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特集：「アートする」教育

大会シンポジウム

アートが拓くことばの教育の未来

シンポジスト
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本稿は，2021年3月7日にオンライン開催された言語文化教育研究学会第7回年次大会

の大会シンポジウムの記録である。第1章ではシンポジウムの発表内容を再現し，第2

章では半年後にシンポジスト並びにモデレーターがシンポジウムを振り返った内容を

記した。
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1．大会シンポジウムの記録

1．1．大会シンポジウムの趣旨

嶋津：大会シンポジウム『アートが拓くことばの教

育の未来』1のモデレーターを務めさせていただ

きます，関西大学の嶋津百代と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。本日は，シンポ

ジストに4名の方をお迎えしております。今回

のシンポジウムでは即興性を大事にして，この

場で皆さんと一緒にシンポジウムを作り上げて

いきたいと考えております。

1　企画委員：井本 由紀（慶應義塾大学），嶋津 百代（関
西大学），松田 真希子（金沢大学），三代 純平（武蔵野美
術大学）

  大会予稿集にはシンポジストの方々の肩書程

度しかお伝えできていないんですけれども，こ

の後それぞれシンポジストの方に，自己紹介も

兼ねて実践やエピソードを紹介していただきま

すし，参加者の皆さんもぜひ対話の時間に参加

してくださればいいなと思います。それではま

ず，私から少しお話させていただきます。

  私，今は関西大学で日本語教育と教師養成を

中心に行っておりますけれども，高校を卒業後，

新劇系の NLTという劇団で役者を続けており

ました。その後，思い立って東京藝術大学で美

術を専攻しました。なので，今回の『「アートす

る」教育』の年次大会で『アートが拓くことばの

教育の未来』という大会シンポジウムを行うこ

とになったとき，私がモデレーターに選ばれた
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のは，そのような経歴が理由だったのでしょう。

今日はシンポジストの方々の胸を借りて，皆さ

んとともにシンポを作りあげていきたいと思っ

ております。

1．2．あなたの実践の本質を示すエピソードを教え

てください

嶋津：ここからはですね，シンポジストの4名の方々

に順番に5分ずつ，「あなたの実践の本質を示す

エピソードを教えてください」というお題でお

話いただきたいと思います。それでは，トップ

バッターに，熊倉敬聡さん，よろしくお願いい

たします。

1．2．1．熊倉敬聡氏の実践

熊倉：自分のこれまでの教育の一番の核は，学びに

おける自由ではないかと思います。20年以上大

学で教鞭を取ってきましたが，その中で学生と

共に一番大事にしてきたことは，硬直化した既

存の教育からいかに自由になるかということで

す。学生たちが本当に学びたいことを学びたい

ように学ぶ，そういう環境を全身全霊で作り，サ

ポートするのが自分の役割だったと思います。

そのような学生たちの自主性をかぎりなく尊重

する学びの在り方を，美術家の川俣正さんと本

を出すときに「セルフエデュケーション」とい

う言葉で呼びました。

  実際，学生たちとどんなことをやってきたか

というと，たとえば文学部のゼミで2000年にコ

ンテンポラリーダンサーで振り付け家の伊藤キ

ムさんを，普通に授業をやっているときに半日

間キャンパスに放し飼いにするという企画をや

りました。「ケイオウ☆パンチ」というタイトル

で，大学をパンチするというコンセプトだった

んですね。

  伊藤キムさんにキャンパス内で神出鬼没にゲ

リラ的に踊ってもらう。校舎の屋根，廊下，階

段，食堂，そして授業中の教室にも突然乱入し

て踊ってもらう。でもこれは単なる「ハプニン

グ」ではなくて，アートマネジメントの授業の

一環でもあって，お金を一切かけずゼロ円でど

のように企画を実現するかという実験でもあっ

たんです。

  その2年後，文学部で「美学特殊 C」という授

業を担当したんですが，ふつうだったらカント

やヘーゲルの美学でも講義するところを，根本

的に発想を変えて，一切自分はシラバスを作ら

ないで学生たちが1年間の学びを全部自分たち

で「作品」のようにデザインし実践するという

授業を行いました。一応「21世紀的生（活）の美

学を求めて」という大ざっぱなタイトルをつけ

たんですが，学生たちは机や椅子の配置から，

教室や時間の使い方，さらには成績評価方法に

いたるまで全部自分たちで考え作り出し，僕自

身はサポーターに徹していました。

  「京島編集室」という，東京の下町に家を借り

て学生が4人ただ「素で」住んでみて何が起こる

か体験し記録するという企画を行いました（写

真1）。やってみて不思議だったのが，これって

生活だけど授業でもあり，日常だけど非日常で

写真1．京島編集室
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もあるという，生（活）や学びの根本を問うこと

になったんですね。

  あるいは，「万来喫茶イサム」（写真2）。キャ

ンパス内に第二次世界大戦後イサム・ノグチが

谷口吉郎と作った建物「新万来舎」があったん

ですが，その中の通称「野口ルーム」と呼ばれ

ていた空間はノグチの作品としても非常に珍し

い貴重なものであったにもかかわらず，大学は

その価値がわからず，ずっと閉め切っていたん

ですね。しかも，それをゼネコンが建てる新校

舎のために解体するということになった。そこ

で，その空間をもともとのコンセプト通りに千

客万来のカフェ的空間にして，同時に東京国際

芸術祭のコミュニケーションプログラムとも連

携して，3カ月間，いろんなアーティストと学

生たちが出会い交歓する場を作り出しました。

  そうしてキャンパス内で前例のないことばか

りやっていたのですが，やはり大学当局との交

渉に莫大な時間とエネルギーを費やさねばなら

ず，それはそれで学生たちにとってはいい学び

の機会なんですが，いっそのこと自分たちがや

りたいようにやれる学びの場を自分たちで作ろ

うっていうことになり，同じような考えをもつ

何人かの同僚や学生，そして地域の人たちと，

家を一軒借りて内装も DIYして「三
み た

田の家」（写

真3）というのを作りました。2006年から13年

までの7年間，「あらゆるものになりうるが何

物でもない」という無目的なスペースを作り出

し，そこにありとあらゆる人たちが出入りし，

即興的な社交力が試される，日本ないし東京で

はまことに特異な場を皆で運営していました。

  その「家」で授業とかやっていると，突然宅配

便がきたり，商店街の人たちが覗きにきたり，

そして授業が終わると，キッチンで皆で料理し

て食べたり飲んだりして，そこに多種多様な人

がやってきて，ありとあらゆることが偶発的に

起こっていく。「学び」が限りなく広がって，「学

び」すら「学び」から自由になっていく，そんな

稀有な場・家でした。

  結局，学びにおいて学生たちが自由になるに

は，まず何よりも先生が自由でないといけない。

自由に行う先生の姿を見て，「ここまでやって

いいんだ」という実感が持てて初めて，学生も

また自分の学びのうちに自由を生み出していく

ことができる。そんなことを，いつも学生たち

とワクワクドキドキしながら，自分自身も学び

ました。

  最終的に，究極の「セルフエデュケーション」

として，自分が文字通りいなくなったら，三田

の家はどうなるんだろうと思って，実際1年間

外国に行ってしまいました。もちろん，僕がい

なくなったからって，「家」は続いていくわけ

で，1年経って戻ってきたら，逆に自分が不在

写真2．万来喫茶イサム

写真3．三田の家
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でも「家」も世界もなに不自由なく回っている

のを見て，まるで自分の死後の世界に舞い戻っ

てきてしまったような錯覚すら覚えました。

嶋津：熊倉さん，ありがとうございます。それでは，

次は，三澤さんお願いします。

1．2．2．三澤一実氏の実践

三澤：私は，中学校の教員をしていた1998年だった

かな，自画像の授業で一つの出来事が起きたん

です。自画像といっても具象表現だけで無く，

自分らしい表現を追究させていましたが，この

生徒ですね，ちょうど11時間目に完成したって

持ってきたんですね。

  で，しばらく2人で作品（写真4）を見ながら，

ちょっと下のほうが余白が大きすぎて全体のバ

ランスが取れないな，という話をしたら，生徒は

しばらく黙って，「うーん，先生の言うこと分か

る。でも僕はこれで行きたい」と。私はその言

葉を聞いたときに鳥肌が立ちました。「これか，

美術で大切なことは」と思ったんですね。中学

校の教員のときの生徒から学んだ思い出です。

  それから2002年に文教大学に移り，ちょうど

2003年から2004年，平成の大合併と言う町村

合併の大きな波があって，その中で私の生まれ

育った村が隣町と合併をするということになっ

たわけです。そのときに何かできないかって考

えて，住民一人一人にフイルムを配って，それ

で1人1枚写真を出してもらうという北御牧村

写真プロジェクトという取り組みを始めまし

た。それがこれ（写真5～7）です。

  日々暮らしている中で言葉にしてなかなか伝

えられない自分の美しいと思っているもの，ま

た将来に残したいもの，それを写真に撮って下

さいという企画でしたが，集めてみたらそこに

その地域の文化が，一気に立ち上がってくるん

ですね。これは面白いなと思いました。

  それから2008年に武蔵野美術大学に入って，

「旅するムサビプロジェクト」を始めました。こ

写真4．ある生徒の自画像作品

写真5．北御牧村写真プロジェクト

写真6，7（左から）．みまき写真プロジェクト実行委員会
（編）（2005）．『北御牧村写真プロジェクト― 10000の瞳」
日本文教出版株式会社．
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れは現場の先生から，学生が描いたナマの絵を

見せたいという要望から始まりました。例えば

「黒板ジャック」，これは2010年かな，こんな感

じで登校してきた生徒を絵で驚かすこともやっ

ていました（写真8）。

  これ（写真9）は奄美大島の全校児童11人の

小さな小学校なんですが，この子たちは鋭くて，

「ここが違う」と言って学生が描いた絵に描き

加えました。子供たちが手を加えることによっ

てこの絵はより良くなりました。

  これ（写真10）は，台湾で対話型鑑賞を行っ

た写真です。最近新しい取り組みとして朝鑑賞

という取り組みを始めました。多くの学校では

朝読書が行われていますが，その時間に週1回

だけ10分間，先生が絵を見せ，生徒は思い思い

に感じたことを発言する（写真11）。その結果，

通常の授業でも活発な発言が増え，学力も向上

してきました。

  いま大学で教えていて感じる事は，個人が自

分の意見を積極的に発言しない状況です。考え

てみたら，小学校・中学校・高校と，正解しか

言えないないような雰囲気，すごく閉塞的な，

予定調和の学校生活の中で自分の意見が言えな

くなってきている。だから，それをどうにか壊

さなきゃいけないなと思っております。

  先日，福島の小学校で対話型鑑賞をやったん

ですが，この絵（写真12）を見せたいなと思って

送ったら，これはやめてくれって言われたんで

す。『パンスト』っていうタイトルなんですね。

先生たちが言うには，この題名と絵からして子

どもたちが何を考えるか分からない。これは指

導に困る絵だからやめてほしいって言われたわ

けです。

写真9．奄美大島の黒板ジャック

写真8．黒板ジャック 写真10．台湾における対話型鑑賞

写真11．朝鑑賞
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  先回りをして大人が判断し，子どもたちに好

ましくないものとして排除してしまう。良いも

のしか与えない，そのようなことで子どもたち

は果たして判断力と創造性が身に付くだろう

かって，そんなことを考えております。本来，

自分の世界を拡張していく，そういう点でアー

トっていうのはすごく効果的であると考えてお

ります。以上です。

嶋津：三澤さん，ありがとうございます。次は，藤

井さん，よろしくお願いします。

1．2．3．藤井光氏の実践

藤井：初日のトークセッションで「表現の自由」につ

いてお話させていただきましたが，そのときに，

言語と教育につながるような話があまり出来な

かった反省があります。今日は別の作品を通し

て簡単にですけれどもお話させてください。

  いま水戸芸術館で「3.11とアーティスト：10

年目の想像」という展覧会が開催されています

（2021年2月20日～5月9日）。そこに出品して

いる新作（写真13~16）は，原発事故後に発生し

た福島の差別について小学生たちと共に考える

作品です。アメリカ人教師ジェーン・エリオッ

トが，1968年，キング牧師が暗殺された翌日に，

その死の意味を，言葉では伝えることができな

いと考え，子供たちを青い目・茶色い目に分け

て，加害者・被害者双方を体験するという実験

的な授業を行なっていますが，その授業を3.11

版に書き換えてみたのがこの作品になります。

  ここでは，人々をつなぐ言葉が，差別や分断

そして敵対性を生むという状況を作りだしてい

写真12．『パンスト』（坂本祥一，2020，作家蔵）

写真13～16（上から）．藤井光『あかい線に分けられたクラ
ス』（2021年，「3.11とアーティスト：10年目の想像」出展
作品）より
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ます。今回の「アートする」教育にも何かしら関

わるんじゃないかと思い，簡単ですがご紹介さ

せていただきました。

嶋津：藤井さん，ありがとうございます。では最後

に，岩瀬さん，お願いします。

1．2．4．岩瀬直樹氏の実践

岩瀬：僕は22年間小学校の教員でした。義務教育が

行われている学校は，制度や枠組みがしっかり

しているから不自由なんじゃないかと思われが

ちです。でも，制度や枠組みがあるからこそ自由

になれることってあるんじゃないかと思います。

僕はその中で本当に遊んできたという感覚です。

  僕の友人がこういう机の並びのことを後頭

部凝視型環境って呼んでるんですが，教室で

は，前の人の後頭部を眺めながら学んでいま

す（写真17）。「これって何とかなるんじゃない

かな」「もっと学習環境って遊べるんじゃない

かな」と思って，15年ぐらい前，子どもと一緒

に教室の環境を変えるプロジェクトを始めまし

た。「教室リフォームプロジェクト」と名づけ

て，自分たちが学びやすく暮らしやすい教室に

リフォームしてみようと，思いついてやってみ

たんです（写真18）。

  これがやってみたらものすごく面白くって，

例えば，将棋好きな子が自分の将棋のコーナー

を作ったり，畳を置いて図書コーナーを作った

りと，教室が遊ばれていくんです。そうする

と，子どもって次々に面白いことを思い付き始

めるんですよね。キャンプ用の椅子を持ってき

たり，パソコンのコーナーを作ったり，次々に

教室が遊ばれていきました。

  教室だったのがリビングルームのようになっ

て，そこへミシンを持ち込んで何か縫い物をし

たり，その横でおしゃべりしたり，今まで学校的

であると思われてきたものの概念を子ども自身

が崩していって，「ここってどういう場所なんだ

ろう」ということを探求し始めました（写真19）。

  自分たちが作った場所っていうのは愛着が湧

いてくるんですよね。今まで椅子に座って机で

学んでいたのに。本が近くにあることで「本を

読もうよ」と言わなくても人が集って読み始め

写真17．後頭部凝視型環境

写真18．「教室リフォームプロジェクト」

写真19．リフォーム後の教室
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たり（写真20）。「自分たちが作り手の側になっ

て一緒に遊ぶことや，自由になることっていう

のはたくさんあるな」と感じた22年間でした。

  僕は，これからの社会を作っていく子どもた

ちにとって，学校というのは創造していく学び

の実験場だと捉えています。ここで思いきり試

行錯誤して遊んだことが，大人になっても「社

会ってもっと変えられるんじゃないか，もっと

面白くなるんじゃないか」という原体験になる

のではないかと思っています。

  以前は教室単位でチャレンジしてきたこと

を，学校としてやってみたらどうなるんだろう

かと，今は，軽井沢風越学園でチャレンジしてい

ます。2020年4月，コロナ禍の中開校しました。

最初の2カ月はオンラインでのスタートだった

んですが，6月から通常登校がはじまりました。

「子どもと大人が一緒に学ぶってどういうこと

だろうか」「人が育つ場所ってどういう場所だ

ろうか」を考えて実践しています。

  僕は，教室にも本をたくさん置いて，読みた

くなったら手を伸ばせる環境を作れば，こと

ばと人がつながっていくんじゃないかと思っ

て，ジョン・デューイのシカゴ実験学校のよう

に，風越でもライブラリーを真ん中に置く環境

を作ってみました。そうすると，算数の時間に

こっそり抜け出して，ここで読書に没頭したり

（写真21），自分で自分の居場所を見つけて自由

になっていくことが，今じわじわと起きている

ところです。

  広い所より隅っこが好きな子は隅っこで本を

読んでいたり。環境が及ぼすこと，自分で選べ

るということ，自由であるってことは，ことば

につながっていくというような感触を得ていま

す。

  これ（写真22）は3，4年生が「冬の軽井沢で

泊まることはできるだろうか」というプロジェ

クトをやっているところです。段ボールで1人

1個ずつ自分のテントを作って，12月23日にマ

イナス8度の中，泊まりました。これもめちゃく

ちゃ面白かったです。一つ一つのテントの大き

さも違えば，中での過ごし方も違います。テー

ブルがあるテントもあれば，暖かいからと棺お

写真20．自由に本を読む子どもたち 写真21．読書に没頭する子ども

写真22．「冬の軽井沢で泊まることはできるだろうか」
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けのように小さいのを作って，一晩過ごした子

もいます。子どもはもちろんですけれども，大

人（スタッフ）が自由になってきて面白いこと

を始めています。

  5，6年生のプロジェクトでは，先日，学校を

灯籠で飾って「灯籠ナイト」というのをやりま

した（写真23）。

  一人ひとりの情熱が動きだすような環境があ

ると，実は大人も子どもも自由になっていって

面白いことを始めるんじゃないか，そしてそう

いうことが相互に触発し合って，より面白いも

のを生み出すんじゃないかと考えています。学

校という文脈で考えると，僕らがよりよいと

思ってやっていることが，学習者からはどう見

えているのかってことは常に考えておきたい問

いだと思っています。

嶋津：岩瀬さん，ありがとうございます。

1．3．「自由」について―教育と環境とアートと

嶋津：4人のシンポジストの方々の自己紹介を兼ね

た実践の紹介とこれまでのエピソードを語って

いただきましたが，シンポジストが共通して

使っていらっしゃったことばが，「自由」です

ね。私は，シンポジストの方々がなぜ，どのよう

にして，規制から，あるいは予定調和から，あ

るいはその枠の中でどのように自由になるかっ

ていうことを考えていらっしゃるのか，聞きた

いと思いました。私はことばの教育に関わって

おりますので，私の観点からすると，「いかにこ

とばから自由になるか」ということかと。実践

を行っていく中でことばがことばをつないでい

く，でもパラドックスとして，ことばが分断を

生んだり断絶を生んだりする。そのようなこと

ばからいかに自由になるかを，私はこのシンポ

ジウム中に考えようと思いました。

  ここからは，シンポジストの方々に自由にお

話をしていただきたいと思います。熊倉さんは

「学びにおける自由」のために，「既成のものか

ら教師がいかに自由になるか」という話をして

くださいましたが，いかがですか。

熊倉：自分の人生を振り返ると，高校2年まで親が

敷いたレールの上で人生を送ってきて，それに

反抗せずに，本当は野球がやりたいのに，親が

ラグビーをやれというので，やりたくないラグ

ビーとかやってたんですね。

  で，高校2年のときに，それまで文学とか芸

術に全く関心がなかったのに，たまたま友だち

が読んでいたアルベール・カミュの『異邦人』と

か『シーシュポスの神話』を読んでみたら，その

中の一節がものすごく自分に衝撃を与えて，そ

れがきっかけで，それまでの親のレール＝世界

観が全部崩れてしまったんですね。

  それ以来，スポーツを全部やめて，ひたすら

本を読むようになった。手当たり次第に小説と

か詩とか，そして実存主義や構造主義などの本

を読んだ。「自由」ということでは，やはりサル

トルなどの実存主義に影響されましたね。自分

の実存は自分で作り出す。極端に言えば，自分

の人生は100%自分で自由に作り出すことがで

きるのではないか。もちろん，社会の中で生き

ているので，100%自分の自由になるわけでは

写真23．「灯籠ナイト」



12

大会シンポジウム『アートが拓くことばの教育の未来』

ないんですが，でも社会という制約の中で自分

の人生・学びを自分自身で作っていくことは可

能だと思うんですね。

  岩瀬さんが，先生は何を教えるかではなくて，

どのように教えるか，まずその環境を作ること

が重要だと強調されていましたが，僕も全く同

感です。

  日本人は特に環境に依存しやすい文化・精神

性をもっていると思います。例えばフランス人

なら，同じ人たちで同じテーマについて議論す

る場合，どんな環境であろうが，そこが教室だ

ろうが，カフェだろうが，同じ抽象度で議論で

きるんです。でも，日本人の場合は，同じメン

バーであっても，そこが無機質な教室なのか，

あるいは木の温もりのある空間なのか，椅子に

座っているのか，畳に座っているのかによって，

語り合う内容も気持ちも変わってくると思うん

ですね。そういう点からも（本来は日本人にか

ぎりませんが）学びの環境づくりが非常に重要

だと思います。

岩瀬：どうして日本人は環境に依存しやすいんです

か。

熊倉：それは歴史的・風土的背景からくると思いま

す。ヨーロッパ人は，（あくまで一般論ですが）

自然環境への依存度が少なく，むしろ自然から

観念的に離脱して抽象的な思考を展開すること

が得意だと思うんですが，日本人は，和歌や茶

道などの伝統芸能にみられるように，もともと

心の構造が非常に自然環境と親和的に共感する

ので，その影響を無意識に受けやすいと思うん

です。環境が教室のような人工環境になったと

してもその影響は大きいんではないかと思いま

す。

嶋津：その「環境」といった点ですが，三澤さんは美

大にいらっしゃって，アートを通してことばを

紡いでいくという環境づくりを意識的にされて

いると思うんですけれども，三澤さん，いかが

ですか。

三澤：大学では彫刻を専攻し自由に好き勝手なこと

をやっていたんですが，中学校の教員になり，あ

まりにもその違いに驚いて，埼玉県の所沢で教

えていたのですが，埼玉ってわりと体育会系だ

と思うんですよね。軍隊みたいなところがあっ

て，最初はそれに全然なじめなかった。

  実際中学校の教員やっていても，生徒の後ろ

姿を見ると，「俺は俺なんだ」「私は自由，私は私

なんだ」って心で叫びながら，表面的にはみん

なと同調しているような姿を感じていて。どう

にか美術で子どもたちの気持ちというか，自分

らしさを取り戻すことはできないのかな，なん

て考えていました。でもこの集団と個の問題は

相反することではなく両面あるんだと。学校っ

ていうのはやはり制度も学ばなければいけない

し，社会のシステムとして学ぶべきこともある。

  ただそれはバランスの問題で，制度を学ぶと

言うことを認めた上で自分というものをもう

ちょっと取り戻す必要があるんではないか，結

局，制度というものは人と人との間で生まれて

いくものなので，制度ありきじゃなくて自分た

ちで制度を作っていくような，新しい仕組みを

作っていくような，そこに興味を持つように

なったわけです。でも，その革新を阻害してい

るのは，実は制度の中で安住している先生たち

なんですね。まあ私もそういうところあったと

思いますが，本当は一番クリエイティブな存在

でなければいけない教員が「じゃあ昨年と同じ

で」って，それで通ってしまう。自分でものを

考えようとせずに「去年もこれをやったから今

年もこれで行きましょう」って。

  この創造性の無さをどうやって壊していく

か，そこに美術が力を発揮できるのではないか。

例えば朝鑑賞も，抵抗勢力は先生たちなんです。
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浸透していかないのは先生達の答えの無いもの

に対する恐怖心なんですね。生徒に，答えが決

まっていない，分からないということに対し問

われることの恐怖で，そのことで教員としての

自尊心も崩れていく。それをどうにかしていか

なきゃいけない。

  私が学校教育に興味があるのは，義務教育が

全国民の人格形成の一つの過程であるというこ

と。だから，その内容がちょっと変われば日本

も変わっていくんじゃないかなって大げさなこ

とを考えているんですが，そのために，先生が

自由になって子どもたちと対等になって話をし

ていくには，美術が最適だろうというふうに考

えたわけなんです。

  地味ですが，週に1回10分で絵を通して自分

の考え方が言える，で，先生も自分の考え方が

言える，そして，対等にぶつかり合って合意形

成された価値を見いだしていく。発言するって

いうことは聞くことなんですが，そのような場

を学校の中に取り入れたいなって考えてきたわ

けなんですね。

藤井：私自身，実は小中高と埼玉の学校出身で，今

ふつふつと記憶がよみがえってしまったので，

それを踏まえて少し話をしたいと思います。

  小学校のころ，民主的な方法で学級委員に選

ばれたのですが，1カ月後，先生から「藤井君は

みんなを悪い方向に引っ張るので学級委員は解

任します」と超法規的に辞めさせられてしまい

ます。その頃から日本の学校との相性は悪く，

大学はフランスの美大を受験しました。

  大学での最初の授業で，教授アラン・モロー

は私たちに「なぜ，この美術学校には黒人がい

ないのだ。それについて考えよう」と問いかけ

てきます。「黒人の不在」は，過去の植民地支配

によって歴史化された不公正な社会，それに準

じて形成されてきた西洋美術史，白人に支配さ

れた現代の美学体制の問い直しを迫るものでし

た。先ほど熊倉さんのほうから，人間と日本人

との環境の問題，自然の問題というのがありま

したけれども，フランスでの美術教育は「私た

ちは，今どこにいるのか」，自らが存在する環境

をクリティカルに言語化することから始まった

んです。

  一方で，私の小学校の体験は，自分が学級委

員を解任されることで先生は「自然」を取り戻

すことができるわけですよね。教師が求めるそ

の環境ともし一体化せずに済んでいれば，私の

人生は大きく変わっていたのではないかと思い

ます。

三澤：今のお話，私も同じようなことを考えていて，

先ほどスライドで見せたあのパンストの作品で

すね，あれがまさにいま藤井さんが言われたこ

とと似ているかなと思いまして。大人が先回り

をして「子どもたちに悪影響を与える」と考え

る。でも悪なのかどうなのかって，子どもたち

が自分自身で食べてみなければ，それは毒なの

かどうなのかって分からないわけですよ。だか

ら，毒をどんどん排除していって挙げ句の果て

に自分で判断できないようになってしまう，そ

れがまずいかなと思っています。

岩瀬：三澤さんと藤井さんが埼玉と聞いて，僕は22

年間埼玉の教員でしたので，すごく責任を感じ

ました。学校の教員になる人たちに限らないん

ですが，僕らは1万数千時間学校教育を受けて

きているわけで，身体化しちゃうんですよね。

前の人の後頭部を見ながら聞くものが学校であ

るとか，授業であるとか，この無機質な教室が

学びの空間であるとか，無意識の中に身体化し

てしまっていて，それ自体の自明性を疑うこと

がすごく難しいんだろうなと思います。それは

子どももそうですが，保護者もそうですし，僕

ら自身もそうなんですよね。
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  でも「その環境は変えられるんじゃないか」

「そもそも自分たちが学びやすい環境ってどう

いう環境なのか」を問うことから動き出すと

思っています。最初はいちいち聞くんですよ

ね。「これやっていいですか」とか「ここに本並

べていいですか」とか。環境って作られるもの，

許可を得なければ変えられないものだってこと

を，もう10歳ぐらいで学んでるんです。僕は教

室に何も準備せずに子どもを迎えるんですが，

ランドセルをどこに入れていいのか分からない

から，名前のシールを貼ってくれって言われる

わけですよ。「必要なら貼れば？」って言うと，

もぞもぞと貼り始める。給食便りが貼ってない

と明日の給食が分からないって苦情を言いに来

る。「それは知りたい人が貼ればいいんじゃな

い？」このようなことから，「環境って自分たち

でアクセスできるようになるんだ」と変わって

いく。

  自分が置かれている環境を言語化してみた

り，いったん相対化して問い直してみる作業が，

大人も子どもも自由になるきっかけで，その中

で遊ぶことが大事だと僕は考えています。大人

よりも子供のほうが遊び始めるのが早いんじゃ

ないかな。教室リフォームを始めると，勝手に

ほかの所も始めるんです。例えば，トイレのリ

フォームを始めた子たちが，「人気がなかった

けど，床も便器もきれいにしています」と張り

紙をしたんですね（写真24）。

  「だい7い」っていうのは，7個の便器の中で

一番人気のないトイレという意味です。「どう

やって7位って分かったの？」って聞いたら，

トイレットペーパーを同時に新品に替えて，そ

の減り具合で調べたと。一番減っていないこの

トイレが一番利用度が低いから，ここをピカピ

カに磨いたと。こんなふうに遊び始めるんで

す。自分たちは環境にアクセスできるし，そこ

で起きることも変えられると，子どものほうが

つかむのが早いなという感覚があります。そも

そも人はこうやって自由に遊ぶことが好きで，

その環境さえあればやり始めるんじゃないかな

と，僕は楽観的というか気楽に捉えている感じ

です。

熊倉：学生時代，詩を研究していましたが，言葉っ

て人間を拘束し不自由にすることもできるし，

その反対にことばで「遊ぶ」こともできるんで

すね。それこそ詩ではないかと。

  また，言葉とは必ずしも口頭言語や書き言葉

に限らなくて，例えば身体言語とか建築言語と

かもあるわけです。先ほど岩瀬さんが身体の話

をされましたけど，身体もある種の言語と同じ

ように構造化されプログラムされていて，そこ

からなかなか自由になれない。だけど，そこに

ある種のボディワークとか，ダンスとかを入れ

ていくと，身体の言語からも自由になれる。そ

こがたぶん「アートする」教育の一つの入り口

になるのではないでしょうか。

  20年前ぐらい，慶應大学にいたとき，大学教

育を根本的に考え直そうという研究会が立ち上

がって，そこで「身体知」などを研究したんで

す。要は学ぶ主体の（言葉以前に）身体の在り方

が変わらないと，いくらそこに抽象的な学問と

か知を入れても本当の意味で身につかない。だ

から学びの場にダンスやボディワークから瞑想

写真24．トイレのリフォーム 
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までとり入れて，まず体と心をほぐし解き放つ。

そこから学びを立ち上げ直す，そんな研究や実

験授業をしていました。

嶋津：最初に私が拾わせていただいたことばである

「自由」にアクセスするための手段として，アー

トやことば，それから，環境や実践がある，と

いうことですね。

  私は日本語を教えていて，どうしても日本語

というコミュニケーション手段からなかなか自

由になれなくて，そこから自由になるためには，

逆にことばによって遊ぶことが必要なのかもし

れません。熊倉さんがおっしゃってくださった

ように，例えば，身体や思考，それらを含めて

自分をもっと解放していくべきで。先生が自由

になれないっていうのはどこかに自分で自分に

ブロックかけているわけで。岩瀬さんや三澤さ

んがお話くださったように，これまでの学校教

育の中で「これをやってはいけない」という自

明性が自分の体の中に染みついているわけで，

その結果として藤井さんがお話くださったエピ

ソードのようなことが起こるわけですね。私が

今このシンポジウムを通して考えているのが，

そこからいかに自由になっていくか。でも，自

由になるためのきっかけや手段がわからない

し，自由になるために何を，どのように壊した

らいいのか，皆さんの実践からヒントをいただ

けるかと思いました。

  藤井さんは美術家として，表現の自由をテー

マにしていらっしゃいますね。金曜日のトーク

セッションで見せていただいた作品に，私は

ちょっと怖さを感じたんですね，おそらく自由

を望む思考が作品に流れていて，もしかした

ら，私が感じたのは自由になるための怖さなの

かなって思ったりしたんですけど，少しお話し

ていただいてもいいですか。

藤井：はい。これ（写真25）は『2・8独立宣言書｜日

本語で朗読する』という映像インスタレーショ

ン作品ですが，ソウル市立美術館のコミッショ

ンワークで収蔵作品になっています。

  1919年の東京で，朝鮮の留学生が自由を求め

独立宣言をするのですが，その途中で，憲兵に

よって弾圧され，学生たちは1年から2年の間

拘留されてしまいます。この運動がのちの3・1

独立運動のうねりにつながっていくのですが，

その宣言書を現代のベトナムの若者たちがカタ

コトの日本語で朗読するという作品です（写真

26）。

  また，台湾からきた20代の移民たちと，1946

年に起きた渋谷事件を再演した作品もありま

す。戦後の混乱期，台湾の若者たちが自由を求

め警察と乱闘になった事件です。

  このように若い移民たちと作品をつくってき

ましたが，彼らの身体を通して帝国の記憶を現

代に再来させる試みをしています。もはや植

民地の時代ではないにもかかわらず，「人間扱

いされたい」と彼らは言います。一方でその想

写真25，26（左から）．藤井光『2・8独立宣言書｜日本語で朗読する』（2019年）より
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いを仕事先などで表明すると次の瞬間「出てい

け」とやられてしまうわけです。

  そこでアートという虚構が「いいね」ってな

るんです。これらの作品は「怖い」ものですけれ

ども，制作現場は楽しく言いたいことを言い合

える雰囲気になっています。

嶋津：三澤さん，今の藤井さんのお話を受けていか

がですか。

三澤：よく分かります。自分がその立場にこう，要

するに，表現するとなったときに自分自身以外

の人のことを想定しないと表現がうまくいかな

かったりする。例えば絵を見るときにも，「作

者は何を考えていたんだろう」とか，「この絵に

何を込めたんだろう」とか，そのような想像を

する中で自分とは違うイメージを作り出してい

くんですけれども，でもそのイメージも自分の

概念を超えられないわけですよ，自分の体験と

か。それが複数人いて全く自分と違う生き方を

した人の意見を聞くことによって，その自分の

見方とか考え方が開かれてくわけですよね。そ

こがアートの魅力かなと思っています。

  いつも芸術，アートっていうのは自分の体験

でしか理解できないし伝えられないなと私は

思っていて，いくら「アートはいいぞ，美術は

いいぞ，演劇はいいぞ」って言っても，その本

人が，自分がいいと思う体験をしてなければ別

にそれは必要ないわけですよ。

  絵を見るっていう，たった10分ですけども，

その中で自分の感じたことを伝えて，「あ，こう

いう見方する人がいるんだ」とか，「あ，こうい

う見方もできるのか」とか，そうやって自分の

世界を広げていく必要があるのかなっていう気

がしています。

嶋津：いま子どもたちが生きる技法の一つとして

アートがあると。岩瀬さんの学校は，アートに

限らず，生きる技法の一つとしてもっと自由に

発想していくとか，自由に行動していくとか，

手段というよりも子どもの生き方そのものが体

現できるような環境を作ることをされていると

思うんですが，今の三澤さんのお話を受けて，

岩瀬さん，いかがですか。

岩瀬：アートの良さって体験してみなきゃわからな

い，その良さは事後にしか立ち現れてこないと

いうのが面白いことでもあり，難しいことで

もあるなと思っています。風越学園では「自由

であることはどういうことか」をスタッフと話

していくうちに，自分たちが作り手になること

をいったん置いてみることにしたんです。例え

ば，掃除をどうするかということも一切決め

ずに6月に開校したんですが，学校がめちゃめ

ちゃ汚れていくわけです，すごい勢いで。でも，

掃除当番や掃除の制度がない。いよいよ我慢で

きなくなってきて，「何とかしよう」と集まっ

て相談し始める。初めての掃除が行われるまで

1カ月以上かかって，11月，12月になってよう

やく掃除が回り始めました。大人でも子どもで

も，そのプロセス自体が楽しいって思う人もい

れば，「決めちゃったほうがいい」っていう人た

ちもいるし，作る側に参画するのは面倒くさい

という子どももいるし。

  でも，自分事になってあれこれやってみた人

にとっては，それを作ってくことが楽しくなっ

ていく。その経験ってそこにコミットした人し

かその楽しさは分からないし，まわりで見てい

る人たちにはそれが見えなかったりします。作

り手になってみることは面白いんですが，その

事後にしかわからないというところもあって，

スタートを切れない人たちが結構いると思いま

す。その良さの事後性を，どう共有していくか

が難しいと思いますね。

三澤：今の話に共感します。絵を見るというのは受

動的として捉えられがちですが，芸術を鑑賞す
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ることは実はすごく創造的な行為で，創造性を

持つには自分自身の中だけで閉じていては創造

性は生まれない。他者とその作品に関して議論

したり批評し合うことによって，自分自身に新

たな見方が獲得されていく，そこがすごく学び

にもなるし創造性につながってく。

  その見るという行為を創造体験として位置付

けていく。それが，先ほど言ったようなものの

考え方，捉え方，制度等を緩やかに解かしていく

手段になり得るのではないかと感じています。

藤井：そこで一つ質問というか，問いかけなんです

けれども，先ほどの作品においても，この社会

の構造的な差別とか，なかなか個人では解決し

得ない大きなシステムを背景に作品を制作して

います。それは美術の鑑賞においても，「この絵

はこのように描かれた」とか，「この絵はこうで

ある」という公定の美術史というものがある。

  その大文字の歴史に対して，個の自由な解釈

がどう拮抗していくのか，美術史とのずれとい

うか，緊張関係の中で何かを考え出してきてい

るんですね，今でも。

  なので，自由な者として何かを作り出してい

くパワー，それはそれでいいのですが，人間を

取り巻くストラクチャーがあるという前提で私

は制作していますので，最初から自由が提供さ

れる状況ということが本当に可能なのでしょう

か。

  例えば，私が小学生の頃に使っていた地図帳

の世界地図には，赤く塗られた日本が中心にあ

りました。学校では日本を中心とする歴史＝物

語を教わるわけですが「本当なんだろうか？」

と葛藤したことを思い出します。果たして世界

地図の中心を日本とするような枠組みや制度が

なくて自由というものがそもそも可能なのかと

いうことを聞いてみたいと思いました。

  もう一つ例をいいですか。これ（写真27，28）

は別の映像作品ですが，この絵は南蛮屏風です。

中学校の教科書に載ってると思いますが日本美

術の公定の歴史では「西と東が出会った最初の

絵」とされています。しかしこの絵の中には南

北の問題，つまり大西洋奴隷貿易の実態が描か

れている。よく見ると黒人の奴隷たちがこの中

にちりばめられているわけです。

  この南蛮屏風を「東と西が出会った最初の

絵」と紹介した途端，植民地主義を肯定する視

線と一体化し南北の問題が見えなくなっていき

ます。私たちを取り巻くシステムというのは見

えにくい不可視なものであって，さりげない言

語の中に潜んでいます。そのことを子どもたち

と共有せずに，絵を鑑賞するだけで，はたして

批判的な言説が生まれるのかどうか疑問なので

す。

三澤：そこが教師の仕事になってくると思います。

だから，先ほど朝鑑賞で抵抗勢力が教師だって

言ったのは，教師が批判的にものを見る見方が

できてない現状があって，それをわれわれは改

写真27，28（左から）．「南蛮屏風」 （藤井光『南蛮絵図』［2018年］より）
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善しなければいけないんじゃないか。で，先

ほどの南蛮屏風も子どもたちは気づきますよ，

「あ，黒人がいる」とか「白人がいる」とか。そ

の気づきから疑問というものを追求していくと

いうのはとても重要で，そこをさせないで，「は

い，これはこうですよ」って教えること自体が

おかしいのではないかなと。

  だから，素直に見るっていうことがとても重

要で，見ることから問いを見つける，そのよう

な手法としてアートというのが重要なんじゃな

いかなということなんですね。ですから，見る

ということも実は創造的な活動なんだっていう

こと，そこに私が言いたかったことがあります。

1．4．休憩後の質疑応答

1．4．1．自由な学びの場でのファシリテータの役

割

嶋津：ALCEは日本語教育に関わっている参加者が

非常に多いので，まずこの質問を取り上げさせ

ていただきます。

  「学校では，教師にはファシリテータである

ことを常に意識するよう求められています。学

生主体と言いながら，学校のルールや統括教師

の考え方などから教師側のコントロールが目立

ちます。自由な学びの場のファシリテータとし

て意識していること，気を付けていることがあ

れば教えていただきたいです」という質問です

が，いかがでしょうか。

三澤：私は，例えば鑑賞の，対話型鑑賞をやってい

るときに心がけているのは，相手の発言に興味

を持って聞くということですね。「なんでそん

なこと言うんだろう」っていうのはとても興味

があるので，そこは気を付けています。突拍子

もない意見，発言とか，「勘違いなんじゃない

か」っていうような発言もかなりあるんですけ

ども，実はそこにすごく面白さが隠れている。

よく同僚が誤読のおもしろさって言ってるんで

すが，自分とは違う意見をしっかり聞いてみ

るっていうのはとても面白いんじゃないでしょ

うか。

岩瀬：6年生と7年生4人ぐらいから，このカリキュ

ラムで学びたくないっていう訴えがあったんで

すね。自由に学べるって聞いてたのに，けっこ

う必修の授業があるじゃないかと。風越が社会

的実験であることは分かってるけど，実験だっ

たら自分たちでやらせてほしいと訴えがあっ

て，大人は右往左往したわけです。自由である

ためのカリキュラム，構造を作ると，その構造

が不自由だという声が上がります。言われては

じめて「ここから不自由が生まれているんだ」

とわかったわけです。大人側でよかれと思って

やってることが不自由な構造を生んでいること

が見えるようになって，議論ができるように

なってきたことがよかったと思っています。こ

のご質問にある，学校のルールや統括教師の考

え方って，どこの場にも埋め込まれているもの

なんですよね。そのことをまず大人側が議論で

きるかどうかの方が大事で，そこに目をつぶっ

たまま教室の中だけでファシリテータでいよ

うっていうのは難しいことなんじゃないかと感

じました。

熊倉：お二人がおっしゃったことに非常に共感しま

す。「聴く」というのは非常に重要です。本当に

心の底から「聴く」，いったいその生徒・学生たち

が何を望んでいるのか，心の底から聴かないと，

いざファシリテートしようと思っても非常に表

面的なファシリテーションにしかならない。こ

ちらが相手と同じ土俵まで降りて，無心になっ

て聴けば，そこからすぐに解決策が生まれるわ

けではありませんが，当人にとってもポジティ

ブな何かが生まれてくると思うんですね。
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藤井：私は作品の中で出演者がディスカッションす

るという作品を数多く作っていますが，事前に

参加者とディスカッションのストラクチャーを

一緒に作るところから始めます。というのも，

それを記録に収めて「作品」にするからです。地

域・国・時代を超えていくディスカッションを

どう行うかを共に考えます。そこに長い時間を

かけ，実際のディスカッションは最後の瞬間み

たいな感じです。

1．4．2．「ことばで遊ぶってどうこうことですか」

嶋津：「ことばで遊ぶってどういうことですか」とい

う質問がありました。先ほど熊倉さんにも触れ

ていただいたんですが，ことばで遊ぶってどう

いうことですか。

熊倉：たとえば大学で詩を学ぶというと，ふつうは

テキストを読んで議論したり，外国語の詩なら

日本語に翻訳して学んだ気になるけれど，本当

に「詩を学ぶ」ことをしたければ，やはり自分

で詩を「書く」「作る」という経験をしなければ

だめだと思うんです。僕も，「文学」という授業

をしていましたが，もちろん多少「文学史」的

なこともしますが，とにかく自分で「詩を書く」

経験をしてみる。詩人の上田假奈代さんをゲス

トに呼んで，たとえばペアでじっと見つめ合っ

て，相手の曰く言い難い存在感・気配のような

ものを言葉にしてみる。あるいは，食べ物を瞑

想状態で食べてもらって，その微妙な感覚をや

はり言葉にしてみる。そうした曰く言い難い経

験は言葉にしづらいけれども，ときに言葉の組

み合わせ次第では，奇跡的に表すことだってで

きる。そうした言葉の経験が詩の原点だと思う

んです。いつもの使い方を超えたところで，言

葉と真剣に戯れてみる，そうした経験を経ると，

他人が書いた詩の読み方，学び方にも違った深

みが出てくる。

1．4．3．「作品に参加した方の声は，作品に反映さ

れますか」

嶋津：「技能実習生など，アートのテーマに共感でき

そうな人たちが被写体として作品に参加されて

いることがとても興味深いです。参加した感想

なども聞かれますか。参加した彼らの声がアー

ト作品に反映させられるようなことがあります

か」という質問ですが，藤井さんの作品を指し

ていらっしゃると思います。藤井さん，いかが

ですか。

藤井： 彼ら・彼女たちの声や考えが作品に反映され

るというのは当然あります。あるというか，彼

らの声を聞くことから作品が作られる前提なの

です。

嶋津：次の質問は，今の藤井さんのお話から発展

させることができると思いますが，三澤さん

がおっしゃったことと関連しているようです。

「アートは他者を聞く手段とおっしゃいました

が，アートは手段なんでしょうか」

三澤：手段に使えるということです。私たちが学

校教育で学んできたのは，「素晴らしいものだ

から教養として覚えなさい」みたいなところが

あったと思うんですけども，やはり絵を見た

り，表現してもですが，コミュニケーションの

媒体として存在するんですね。私はアートをコ

ミュニケーションツールとして最近は捉えてい

ます。

  写真プロジェクトなんかまさにそうで，一人

ひとりの心の中に潜む美意識というか，価値を

感じるものが写真にすることで視覚化される。

それによって，「あ，この人はこんな見方してい

たんだ」って気づく。「隣の変なおじさんが，こ

んな優しい目を持っているのか」って気づくと

いう，そういう視覚化，視覚的なことばである

と思うし，アートは見えないものを見えるよう

にする機能を持っているということですね。だ
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からそれを手段として使ってもいいんじゃない

かって考えています。

藤井：アートを手段にすることに対して批判的な人

は多いですが，私も手段という考えに賛成です。

例えば，普段の生活で，若い移民たちと日本人は

分離されてほとんど出会うことがありません。

アートの現場が例外的なコミュニケーションの

場になっていることは実際にあります。

1．4．4．「そもそも人間は自由ですか」

嶋津：では，前半部に関する質問です。「とても心

を打つ言葉をたくさんいただきました。その一

方で，皆さんがそもそも人間は自由だという前

提に立っていらっしゃることに，本当にそうな

のだろうかと反論してしまっている自分がいま

す。そもそも人間は自由だとどうして確信され

ているのか，人間は制度的な生き物という考え

方もあるのではとも思います」というご意見で

すが，岩瀬さん，いかがですか。そもそも人間

は自由？

岩瀬：制度があるから不自由なのかなと思うんです

よね。制度や構造を自覚した上でそこにいるの

か，どういう構造の中に自分がいるのかを知ら

ないままそこにいるのか，それによって全然

違ってくると思っています。学校教育制度って

本当に強固な構造ですが，じゃあその中にいる

ことが常に不自由なのかっていうと，そうでは

ないと思うんです。

  完全に構造を変えることはできないけれど，

その構造を突っついてみることぐらいはできる

かもしれないし，少なくともその構造を見える

ようにすることはできるかもしれない。そこを

目がけているっていうことは，不自由ではなく

て，自由を目がけているという感じがします。

少なくともその構造に手を付けられる手がかり

みたいなものが自分の中に残っている感覚が

あって，その感覚さえ手元に残っていれば，制度

的な中にいる不自由さではないんじゃないかっ

て考えています。

熊倉：僕も非常に似た考えをもっています。教育現

場においても，目に見えやすい制度とか権力構

造もあるけれど，非常に目に見えにくい不可視

の権力構造が張り巡らされていて，そこから自

由になることはなかなか難しいと思うんです

ね。

  例えば普通の教室だと，机や椅子が直線的に

整然と並んでいる。そして生徒も先生もそれを

当然と思って，その秩序に従う。でもそれは，単

に机や椅子の，目に見える並び方の問題だけで

はなくて，実はその背後にそれらをそのように

並ばせる目に見えない権力関係が張り巡らされ

ているんですね。ところが，僕の授業や岩瀬さ

んの授業のように，机や椅子の並べ方を「当然」

と思わないので，自分たちにとって居心地のい

い形に並べ替えることで，単に目に見える並べ

方が変わるだけではなく，生徒と先生との目に

見えない関係性も変わってくるんですね。それ

が学びの創造性にとっては非常に大事。「アー

トする」教育の可能性とは，単に授業にアート

作品を持ち込むとかいうことではなくて，「当

然」と思い込んでいる制度や構造を，自分たち

が本当に「こうしたい」という欲望にしたがっ

て作り直していく。それこそが，クリエイティ

ブな教育の在り方だと思っています。

1．4．5．「大人が自由になっていくためにはどうし

ていけばいいのでしょうか」

嶋津：教育がクリエイティブになり得るという点と

関係するかと思うんですが，最後に質問があり

ました。「子どもより大人のほうが縛られてい

るということ，大変共感します。一方で，大人の

場合，今の日本で自由になることは逆に生きづ
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らさを感じること，例えば病んでしまうことな

どにもつながりがあるようにも思います。海外

に居場所を求めたり，教育が自由になっていっ

たりすることも必要だと思うのですが，社会と

のバランスを取りながら，大人，教師も含めて

ですけど，大人が自由になっていくためにはど

うしていけばいいのでしょうか」という質問で

す。社会とのバランスを取りながら大人が自由

になっていく。まさに岩瀬さんは，学校を作っ

ているときに，保護者や教師の間で経験されて

いると思うんですが，大人が自由になっていく

ときって，どんな過程を踏むのでしょうか。何

かエピソードがありますか。

岩瀬：僕の学校に入学してくる子どもや保護者は，

そういうチャレンジをしてみたいと思ってくる

わけです。でも，始まると不安が増大してきま

す。7年生（中学1年生）の保護者からは「高校

のこと，どう考えてるんですか」という，進路

不安の声が聞こえてくるんです。まさに，どう

バランスを取りたいかという気持ちがもたげて

くるんですよね。先日保護者とスタッフが対話

して，「何が不安なのか」「どうあってほしいの

か」，未来のことを一緒に考える場を持ちまし

た。バランスを取る，両方取る道だってあるん

じゃないかと思いたいですね。「風越に行った

ら高校に行けない」「社会に適合できなくなっ

て苦労する」という批判をよく聞くんですけ

ど，「いや，本当か？」って思います。それがわ

かるのは20年後ぐらいですかね。でも「バラン

スを取っていく」のではない方法もあるんじゃ

ないかなとは思いますが。

三澤：はい。本当難しいですね，これは。で，一人

ひとりによって何が自由かということも違って

きますし，100人いたら100人の答えがあるか

なと私は思います。ただ，その中で，私はその

自由という考えや行いに共感してもらえれば，

ある程度心の自由は出てくるんじゃないかなと

思います。

  社会に対して批判的な考えとか不満とか，

「あ，俺もそう思うよ」とか，「私もそう感じ

る」っていう，それが共感でき，孤立，孤独で

はないことが結構自由を保証していくのではな

いか。同時に制度という問題も，それを変えて

いかなければならないので，すぐはできません

けれども，心の中の自由というのは，やはり共

感してもらえることである程度は確保できるん

ではないかなという感じがします。

1．4．6．アートや教育ができること

嶋津：手を挙げてくださった参加者の方がいらっ

しゃいます。いかがですか，Mさん。

M： 僕の大学時代の友人が結構自由な生き方をして

たんですけど，うつになっちゃって，大学辞めて

実家に閉じこもった子がいたんです。その子を

見ていたときに，「自分は何ができるのかな」み

たいなことを考えて。制度や社会に縛られて，

その干渉みたいなものがあると思うんですよ

ね，個人に影響を与えるようなものが。大人っ

て子どもに比べて学ぶ機会が限られてしまって

いて，子どもの教育の中に大人も入ってもらう

こともあり得るのかなとお話を伺っていたんで

すが，何かありましたらお聞かせいただければ

と思います。

嶋津：ありがとうございます。いかがですか，シン

ポジストの皆さん。

熊倉：僕が出会ったある男子学生は，大学に来るま

で親や先生に散々いじめられて，大人，特に親と

先生に対してものすごい不信感がありました。

一番信用できない大人が「先生」だっていう。そ

のせいもあり，どの先生も手に負えなくて結局

僕のゼミに回された。それで僕も彼とじっくり

1年付き合ってみた。
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  まず，彼の「いじめ」の経験を含め，とにか

く彼が僕に話したいとおもうこと，心の「叫び」

のようなものを，じっくり，とことん「聴いて」

みた。彼自身も「こんなに聴いてくれる大人は

初めてだった」というくらい聴いてみた。そし

たら，彼が徐々に「開かれて」きて，自分から

いろんなことに興味をもつようになり，自主的

に勉強もするようになって，しまいには「先生」

からのいじめ＝トラウマであれほど苦しんでい

た彼が，逆にその経験を活かして先生になりた

いとか言い出す，そんなふうに変わっていくん

ですね。

  そこにもやはり「自由」の問題があると思う

んです。他者の話を「聴かない」ということは，

そもそも当人の自由を前もって封じ込めてしま

う，自分の可能性に気づくという機会を奪って

しまう。逆に，他者が自分の話，心の奥深い叫

びを真剣に「聴いて」くれる。そうすることで，

自分すら気づかなかった自分の可能性・潜在力

に気づく，気づいたら，それをいかに現実世界・

社会で実現していくか，そこにこそ本当の「自

由」へのきっかけがあると思うんです。

藤井：芸術の鑑賞教育の中で，小学生が対象となる

ケースが多いですが，中学生や高校生といった

アイデンティティが不安定になる時期に，芸術

はストンって入ってきたりもするものだと思い

ます。現にアーティストたちの中には精神を病

んでる者，不安定な者が多々いるわけですよ

ね。やはり芸術を見る機会，アクセシビリティ

をもっと広げてほしいと思います。

岩瀬：大人が無意識の中でとらわれている前提みた

いなものがあって，それが不自由にさせてるこ

とって結構あるなと思うんです。所与になって

しまってること。無意識だからこそ，自動操縦

で動いちゃうことってたくさんあって，それで

どんどんどんどん苦しくなることは大人でも十

分起こり得るし，学校の教員は所与の前提の中

で，無意識の中で苦しくなってることってたく

さんあるなと思っていて。でも，その経験を問

い直してみたり，その前提でいいのかって問い

直すことから，子どもと同様，大人が変わってい

くことってあると思うんですよね。大人になっ

たらあまり変わらないということはなくて，経

験から学んでいくことや，経験から前提を問い

直していくことで，何か新しいことが開けてい

くんじゃないかと，僕は確信と希望を持ってい

ます。

嶋津：「私たちは経験したことしか語れない」「アー

トを見る行為自体が創造的な行為である」―

そのことと，大人である私たちがいかに自由に

なっていくかっていうこととの関係，つながり

について，三澤先生の中で思うことがあれば，

お聞かせいただけますか。

三澤：皆さんが言われたことにすごく共感しており

ます。「旅するムサビ」で作品を見る機会を，先

日，長野県の茅野市美術館でやったり，北海道

の訓子府町教育委員会で大人対象におこなった

んですね。例えば美術が好きな人は，自分が

培ってきた知識で見ようとしてなかなか自由に

作品をみることができない，どうしても知識の

フィルターをかけて作品を見てしまう。それが

対話をしてく中で自分の素直な感覚を言葉にで

きるようにほぐされていく。最後には，「面白

い」とか，「自分の違った見方ができた」とか，

そのようなことばを残していくので，自分を捉

え直すというか，思い込みに対して疑問を持つ

きっかけが得られると思うんです。考えるきっ

かけがなければ日々の生活を変化無く過ごして

しまいますが，例えば芸術に触れるとか，また

はディスカッションするとか，本を読むことも

同じだと思いますが，そのような自分以外のも

のの捉え方とか考え方といかに接することがで
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きるか。そして，その接したときに言葉は必要

で，自分一人で考えを完結しようとするのでは

なく，他者が入りこんで自分の考えの限界を越

えさせてくれる，それがまさにイノベーション

であり，自由の拡張になるのかなって感じます。

1．4．7．「自由」とは何か―シンポジストの実践

の未来

嶋津：参加者の方が一人手を挙げてくれました。よ

ろしければ，Iさん，いかがですか。

I： はい。自由を巡っての議論，大変興味深く伺い

ました。もし一言でまとめるとしたら，自由と

は何か，お伺いしたいと思いました。

嶋津：私もシンポジストの方に最後にお聞きした

かったことです。「自由について」「自由とは何

か」一言お願いします。それから，シンポジス

トの方々それぞれの実践の未来，これからどん

なことをされていくのか，一言お話しいただけ

たらと思います。では，熊倉さんからいかがで

しょうか。

熊倉：あえて一言で言うと「旅」かなと思います。で

も，その「旅」は単に外国を旅行するということ

ではなくて，自分の生まれ育った場所から「外」

に出る。出て，それまで生まれ育った価値観・世

界観とは異なった価値観・世界観と遭遇する。

その遭遇によって，それまで当然と思ってきた

価値観・世界観が部分的にでも崩れる。その崩

れるところを何とか自分の力で，あるいは他人

に助けられて，立て直していく，作り直してい

く，そこに「旅」の醍醐味があると思うんです

ね。そして，そこにこそ，本当の意味での「自

由」の可能性もある。

嶋津：ありがとうございます。三澤さんはいかがで

すか。

三澤：はい。「自分らしく生きる」ことかなと思って

ますが，ただ，この「自分らしく生きる」って

いうのは結構難しんですよね，さまざまな束縛

とか条件があって。

  ただ，自分らしく生きることを求めていかな

ければ自由も獲得できないのかなと思います。

先ほど熊倉さんが旅と言われたんですが，私も

さまざまな地方に行って，いろんな人と話をす

るのはとっても好きで，そこで新しい自分の可

能性が見えてくる。そういうことも含めて，こ

れからも今やれることをやりながら考えてこう

かなと思っています。何かアクションを起こせ

ば何か反応が得られるだろうと。そこで改めて

考えればいいかって，そんな感じですね。

嶋津：ありがとうございます。では，藤井さん，い

かがですか。

藤井：「アクション」と言葉が出て迷っていたのです

が，あえて「創造」としたいと思います。作品

を展示をする美術館などではいろいろな制約が

あって，自主規制とか，またはもっと強権的な

上からの検閲みたいなものもやはり起こったり

もするわけです。なので，創造するというのは，

さまざまな人と協働しながら，現実と折り合い

をつけ，ようやく成し得ることです。このよう

にプラクティカルな側面を含めて「創造」にし

たいと思います。

嶋津：ありがとうございます。では，岩瀬さんに最

後を締めていただきたいと思います。

岩瀬：はい。一言で言うのは難しいですが，作り手

になることが重要だと思っています。とことん

作り手になってみるっていう経験から他者につ

ながっていくことで，自由って体感されていく

んじゃないかなと思います。風越はそのための

触媒，「あそこへ行くとちょっと前提揺らぐな」

「ちょっと考えてみたくなるな」という触媒であ

りたいですね。学校教育と日本語教育って近そ

うで遠かったりするから，そこで何か一緒にや

ることで，お互いの前提の問い直しから面白い
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ことが生まれていくといいなと思っています。

嶋津：私が最後に言えるとしたら……私たちの実践

もアートですから，私たちが今日のお話を持ち

帰って，それぞれの実践をアートの視点で捉え

ていく，それがまた次のアートを生みだしてい

くんじゃないでしょうか。それこそ『アートが

拓くことばの教育の未来』ではないかと思いま

す。参加者の方々がそれぞれに感じ取っていた

だけたらと思いました。

　シンポジストの皆さん，本当にどうもありがとう

ございました。それでは，これでシンポジウム

を終了いたします。参加者の皆さまもご参加ど

うもありがとうございました。

2．シンポジウムをふりかえって

2．1．一人ひとりがつくり手になる―岩瀬 直樹

（軽井沢風越学園）

ALCE第7回年次大会シンポジウムに参加してか

らずいぶん時間が経った。「アートが拓くことばの

教育の未来」というテーマ。公立校で小学校の教員

として長く仕事をしてきた私にとってはおよそ縁の

遠いテーマだと感じていたが，とても充実した時間

であった。

当日のシンポジウムでも話題になったが，学校教

育制度は非常に強固であり，自由度がないように感

じる。慣性も強く働いていて，私たちは変化しない

ものだと思ってしまいがちだ。

学校は変わらないことを前提にして，教育に関心

を持つと学校以外の解決策を志向してしまいがちに

もなる。

さらに私たちは1万数千時間の被教育体験を重ね

てきていて，「学校とはこういうものだ」「授業とは

こういうものだ」「先生とはこういうものだ」とい

う暗黙の前提を知らず知らずのうちに身体化してい

る。この身体化がなかなか厄介だ。見えない構造に

自分から縛られにいって，不自由だ不自由だと叫ん

でいる，とも言えるわけである。

私が学校現場で実践したこと，それは一言で言え

ば「自明性を疑う」ということだったと，このシンポ

ジウムを通して整理できた。制度がない，枠組みが

ない，ということは現実問題としてないわけで，そ

の中でいかにしなやかに問い直し，そこで軽やかに

踊るか。これが私にとっての「アートする」である。

シンポジウムで紹介した「教室リフォームプロ

ジェクト」は，子どもと一緒に学校の自明性を揺る

がしてみる協同の営みだ。当たり前と考えてきた後

頭部凝視型環境は最も簡単に「私たちの環境」へと

つくりかえることができるのだ。実際に手を動か

し，つくってみることで，当たり前を超えていく。

その当事者になる経験の積み重ねが，一人ひとりが

学ぶ主体としての身体とマインドを取り戻していく

ことになるのではないか。

そう考えると，現状の中でやれることは山のよう

にあるのだ。

今私が参画している軽井沢風越学園は，まさにそ

の自明性の問い直しの実践である。学園での「大切

にしたいこと」として以下のように記している。

子どもも大人もつくり手である

　軽井沢風越学園は，子どもも大人も「つく

る」経験を，じっくり，ゆったり，たっぷり，

まざって積み重ねていきます。

　本気で手間をかけて「つくる」ことに没頭

し，ときには不安や不安定さを味わいながら

「つくる」ことに挑戦していきます。

　私たちは子どもこそがつくり手であること

を信じています。

　ここでいう「つくる」は物理的なものや学

習の成果物だけにとどまりません。安全・安
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心な場を自分たちでつくる，学びをつくる，自

分たちの学校をつくる，コミュニティをつく

る，仕組みをつくる，ルールをつくる，自分

をつくる。つまり，「わたし（たち）の未来を

わたし（たち）でつくる」冒険をするのです。

　子どもたち，スタッフ，保護者，地域の方々

など，軽井沢風越学園では誰もがつくり手で

す。

　「つくる」ことを通じて，「自由に生きる」と

いうことと「自由を相互に承認する」という

ことを繰り返し試していきます。そうするこ

とで，1人ひとりが幸せになり，幸せな社会

をつくっていくのです。

「　　」になる。

　自分が将来どんな〈私〉になるか，どんな

〈私〉になりたいか，あらかじめ知っている子

どもはいません。他者との関係の中で，たく

さんの「つくる」経験を試し，失敗と成功を積

み重ねた結果として，私らしい私の輪郭が築

かれていきます。

　軽井沢風越学園で，じっくり，ゆったり，

たっぷり，まざって過ごした子どもたちは，

結果的に様々な“「　」になる”。軽井沢風越

学園で，じっくり，ゆったり，たっぷり，ま

ざって過ごした子どもたちは，「　　」にどん

な願いを込め，どんな「　　」になっていくの

でしょうか。それを決めるのは，子どもたち

自身です。

　もともと備わっている自分らしさを大切に

しながら，よりよくあろうとする子どもたち

同士が共に試行錯誤し，影響し合うことで，

自分一人ではたどり着けない世界が拓かれる

ための学校であり，スタッフでありたいと考

えます。

参画する一人ひとりがつくり手となること。その

プロセスそのものが学びであり，身体や言葉が自由

になっていくための経験だと私たちは考えている。

つくり手になってみることでしか，つくり手の自由

の楽しさはわからない。つまり，変化の実感は事後

に立ち現れてくるというところがやっかいだ。動き

出すその前で足がすくみやすくなる。

しかし，すべては私たち一人ひとりの仕事の総体

でできあがっているのだから，小さく動き出すこと

で変化は必ず起こる。

風越では，中学生を中心にカリキュラムをともに

見直すチャレンジが始まっている。夏休み明けに7，

8年生向けに「みらいをつくる特別編」というワー

クショップを開催し，工場でつくられたもの，工房

でつくられたものを手にしながら，その特徴をとら

え，似たようなことが風越の中でも起きてるんじゃ

ないか？と投げかけられた。7，8年生は一人ひとり

が，「今の風越の工場と工房の割合」と「わたしが理

想とする風越の工場と工房の割合」を表現し共有し

た（写真29）。

自分の実感を言葉にし，拓きたい未来を言葉にし

てやりとりを重ね，小さく試してみること。

写真29
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この変化がどこに繋がっていくのか，誰にもわか

らない。その不確実性こそが希望だ。

私にとってアートとは，そういった日々の営みそ

のものである。

2．2．教育はどこまでできるか？―熊倉 敬聡（芸

術文化観光専門職大学）

今回お誘いいただいた大会のテーマは「『アート

する』教育」だった。通算23年にわたる大学での教

育を振り返ると，少なくとも2000年以降は，私はま

さに「アートする」教育に挑みつづけてきたように

思う。しかも非常にラディカルな形で実践しつづけ

てきたように思う。

だが，私にとって「アートする」教育は，少なく

とも当初はいわば「苦肉の策」だった。私は元々別

段，教育自体を「アート」のように実践することに

興味があったわけではなく，おそらく大方の大学教

員同様，単に自分の専門の研究分野（私の場合は文

学，アート）を教育したかったにすぎない。つまり，

大方の大学の授業のように，文学作品，アート作品

について講義し議論したかったにすぎない。

しかし，私の場合，それがかなわなかった。当時，

大学の専任教員には（少なくとも私の勤めていた大

学には）二種類いた。専門教育課程担当の教員（た

とえば文学を研究し，文学を教える教員），そして一

般教育課程―当時学生からは半ば蔑称的に「パン

キョウ」と呼ばれていた―担当の教員（文学を研

究するが語学を教える教員）である。文学研究を専

門とする教員は，誰もが自分の研究に直結する専門

教育課程担当を志望する。だが，ポストの数が限ら

れているため（私が専攻していた仏文学では当時10

名あまりだった），よほどの実績と運がないと，それ

には与れなかった。そして，大概の教員は（私のよ

うに）自分の能力の一つとしてはできるが，自身の

専門の研究には直結しない語学を，しかも大抵の場

合，文学部以外の学部に所属し教えなくてはならな

かった。私の場合は，そうして，理工学部のフラン

ス語担当の教員になった。別に私が理工系に強かっ

たからではない（むしろ苦手だった）。たまたまその

時，理工学部にフランス語教員のポストの空きがあ

り，そこに「あてがわれた」にすぎなかった。

そうして，他の多くの「パンキョウ」の教員同様，

自分の研究と教育を「分裂症」的に日々こなさくて

はならない労働環境に何年も身を置かざるをえなく

なった。

教鞭をとりはじめて7，8年，「仏文学科」で教え

る教員たちを羨ましがりつつ，自分は毎日，第二外

国語ゆえにさしたる興味もなさそうな理工学部の主

に1・2年生に，初級・中級のフランス語を（ごくふ

つうに）教えていた。そして，週一コマだけ文学部

でフランス語の原典購読を担当し，「専門教育」の末

席で一息ついていた。

が，2年にわたるニューヨークでの研究休暇から

帰ってきた2000年4月，たまたまやはり研究休暇を

その年度からとる先生のゼミを留守の2年間だけ代

わりに担当することになった。美学美術史学科の

3・4年生40数名を相手に（おそらくは嬉々として），

現代美術やら芸術学に関する文献を読んだり，アー

ティストをゲストに招いたり，一緒に合宿，各種イ

ベントをやったりした（もちろん卒論指導も）。

そんな中に，三人の女子学生がいて，伊藤キムと

いうダンサー・振付家と，何か一緒にやりたいと言

う。何回かのブレスト，打ち合わせを経たあと，形に

なったのが，シンポジウムでも紹介した「ケイオウ

☆パンチ」だった。伊藤キムという「異形」のダン

サーを，（学園祭期間ではなく）ふつうに授業をやっ

ているキャンパスの日常に「放し飼い」にし，神出鬼

没，ゲリラ的に踊ってもらうという企画。何ヶ月も

かけ，関係しそうな各部署，教職員に「根回し」し，

何とか実現にこじつける。まさに前代未聞のイベン

ト＝ハプニングに，学外からも（取材を含め）多くの
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観客が訪れ，一大「事件」となっていく。「根回し」

が及んでいなかった職員に怒鳴られたり，教室への

ダンサーの乱入に学生がキレたり，さまざまなトラ

ブルを引き起こしながら，そして私自身はそれらに

体を張って対処しながら，しかしアーティストも企

画側もほぼやりたかったことをすべてやりとげ，半

日のパフォーマンスが終わった（写真30，31）。

こんな（少なくとも当時は）硬直化した大学でも，

やろうと思えばこんなことまでできるんだ，と学生

たちも私も驚きながら「学び」，以後，私と学生たち

の「悪ノリ」はつづき，いやますますラディカルに

なっていった。

そうして，2年間ゼミを担当したあと，やはりシ

ンポジウムで紹介した「美学特殊 C」で，その「悪

ノリ」が炸裂する。「アートする」教育が，本格的に

始動した。

この，本来は「美学」の「特殊」なテーマを講義

するはずの授業で，私は発想をコペルニクス的に転

回し，授業それ自体を一つの「作品」のように作る，

しかも私＝教員がシラバスを書き，デザインするの

ではなく，学生たち自らが自分たちの授業をゼロか

ら創りだしていく（そうした学びの創造を，美術家

川俣正とともに「セルフ・エデュケーション」と名

づけた2。机や椅子の並べ方からはじまって，教室や

時間割など学生も教員も「自明」と思っていること

それ自体をゼロから問い直し，本当に自分たちが学

2　川俣正，ニコラス・ペーリー，熊倉敬聡（編）（2001）．
『セルフ・エデュケーション時代：the period of self-

education through arts』フィルムアート社．

写真30，31（左から）．ケイオウ☆パンチ

びたいことをいかに学びたいように学べるか，そう

した環境・コンテンツづくりを，一学科の専門科目

であるにもかかわらず，他学科・学部から総勢50数

名が集まり，一つの授業を自分たちの手と頭で作り

上げていった。そこから「京島編集室」，「万来喫茶

イサム」など，数々の「伝説的な」プロジェクトが

生まれていった。

だが，「悪ノリ」はそれにとどまらなかった。学

生も私も，時間とエネルギーと知恵を使えば，大概

のことは実現できることを経験していたが，いかん

せんキャンパス内で行えば大学当局との交渉にそれ

らを莫大に使わなくてはならない。それはそれで大

きな多様な「学び」の機会にもなるのだが，一つの

「授業」としてやるには物理的にも心理的にも限界

がでてくる。

そこで，自分たちがやりたいことをやりたいよう

に「カジュアルに」できる場を，自分たちで作って

しまえ，ということで，「悪ノリ」は新たなモード

に突入する。ついに「三
み た

田の家」という，これまた

（少なくとも当時の教育界では）前代未聞であろう，

「何にでもなりうるが何ものでもない」，無目的な場

所。だからこそ，ありとあらゆることが起こりうる

場所を立ち上げ，7年もの間，運営しつづけること

になった。それは，「教室」，「教育」，「学び」すら超

え出て，ありとあらゆる人が出入りし出会い，たえ

ず新たな，名づけようのない「何か」が生まれつづ

ける，およそアナーキーな場だった3。

私個人としては「やり尽くした」感があった。も

うこれ以上のことはできない，起こりえないと思っ

た。私に唯一できること，そしてしたいことは，自分

が「消える」，「いなくなる」ことだけだった。いな

くなり，すべてを私以外の人たちに委ねたら，いっ

たいこの場＝「家」はどうなるのか。

3　熊倉敬聡，望月良一，長田進，坂倉杏介，岡原正幸，
手塚千鶴子，武山政直（編）（2010）．『黒板とワイン―
もう一つの学び場「三田の家」』慶應義塾大学出版会．
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そして，実際私はいなくなった。1年間外国に行っ

た。そして戻った。戻ってきて，「家」の玄関に入っ

た途端，えもいわれぬ懐かしさが込み上げてくると

ともに，そして懐かしい顔が温かく迎えてくれると

ともに，愕然とした。「私」がいなくても，この「家」

は回っていた。「家」だけでなく，「世界」も回って

いた。まるで自分の「死後の世界」に舞い戻ってき

たかのようだった。

「セルフ・エデュケーション」は，ついにここまで

来たのだった。

2．3．続『アートする』教育―藤井 光（美術家）

私はアーティストとしてシンポジウムに登壇して

はいたが，実のところ二人の小学生の子どもの保護

者として登壇された教育者の方々の話を聞いていた

ように思う。シンポジウムが終わってすぐに，私が

見聞きし学んだことを子どもたちに伝えた時の反応

は「いいなあ。転校したい」だった。

一時間目の授業開始のチャイムと同時に，先生は

黒板に書いた翌日の〈時間割〉と〈持ち物〉を消し

ていく。小学二年生になると黒板の字を連絡帳に書

き写せることになっているが，立ち歩きを止めない

生徒やディスレクシアの生徒のノートは白紙のまま

だ。必要事項は後方にあるもう一つの黒板に書き留

め，携帯での黒板撮影を許可するなど「合理的配慮」

があっていいはずだが，先生の思い入れは強く「で

きない子に合わせると，できる子の迷惑になりま

す」と論点が合わない。「できない子」は翌日も忘れ

物をするので，ますます「できない子」にされてい

く。

朝の登校前に「学校に行きたくない」とぐずりだ

す子どもが通う学校について，もうひとつ記録して

おこう。コロナウイルス感染拡大のために中止され

ていた授業参観が一年ぶりに再開された。廊下に

は，子どもたちの運動会の絵日記が掲示されてい

る。それぞれの単独的な絵と文字（氏名を含む）が美

しいが，それらバラバラなものに既存のフォントで

印刷された「名前シール」が貼り付けられ，50音順

に横並びされている。保護者が自分の子どもの絵日

記を探し出すのに無用のものだが，ある生徒の名前

をひときわ目立たさせるには効果的だった。その子

どもの絵日記は「白紙」のまま掲示されている。氏

名のみを公開された生徒は学習障害があると聞く。

「できない子」の名を可視化し見せしめる「先生の展

示」を前に，私の心は打ち砕かれた。

授業参観についてこれ以上書くことはよそう。人

間を「できる子」と「できない子」に分け隔て差別

の線引きをする教師の「道徳の授業」が喜劇でなく

してどのようなものであったかは読者の想像にまか

せたい。私がここで露悪的に学校現場を紹介したの

は，「学校に行きたくない」とう子どもの感性は，個

人的な快・不快を超えた社会的な叫びであり，学校

は決して安全で快適な場所ではないことの真正な証

言であるということだ。

今日，不登校の全面化で，学校教育における一斉

授業の限界は誰もが知るところだ。「アートする」

教育が，いつもより自分が承認される学びの場とし

て，いつもより自由な時空間を享受する機会とし

て，できることはまだまだあるはずだ。一方で，明

日から始まる二学期を前に，子どもたちを不安にさ

せる教室は存在し続ける。学校も行政も「多様性」

を組織として掲げ，子たちへのきめ細やかな想像力

＝配慮の力を有する先生もいる。しかし，「名前シー

ル」のような習慣に潜む見えにくい排除（マイクロ

アグレッシブ）によって，今なお子どもたちは追い

込まれている。閉された教室を開いていけるのか，

「アートする」教育は問われている。
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2．4．『アートが拓くことばの教育の未来』シンポジ

ウムを振り返り―三澤 一実（武蔵野美術大学）

2．4．1．自由であること

ALCE第7回年次大会シンポジウムにパネリスト

として参加させていただいてから約半年経ちます

が，自分にとってこのシンポジウムはとても刺激的

で，パネリストの皆さんの発言によって，自分自身

の奥に潜んでいた言葉や，掴めそうでいてまだ形を

成さないような言葉未満のイメージが徐々に引き出

され，言葉という形で明らかに見えてきた時間で

あった気がしています。私自身がパネリストとして

美術というアートの一分野を振り返る時間でもあっ

たと思うのです。

シンポジウム全体を通して，人はいかに自由にな

れるかというような主張があったと思いますし，自

身もその様な発言をしていました。その自由という

のは社会や制度への抵抗である一方，その社会や制

度をも取り込んだ自由の創造であるように感じます。

自由であるということは，いかに個が尊重され個

人の考えや行動が認められるかということに尽きる

と思いますが，人間は社会的な動物であることを考

えると，それは人間が生まれた時点ですでに絶対的

な自由はないとも言えるのでしょう。よってその絶

対的な自由がないことを自覚しつつ，相対的な自由

をいかに拡張していくのかが「生きること」とも言

えるような気がするのです。そう考えると人間の歴

史は常に自由の獲得のための歴史であったような気

がするのです。その自由を希求する人間の欲望は，

ある人は権力に，ある人は富の獲得に夢を見て，そ

してある人は芸術などに活路を見いだしていくので

しょう。

例えば今日も，コロナウイルス感染症が拡大する

中で，パラリンピックの競技が開催されています。

感染防止対策という制限が多くある中で，テレビを

通して見る選手の姿，全力を出して戦う様は，その

瞬間，彼らは自由であり，何者も妨害できないよう

な気迫を感じます。自分が自分自身でいられること

が自由であるとするならば，全ての人が，自身が自

由でいられる手段を持っているのではないかと思う

のです。

2．4．2．経験が言葉を紡ぎ出す

言葉は人と人とを繋ぐコミュニケーションツール

であり，同一の環境や文化においては，伝えたい内

容や意味を伝達できる素晴らしい道具です。しかし

あくまでも道具であり，その道具を使いこなす言葉

を操るためには経験が必要なのでしょう。自分の場

合。大学時代の自由な学びの経験，そしてその後の

制度に縛られた中学校教員時代，「～せねばならな

い」というかたち無き抑圧，自制，「～のためという」

言い訳や正義が当たり前のように横行する経験。そ

の後，アートプロジェクトや「旅するムサビ」など

のワークショップなどによって，自分自身がアート

を通して制度の自縛から開放されていく体験を経

て，ようやく美術が自由を獲得できる1つの手法な

のだと確信を持って言える様になってきたと思うの

です。

「旅するムサビ」という子どもたちと作品につい

て対話しながら鑑賞するプロジェクトは，学生が自

作の作品を持って小中学校に出向き，児童生徒とそ

の作品を鑑賞する取り組みです。子どもたちは作品

をみて感じたことを言葉にしてきます。そこでは子

どもたちがそれまで生きてきた経験の知をもとに，

目の前の作品から彼らの身体を通して生まれ出た言

葉を，決して饒舌では無く素直に話してくれるので

す。その言葉は大人が修辞を尽くし見事な評論で説

明する以上に，リアルに自分の中に飛び込んでくる

のです。なぜそのように突き刺さるのか，それは同

じ空間，時間の中で同じものをみている「場」の共

有が生み出す力だと感じています。

今回のシンポジウムも同じような感覚を覚えまし
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た。時間，場は zoomでしたが，同じテーマで，一

人一人の異なる体験，それらが言葉で結びつき，自

身の体験と重なり合っていく，いわゆる共感を生じ

させていく，その瞬間，自分自身は自由であるとい

う感覚が芽生えたような気がしたのです。

アート，私の場合は美術ですが，その美術として

のモノやコトが視覚的な言葉として，共感を生み出

すツールになっている。他者と同じ土俵に立たせて

くれる。その時に初めて口から出る言葉が個人の意

思を伝えてくれる。そこには同じ空気を吸いながら

見たり聞いたり触ったり嗅いだり，作品を目の前に

して身体からこぼれ落ちた言葉が，自分自身の自由

な世界を語りだし，声になって，改めて自分に気付

かせてくれるのです。

言葉は経験から生み出されるということ。現代の

社会では経験を伴わない言葉が氾濫し，また，一人

一人がネットを介して気ままに言葉を発信できる時

代となってきました。身体感覚を伴わない言葉が氾

濫する情報化社会において，やはり人間が生み出し

たアートという表現が，身体を持つ人間同士共通の

言葉として今以上に必要性を持ってくるのではない

かと思うのです。絶対的に理解し合えない他者に対

し，人間として同じ身体から感得された言葉だけが

私たちの自由を保障する手段になり得る気がするの

です。

2．5．あらゆるアートな実践で，自由であり続ける

覚悟―嶋津 百代（関西大学）

シンポジスト4名が学会誌に寄稿してくださり，

各シンポジストのことばが，2021年3月7日の大会

シンポジウムをさらに彩づけてくれた。「2．シンポ

ジウムをふりかえって」を読ませていただくと，シ

ンポジウム当日の熱気と興奮が思い出される。それ

が私の身体感覚として残っていることがうれしい。

文字として再構成されたシンポジウムのことばに触

れると，当日の感覚が呼び起こされる。これで，あ

のシンポジウムに会いたいときに会えるのだ。

こうして，シンポジウムという作品は閉じられる

ことなく，記述に残されることで常に未来に開かれ

たものとなる。まさに「アートが拓くことばの教育

の未来」にふさわしいではないか。

実際の大会シンポジウムがモデレーターの結びの

挨拶で終わったように，この「シンポジウムをふり

かえって」も，モデレーターであった私の稚拙な文

章で締めくくらせていただくことをお許しいただき

たい。以下に引用するのは，シンポジウムが終わっ

た直後，まだ興奮冷めやらぬうちに Facebookに投

稿（2021年3月9日）した私のつぶやきである。

　先週金曜の夜に始まった言語文化教育研究

学会の年次大会が日曜の夕方終わりました。

大会委員の皆様はじめ，御尽力くださった関

係者の皆様にまずはお礼を。トークセッショ

ンやワークショップやフォーラムや口頭発表

を支えてくださった皆様にも感謝。ありがと

うございました。1年以上前から企画委員と

して金沢21世紀美術館で大会を開催すべく

検討してきたけれど，願い叶わず。

　私にとって今年の大会のメインイベント

は，なんといっても，最終日3月7日（日）

10時から開催された大会シンポジウム「アー

トが拓くことばの教育の未来」でした。モデ

レーター＆司会という大役を仰せつかったも

のの，本番の即興性を大事にしたかったので，

シンポジストの方々が何をお話するかは事前

に全く知らなかったわけで。台本のない舞台

よ，ほんま。

　シンポジストの方々のトークをさばける

のか不安で，不謹慎にも「全部，なかったこ

とにしてぇ～」と前夜までウジウジしていた

ら，ふと，シンポジストのお一人熊倉敬聡さ
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んの『藝術2.0』にもう一度目を通しておこう

と思って。

　 これがよかった。熊倉さんはそんなふうに

読んでもらいたいとは思っていないだろうけ

れど，熊倉さんが抱えてきた痛みと溢れんば

かりの熱情に，涙が止まらず。その後は，一

晩中ひたすら氷で目を冷やしてたさ。

　おかげさまで，やさしく突き刺さってくる

ことばの飛び交う，刺激的なシンポジウムに

なりました。シンポジストの方々のトークか

ら，私が拾ったことばの1つは「自由」でした。

「自由」の難しい意味はわからないけれど，こ

のシンポジウムでわかったことは，私が自由

になるために，自由でいるためには，頭や

心を突き抜けていくほど「他者を信頼するこ

と」でした。

私たちは，日常生活において，教育現場において，

あらゆるアートな実践を行っている。料理も会話も

授業も執筆も，唯一無二のアートな実践だ。そこで

は，徹底的に「他者を信頼する」ことで，もっと自

由になれるはずだ。「他者を信頼する」ことのできる

自分も信頼すれば，さらにもっと自由になれるはず

だ。

いや，待てよ。他者を信じられる状況や立場にあ

ること，それ自体がすでに恵まれていることなのだ

ろう。自分の状況や立場に安全性が担保されている

からこそ，自由になれるのだ。私はすでに自由なの

だ。

私に必要なのは，アートな実践の中で自由でいる

覚悟，自由であり続ける覚悟だ。


