少し時間が経ってしまい，申し訳ありません。大

学は新学期スタートですね。

兵藤先生が私の「情熱」（！）に意義を見出してくだ

さった，ということ，うれしく思いました。

普段，職場では「情熱」を出すほうではないと思って

いたので，私がそんな情熱を

兵藤先生にぶつけていたということにもあらためて

驚いています。

アクティブラーニングとか，「教えない教育」とか，

最近日本語教育でもよく取りあげられますが，なに

か違う，，違和を感じていました。

「教えない教育」がすごく良いこと，的なアプローチ

もなにか違うのではないか，

「ふり返り」をすることで学ぶ＝いいことが起こる，

的なことも何かちがうと思っていました。

学生が自分の体験をことばにすること，そのものが

日本語の学びであると思って

いますが，それは「文法や語彙，背景知識を教える」

ということと真逆のことでもないし，全否定するこ

とでもない，総合的な何かである，第3のアプロー

チ的なことが

創れるのではないか，，と感じ続けています。

それは，学生が自分の人生に真剣に向き合い，一生

懸命ことばにするプロセスを通して，自分に突きつ

けられたことでもありました。私たちも学生と共に

感じているからこそ，そこに関わった人全員の学び，

そんな一部の経験を，学会のフォーラムでも，京都

のフォーラムでも，お話させていただきました。

小泉先生が，「真逆に教師自身（見方，世界観）に向

けてみることによって，がんじがらめになっている

「結び目」が1つ1つ，ほどかれていくように思いま

す」ということに近いな，と感じました。ほどく，

というのは自分がするものですが，自分だけではな

く，他者からもほどかれる感じです。

こうした往還をしながら，ほどき，またつくってい

くプロセスになるのが楽しみです。OSを変えるの

は確かに面倒で，できれば現状維持がラク，または

迷惑にならない，というのがありがちですが，，，

2019.04.15　兵藤

佐野先生，小泉先生，

さて，昨日，私はここ15年くらいの縁がある，「DV

シェルターの企画」に参加していました。そこで，夫

や親からの暴力の被害を受けた当事者と「今の自分

を語る」というセッションをやっていました。

「暴力」とは，もちろん心身の痛みでありますが，そ

れは「力によって自分の言葉を奪われる」という行

為です。

そして，言葉を奪われることによって孤独になるの

です。彼らにとっての「語り」は，自分の言葉で物語
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ることで生を取り戻し，つながっていく実践です。

「ずっと生きることに緊張していたから，最近，近所

にできた健康ランドのお風呂で身体を伸ばす時間が

うれしい」という表現ができるようになっていくプ

ロセスは回復の希望であり，それ自体が生きる意味

なのだとあらためて感じました。当事者たちが，仲

間と支援者に支えられながら生きるための言葉を紡

いでいく姿は，私が大学で体験の言語化をやってい

る原点のひとつです。社会の規範も含めて，「がんじ

がらめになっている」ことに気づけていない学生た

ちが「開かれていく3」ためには言葉に向き合わなく

てはならない。それが苦しい作業であっても，その

先には喜びがあると信じられるのは，DV被害者た

ちとの時間があるからです。私自身もまた，彼らの

言葉によって開かれてきました。

語りの場では，「ともにこの世界を生きる」という他

者との関係性が大切であり，「教える」「教えられる」

という関係も自然と揺らぎます。そこでは，体験し

たこと，経験したことを共有することが大事だから

です。そのために言葉を探すのです。だからこそ，

そのための力をつけたいと思っています。

ずっと思っていることだけど，昨日，セッションに

行って改めて感じたのでお伝えしました。

2019.04.23　佐野

兵藤先生，小泉先生

小泉先生，兵藤先生が書かれた内容を読んで，いつ

も「そうそう！」と思います。

たとえば，

「生の現場」から起こる様々な課題は，外部に

3　「ひらく」には，「開く」「拓く」の漢字があてられて
いるが，ここでは書簡で用いられている通りに表記して
いる。

原因を探すというベクトルの方向性を，真逆

に教師自身（見方，世界観）に向けてみること

によって，がんじがらめになっている「結び

目」が1つ1つ，ほどかれていくように思いま

す4。

というものなど。でも，この「そうそう！」というと

ころから自分も変えているようでなかなか「パラダ

イムシフト」と呼べるようなところまでは，，，。

組織の中にいると気が付かない間の「がんじがら

め」にあっていることに気がつくことはできても，

「変える」とはどういうことだろう，組織まで変える

ことはできるのだろうか，，と思うことにもつながり

ました。

社会の規範も含めて，「がんじがらめになっ

ている」ことに気づけていない学生たちが

「開かれていく」ためには言葉に向き合わな

くてはならない。それが苦しい作業であって

も，その先には喜びがあると信じられるのは，

DV被害者たちとの時間があるからです5。

私も大切に思っている，ということがあるから，だ

から，「公に拓いていきたい」なんてことを思うよう

になったのかもしれません。

学生のほうが「公に拓く」ことで，つらいことや嫌

なことや面倒なこともあったかもしれなけいけれど

「信頼しあう」ことでいっしょに創ることの楽しみ

や喜びの学びがあったのかなと。それは私はできて

いるのか，，と思ったのかもしれません。

言いたいことは，「個の変容と組織の変容」どちらに

も，関係性のあいだにあることばとどのように対話

を繰りかえし学びを公に拓くのか，ということが大

4　小泉2019年4月4日のメール内容

5　兵藤2019年4月15日のメール内容
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切なのではないか，，ということです。

佐野

5．2．往復書簡の意味づけ

5．1．で見てきた往復書簡は，フォーラム終了直

後から約1か月の間に交わされたものである。まず

は，佐野が発起人となってフォーラム発表参加を決

めたそれぞれの経緯をふり返る中で，伝えられてい

たようで伝えられていなかった個々の背景や事情を

お互いに話しあっている。その話をフォーラムでの

体験を背景に，さらに自分自身が「体験の言語化」

をすることで，「自分のことば」を取り戻そうとし

ている。そこには，自分たちも，大学や学校や社会

に閉じ込められているのかもしれないということ，

そこを拓いていくためには，共にいることを裏切ら

ない，他者の存在があること，そして，その他者と

「ことば」でつながるには，「自分のことば」が必要

であること，の気づきがある。さらに，その「自分

のことば」でしか他者とのつながりから，「社会に拓

く」ことはできないのだ，ということへの気づきに

つながっている。

この気づきは，私たちが往復書簡を通して得てい

るものである。往復書簡を読み，返事を書くプロセ

スで，私たちは実は内容の都合のいいところを取捨

選択したり，無視したり，誤読したりしている。し

かし，それぞれの書簡の中にある，他者の「ことば」

を拾い，さらに自分の書簡の「ことば」に編集して

いくことによって，インターローカルな協働省察を

している。それは，往復書簡の可能性を指摘する矢

守（2009）がバフチンの言葉をひいて指摘するよう

に，往復書簡の言葉は「半ば自己の，半ば他者の言

葉」であるからなのかもしれない（矢守，2009，p. 

72）。私たちは，往復書簡というやりとりを通して，

「自分のことば」から個をひらき，そして，共に「編

集」をしていくことで，他者にひらき，本稿で記述と

いう形にして，社会に拓こうとしているのである。

6．それぞれの実践のその後

私たちは，往復書簡によるやりとり終了後，約1

年後に，あらためて往復書簡のやりとりを読んだ上

で，それぞれの現在の思いを記述することにした。

そのきっかけは，コロナ禍によるオンライン授業の

開始である。以下にそれぞれの記述を見ていく。

6．1．兵藤

さて，その後の大学生による「体験の言語化」で

あるが，コロナ禍によって大きな影響を受けること

になった。オンラインによる授業しかできない環境

の中で，いかにして大学生たちの実践を支えていく

のかが問われたのである。大学生たちが，体験を語

る言葉を探し，意味を紡ぎ出す実践は，対面で行う

ことを前提として開発してきた方法論であり，とも

に創ってきた学びの空間である。しかし，外的な要

因によって強制的にそうしたリアルな場が失われる

体験は，身体を伴う体験の言語化を実践する意味を

再考する機会ともなった。実践を通じて言葉が発せ

られるときに，そこに誰かがいるとはどういうこと

なのか。オンラインでもできることがあるとした

ら，その可能性は何であり，限界は何なのか。私た

ちワボックの教員は，新しい教材となる映像を作る

作業や新たな方法論を模索する中で，自分たちのこ

れまでの教育実践をさらに言語化する必要にも迫ら

れた。

これまで，学生たちの語る言葉を受け止めていた

私たちは，まずは，対面で「会えない」という制約

の中で，方法論として彼らが自分の体験を書くとい

う作業に寄り添うことになった。学生たちは，これ

までの体験を語るという実践ではなく，一人一人が
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内省した言葉に向き合いワークシートに言葉を書

く。教員たちは，それに「添削する」という行為を

通じて，彼らの体験の意味や社会とのつながりを実

感するための支援を行った。その方法は，クラスの

仲間たちとともにつくるリアルな場を失うものであ

りながらも，言葉のやり取りを通じて教員と学生が

一対一で向き合い，濃密な関係性を築く時間になっ

た。そして，何度も繰り返される添削の過程で，学生

たちは，「私の体験と私の言葉にこの人が応答して

いる」という実感を得ることができ，より深く，自

分の言葉を探したり，社会を見つめる契機にもなっ

た。膨大な量の添削で疲労困憊した教員が，この方

法論を一旦やめるという事態にもなったが，私たち

が行ったのは，学生の言葉に対して問いを返すこと

による「あなたの問題は，あなただけの問題ではな

い」という応答である。前節において，「「手紙」（書

簡）の記述形式の社会的なコミュニケーションにお

ける位置づけの重要性」が指摘されているが，おそ

らく私たちが学生たちに添削を返し続けた行為も，

この「手紙」（書簡）が持つ可能性と重なりあうのだ

と思う。

こうした学生によって書かれた言葉による意義を

見出す一方で，私たちは，オンラインによるリアル

タイムでの授業実践も行うことになった。カメラに

向けてであるが学生たちが語るという実践が可能と

なる方法であり，双方向性が確保できることへの期

待である。また，画面を通じて見えるという意味で

は，仲間と学ぶ場を創ることもできる。こうした新

たな方法への挑戦をしつつ，私は，オンラインでの

体験の言語化を通じて「どうしようもないもどかし

さ」にも同時に向き合うことになった。それは，オ

ンラインによる言葉のやり取りでは，彼らの身体か

ら発せられる言葉を受け止める感覚がないことであ

り，そこにいない人の言葉を受け止めることがうま

くできない感じである。また，私自身がカメラに向

かって話すという行為では，自分が誰に話している

のかがわからなくなるし，語る自分に対しての安心

感が得られない。私にとっては，自分の言葉を通じ

て他者に対して拓く営みは，無防備さを伴うという

意味で勇気のいる実践である。「公」の社会に拓いて

いくためには，言葉がなくて掴みきれないものに対

して揺らぐ自分を支える必要があり，だからこそ，

誰かに支えられることが意味を持つ。対面による機

会が奪われることで照射されたのは，体験を語るた

めの他者への信頼感である。言葉を探すためには，

誰かが自分の言葉を聴いている実感が必要である。

だからこそ，そこにいてもらえることが他者の存在

への信頼をもたらし，体験の言語化はともに創り出

す場となる。

私たちは，2014年から科目としての「体験の言語

化」の具体的な方法論を開発したが，その際に，そ

れまでにボランティアをした大学生に向けて蓄積し

てきた実践に関する私たちの身体知を言語化する作

業を行った。例えば，「相手の話の聞き方」として

「1)相手には共感的な態度で聞く」，という文章は一

例である。これは，さらに具体的な方法として「『な

るほど』『そうだったんですね』」というような言葉

かけをする」というテクニックとしてテキストには

記述してきた。今回，オンラインでの「体験の言語

化」授業を開発し，実践する中で，これまで，私た

ちが使ってきた「共感」とは一体，どういうものか

をさらに考えることになった。「共感」は，テキスト

に記述したような何かしらの言葉かけをすることや

うなずくといった態度だけによって生まれるもので

はなく，おそらく「私はあなたとともにある」こと

を伝えるということであり，その意味で身体と深く

かかわっている。

そもそも，なぜ，私たちは，体験を語るという実

践において，「共感」が重要だと思ってきたのだろう

か。「私はこういう体験をして，こういう気もちに

なった。それは，私がこういう信念や価値観を持っ

ているからだ」という語りは，自分ではない誰かに
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向かって行われる。誰かに伝えようとするために言

葉を探し，言葉を届けようとするという意味で，聴

いている人がいるからこそ成り立つ実践である。だ

からこそ，そこにいること自体が協働になるし，聴

いている人がいるからこそ可能となる。「共感」と

は，私は聴いているし，あなたが自分を拓くために

ともにいるという応答なのだと思う。

オンラインによる実践は，体験を語るために「聴

く」ということの意味を考える機会となった。現在，

対面での授業実践が元のようにできるようになって

いく中で，「そこいること」がもたらしているものに

ついてのさらなる考察が続いている。

6．2．小泉

コロナ危機に直面し，終わりの見えないパンデ

ミックの脅威に今現在も私たちの心と価値観は大き

く揺さぶられている。私たちと世界のありようが根

底から変わっていく中，私たちの生き方，そして未

来の教育のあり方についても新たな展開が問われて

いる。この間，私自身が強く感じたことは「不確定

な状況だからこそ，地に足をつけ，今ある生を実感

しながら未来を切り拓いていく力」の育成が一層必

要だということだ。

「過去を嘆き，未来を憂っている僕は“今”をどう

したら本当に楽しむことができるだろうか」

数年前に中学校3年生（中36）の生徒が発したこの

問いが，再び私の脳裏の中に蘇った。この哲学的な

問いへの答えは，古今東西の先哲たちが示唆してい

るように，自らの存在や生について深く問い続けて

いく過程で自ずと開示されていくはずだ。しかし，

6　以後，中学校の学年を示す場合は，中3，中2の

ように表記する。

この目まぐるしい社会に生きる私たちは，生の重み

や時の深さに気づく暇もなく，ましてや自分自身が

歴史の創造に日々関与しているという実感すらわか

ないのが現状だ。その現状を直視する機会を「体験

の言語化」の授業は与えてくれる。少し立ち止まっ

て「過去の今」に生きた自分にベクトルを向けると，

そこで展開された1枚のスライドには実に多種多様

の，縦横無尽の未知なる要素や条件が織りなす世界

が存在していることに初めて気づく。さらにその世

界に新しい意味を与えることによって，過去から今

に繋がる現在をどう生き，これからの社会に関与し

ていくかが自ずと見えてくる。

今回，この場で中学生対象にこの「体験の言語化」

の授業を応用した実践を紹介しつつ，今後の授業展

開の可能性を追求していきたい。

〈英語の授業実践〉

本校では，毎年，中学生対象に英語のスピーチコ

ンテストを行っている。各学年テーマがあり，中3で

はWhat can we do to make a better society in Japan?

（より良い日本の社会を作るには僕たちは何ができ

るだろうか）というテーマに基づき，このコンテ

ストに向けて中3生全員がプレゼンテーションを行

う。しかし，生徒たちの独自なアイディアや考えの

創出に効果的なアプローチができず，ここ数年，指

導に困難を感じていた。そこで「体験の言語化」か

らヒントを得て，2年前から新たな授業のアプロー

チを試みている。中2の時期から仕込みが始まる。生

徒は「日常生活で感動した一場面」を切り取り，そ

こから社会とのつながりや変革すべき点を見出し，

自分の言葉で綴る。仲間との対話によってさらに考

えを深め，発展させていく。段階を追ったアプロー

チにより，少しずつ彼らの中から多くの気づきが生

まれ，日常生活に根差した独自の考えや視点が原稿

に織り込まれるようになった。この時期から何回か

練習をすることによって，中3になって標題のテー
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マについて今まで以上にスムーズに取り組めるよう

になった。実施してまだ間もないため，十分な検証

ができていないが，今後は感動した場面から違和感

や怒りを感じた場面など，感情の違いによってどの

ような原稿作りができるのか，実践を重ねながら可

能性を追求していきたいと考えている。

〈中1　ホームルーム実践〉

昨年度はコロナ禍の影響を受け，4月から6月ま

で生徒は登校せず，オンラインのみでの授業となっ

た。中学1年の組主任となり，新1年生に遠隔地から

できる交流のあり方を模索する中で，これも「体験

の言語化」からヒントを得て生まれた実践を紹介す

る。それは毎日，2人ずつ日直担当の生徒が「オンラ

イン日誌」として「感謝」をテーマにコメントを投稿

し，クラス全員で共有するというものだ。日常の小

さな営みの中で「ありがたい」と思った場面に着目

し，その時に感じたこと，考えたことなどを自由に

述べてもらった。何気ない日常の一コマについての

コメントだったが，その短い文章の中に，自分が他

者や多くの存在に生かされていることを初めて知る

など「新たな自分への気づき」の言葉を多く発見す

ることができた。短い期間の取り組みだったが，こ

の実践はある変化をもたらした。通常登校が始まっ

てからも，日直日誌には毎日ぎっしりと振り返りの

コメントが書かれていた。またこの取り組みの延長

で，学期末には各クラスで「感謝の1分間スピーチ」

を実施し，自分が成長できたこと，それが何に由来

しているのかを各個人で考えさせ，仲間との意見交

換をした後に，最終的にクラス全体の前でスピーチ

をさせた。自分の成長は一人だけでは成立しないこ

とを全体で確認できた貴重な時間となった。さらに

自分自身を客観的に見つめる力を高めるべく，定期

的に「自己の振り返り」をさせた。日常生活の過ごし

方や他者との関わり方などを現地点の自分を振り返

らせ，各個人の次なる目標を見出せるよう促した。

日常生活の中で，多くの生徒は自分を振り返る機会

や時間を設けることができていない。しかし，この

取り組みを行うことにより，自分にベクトルを向け

る重要性を意識化させてきたと思う。生徒の中には

感謝日記を毎日綴るようになったもの，10年日記を

始めたものもいる。現在2年生となり，自治委員に

なった生徒が自主的に「クラスの振り返り通信」を

作成し，クラス内で発行している。生徒の主体的な

行動に結びついた一例だ。今の自分を客観化する振

り返りの習慣化は，今後社会に目を向け，主体的に

関わりを持つ上でも大きな土台づくりとなると考え

る。この実践は今後も学年の教職員同士で意義を確

認しながら継続していくつもりだ。

最後に昨年の3学期に行った実践を紹介する。「生

き方講座」と称し，中学部卒の高校3年生4人に「今

後の学院生活を充実させるために今，何をすべき

か」をテーマにしたプレゼンテーションを中1生対

象に企画したものだ。高3の生徒には，中・高校生

時代の6年間の生活の一部を切り取り，そこから学

んだ経験をもとにそれぞれ発表してもらった。彼ら

は中でも学内外の活動に積極的に参加し，その中

で自己変革してきた生徒達だったので，彼らの言

葉には非常に重みがあり，中1生徒の心にかなり深

く響いたようだった。生徒の感想を一部紹介する。

「今（中学時代）をどう過ごすかで未来が決まってく

る。」「狭い自分に閉じ込めることなく，外に開くこ

とで新たな自分の可能性が見える」これらの言葉か

ら「現在の自分」は過去，そして未来に繋がっている

こと，「今を真剣に生きる」ことの重要性を中1なり

に意識し，感じ取っていたことに驚いた。単なる個

人の体験談ではなく「次世代の生徒たちに送るメッ

セージ」という志向性を持たせたことによって，高

3生徒の言葉たちが新たな輝きを見せていた。ここ

でも「体験の言語化」の新たな展開の可能性を見出

すことができた。

以上，「体験の言語化」を応用した実践例だが，基
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軸をどこに置くかにより，新たな展開に発展するこ

とを学んだ。その上で発見したことは，生徒の実態

や発達段階を踏まえ，今，彼らに何が必要なのかを

常に見極めていくことの重要性だ。この原点に立ち

戻り，今後もさらなる可能性を追求すべく，様々な

試みを実践していきたい。

6．3．佐野

私と「体験の言語化」との出会いは，当時の勤務

校で開催された FDで「体験の言語化」の話を兵藤

から聞いたことからだった。兵藤の話では，学生は

海外ボランティア等へ行き，かけがえのない体験を

してきたのにも関わらず，それが「ヤバい」のひと

こと表現で終わってしまうこと，そして，その現場

で起きていたことは「どこか自分とは関係のない他

人事」として捉えがちである，という危惧に触れて

いた（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセン

ター，2018）。私はこの話に，自分の日本語教育の現

場でも同様のことが存在することに気づき，つき動

かされたのだった。

当時，私が担当していた中上級レベルの日本語

授業では，自分に関わる社会的な問題をとりあげ，

自らの意見を論じていくという「レポート」を執

筆していた。この教育実践における最大の悩みは，

「日々，学生が体験しているリアリティが，「アカデ

ミックな言葉」，つまり学術的言語形式という「定型

の言葉」にあてはめられて終わってしまうことだっ

た。学生が体験しているリアリティは，「自分のこと

ば」でなければ表現できないものである。しかし，

学術的な表現，アカデミック・ジャパニーズを学ぶ

場であるととらえられている日本語の授業では，体

験のリアリティと「自分のことば」は大きく断絶し

ていた。「私ごと」の体験のリアリティは，アカデ

ミックな形式できれいに整えられた「他人ごと」と

なることに，私は疑問を感じていた。

兵藤の「体験の言語化」の授業見学を通して，「自

分のことば」にするための「言語化」への挑戦が始

まった。まず，始めたのは，この「レポート」に対

する評価項目を，教員だけではなく，執筆者である

学生も作成，お互いに相互評価をする，ということ

だった。それまでの評価は，「レポート」の形式面に

焦点をあてたものであった。肝心のレポートの内容

については，「レポート執筆の形式」習得には必要の

ないものであるとみなされがちであることに課題も

あった。そこで，まずはこのレポートの内容に関す

る評価を執筆者としてどのように考えるのか，そし

てそれを執筆者同士でどのように評価をするのか，

というプロセスを重視することで，「自分のことば」

をつくる契機としたかったのだ。

ここでつくる「自分のことば」は，果たして「自

分」という個に閉じたものだけになるのだろうか。

自分の関わる社会的な問題についての「レポート」

は，誰のために，何のために書くのか，という問い

も学生にしている。レポート執筆に先立って聞いた

この問いには，多くの学生は，レポートは「先生の

ため」「自分のため」に書く，と答えていた。「単位

のため」という答えもあった。これらは正直なとこ

ろであったのだろう。しかし，毎週書いたレポート

をお互いに読みあい，話をする中で，学生の中にも

なにかが起こってきたようである。そこには，他者

の体験であって同じことではないが，自分にも重ね

て分かる共通了解があった。逆に納得がいかないこ

とや，批判したくなるようなこともあったようであ

る。このように，お互いにつくった「自分のことば」

は，そう簡単には分かりあえるものではない，とい

うことを私も学生も感じ始めていた。しかし，この

「分かりあえなさ」を否定的な絶望的なものとして

とらえるのでなく，「分かりあえない」からこそ，ど

うすればよいのか，という次の一手を考え続ける姿

もあった。分かりあえないが，「自分のことば」でど

のように社会的問題に関わり，他者に伝えていくの
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か，そして自分は何をしていくのか，という答えの

出ない，モヤモヤを続けていく教育実践であった。

私はこの後，勤務校が変わったため，このレポー

ト執筆授業を継続することはできなかった。コロナ

渦の中，対面授業が不可能になった状況での授業に

ついて考え続けた2020年度は，同じ教室で，同じメ

ンバーが一定期間，「対面で会う」ことをしながら対

話することの意味を考えていた。この実践当時，つ

くろうとしていた「自分のことば」は，「対面で会

う」ことを前提として紡いでいたのか。「個」の「自

分のことば」が異なることに，時に共感し，時に呆

然としたり，あきれたりしても，毎週，目の前の人

が書いたものを読み，お互いに話をしあい，その時

の反応や視線も感じて，そしてまた自分のレポート

に帰っていく。そして，次の「分かりあえなさ」へ

の次の一手にもがく。それは，「共にいる」誰かがい

るからこそ，この「分かりあえなさ」を何とかした

い，という思いになり，お互いの「自分のことば」

が共通了解できる新たな「ことば」をつくりだそう

としていたのではないだろうか。

そうだとすると，「共にいる」ということの意味が

重要になってくる。「対面で会う」「対面で会わない」

という二項対立の中で「自分のことば」を考えるの

ではない。なぜ，誰と，どのように「共にいる」の

か，それぞれの「自分のことば」をどのように「共

にいる」人やこれから「共にいる」人とつなぐか，

を考えることが大切なのだと考えるようになった。

現在，私は「まちのことばをつくる」という観点か

ら，とある町における共生を考える実践を行い始め

たところである。それは，これらの問いから生まれ

たものである。 「ことばをつくる」ことは，日々の

実践でどのように起ちあがるのか，私自身も実践を

通してみていきたい。

7．本稿の意義

本稿では，異なる分野でそれぞれ実践を行ってい

る兵藤，小泉，佐野の3名が，学会フォーラム発表

をきっかけに，「自分のことば」でつむぐ「体験の言

語化」に関わる個々の実践についての長期重層的協

働省察記述を試みた。私たちは，今回の記述を通し

て，「自分のことば」をつむぎ表現する実践は，この

教育実践を行った教員の学びにもつながっているこ

とを体感してきた。

この記述の試みは，個の体験を社会に拓くことに

よって，「私ごと」から「私たち」の問題として共

有することができると考える。私たちもそれぞれの

「自分のことば」があり，それがお互いに異なって

いること，分かりあえない部分もあることも了解し

ている。しかし，「そこにいる」こと（兵藤），「過

去の今」から未来に生きること（小泉），「共に生き

る」こと（佐野）といったことが，それぞれの「体

験の言語化」における「自分のことば」として通底

していた。この場で生きている自分と，環境，社会

との関わりを探る過程を通して，生起された自分の

真の「ことば」を見出していくことは，時代や環境

によって「翻弄されない自分」を作っていく土台と

もなる。

本稿の試みで，この自分の体験を「自分のことば」

にすることから，異なる人をつなぎ，新たなことば

が生まれる可能性も展望できた。こうした意味で，

「体験の言語化」は，ことばと社会をつくることにつ

ながっているといえるのではないだろうか。
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Abstract

In the forum of the Fifth Annual Conference of the Association for Language and Cultural 

Education, we the presenters reexamined the practice of “Contextualizing Self in Soci-

ety” advocated by the Hirayama Ikuo Volunteer Center, Waseda University. This paper 

describes how we considered the practice of “Contextualizing Self in Society” and devel-

oped the practice following the forum. To open up the “personal” learning to society, we 

have conducted a multilayered reflection in two ways: the exchange of e-mails (reciprocal 

letters), and the description of each development related to the practice following the 

forum presentation based on this exchange of e-mails.
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