ノットワーキングによる学習
― 学校学習の文脈を拡張する可能性 ―
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本論文では、今日、芽生えつつある学校における学習活動の新しい形態に光を当てるた
めに、「結び目（knot）」の創発、すなわち「ノットワーキング（knotworking: 結び目づく
り）
」と喩えられ、その特質が分析されている、複数の活動システム間の柔軟な相互連結や組
織間協働のパターンに注目し、その観点からハイブリッドな協働学習の生成について、分
析・検討することを試みた。そこでは、子どもたちが地域の人々とともに伝統野菜の再生
や災害文化の創造に取り組むプロジェクトを対象に、その事例分析を行うことによって、
学校教育の「ノットワーキング」が旧来の学校学習の文脈を拡張し、新たな学校と学習活動
の形態を創造していく可能性をもつことについて、実践的な検討を進めた。
キーワード：ノットワーキング、ハイブリッドな協働学習、活動システムのモデル、
総合的な学習、震災学習

市場のグローバル化や情報通信技術（ICT）の

しい形態の学習活動が私たちの社会に不可欠に

発展は、旧来の制度化された学校教育における

なっていることを強調する。それは、
「市場型で

フォーマルな学習ではない、インフォーマルな

もヒエラルキー型でもないような、新しい組織

環境における学習の機会を、過剰ともいえるほ

の形態」であり、「個人の潜在能力を発達させ、

ど増大させている。たとえば、ユーチューブな

信頼を基盤にした協働を生み出す」
（p. 169）こと

ど動画共有サービスやスマートフォンの多様な

のできる組織である。
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アプリは、子どもや若者にきわめて重要な学習

学校教育においても、フォーマルな学習とイ

機会を提供している。こうした激烈な変化の中

ンフォーマルな学習の間にある境界線を乗り越

で、制度としての学校が、人々にとって、これ

えて横断する、学習活動の新しい形態が、ます

からも学習の機会を得る特権的な場所であり続

ます重要な意味をもって求められてきている。

けると考えるのは難しい。

それは、学習を社会的活動ととらえた上で、未

レイヨ・ミエッティネン
（Miettinen, 2009）は、

来の学習に対し、より広がりのある展望をもた

急激に変化する現代社会を、
「ハイテクノロジー

らそうとするものである。そのようなビジョン

資本主義」と呼んで特徴づけている。そこでは、

のもとで学校は、
「学習を柔軟に生み出していく

あらゆる分野における人間の諸活動がますます

プラットホーム型の組織へと変化していくこと

複雑さを増大させている。そのさい、決定的に

になる」
（City, Elmore, & Lynch, 2012, p. 174）と

重要な問題は、そうした複雑に変化する社会的

考えられる。

な諸活動を、誰もが必ずしも制御できているわ

こうしたプラットホーム型の学校は、学校と

けでないことである。そのため、ミエッティネ

学校外の境界領域におけるさまざまな活動シス

ンは、新しい種類の組織や生活活動、そして新

テムの相互作用や混交を通して、子ども、教師、

＊
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学校外の多様なパートナーの間にハイブリッド

によって「協働構成
（co-configured）
」
される点に、

な協働学習を生み出す潜在力をもっている。そ

組織形態上の際立った特色がある（Engeström,

のような学習は、
「社会的に孤立した学校」にお

2011）
。エンゲストローム
（Engeström, 2008, p. 14）

ける「教科書の知識や正しい答えの獲得に閉ざ

は、こうした協働構成をめぐり、従来、組織研

された形式的な学習」を特徴とする、伝統的な

究の大半が注目してきた産業労働の分野よりも、

学習の制度的境界を拡張し、外部への志向性の

医療や教育といった人的サービスの方が、すで

もと、学校での学習を学校外の世界と結びつけ

に利用者による生産への直接的参加という点で

ていこうとするものである。つまり、プラット

先頭を走っていることを指摘している。たとえ

ホーム型の学校において生成されるハイブリッ

ば、教育のイノベーションは、しばしば、子ど

ドな協働学習活動は、ヒエラルキーにもとづき、

も、教師、家庭、地域などからなる「集団的な

トップダウンに統制され与えられたカリキュラ

主体性（collective agency）
」にもとづく協働構

ムと教科書をたんに受容するような学習の制度

成によって創り出される（Penuel, 2014）。その

的境界を超え、学校外のコミュニティや組織、

さい、協働構成のきわめて有望かつ潜在力のあ

生産的な実践、多様な情報源に向けて学習対象

るやり方が、エンゲストロームによって概念化

を拡張して、現実の社会や生活の複雑な文脈の
中で問題を発見・創造するような学びのネット

されている
「交渉を通じたノットワーキング
（negotiated knotworking）」である（参照、Fenwick,

ワークを創り出すのである。この意味において、

2007）。それは、パートナー間で協働して仕事を

ハイブリッドな協働学習は、ユーリア・エンゲ

組織化するときの新しいパターンである。

ストローム（Engeström, 2015）が提起する「拡

「結び目づくり」としての「ノットワーキング」

張的学習（expansive learning）
」に等しいといえ

は、行為者や活動システムが、弱くしか結びつ

るだろう。

いていないにもかかわらず、急遽、即興的に響

本論文では、現在、芽生えつつある学校にお

き合い、協働の行為を脈打たせ、互いの間に結

ける学習活動の新しい形態に光を当てるために、

び目を結び、ほどき、また結ぶといった律動を

エンゲストロームによって、「結び目（ knot ）
」
の創発、すなわち「ノットワーキング（ knot
working: 結び目づくり）」（Engeström, 2006,
2008; Engeström, Engeström, & Vähäaho; 1999;

繰り返していくようなつながりの創発である（山
住，2008b）
。この意味で、それは、流動的で分散
的な協働組織のパターンである。エンゲストロ
ームは、すでにネットワークという類似する概

山住・エンゲストローム，2008）と喩えられ、

念があるにもかかわらずノットワーキングの概

その特質が分析されている、複数の活動システ

念を提起する理由を次のように述べている。

ム間の柔軟な相互連結や組織間協働のパターン
に注目し、その観点からハイブリッドな協働学

ネットワークの概念は、ノットワーキング

習の生成について、分析・検討を進めていく。

を理解するための枠組みとしてはいささか

そのさい、子どもたちが地域の人々とともに伝

問題がある。ネットワークはふつう、組織

統野菜の再生や災害文化の創造に取り組むプロ

的なユニット間の比較的安定した連結や関

ジェクトを対象に、その事例分析を行うことに

係の網と理解され、しばしば共有された情

よって、学校教育の「ノットワーキング」が旧

報システムの中に実質的に固定される。一

来の学校学習の文脈を拡張し、新たな学校と学

方、ノットワーキングは、はるかにつかみ

習活動の形態を創造していく可能性をもつこと

ど こ ろ の な い、即 興 的 な 現 象 で あ る。

0

について、実践的に展望することにしたい。

0

0

0

0

0

（Engeström, 2008, p. 208; 傍点部は原文では
イタリック）

1.「結び目」の中の総合的な学習
現代における生産やイノベーションは、異な

ここでは、こうしたノットワーキングを組織

る複数の活動システムから集まった担い手たち

化のパターンとして学校教育の協働構成が進め
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られている事例として、子どもたちが地域の人々

吹田市役所、吹田市教育委員会など、異なるさ

とともに伝統野菜を再生させていくプロジェク

まざまなパートナーたちを、小学校の校長、教

トを取り上げ、ノットワーキングを通したハイ

頭、担任教師たちに橋渡ししていく結び目が創

ブリッドな学習活動の生成という観点から分析

発され、それがくわいの圃場を中心にした総合

を試みたい。このプロジェクトは、私たちの研

的な学習を生起させていったのである（詳しく

究グループが「ハイブリッド型教育」
のデザイン

は、冨澤，2009 を参照）。こうしたパートナー

と実践開発を目的に、大阪府吹田市立の小学校

たちの協働は、枠組みやメンバーが固定化した

と提携して行ってきたものであり、子どもたち

ような閉鎖的な組織の壁を超えるものであり、

が地域の人々とともに幻の伝統野菜「吹田くわ

しなやかで流動的、ときには即興的ともいえる

い」を甦らせていくような協働学習を創造しよ

ものだった。また、それぞれが場面や課題ごと

うとするものだった（参照、関西大学人間活動理

に変化・交代しながらイニシアティブを発揮す

論研究センター，2009; 山住，2008a; Yamazumi,

るという「分散・共有型のリーダーシップ（dis-

2010a, 2010b; 山住・冨澤，2012; 山住・冨澤・伊

tributed leadership）」（参照、Ho, Chen, & Ng,

藤・蓮見，2011）
。その中で、吹田市立小学校に

2015）にもとづくものだった。

おいて、吹田くわいを教科横断的なテーマとす

このように総合的学習を生み出していった学

る 3 年生や 4 年生の総合的な学習が実践される

校や学校外のさまざまな個人・組織の間には、

ようになった。

必ずしも固定的で強いネットワークが築かれて

2008 年度、吹田市立小学校 1 校で、写真 1 に

いたわけではなかった。にもかかわらず、これ

あるように、校庭に吹田くわいの圃場（水田）

ら多様なパートナーは、活動の対象を部分的に

を作って栽培するという総合的な学習が、市内

共有し、互いの活動を柔軟かつ即興的に協調さ

小学校・中学校における初めての試みとして始

せることによって、協働の活動を創り出してい

まった。その原動力となったのは、地元の農業

ったのである。つまり、ここでは、異なる個人

協同組合による食農教育活動助成事業をきっか

や組織が緩やかにつながり、特定の個人や固定

けにした、多様なパートナーたちによる境界横

した組織がコントロールの中心になるわけでは

断的なノットワーキングであった。そこでは、

なく、活動の主導権を刻々変化させながら行う

関西大学人間活動理論研究センターのリサー

協働の行為、すなわちノットワーキングが、パ

チ・コーディネーターだった冨澤美千子氏（現

ートナー間で協働して仕事を組織化するときの

在、奈良女子大学大学院・日本学術振興会特別

注目すべきやり方になっているのである。事実、

研究員）が媒介者となって、吹田くわいの再生

吹田くわいの総合的学習を吹田市立小学校の中

に取り組んでいる有機野菜生産農家の平野紘一

に生み出した組織間協働は、たとえば大学の研

氏をはじめ、大阪府北部農と緑の総合事務所、

究センターを固定した統制の中心にするような
トップダウンのものではなかった。
エンゲストロームは、こうしたノットワーキ
ングの特質を、次のように明瞭に描き出してい
る。
ノットワーキングできわめて重要なのは、
あらかじめ決定済みの固定したルールがな
く、また権威の中心が決まっていないにも
かかわらず、パートナー間の協働が形成さ
れるという点である。（Engeström , 2008,

p. 20）
写真 1

校庭に作られた吹田くわいの圃場
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協働のノットが結びついたり解かれたりす

すね。とくに収穫なんかはすごく喜んで、

るのは、特定の個人や固定した組織的存在

去年は販売も子どもたちが、芋を洗って袋

が統制の中心としてあるからではない。中

詰めにして、学校のフェスティバルで販売

心はとどまらない。ノットワーキングが進

しました。で、そういうのも子どもたちが

行する中で、主導権の位置は刻々と変わる

別にこちらが日曜日にきなさいっていって

のだ。
（Engeström, 2008, p. 194）

ないんだけど、きたい子はきてねっていっ
たらみんなたくさんの子がきてくれて、自
分たちで売ってその収入でまた今年の土の

それでは、このようなノットワーキングは、
吹田くわいをテーマにした子どもたちの具体的

肥料とか、シート買ったりとか、そういう

な学習活動をどのように促進・支援しているの

ので今年は利用させてもらっています。
（イ

だろうか。たとえば、前述の吹田市立小学校で

ンタビュー、2011 年 6 月 2 日）

4 年生に対する吹田くわいの総合的な学習に取
ここでの子どもたちの学習は、教室外の多様

り組んだ担任教師は、インタビューの中で、実

な組織やグループ、人々との間で紡ぎ出された

践に関する自らの考えを次のように語った。

ノットワーキングへの参加を通して、学校外の
私も、吹田くわいはここの学校へきて初め

現実世界と結びつく社会的活動としての広がり

て知ったんです。それまでくわいというも

をもつものとなった。そのような結び目の中で、

のは知っていましたけど、おせち料理にの

吹田くわいという共通の対象、すなわち課題や

ってるぐらいしか知らなくて、ここへきて

問題関心を共有するさまざまな人々が、子ども

初めて吹田くわいが絶滅寸前だったので広

たちを含め、代わる代わる行為の主体性を発揮

エ ー ジ ェ ン シ ー

めようということで活動されていることを

していく協働活動が生まれていったのである

聞いて、 4 年生が毎年活動に参加できたら

（
「行為の主体性」の概念について、詳しくは、

なあということで総合学習に取り組ませて

山住，2015 を参照）。たとえば、次の抜粋は、吹

もらっています。
（インタビュー、2011 年

田市立小学校で行われている吹田くわいの栽培

6 月 2 日）

を、2008 年からボランタリーにサポートし続け

エ ー ジ ェ ン シ ー

ている有機野菜生産農家の平野氏が、市内で 2
担任教師は、
「吹田くわいが絶滅寸前だったの

番目に吹田くわいの圃場を校庭に作った市立小

で広めようということで活動されていること」

学校（抜粋中では K 小学校と表記する）での収

に「参加できたら」というように、総合的な学

穫の日（2012 年 1 月 13 日）に、3 年生の子ども

習の「動機」といえるものを語っている。それ

たちと作業をふり返りながら交わしたやり取り

は、地域において伝統野菜の生産を再生・普及

の一部である。

していこうとする取り組みへのコミットメント
として、子どもたちの総合的な学習を生み出そ

子ども：平野さんの農園は、今年はあんま

うとするものである。また、担任教師は、こう

り獲れなかったっていってたけれど、K 小

した学習に取り組む子どもたちの能動的な姿に

学校のは、いっぱい獲れてうれしかったで

ついて、同じインタビューの中で次のように語

す。
平野氏：あの、K 小学校のね、先生をはじ

っている。

め、みんな、生徒たちがね、一生懸命作っ
やっぱり自分たちで育てているという意識

てくれた結果なの。今年は、ほんとね、吹

が強いのですごく楽しみにしています。成

田地域全体の吹田くわいの不作の年。どの

長の度合いというんですか、葉っぱが伸び

農家も全部、収穫量が少なかったです。実

てきたとか、虫がついてるとか、自然観察

の大きさも半分ぐらいの実の大きさ。でも、

にやっぱり興味を向けるようになっていま

ここの学校の実は大きいですし、実が丸く

― 24 ―

ノットワーキングによる学習（山住）

て、健康そのもののくわいの顔になってい

いく「実験室」のように見られている。また、

る。吹田くわいを生産し始めてもう 10 年目

こうしたパートナーシップは、教師と子どもた

になります。…植えつけのとき、35 センチ

ちにとっても、真正かつ興味深いテーマや問題

ぐらいの間隔で植えた方がいいなと考えて

に取り組む機会を与えている。そこでは、現実

きました。ところが、今年は不作年で、木

世界における解決策が探究されることになるの

の成長がぐっと悪かったの。…だから、今

である。

年はね、…20 センチ、10 センチ間隔ぐらい
で密に植えた方がよかった年だったのだな。

2．ノットワーキングを通した震災学習の拡張

この学校では、…生徒さんの思いがあって

続いて、ノットワーキングが生み出す拡張的

ね、もう 1 本植えたい、もう 1 本植えたい

学習の事例として、1995 年 1 月 17 日 5 時 46 分

といってくれて、それでその短い間隔で植

に発生した阪神・淡路大震災と 2011 年 3 月 11 日

えていただいたのです。それが爆発的な収

14 時 46 分に発生した東日本大震災の後に被災地

穫量になってよかったのだね。ものすごく

の学校で取り組まれてきた震災学習について考

いい勉強になりました。農家サイド、私サ

えてみよう（阪神・淡路大震災と東日本大震災

イドがね、…半分の間隔で植えた方がよか

の被災地における震災学習の活動理論的な分

ったなあと、いい反省材料になりました。

析・考察について、詳しくは、山住，2012 を参

…だから、このたびは君たちが教えてくれ

照）
。

たようなものでね。それを、また吹田市全

二つの大震災の被災地における教師と子ども

体で春に植えつけるときには、いい材料に

たちの震災学習は、深い悲痛の記憶をいかに語

しないといけないなと、いい勉強になった

り互いに共有することができるのかという根源

の。この学校の収穫量は、普通の収穫量の

的な矛盾、すなわち痛切な悲傷と喪失の記憶を

倍の量、獲れているのでね。… K 小学校が

語り伝えていこうとすることと、それに対する

今年の吹田くわいのナンバーワンになりま

むなしさや無力感との間に生ずる亀裂をいかに

した。

乗り越えられるか、という問いに直面し、それ

みんな：やったあ！
（全員拍手）

に挑戦するものになる。こうした矛盾を前にし
て、阪神・淡路大震災の被災地では、たとえば、

吹田くわいのプロジェクトは、地域に独自な

兵庫県神戸市立須磨高等学校（現・神戸市立須

幻の伝統野菜を甦らせるという共通対象を参加

磨翔風高等学校）の 2 年生たちによる総合的な

者が共有しながら、ノットワーキングを通して、

学習「被災地を歩く」（参照、須磨高校，1998;

エ ー ジ ェ ン シ ー

学習活動を生み出す行為の主体性をパートナー

Yamazumi, 2001; 山住，2004）や兵庫県芦屋市立

間で幅広く分散させている。こうしたノットワ

精道小学校における総合的な学習「震災を語り

ーキングでは、いわば「分散された行為の主体

継ぐ会」
（芦屋市立精道小学校，2005，2009）な

性（distributed agency）
」といったあり方が活動

ど、学校外の現実世界で、震災の多数の痕跡を

の担い手間に生じてくるのである（このように

発見したり、再生に向け苦闘するさまざまな被

ノットにおいて分散＝共有されている主体性の

災者と出会ったりする取り組みが行われてきた。

あり方については、
「ノットワークする主体の形

このような震災学習の実践に見られる重要な

成」の問題として、山住，2014 で詳しく検討し

特徴は、深い傷痕を残す悲痛の記憶をいかに語

ている）。抜粋にあるように、農家の平野氏自身

り互いに共有することができるのかという震災

が、子どもたちに吹田くわいの栽培を教えるだ

体験の深層に横たわる矛盾に対し、その乗り越

けでなく、むしろ子どもたちとともに経験から

えを可能にするような緩やかなつながりが、犠

多くの重要なアイデアを学ぶことになっている。

牲者や被災者を含む、ハイブリッドな学習活動

ここで、小学校の校庭に作られた小さな圃場は、

へのさまざまな参加者と教師、そして子どもた

まるで未来に向けてよりよい農法を生み出して

ちの間で柔軟かつ即興的に創発されていったこ

エージェンシー
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とである。つまり、ノットワーキングを通した

していた児童の「言葉」が記されていた。しか

震災学習が、そこでは生まれているのである。

し、地震のために、その明日はこの子には訪れ

ノットワーキングが即興的な響き合いである

なかった。子どもたちは「語り継ぐ会」の発表

というのは、それが「ある部分とある部分のつ

で、この子の「言葉」を教師や他の子どもたち

ながりによって予測不可能な何か新しいもの」

に伝えることを行った。こうして共感と連帯の

（山住勝利，2008, p. 187）を生成するからである。

ノットワーキングが、あらかじめ設定されては

たとえば須磨高校の総合的な学習「被災地を歩

いなかった新しい「言葉」の結び目、もっとい

く」では、生徒たちが学校を出て実際に被災地

えば「存在」の新たな結び目を即興的に紡ぎ出

を「歩く」ことによって、具体的で多様な被災

したということができるだろう。
ここで、エンゲストロームの「集団的活動シ

者に対する生徒たちのかかわりやつながりが、
いわば予測不可能で、つかまえどころのないノ

ステムのモデル」（Engeström, 2015, p. 63）を用

ットワーキングとして、その場その場で即興的

い、ノットワーキングが生み出すハイブリッド

に生み出されていった。それは、あらかじめ設

な協働学習についてとらえてみることにしたい。

計され決められていた結びつきではない。むし

次の図 1 は、カプセル化した伝統的な学校学習

ろ、
「被災地を歩く」ことそのものが、被災者と

の活動システムが、震災学習においてどのよう

生徒たちの間の流動的なノットワーキングを創

に拡張するかを矢印によって示したものである。

発し、それによって深い亀裂と断絶を乗り越え

活動システムの構成要素のそれぞれに見られ

るような震災学習が可能になったのである。こ

るように、震災学習は、ノットワーキングを通

のことは、次のような生徒の作文に力強く表明

して、正しい答えの獲得や教室の壁に閉ざされ

されている。

た「コミュニティ」「ルール」「分業」の境界を
打ち破り、学校外の多様な他者や社会的世界と

けれど実際に行ってみて、菅原市場の人達

のつながりを「道具」にして、震災体験が私た

に、

ちの生活と未来に対してもちうる意味を「対象」

「よく来たね。ゆっくり見ていってね。
」

とした協働の探究へと拡張していくことが可能

と、言われた時、自分が恥ずかしくなった。

である。

その時に、ここの人達は自分よりもずっと

こうしてノットワーキングの中の学習では、

大変な思いをしたのに、こんなにも温かく

学校外のコミュニティや組織、参加者は、いわ

私達をむかえてくれているんだと思い、私

ば「学びの提供者」となって、その時々に変化・

はここに来たくないと思っていたことが恥

交代しながら活動のイニシアティブを発揮する。

ずかしかった。
（須磨高校，1998, p. 29）

ノットワーキングは、教室内外で、学びの潜在

精道小学校での「語り継ぐ会」もまた、震災
後に生まれた子どもたちによって震災の経験を
「語り継ぐ」という同様の矛盾を帯びている。し
かし、ここでも子どもたちは、学校外でさまざ
まな他者や世界と即興の出会いを経験するノッ
トワーキングによって、深い悲痛の記憶を語り
互いに共有する震災学習を生み出していった。
たとえば、震災で亡くなった 1 年生の児童の遺
族にインタビューを行ったさい、子どもたちは、
その児童が地震の前日に書いた「先生あのね帳」
と出会うことになった（芦屋市立精道小学校，
2005, pp. 141－142）
。そこには、明日を楽しみに
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図1 ノ
 ットワーキングによるハイブリッドな
学習活動の創造

ノットワーキングによる学習（山住）

的に多様な資源を結びつけ互いにやり取りさせ

石田，2008, pp. 44－50）。こうした持続可能な発展

ることによって、図 1 にあるように「教室外の

のための教育の中でも、特筆に値する実践が、

学びの提供者」という新たな「道具」を活動シス

宮城県気仙沼市において市内のほとんどの小・

テムにもたらすものになる（Yamazumi, 2013）
。

中学校が参加する ESD のプロジェクト、「メビ

こうした資源は、ルイス・モールとジェイムズ・

ウス」だった。「メビウス」は、「子どもの探求

グリーンバーグが「知識のファンド（ funds of

心やニーズに応じた深まりのある学習」を実現

knowledge）」
（Moll & Greenberg, 1990）と呼ん

するため、
「非公的教育」の領域において、NPO

だものに相当する。

や産業団体、行政機関、専門機関などと協働し

このように震災学習は、現実の社会問題の探

て、学習の「知識ベースとなる地域ネットワー

究や未来の生活の想像を、カリキュラムと学習

クを構築」するものとなっていた（及川ほか，

の重要な対象内容としていくような学校の拡張

2009, p. 3）
。

といえるものである。それは、外部のコミュニ

そうした中、2011 年 3 月 11 日に発生した東日

ティや組織と結び合い、社会的な取り組みと連

本大震災によって、気仙沼市は想像を絶する大

携するような拡張的学習を生み出す学校のあり

津波と火災に見舞われた。その後、気仙沼市に

方といえる。また、震災体験からの学習と教育

おける教育再生への苦闘と挑戦は、これまで蓄

は、高橋勝がいうような学校のパラダイム転換、

積されてきた ESD 実践の成果を、復興へ向けて

すなわち「学校を、閉鎖的で一元的な＜機能空

の学習と教育に結びつけ、さらに発展させるよ

間＞から、開放的で多元的な＜意味空間＞へと

うな震災学習を展開する方向で進められている。

組みかえていくこと」
（高橋，1997, p. ii）を可能

そこでは、地域全体で子どもたちを「持続可能

にする。

な未来の担い手」として育成することがめざさ
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こうした学校のあり方は、戦後まもなくの教

れており、そのために「地域に根ざした体験・

育改革の中で、
「地域社会学校」
（石山，1949; 梅

探究的な学習アプローチ」が必要とされている

根，1951）として提起されたものにきわめてよく

（及川，2012, p. 12）。つまり、気仙沼市の学校に

似ている。その主唱者であった梅根悟は、
「新し

おける復興への学習は、
「持続可能な未来の担い

い学校は…、地域社会がよりよき地域社会にな

手」を育む ESD の理念を、地域における創造的

p. 357）
るためのサービス・センター」
（梅根，
1951，

な復興プロセスへと現実的・具体的に拡張して

になると述べている。それは、教師と生徒が「協

いこうとするものなのである。

力者」として一緒になり、
「そこに生活しつつ、
たえず生活を高め、社会を改善してゆく」よう
に「研究」や「プロジェクト」に取り組むもの

3．ノットワーキングによる学校と学習活動
の転換

である（pp. 358－359）
。梅根は、そのようなあり
方こそを「長幼一体の生活学校」
（p. 359）と呼
んでいる。

ジョン・デューイは、1902 年、全米教育協議
会（ National Council of Education ）に お い て
「ソーシャル・センターとしての学校（School as

また、今日、地域社会学校や生活学校の構想
を引き継ぐ典型例として、ユネスコ・スクール

Social Center）」と題された講演を行い、次のよ
うに述べた。

（ASPnet: Associated Schools Project Network）
を中心に全国各地で進められている「持続発展

…すべての年齢とあらゆる階級に開かれた

教育（Education for Sustainable Development:

生涯教育のセンターとしての学校…。

ESD）」の実践（参照、ESD 教材活用ガイド制

…それは、人々や、彼ら彼女らのアイデア

作プロジェクト委員会，2009）があると見るこ

と信念が集い、一緒になるための手段を与

とができる。そこでは、
「地域を題材にした、地

えるにちがいない。それによって、摩擦や

域に根ざした学習」が、地域の「価値ある教育

断絶は緩和され、より深い共感とより広い

資源」を活用して展開されている（多田・手島・

理解がもたらされることだろう。
（Dewey,
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クティビズム（積極的行動主義）に出会うことに

1902, p. 83）

なる。このことは、子どもたちに、現実世界に
…ソーシャル・センターとしての学校とい

おける研究やプロジェクトの実行を通した能動

う着想は、私たちの民主主義運動の全体か

的で探究的な学習をもたらすものとなる。それ

ら誕生する。
（Dewey, 1902, p. 86）

は、ジェームス・エイヴィス（Avis, 2007, p. 174）
がラディカルな社会運動と連携した拡張的学習

「ソーシャル・センターとしての学校」は、コ
ミュニティの人々に十全な発達・成長の機会を

と特徴づけているような学習に、子どもたちを
遭遇させるのである。
また、第 2 節で分析した震災学習では、震災

提供することを使命にする。そのため、学校は、
コミュニティにとって、知的・精神的な諸資源

体験を伝達することの不可能性という根源的な

を公開・共有する役割を果たし、コミュニティ

亀裂と断絶に直面しつつもそれに挑戦し、その

そのものを創り出していくのである。しかし、

矛盾を乗り越え、震災の記憶を互いに分かち合

伝統的な古いタイプの学校は、変化する社会的

って共有し、広めていくような災害文化の創造

諸条件のもとにあっても、いまだなお、知的・

が実践的に試みられていた。それは、子どもた

精神的諸資源の公開・共有という課題に十分適

ちと学校内外のパートナーが協働・交流して新

合していない。デューイのいう「ソーシャル・

たな支え合いの文化創造に参加し、地域社会の

センターとしての学校」は、芸術、科学、文化、

よりよい変化にかかわる学習活動を生み出すも

そしてその他の社会的交流をコミュニティとと

のだった。そのような震災学習の中で子どもた

もに生み出し、それを公開・共有していくよう

ちは、学校外の多様で異質な世界との即興的な

な開かれた学校を積極的に組織化していこうと

つながりや協働を創発させるノットワーキング

するものである。この構想は 100 年以上を経て、

を通して、学校の外側に存在するさまざまな他

新しい社会的諸能力、すなわち私たちの時代の

者や現実の社会的世界とオープンに出会うこと

人間のコミュニケーションとテクノロジーに出

ができ、そこから現実世界における他なるもの

現した新しい可能性を諸条件として、いま、ま

や他者に対して共感的な関心を抱いてかかわり、

さに学校の変化・革新に求められていることで

連帯的な行為を発達させることができるのであ

ある。本論文の第 1 節と第 2 節でそれぞれ検討

る（参照、山住勝利，2008, pp. 196－198）。

したノットワーキングによる学習の実践事例は、

こうして、学校は、地域で取り組まれている

「私たちの民主主義運動の全体から誕生する」と

持続可能な未来を創るためのアクティビズムと

デューイが展望するような、ソーシャル・セン

連携するノットワーキングによって、子どもた

ターとしての学校のあり方を具現化していくも

ちが周りの社会や自分たちの生活と能動的にか

のと考えられる。

かわる「足場」を築くことができるといえよう。

第 1 節で分析した吹田くわいの総合的な学習

学校がノットワーキングによって創り出すこう

は、多様なパートナーがボランタリーに参加・

した「足場」こそ、子どもたちがさまざまな他

協働して、地域における吹田くわいの再生・普

者や外の社会と多様につながり、それに共感し

及という共通の対象、課題や問題関心に草の根

連帯することを通して、自分たちの生活や未来

的に取り組むノットワーキングの中で生まれて

を協働で創造していくための学習の拠り所にな

いる。こうした結び目づくりを通して子どもた

るのである。

ちは、地域における伝統野菜の生産や有機農業
の活性化、ローカルな生産物の創造的な利用、

ノットワーキングによる学習は、子どもたち
の学習を学校が独占的に握るような伝統的な形

「スローフード」のような新たな食生活の実践な

態を拡張的に超えるものである。エンゲストロ

ど、「持 続可能な生き方」
（ Stone & Center for

ームとアナリサ・サニーノとヤーッコ・ヴィルッ

Ecoliteracy, 2009）に向け、地域社会と日々の生

クネン（Engeström, Sannino, & Virkkunen, 2014,

活をよりよく変えていこうとする社会運動やア

p. 125）がいうように、未来の学校は、むしろ、

サ ス テ イ ナ ブ ル・リ ビ ン グ
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異なるさまざまな個人や組織、団体や機関とと

ように理論化している。

もに子どもたちの学習を励まし支えるパートナ

ここで、マッチとガウィズが、子ども主導

ーの一員として、もちろん中心的ではあるが決

（child-driven）の災害研究、すなわち子どもたち

して孤立することなく、重要な役割を果たすと

が自分たちで行う防災・減災研究の例としてあ

考えられる。そのような未来の学校がめざすの

げているのは、子どもたちが自らの地震体験に

は、「変革的な主体性（transformative agency）
」

関する映像ドキュメンタリーを自分たちで制作

（Virkkunen, 2006）
、すなわち「新たなものを自

するという災害研究の活動である。子どもたち

ら創り出していく主体性」を子どもたちの中に

の制作活動は、若い映像制作者によって支援さ

育むことだろう。いいかえれば、それは、異な

れた。このパートナーは、子どもたちに必要な

る多様な個人やコミュニティの協働・交流の中

技術のアドバイスはするが、教師のような権威

で、子どもたちが、創造的な活動や新しいコミ

をもって子どもたちに接することはなかった。

ュニケーションの形態に積極的に参加し、自分

子どもたちは、子どもたち同士で自らの地震体

たちの未来を自分たちの力で形成する主導的な

験をインタビューし、子どもたちの視点から自

担い手として発達していくことを支援する学校

分たちの物語を紡ぎ出していった。それは、大

である。

人たちによって受動的な「被災者役割」に押し

たとえば、キャロル・マッチ（Mutch, 2013）

込められていた子どもたちが、そこから脱し、

は、災害への対処と復興における学校の役割に

自分たち自身のストーリーを構築していく権限

関する研究の中で、災害を研究することへの子

と主体性を高めていくような、子どもたち自身

どもたちの関与に注目し、その理論化を進めて

の研究プロジェクトだったのである。災害は子

いる。彼女は、2010 年と 2011 年にニュージーラ

どもたちによって文字通り「克服」されるとい

ンドのクライストチャーチなどを襲ったカンタ

った性質のものではない。しかし、彼ら彼女ら

ベリー地震の後、三つの公立小学校（子どもた

は、災害に対する意識や理解や関与の新しいレ

ちの年齢は 5 歳から 12 歳）で、子どもたちが地

ベルへと高まることができたのである。このこ

震の体験を物語り、それによって悲痛を情動的

とは、自分たち自身と地域社会が将来直面する

に乗り越えていくプロジェクトに関する事例研

かもしれない災害への備え、対処、復旧・復興

究を行っている。その結果、明らかになったの

に貢献していくような主体性、すなわち先に述

は、
「各学校でなされた体験の物語化には多くの

べた「変革的な主体性」を培うものなのである。

エージェンシー

エージェンシー

エージェンシー

共通点があった」が、
「学校でどのようなプロジ

以上のように、学校教育のノットワーキング

ェクトを行うかを決定することに関する子ども

は、場面や局面ごとのニーズに応じて、子ども

たちの主体性の度合い」
（p. 449）にちがいが見

たちがその時々にさまざまな「学びの提供者」

られたことである。そこでマッチとエリザベス・

とともにノットを紡ぎ出し、そうした結び目づ

エージェンシー

ガウィズ（Mutch & Gawith, 2014）は、この事

くりを通して子どもたちが自分たち主導で学習

例研究にもとづき、災害研究にかかわる子ども

の軌跡を生成していくような協働活動の新しい

の主体性の度合いの連続的変化を、次の図 2 の

やり方である。このようなノットワーキングに

エージェンシー

は、決定を行う単一の中心的な権威といったも
のは見られない。むしろ、決定は分散＝共有さ
れている。同様に、結び目の中に位置する学校
は、コントロールの恒常的な中心ではない。そ
こで主体となっているのは、結ばれ、ほどけ、
また結ばれていくように明滅するノットそのも
のである。いいかえれば、ノットワーキングを
図2

災害研究への子どものかかわりの連続的変化
（Mutch & Gawith, 2014, p.62）

エ ー ジ ェ ン シ ー

通して学習活動を生み出す行為の主体性は、ノ
ットにおいてダイナミックに分散＝共有されて
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いるのである。こうして、ノットワーキングを
協働の新たなあり方とする未来の学校では、学

アプローチ』新曜社．

Engeström, Y., Engeström, R., & Vähäaho, T. （1999）
.
When the center does not hold: The importance of

習を生み出す権限は、「学習の共同生産者たち

knotworking. In S. Chaiklin, M. Hedegaard, & U. J.

（coproducers of learning）
、すなわち生徒たちやさ

Jensen （Eds.）
, Activity theory and social practice:

まざまなコミュニティ」
（City, Elmore, & Lynch,

Cultural-historical approaches （pp. 345－374）
. Aarhus:

2012, p. 176）の間で共有されるものになるので
ある。

2016 年 1 月

Aarhus University Press.
Engeström, Y., Sannino, A., & Virkkunen, J.（2014）
. On the
methodological demands of formative interventions.
Mind, Culture, and Activity, 21（2）
, 118－128.
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