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集団造形活動の試み（その3〉

佐久間 数　　（美徳秘教奮／

はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　ぐめ　　罫集躍造形活動グ）試み（その董雇においては，

　「造形祭鯵の発案とそσ）経選」についてまとめた

が，そこでは，どのような考えに基づいて造形祭

13〆あおい祭儀1が実施されることになったか

を述べ，そして，そ」）実施内容と反響について分

離考察を鰍譲か鵬諜轡整饗した・まな
　罫集懸造彫活動」）試み（その2雇においては，ドそ

σ）エ」でまとめた第亙繧造形祭鵜こおけるこれか

らの課題を受けて試行的に実践さ歳た事項を中心

に述べながら，造形祭善）における子どもたちグ）反

臨を分新し考察を簾えることによって，造形祭童）

の今後の課題，益びに工作教育のこれからの課題

を見い超そうとした。

　しかし「纂霧造形活動の試み（その1／・（その

2〉」の講論とも，実践内容σ）記述およびその反応

の分極・考察が主とな鞍，その根底にあるべき教

育的な意義・考え方等について充分遠べることが

できなかった。そこで本稿では，第i・2攣造形

祭琴は勿論，そび）後行われた第3・蓬回」）造形祭

り（第3璽1報賽秘55年7月欝欝，第贋灘は昭秘懇

隼7還簸蔭に実施された。／をも含めたこれら集騒

造形活動の実践をもとに，改めて集極造影活動の

あ壱）方やその意義について整馨してみたい．

i．子どもの実態

　ここ鰺年闘，小学校現場で遺ごしてきたが，最

近」）子どもたちを発て少なからず心醗になること

がいくつかある。子どもたちと共に過ごす毎沼の

生活の中で，まさに子どもらしい柔軟なものの考

え方や発想の豊かさに驚かされたり．また意外

なことに関心を示す子ども」）姿から，もう一度子

どもを見つめ直す必要があることを教えられたり

することなど，まさにエネルギッシュな生き生き

とした子どもグ）姿に接し，感聾する場面は実に多

いのだが，ここ数年来どうも気にかかることがある。

　縫1　うつろな嚢．冷めた瞳

　そ」ンーつは，一子どもσ）子どもらしからぬ「まな

ざし」についてである．

　その『まなざし」の一一つは，生気が感じρ、れな

いひとみのことである。』子どもらしい生き生きと

した輝きのない，ちょうど騰灘を引いて発熱状懸

にあるときのまさにさえない，あのぼんや！うとし

たうつろなひとみ1こ接することが，落後の生濤の

場面でよくあるということである。そしてもう一

つ1ま，～令めたひとみである。物事を冷‘静にi挑め，

まさに第三者的な立場から冷ややか1こ琵つめてい

るようなひとみに幸くわすことがあるのである。

　子どもは本来，珍しいことに霧を見張1），楽し

いことにほ強い饗練を示し，ひとみを輝かせなが

ら好奇心の塊となって取讐縫むも」）σ）はずであ
　　　　　　　　　　モヨきる。A・琶・マスローは，その著書「完全なる人

聞盛の中で字人間1こは本来，自己を高めよう．成

長しようというよ垂）高度な欲求としてグ）成長欲求

　　　　　　　　　　　　　　　　じイきがある、轟ことを述べている。また，村祥実氏もヂ性

肉善説」に立った晃嚢観から，「子どもたちほ，本

来．善くなろうとしている存在である。」ことを強

讒している。確かに子どもたちの生活行動からそ

の事擁を挙げるまでもなく．鶴ら蕩まろうとする

本来的な姿を多く認めることはできるσ）だが，逆

にそうではないと思われる姿，というよ1タもいさ

さか病的ではないかとさえ思われる姿に鐵くわ

し，戸惑ってしまうσ）である。子どもたちは成長

過程にあ馨，人格的にも未成熟の状態におかれて

いるものであるから，マスローの誘う成長欲求を

持って立ち向かっていると認めがたい行動を示す

σ）は当然であろうが，幾題なのは，それらの行動

が単に未成熟さからくる行動だと片付けられない

ところにある、つまり，普選1こ蕨：長していると思

われる子どもなら楽然興味を示すだろうことに嬉

しても．それ程の関心を示さないひ簿が楽しいの
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か，簿をしたいのかはっき1）せず．子どもらし・い

好奇心をはたらかせ，臨らはたらきかけて生き生

きと行i動ずることが少ないことである。

　あるいはまた，鰹事に対しても客観的な半糠喜こ

墓≡づいて甦葺蓑しょうとする奪嚢1蓑i至も琴重く感じら凝

る。蒋に子どもたちにとって，楽しさとか憲び，

難しさとカ・悲しみなどの・む疲ノ）高ま妻タ誓つ・む（7）動きと

いったものは，蓮羅で考えることによって趨こ導

得るものではない．　「ワァー」と欝って誰もが笑

いころげるユーモアも，分極して説明を麗いてみ

ると韓故かそ説糧嚢窪くもおかしくもなくなって

しまうのと難壁じよう紅．子どもの轡：界における遊

びなどについても．冷静に．そしていかにも分驚

くさ誓｝態度で舞発めたとしたら，興弩家書ま半薯覇1し意蓑矢

も減退してしまうことになるだろう。子ども窪身，

そんな難で自分たちの生活を醗めているのだとし

たら，それは実に恐ろしいことではないだろうか。

藷遜の子どもなら当然喜んだ1ヲ楽しんだ撃するだ

ろう活動に短して，「ただこれだけのことじゃない

か」という講子で，心の真底から手放しで喜びを

懲ずることのできない，いわば大人を小さくした

ような子どもが，どうもふえてきているのではな

いかと患うσ）である。

　行闘体操などの鴛事のない林み鋳闘に発られる

野どもσ）姿は，その良い擁である。さわやかな晴

天ともなれば次々と校庭へとび虚していく。ボー

ル遊び，遊暴での遊びなど，それぞれに遊びを晃

つけて跳ね躍る。これが当たり蒲の子ども」）姿で

あるはずなのに，どの教室にもごそごそと轄をし

ているのかわからない子どもたちの姿を見つけ鐵

すことができるのである。勿論苧体の都合とか，

ぜひ談i霧をしたいからなど．侮らかの馨露があっ

て外に癒て遊びたくても鐵られない子もいるであ

ろうが，その縫の子どもたちσ）ほとんどは．縛も

することなくただぼんや！）と休み暗闘を過ごして

し麦うことが多いのである。友達の誘いにもそれ

程の縫心を示さず，「外で走垂）唇至ると疲れるから」

とか，「つまらないから」とか言って，室内でうろ

うろしているのである。友達と」）ふれ合いの中で，

集懸の一員としての役警1を自覚させるとか，その

子の縫会姓の欝成を類うとかの類いを込め，休み

時間を長くするなど，簿とりの鐸寺簡の使い方を工

夫してその場を設定してやったとしても，それを

受け入れ活矯することさえできない子どもたちが

いることを認めざるを得ないのである。

欝綴奪i2難

　さて，授業の中ではどうであろうか。本物にふ

れさせたいと思う霧心から苦心して手1こ入れた実

物資料を婁示したとしても，「ほ1く発たことあ垂）ま

す。」と平然にとしているのでがっか量）することが

ある。その多くは，テレビや写真で麗だというの

である。実物資料1こふれさせることによって，「ウ

ワァーすごい。」とα）好奇心に満ちた驚きの反鑓1を

窮得した教麟σ）思惑は，見事に裏切られてしまう

び）である。才）たしたち教縣がこれまで考えていた

子どもの素覆な反応を，これまでと講じように簸

待することはできないのだろうか。

　（2）籔存的な子どもたち

　ここ数隼来．気にかかっていることの二つは，

馨分の考え，響断に基づいて行動することができ

ないという，主体性のない子どもの姿である。露

分の考えで，あるいは自分の手で，ちょっとした

失敬にもくじけずに苦労して事を成し遂げること

の充実慈を求めようとするのではなくて，無難に

そして聞違いなく事を済ませよう，先生に頼った

方がつまずくことも少ないし能率良く確実に事を

弄糞就させること力量できるという，大人の社会に見

らオtる金運主業…的な｛鋭き万力蓋亨』野どもたちグ）琶童舞

にまで入縫込んできているのではないだろうか。

子どもが本来欝っている，何事も自分の体で試し

てみることによってようやく納得するという跳戦

意欲，そして嚢分にとって§新しいものには蕎で

も手を鑓そうとする好奇毛・に満ち満ちた，あの蟹

険好きな姿はどこにいってしまったのだろう。

　教練の指ボがないとなかなか始めることができ

ない子．窪業が一段落すると決まって教嚥の確認

を求め次の繕示を待つ子，璽つたことがあるとす

ぐ義こ教1難の動けを求めようとする子，自分の宰罎懸

でやるように任せられると簿もできない子など，

発達段踏を考癒に入れたとしてもその自主性σ）乏

しさには心が痛められる思いである。桂会的要請

と称して牽熟な発達過程にある子どもたちに，あ

れもこれもと，しかもできるだけ籠率良く身につ

けさせようとするあまり，わたしたち大人が，子

ども自らの手で肇晃し獲得しようとする機会も，

そして暗闘的癖と1）をも奪い取ってしまっていた

のではないだろうか。

　（3／不器用な手

　さて，子どもの姿を見て心配になることの三つ

は造形表理尋こ直接かか牽）ることである。それ隷，

ぞ集懸造形活動」）試み（その2）濠でも一部述べた
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　　　　　モえラ
ことであるが．子どもたちの手先が確かに不器霧

になってきているという事実である。ナイフや箸

がうまく終えないとか，ひもが結べないなどの手

先の不器講さについては，教育心遅学会．子ども

の遊びと手の労嶺晒究会，N難Kなどで講査され

たデータが示す遷移であ撃ッ聞違いなく不器弄穣こ

なってきている。「手先がうまく使えなくても今の

鰹1の中ではそれ程の不優は感じないだろう。蕃な

ら露分で作らなければならなかった麹も今は店に

行けばすぐ手に入るし，鉛筆離垂〉の閤題にしても

今はシャープペンも痩溺な鉛筆離諺機もあり，そ

び）方がむしろ能率もあが箏経済的だ。糧在の生活

環境の中でいかに生きるかについてしっか13指導

すべきた。」と欝う人もいるが，はたしてそうだろ

うか。確かに馨掌生活の中で手先が少々不器罵で

あっても生活していけない程の露難にぶつかるこ

とはほとんどないかもしれない。潤麗なのは，

手先を縫わない．手先が不器罵だということに

よって，子どもたちの生活にあるいは心身の成長

の姿に好ましくない変｛ヒが生じていることであ

る。

　鰹えば，子どもの成長にとって欠かすことので

きない遊びについてはどうであろうか。大人から

与えられた幾成のがん異しか知らない。壊れると

それを修達しようともしないで，購のものを求め

る。目新しいものがあると次々と飛びつく。自分

で苦労して造参あげたものでないのだから，当然

のことながらそのがん翼に薄する執蓋心などあ

るはずもないし，大勢に籔うこともせずにすぐ

に飽きてしまう結果となる。このように，与えら

れたものを消費していくという受身の状態にある

遊びの中から，わたしたちの求めようとする子ど

もの成長が難待できないのは当然である。そして

これらの姿は単に遊びの場嚢だけにとどまらず，

子どもの生活全般1こ波及しているのではないかと

思えてならな雛。手先が不器矯だし手先を綾う必

要もないから自分から進んで手を擬わない，もし

やろうとしてもうまくいかないから意欲も減退す

る．そしてますます不器罵となるというような生

活の中で，子どもたちは嚢分の生活を露分の手で

馨り驚いていくことの充実感を味わったこともな

いまま恵欲を喪失し，消極的な生活に甘んじるこ

とにもなってしまうのである。

　最近の腿医学の発達によって，手を働かすこと

が継の発育を促すのに極めて重要な影響を与える

ことが証萌されてきている。手の饑きを舗御する

ところは大瓢皮質の運動野にあ参，しかもその部

分は運動野σ）実に大きい翻分を霞めている。従っ

て手を縫うことが，その運動野への麟嶽を与え

その発蕎を促すことになり，さらに，麟全体の

発育を｛建造することになるというのである。時

実鵜彦氏は著書「騒の議」の中で次のように述べ
　　ぐうき
ている。　「大羅疲質は．纏縫構築学的には，一応

ブロードマンの騒地誕のような置分があるとして

も，皮質内で，各領域の霧に緊密な線維連絡があ

箒，また，大鹿皮質σ）各領域は，幌沫の核とそれ

ぞれ橿互に複雑な線維連絡がある．従って各籏域

はナ皮質のレベルでも姦立していないし，また視

籏σ）シベルで考えると，一懸独立に振舞うことは

できないようになっている。」従って手を縫うこと

は，単に運動蜀だけの発育を促すというだけでな

く，大脳皮質全体」）バランスのとれた発達を促す

という意蕪で大事にしたい活動だということにな

る。「そんなもの作っていないで難強しなさい。」

という霧の言葉に家後さ震る鷺青一辺倒の教育の

あり方が，いかに聞違った考えであるか，その子

の講灘のとれた発達をどれだけ醗害してきたかを

狡！鬱しなければなるまい。

2．そ跨背景にあるも命

　離項では「子どもの実態」として，最近特に感

じられる縫題点を三つにまとめて遊べた。ところ

でそれらの周題点の背景垂こはどのようなこと海雀あ

るだろうか。

　（i！知毒偏重と言われる社会的背景

　本来はつらつとして活気があるはずの子どもた

ちを，無気力，無感動だと言われるまでにしてし

まった背景にあるものとして，まず鷺育偏重と欝

われる社会的な翼題を挙げなければなるまい。入

試の驚題，学習塾の賜題など，社会的に深雍な問

題として取雛ざたされていることがたくさんある

が，そグ）いずれもが知識をσ）み重観してきた縫合

の風潮からくる臨題であろう。「籟育偏重だと言わ

れているが，本当の意練での知育がなされている

のではない。」と震う人もいるが，いずれ1こしても

矯識をよりたくさん詰め込む必要に迫られている

子どもの生活の実態濾否定できない。蕪先だけで

実ぞうカ聾率わないとカ～，校内曙家庭内暴力の問題な

ど，知育偏重の問題から淑生する多くの問題に§

を海けていかなければならなも㌔
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　（21　時繹騒的なゆと舞4〉なさ

　　　　　　　　　　　　　　ほ　　密集難造影活動の試み（そのi海で達べたので

ここでは詳しくは遠べないが，子どもたちの毎霞

はまさに多忙である。かつては遊びが盛事であっ

た小学生も高学隼生ともなると，下校も遅いし，

その後のスケジュールも塾だ習いものだと決めら

れている子が多い。特に弱るいうちに露慈になれ

る蒔獲1はたまの欝曜欝ぐらいで，平蒙ではまずほ

とんどな鵠状態となる。スケジュール紅追われ議

発的にやりたいと思ったことも充分にやれない毎

臼の生活の中で，嚢らはたらきかけて自分の生活

を切参麗輪ていくというような強い意志力とか，

露分のや参たいことをがん張ってやり遂げようと

する忍耐力とかが育つはずもないし，自分の手で

苦労してやり遂げたという充実感を味わう機会も

癒めて少ないことになる。

　③　少ない遊び絹手

　霞分で懲霞にできる時懸が少ないというだけでな

く，元気に跳び璽る場所まで奪い取られてしまっ

た現在の環境の中で，子どもたちが家に爆ってか

ら遊ぶことができないというのは轟然と誓える。

従って遊び相手としての友達がたくさんいるはず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほンがない。数年麟に講べたデータではあるが，どう

いう遊び友達がいるかを尋ねるとそのほとんどは

隅学隼の数人，つま参籍じ学綴で，今，勉学を共

にしている学校での神懸を挙げるだけで，家の近

所の友だちを挙げた者は麺めて少ない。異年齢の

友人を持つ子どもはなかなか発当らない。そして，

家に帰ってからの遊び構手としては，数少ない兄

弟が挙げられているのである。かつて子どもたち

は，近所の遊び伸溺で構成する異年齢の子ども集

醗の中で，友と共に過ごす喜びを味わいながら，

思いやりの心，責任感，協力の必要盤などの社会

性を身につけていったのであるが，だとするとこ

れからの子どもたちはどうなっていくのだろう。

　（4／実鉢験の不建

　子どもたちは，テレビの硬像を通して見たこと

を，あたかも実葵祭に体験したかのように錯覚して

とらえていることが多い。駿像そのものを感受性

豊かにとらえ，間接的紀体験するということ霞体

は決して悪難ことではないが，一方的紅教験され

るものをじっと受け生めるだけのものであるし，

醤よ讐も自らの五感を通して直接体験したものと

は違う，まさに飯の体験であるものを実鉢験し

たと錯覚するところに大きな問題がある。察分の
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はだで直接懸れて，あるいは実擦にその場に行っ

たときの麹場感を陳わう中での体験こそが，本物

の感動を呼び起こさせ，真の充実感を鎌わわせる

ことになるのであって，お茶の閥で横にな脅なが

ら次々と流れる駿縁を銚めていることで味わう感

動とは全く違うものである。それはあくまで上べ

だけの体験であり．子どもの全身をゆさぶるよう

な体験とはなり得ないし，そグ）ことによって自ら

の意志でやろうとする実践力のある子どもの姿な

どとても難得することはできない。

　今の子どもたちにもつと体験して欲しいこと，

それは，露分の体を養い，もっと苦労して汗を流

すことだという一言に尽きるのではな鵠だろう

か。友と共に績一杯の努力をして味わう清楚感，

そこには，無関心，無感動などの縄題が趨こ撃得

るはずはない。

　鰻　教官課程実施上の問題

　指導要領に示されている教育内容は，奮うまで

もなく「各教科」紅道徳」「特購活動鷲の三領域と

して押さえられている。それぞれの領域にお輪て，

それぞれの霞標へ陶けての教育活動が営まれ，そ

の結果として謁憩の取れた人幾が形成されるとい

うものである。しかし，小学校児童，特に低学年

生など，未分化な発達段踏にある子どもたちの場

合，はっき馨と分化された領域の中でそれぞれに

教育活動が展弱されるというだけでは，その子の

講穣ある成長は望めない。各領域の奮磯釣なかわ

鯵の中で展醐される教官活動こそ，大事にしたい

教育のあ彗方である。指導要領においても，鰹え

ば合科学習の必要性など，わずかながらもその方

講が示されてきているが，しかし現実にはそれさ

えも難しい実態にある。それぞれの教科の§標を

どう灘合させるか，それぞれの教科の活動をどう

ウエートづけしながら位羅づけ展翻していくかな

ど，多くの課題を抱え込んでおり，普段の実践活

動としてなかなか定着しにくい。総合的な教育活

動の必要性は認めながらも，領域ごとに，あるい

は教科ごとにそれぞれ鮨導を進めるという，いわ

ば董列的に進めていた捲導のあり方から一歩踏み

鐵すことがなかなかできないのが実態である。

　織　子どもを取辱巻く社会磯境

　かつて子どもたちは，懲分を取り巻く郷土社会

の諸行事の中で育てられた。季籔の変わ繋目に縷

される籔僕などの費事の中で，露盤との絞れ合い

を楽しむことを還してその神穂さを感じとった。
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郷土の大人たちが欝熱を傾診て真麺に取静績むそ

の姿を還して．先人の心紅も離れ，霧じ郷土に生

きる鱗人たちとの強い連帯感を感じとった。そし

て部落ぐるみ，瞬ぐるみで催される祭礼行事が，

子どもの心をうきうきとさせ，その心躍る興奮を

通して子どもたちは欝外なく，生きていることの

実感と喜びを全身で陳わうことができた。老いも

若きも，男も女も一緒になって購じ目嚢鱗こ溝け

て取り纏む行事の中で，健人の緩かい心を感じ

ないはずはなかった。そこに，無気力，無感動

の姿とか，露分σ）権利のみ主張する若者の姿など

決して起こ彗うるはずはなかった。そして，今，

「隣は簿をする人ぞ。」に象徴される桂会礫境が，

どのような子どもを鐸ることになるのか，もう一

度真熱こ考えてみたいことである。

3．集翻造形活動を実践するに至った考え

　以上，子どもの実態とその背景について感ずる

ところを述べてきたわけであるが，そうだとすれ

ば，小学校現場ではこれからどうずれば良いのだ

ろうか。あま箏にも大き過ぎる課題であり，その

鱈癒をここにすべて論ずることはできないが，今

後の教育実践の一つの方向を探る中で，「繁縷造形

活動」を実践するに至った背景となった主な考え

を遠べてみたい。

　近年の科学妓籍の進歩によってわたしたちの生

活環境は著しくその進展を遂げてきている。しか

し，｛更零墨で1実通な生活を送ることむ葦できるように

なった一方で1かつては思いもっかなかった新た

な事態が起きてきていることも事実である。そし

てやっかいなことに，それらの問題の多くは，科

学の究明によって解決されるたぐいのものではな

く，わたしたち人聞そのものの心身にかかわる深

麟な問題だということである。子どもたちもその

騨外ではなく，近隼の生活環境の変化がもたらし

たと思われる幾多の問題を麹え込んでいるように

思える。前述の無気力，無感動とか喬わ託る麗題

も，農主的に行二動を起こすことができないという

乏しい主体性の問題も，そしてまた，手先が不器

馬だという問題もすべて，かつての子どもたちに

はそれ程強く感じられなかった周題なのである。

それらの問題に対してわたしたちはどう対越すれ

ばよいのだろうか。その背景1こあるものとして挙

げた「子どもを取り巻く魅会的環境」全般に蝿す

る積極的な検討・改善への努力を進めることと隅

蒔に，≧当然のことな海雀らラ学校教育のあ鯵方を改

めて見つめ痩すことが必要になるのである。藤本
　　　くアラ
浩之輔氏は「子どもたちが麟造的で霧律的である

こと力量望まれるなら，いま基本的に重要なことは，

子どもの盤舞に，遊びの文化の復興と，それを露

律的に伝承していくための異年齢の仲獲1集毯を購

成していくことであろう。しかし，いまでは近隣

における異年齢の遊び集懸が慧とんど解体してし

まってお参．おそらく今後は．以蒲のような異隼

齢集懸力曇霞然発生的毒こ生まれること1まむず毒｝しい

であろう。」とし，意麹的に纏織される各種青少年

露体の役割への窮待を達べ，旛えて「異年齢の紳

闘集懸が解体している醗在では．学校が動機づけ

の役割りを果すことも重要であろう。」と違べてい

る。かつては社会や家庭など，学校以外の場にお

いて望ましい形でなされてきたいろいろなことも

今，学校における教育の課題として取り入れてい

かなけれ．ばならない驚混になってきているのである。

　さて，子どもたちの歪常な発達を織すためのこ

れからの教育のあ箏方を探るために，わたしたち

は，子どもの姿にもっと震を陶けることから始め

なければならない。鱗敏ならば，子どもの生活を

これまで追浜詰めたその大きな要露は，子どもの

今あるべき姿を忘れ，社会的要請という名の下に

子どもたちにとって高度過ぎるとも思える要求を

強いたことにあるように思えてならないからであ

る。現実に生きているその子どもの籠力，生活の

実際を歪しく髭つめとらえる努力なしで，その子

の講秘ある発達は望めない。そのような意味で，

ここでもう一度，無気力とめ、無感動だとカ》言婁オ）オt

るようになってしまった子どもの実態について

一歩つつ込んでとらえ，分析を超えることを還

してそれにどう対癒していったらよいのか今後の

教育実践の方向を探ってみたい。

　（il無気力な子どもへ4》繋恋

　無気力とはどういうことなのであろうか。銭鎮
　　くぷン　　　　　　　　　　　　　　　じ　の

畔氏は歩　εやろうという意志が，外界に簿の効果

ももたらさないことをひとたび経験したならば，

そのときはやる気をなくす。重要なのは，やるこ

とではなく，やろうとする意志であり，そσ）意思

が外界の変化に録して無力であるか否かである。

やる気をなくしたの1ま，やったってムダだったか

らではない。やろうと思うことがムダだったのだ。

やる気嚢爽の根は，そこまで深い。」と雰う。だと
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すれば，やることはやるが，それがヂやろうとす

る意志盛勇下にやられてない姿も，やるべきこと

をやらないのと購じく霧題となる姿であ摩，それ

こそ無気力の典型的な姿なのかもしれない。そし

てさらに，無気力にな一）てしまった子どもの遺去

に，「やろうとする意想がムダであった」体験が，

侮農かあったのではないかということも推察でき

るのである。
　　　　　　　　ぐウき
　艮・ドシャームは亨比瞼的な意味でチェスのコ

マである歩（ぬW燐と捲し手とを挙げ，絶入拶）意

志で引きまわされた撃飽人の§的の達成のために

嘆われる人離の姿と，露分の目標を追求して行動

しその行動の起原を自分自身の中に持つ大鹿の姿

とについて述べている。そして，その講者の軸．k

のどこかの地点に自らがあるとして，そのことと

「動機づけ」とのかかわ今について講じているが，

その論の中で被は「人聞はその最良の状態として

は，籠勲的であるべきであ撃，受動的であっては

ならない。人1ま魑者の指示」）ままに勤かされるコ

マであってはならず，麹らの行動」）指し手でなけ

ればならない。人懸行麟の客観的な先行勃1は，外

部で生じた事象であるかもしれない。しかし，綾

が簿人的な決意にもとづいて決定した行為は，そ

の人轟身1ことっては，彼欝らがその原露となって

いるのである。これが憶馨原馨性ルであ琴，動

機づけについてのわたしたちの基本的な仮説であ

る。「人間の第一次的動機傾肉縁，被をとりまく環

境に変髭をもたらすことにある。人簡は彼の行動

に対して原羅主体であろうとし，第一麗であろう

とするゆつま鯵，指し手であろうとする。彼は自

己原露盤のために努力するのである。釦と遠べて

いる。つまり，露己の運命を支醒しているのは自

分自身であると感じ，露分の行動6）原羅を露分震

身の中に感じている入こそ，いわゆる「毒し手」

となを〉，その心的状態が動機づけと強くかかわっ

て露ヨ罷発ができることにもなりうるというので

ある。だとすれば，無気力だというσ）は，自分の行動

の漂露が警分の外にあると感じている姿か，あるい

は自分の行動の原霞がどこにあるのかも感じてい

ない姿かのどちらかだということになる。そして，

無気力か否かということは，その人が自分の行動

や罵能牲を自分自身どのように感じているかによ

るというわけであるσ

　縫って，無気力な子どもを「やる気」のある子

ども，いわゆる「幾し手」とするためには，ま

簿雛露玉2舜

ず，「やろうとするi意想」を弓1き鐵すことが大

窮となる．属蒔に，「やろうとする意思」の下

に「やれる」状態を｛乍ってあげることであ静，

そのことによって，「やろうとする意思の下にやれ

た1という体験をさせることである．そして，察

分の行動によって秤できた，やれた誰という充実

感を充分に陳わわせることである。単に数多くの

体験をさせれば良いというのでは「やろうとする

意志に基づく体験ユとはな参えないし，譲分σ）行

動によってなしえたという感じを麹かせることに

もならない。子ども自らが「やろうとする意志」

が持てるようにすること，子ども霞らがやろうと

したとき畠こ自分の力でできるよう醗癒すること，

そして，嚢分のカでやれたという実感を麹かせる

ようにすることが大切になるわけである。

　子どもたちび）鼕々の生活0）申にあって，子ども

6）心をわくわくさせ，「ぜひやってみたい」という

場を設定するとともに，露分の力，行動で薪でき

た，やれた」という体験をさせることができるよ

うな実践を展麗していくことが，これから大事にし

ていかなければならない方向であると言えよう。

　（2／依菩的な子どもへの薄癒

　さて次に，熱らの力で解決しようとせず，飽人

にすぐ依存する姿とはどういう姿であろうか。そ

のような子どもは．一応「やる気盛はあるのだが，

最後まで努力し懇分の力で解決しようとすること

を穰達し，安易に縫に助っ人を求める子どもであ

る。言うならば，やる気はやる気でも，露分のカ

を鱈じ鶴分の力で最後までやろうとする本当の意

味でのやる気ではなく，誰かがやってくれるとか，

なんとか事を済ませれば良いという安易な意練で

のやる気であるということができよう。
　　　　　　　　ご　ラ
　波多野誼余夫氏は，　「学習の事態は大きく二

つのタイプに区聯される。そ」）第一慧，もっぱら

学習者の追縫，すなわち教饒の指示に従って，決

められ、たことを忠実にぞテうことオ婁要求さ津もる事態

である。これに蝿して第二のタイプは，学習考が

選択薄能牲を与えられ，嚢分な弓の学習計懸を作

箒あげ，それを送春していくといった意練での能

動性をもっている学習事態である。止し，学習考

にも遽随達成領海の者と独立達成繧海の者がお

り，学習者の適性と落尾一貫した教授法の下でよ

く学習するというドミノ繍果を紹介している。

　敏存的な｛填露尋こある子どもとは，　ドミノの嚢葺究

における分類からすれば．蓬重縫達成傾殉の考だと
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いうことができるだろう。つまつ，伝統的な一

斉授業ぴ）中でよりょく学習することのできる｛雛向

を持つ考であを〉，教編に健ってのみよく学びうる

者である。独立達成籐1薄のf蕎とは違い，マイペー

スで学ぶことが不得意であ参，学習者参挽型の教

授法のもとでは学習の成果があまり上がらないと

いう領講を示す蓄である。

　だとすれば，敏存的な子どもたちを救うために

は，ドミノの藩究紅よっても裏付静られている適

性越遇交互作濡効果の考えに基づいて，教締指導

型の授業を農馨窪することが襲いということにな

る、学習者」）参撫を極力押さえて教麟が中心と

なって旛導を選めるという．いわば波多野氏の言

う第一のタイプの学習事態の中で授業を麗麗すれ

ば良いということ1こなる。依存的だから駄§だと

いうだけでなくその子を生かすべくその遍性に癒

じた授業を工夫していカ、なけ重縫まならないことは

大事にしなければならないことであるが，常に教

麟中心型の授業を麗麗していくというのはどうで

あろうかG

　ここでもう一度，波多野氏の考えを引駕した
ほまン

い。　ヂ遷想的には，二つのタイプのどちらの学習

事態でも．効果的な学習者であることが好ましい

わけだが，これがなかなかむずかしいことは容場

にうなずけるところである。とはいうものの，や

は拳ある程度隷，この二つのバランスがとれてい

ないと躍ることは事実である。しかし，こうした

ゼバランス醤を考癒に入れた上でなお，こ歳から

の日本の学校（とくに小・中・高／教育が，独立

達成傾趨（欝己学習縫方〉の育成にもっと力を注

ぐべきだ。ゴとし，さらに「学習考の農冠肉上」）喜

びや学習紅内在する知的満足を陳わわせ学習への

意欲を喚超するためにも，密ヨ学習能力の畜成を

学校の役割として携き受け，そのため1こ必要とさ

れる独立達成の場を提供するという方講への変化

が不蕎欠であろう。」と遠べている。紋窮型の一斉

授業の中で効率的に伝達され．た知識1ま，主体的な

認識考を育てるのに役に立つはずはないし，子ど

もたちをますます依存的紅してしまうこと垂こなつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　モミおてしまうわけである。江麟玲於奈氏もまた，　「未

知と薄能」と題する論議の中で，「米露人は未簿な

るものに捷戦することには意欲を示すが，一量そ

れが幾知のものになるとそれ程の意欲を示さな

い。嚢本人はその逆で，素鑓なるものへの意欲は

それ程示さない反覆．それが可能だとなると着実

にこなしていく。独立霞グ）霞本人として，未知な

るものに鍵戦し新たなものを鰯造していこうとす

る姿勢が強く望まれる。」と主張されている。

　依存的な子どもを生んだその背景には，これま

で学校教育でなされてきたいわゆる紋切型の一斉

授業があったことは否めないようである。できる

だけたくさんの知識を詰め込む必要から，教懸捲

導型の授業が進められ，その中で子どもたちは．

露ら学習に参撫し，能動的に学ぶことグ）喜びを味

わう体験もないまま遺ごしてきた給桑，「先生が教

えてくれるから屑ということで依存的になってし

まったのではないだろうか。だとすれば，これか

らの教官実践に望まれること，それは，学習蕎の

参趨を可籠£した学習者主体の授業を求めること

であろう。学習者の独立達成を経験させるための

様々な試みが意欲的になされる必要があると考え

る。臨分が今，一番や箏たいことを一生けん命

やれることの充実感を瞭わわせることを霞々の教育

の中で実践していくことが求められているのである。

　③無感動な子どもへの麟癒
　無感動ということは，外からの豪彗激睾こ蝿してい

ささかも心を動かさな輪ということである。一般

に喜怒哀楽を表すだろう場喬においても，無表情

にその感鋳を表すことをしない状態である。乾村
　　　ほお晴朗氏は，懇篤について次のように遜べている。

　　「一般に感精とは，意識と行動とによって代表

される心的活動の主体としての察我によって，嚢

1丑の全体的な状態として，あるいは，あら曲る心

的活動淀搾って体験される主観的・内的反応とし

て経験されるものである。したがって，感鋳はそ

の飽の経験内容にかかわ修なくそれだけが体験さ

れることもあり，また，その難の心的活動に伴っ

て体験されることもある。後者の場合には，その

心的活動に一種の主観的な懸魑づけや，色づけを

春う機能をもつことになる。すなわち，われわれ

のうちに一定の主観的で心的な反感が呼び趨こさ

れることを経験する。あるいは，ある欲求があれ

ば，それ1こ伴って快や不快が体験され，またある

ことが想起される場合にも，そσ）蕩後にその内容

に癒ずる内的で主観的な状懇が経験されるσ）であ

るが，それがζ感精選と名づけられるものである。」

　無感動とは，感幸春をはたら力玉響一ことカ§できない

状態であ箏，すなわち主観的・内的反応として体

験されるべき心的活動がなされない状態である。

外からの麟激を，客観的な見方で冷静にとらえる
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ことはできたとしても，心をゆ鐸動かすまで感受する

こと力試できないわけである。堰｝の底力玉ら露分のもの

として主観的・内的に反応できないというのは，

人驚として極めて大きな欠簸があると言わねばな

るまい。悠然の美しさや，友人の潟かい心を感

受し，纒としての主観を持つことができないので

は，一人の人聞としての存在は疑われることにな

るだろう。

　さて無感動だと苔われる子どもの多くは，もの

ごとを箋i的認識に基づいた懸麺観のみで覇慰し受

け生めることしかできないわけだが，その上問題

なのは，その受け窪め方が藻分的・表面的であり，

ヒベだけで納得する傾向にあることである。大橋
　　イ　き
臨毯氏は「共通感覚は，まさに人弱のイメージが

感欝に深くかかわり，その中心にあるものであ

る。ゴとし，　さらに「視覚の独走は，いわば共通感

覚からのはみ鐡しであり，視覚にとってもけっし

て望ましいあ撃方ではない。騒や耳からだけの麟

激的な精馨が，少しも人聡の想像性や感欝にかか

わらないということも，結局共通感覚に根をはっ

ていないからなのである。」と述べている。テレビ

紋縁を通しての修験，國鑑からの認識といったこ

とは，単なる知識としての理解にとどまるだけで，

ものごとの本質をとらえるところまでは魏かない

σ）である。いわば部分感覚を通した表嚢的な認識

であっ，そこに子どもの心をゆさぶる侮ものも存

在しないのである。

　とすれば，これからの教育現場ではどのような

実践に取雛緩まねばならないだろう。単なる知識

邊解を求める教育ではなく，ものごとの本質にま

でじかに簸れることの教育を求めて，子どもの全

感覚を駆捜しながら学習していくことのできる場

を設定していくことが必要になろう。頭だけでな

く，手を．心を硬い，全身，全感覚を総合糞鱗こは

たらかすことのできる学習の場を求めていかな1ナ

ればならない。それは，単にイメージだけで遭い

求めさせるというのではなく，極めて異体的な活

動場合の中で，実際に体を通して体験させること

であると零えよう。

　集霧造形活動は，以上遊べてきたような方殉を

求めて，学習の主体者である子どもの優駿こ立って

発想され金面された教育実践の一つである。以下

その教育実践の方向をどのような考えで，どう異

体化していったか述べることによ管，ここ数尊来

i§＄i無12月

実施してきた集羅造形活動の教育的な意義・意蘇

についてふれてみたい。

4．集窪造形活動6〉意義と実践

　これからの教育実践紅強く望まれるもの，それ

は次のようにまとめら津しる。

○　子ども露身，「やろうとする意思ゴの下に，自

　分のカで「やれた」という実感を味わわせるこ

　とのできる場を設定する。

　　そのためにも，学習者の参擁を可能にした，

　子ども主体の授業を麗麗する。

○　ものごとの本質紅まで離れることのできる教

　育を求めて．全身・全感覚をはたらかすことの

　できる学習の場を設定する。

　これらのことを真理するために集懇造形活動が

試みられたわけであるが，基本的にどのような考

えで実践されたか，そしてその実践からどういう

姿がとらえられたかについて以下述べていきたい。

　（葺　子どもの生活に根ざした実践を

　「やろうとする意思1」を弓1き思し，子どもたち

が自らぞテ動を起こすことができるよう吾こするため

にはどうすればよいだろうか。子どもが興味を示

すもの，意欲を示すものがどんなものであるかを

とらえ，それを学習の場へ生かすことであろう。

子どもの生活を見つめ，子どもの生の姿をとらえ

ることによって，子どもの生活に根ざした学習が）

展魏を選ることが，その子の「やろう」とする意

欲を呼び趨こし気力ある取9緩みを胃能にするで

あろうと懸、うのである。
　　　　　　く　ヨき
　上籐吉一氏は，　「人縫慧．一般に，韓外の環境

から与えられるi舞激な参経験に薄し，二つの反応

様式がとら蕊る。その一つは，麟激を与えるもの

を客醗織こ認知し，理解する形をとるものであ参，

いま一つは，自らの欲求や懸値観に照らして精績

的，嚢藩纏的な笈癒様式をとるものである、後者の

場合，その経験が，彼の懸纏感とどの程度まで合

致するかによって，彼はその経験に無意味感を

もった鯵，反対記強烈な紹象を受けた参する。彼

の懸嚢壷感と合致する点が大きけれ憂ま大きいほど，

その経験は，それだけ有意味となり．それ紅感動

を覚え，マスローのいわ曲る至高経験紅近づく。

それは体験に麺するものであ撃，生命に充実感を

与え，生きがいを感じさせるものである。淫と述べ

ている。子ども自身が極値あるもの・意味あるも

のと感じていることと合致させる方講で題耕を設
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足し，学習を展謁することが，その子の感動を呼

び起こし意彗未ある体験をさせること毒こなるわけで

ある。

　さて，「祭参」というスタイルの中で集羅造形活

動を試みようとしたのも，祭参という活動そのも

のが子どもの心をわくわくとさせるものであ鋒，

その製作場面では全員の主体的紅参撫する姿が充

分に窮待できると患ったからである。子どもの生

活の主体となっている遊びと瞬様に，露分の体を

髄ってその製作・運営など異体的に進めることの

できる活動であり，それ．はまさに子どもたちの生

活（遊び）の延長線ま：紅ある活動そのものであ滲

そこに集醗造形活動の意義を見い鐵すことができ

るのである。第3露．蓬園と笹鱗となった祭吟を

逢える子どもたちの「今卑こそは」といった意気

込みからも，祭蓼行事に帰する子どもたちの意欲

的な姿を見ることができるのである。そして，苦

労して作を）あげた造影梅を手にしてエネルギッ

シュにね箏歩く，あの隣れ晴れ．とした子どもたち

の表欝から，「やって濃かった」という充実感を感

じている姿を見ることができるのである。

　（2｝子どもたちに実鉢験を

　今の子どもたちに，全身・全感覚を総合的には

たらかせた実体験が不足していること，そしてぜ

ひそのような体験をさせなければならないことに

ついては，蕪1こ述べた通彗である。実際に懲分で

やってみて体で実感することによって，認めても

のの1本質に触れることができるのであ今，本当に

自分のものとして認識できるのである。そして瞬

蒔に，人聞として生きていることの実感も陳わう

こともできるのである。

　そのような意味で，集懸造形活動の実践は，極

めて意義のある活動と醤えよう。造形活動そのも

のが，頭・手・心と鉢金棒で荒ごとの捧験を罵能

にするものであり，さら1こ祭参という集掻活動と

いう意味においては．講じ欝擦へ請けて友と苦楽

を共にするという，いわば歓会的体験も可能とす

るのである畠次に瞬じめあてに鶴けて取讐緩む集

隣の中で造形活動を体験することの意義について

考えてみたい。

○　ものを造る活動の中で．全感覚を使う体験が

　できる。

　・発想．詩嚢，製作上の工夫

　・手先を養っての技能的な作業

　・全身・運動感覚を使っての悸業など

○　ものを造ることによって糖馨1的な満足を得る

　体験ができる。　（懲己表現活動の体験〉

　・自分たちの祭撃へ向けて活動できる充実感

　・意籔したことが欝分の手で異理できる喜び

　・悪妻たなものを創造し，造形する楽しさ

　・嚢分の造形したものを発表できる套び

　◎汗を流すことによって得られる心の解放感

　・自分たちの力でなしえたことの感動と糞倭

　・次の造形への窮待感など

　集鑓造形活動という具体的な体験を通して子ど

もたちは，壼己義理できる喜びを実感し．自分の

待動に確かな手ごたえを感ずることができるので

ある。そして，今生きていることの充実感を瞭わ

う中で露分の葎在を，生きることの意練を全身で

感じとることができるのである。

　（3）粟窪の串で生きる喜びを

　集醗の中で活動する体験がその子の歓会牲を培

うことは覆うまでもない。地人の立場や考えを運

解できる心，一つの社会の中で蔽ヨを主張するこ

とのできる態度，共鉦手をたずさえて行動するこ

とのできる喜びなど，集露活動を通して学ぶこと

の一つ一つは，その子の成長に大きくかかわって

いるのである。わたしたちは集醗の中に生きてい

るからこそ懸として生きられるのであり，霞ヨ義

理の喜びを味わうこともできるのである。そして

人との関係の中で講めて露分の存在を自覚するこ

ともできるので馬ある。

　　　　　　　モ　き
　壌元彦太郎氏は，　「入閣の生活には，露分で自

1銀こ露邑を発揮する面と，適燐に外的な穫序に従

うという露と，両方ともが必要で，それがバラン

スをとって騰わることがたいせつである。表現活

動とか，…霧術活動とかいわれるものの内密緯こおい

て講者がともに必要であるだけでなく，人間生活

全体において，広く一般的に大震形成において，

縄者がもつ役割は，両々権まってまことに重要な

ものがあるのである。」と述べている。とすれば，

造形の活動を集毯で行うという体験は．露密に自

己を表現することと，外的な社会の秩序に従うこ

ととが，一つの場面で融合された形で舞鋳になさ

れ．る体験ということにな撃，この体験はその子の

縫会牲の坤畏というだけでなく講和ある人間とし

ての成長1こ大きくかかわってくると考えることが

できるのである。

　さて集懸活動を通して教育の畿果1をねらおうと

する活動は，覆うまでもなく特劉活動の実践とし
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て位置づけられている。集懇造形活動ももちろん

その一実銭として試みられている。学校生活に変

化とうるおいを持たせようとする，あるいは集団

の一員としての懲覚，所属感を鋳たせようとする

特魑活動の実践そのも6）であることに聞違いな

い。その特幾活動（学校行：事紅あおい祭垂）誹とし

て実施されている集懇造形活動で新たな試みとし

てなされていることを次に遊べねばならない。そ

れは，異学隼集毯としての活動についてである。

ふだんの生活の中での遊び穣手が，購じ学級の友

人か数少ない発弟であるという子どもたちにとっ

て，それは貴重な体験の場となる。自分の年、t．

隼下の友達との触れ合いの申で披らは実に多くの

ことを学ぶのである。ふだんそれ程のや警取弩の

ない年上，年下の友達とのつき合いであるから，

必ずしも楽しいことばかりではない。鋳には見解

の季§違毒・らいざこざ毒蓼発生することもあるだろ

う。年長者としてそれをどう越選するか，隼下の

考としてどう離癒するかなど，霰らはそこで憾む

のである。それだけに共に協力し合ってなし得た

ときの喜びは絡劉のものになるとも雷える。そ0）

ような異年齢の集羅においては，まさに兄弟以■と

とも言える霧密な仲間§§係も可能となるのである。

　造形活動にかかわって晃られる望ましい姿は，

造形技術1こ麗することが年長σ）者から年下の者へ

確かに伝承されている姿である。尋ねる　　教え

るという麗係もまた，異年齢集懇の中で自然発生

的に生まれていることも嬉しい姿である。

　鱒　総合的な教育活動を
　　　　　　ほアき　松原郁二氏は，　ド醗代文題」）中の威人の生活で

は，分業｛ヒ・専下形ヒしていくことは避けられない

ことであるが，それを幼児生活や教育の場紅季寄ち

込んではならない。そのことは，人聞の円満な議

長という教畜一般の立場から，デューイもサード

も築くから力説していたものである。」と述べ，全

棒釣人闘の調舞納成長をはかるために，感精と理

性とを合わせもつ入閣が，有機的総合体として活

動することに意味を持たせたいとしているが，ま

さに異論のないところである。そのためには教育

窺場においても，領域・教科セクトに走ることな

く，教育の機能としての実践のあ弓方を求めて，

大越な試みをしていく必要があるだろう。集毯造

形活動の試みも，領域・教科の枠を越えた，いわ

ば総合的な教育活動として，教育の機能面から位

置づけようとした実践でもあるが，その点につい

穆醗隼駿月

ては充分なデータの下に講ずるまでには至ってい

ない。いずれにしても丁子どものサイドに立った

教育実践σ）あ1ラ方として，今後求めていかなけれ

ばならない一つθ）方宛であると強く思うのである。

おわ辱に

　第茎懇から第淫醤までのF纂毯造形活難（あお

い祭場」の実践データをもとにしながら，本論で

は主に，集懲造形活動のあり方．その意琴泰や意義

について整瑳しょうとしたグ）であるが，集瞬造形

活動そのものが総合的な教育活動としての意味づ

けもなされているものであるために，造諸多教育論

としてはいささか緩擾なものになってしまったこ

とは否めない。今後もデータの叡集に努め，そ」）

変容，臨果や課題をとらえることによって，これ

からの集露造形活動のあ弓方を求めていきたい。

撰　灘　文　献

緯　福島大学教育藩究所所鞭　第醗号（至難頁／

鱒　　　　　購　　　　　　　第盤号（畷頁／

（3／A・琶・マス環一著「完全なる人簡」　誠儒

　書籍

尋
［
3
6
7
麟

麟

繍

（舞

麟

麟

鱒

㈱

鯵

鱒

教育調査懸究漸「教育展望」　第欝巻9号

購実穂彦著「腿の言為／8奪｛〉岩波新書

福島大学教育学離離羅小学校　紀要　第慧集

藤本浩之輔著　　　　　　　　　第三文鴫社

「子ども」）遊びを晃遽そう」（鱒・騒頁／

腔拍　騨著　　　　　　　　　東洋館鐵版社

「イメージ化による知識と学習」（55責〉

盆・ド・シャーム著　　　　　　　金子書1房

「やる気を育てる教室盛（5～纏嚢／

波多響誼余夫著　　　　　　東京大学建蔽会

「窪駐学習能力を育てる」（6・7頁｝

　　　　溝　　　　　　　　　　（i轡頁／

読売新鹿　鯵毅．§．玉6付朝鷺

北村晴朗著　　　　　　　　　　　協瞬鵡繊

若人鵜形成の心礫」（毅頁）

大学美徳教育学会誌　第爵号（37頁／

上鬱蒼一著　　　　　　　　　　　誠信書蕩

「露己実現の心運ゴ（鎗春穫綴賞）

躰健造・羅馬萱美編著　　　　　　第一法規

環代教科教官学大系「感性と芸講」（灘頁｝

松原馨二著　　　　　　　　　東洋館鐵叛社

「人聞牲の表現と教育」（73頁／


