
 

このハンドブックは、持続可能な未来を切り開くために必要なスキルを指導する教育

的指導者の育成プログラムのテキストです。 
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1なぜ、内発的な学びが大切なのか、なぜ、内面・外面・深層の統合された人格が大切

なのかなどについての背景となる理論やワークシートに使われている項目の出展など

は脚注で示すとともに、書籍紹介をしているわたし自身のブログ「ESDファシリテー
ター学び舎	 for BQOE」の URLも紹介しておきます。 
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1. 内発的な学び手としての指導者を育てる「コア・リフレクション」 
教師教育学者であるコルトハーヘン氏はリフレクション、特にコア・リフレクション

について実践的な本を、多様な共著者と開発しています。省察=リフレクションによっ
て、教育的実践者が細かい修正を行いながら、手立てをとるわけですが、コルトハー

ヘン氏は「本質的に実現したい価値」に気づくこと、さらに、その実現したい価値と

して「自分自身のコア・バリュー」や「強み」に根ざしたポジティブな姿勢を育むポ

ジティブ心理学に根ざした実践を紹介しています。2 
 

1.1  重層的な自己・たまねぎモデル3	 	  

 
1. 環境:	 この層は人が自分の外で出会うすべてのもののこと。生徒であれば、教員、
学級、教科、学校文化、外的内的規範、などなど。 

2. 行動:	 その人の行動。環境に存在する課題・チャレンジにどのように対応するか。 
3. コンピテンシー:	 この層は、その人の能力・スキルのレベルを表わす。 
4. 信念:	 この層は、状況についてその人が考えていることを表わします。信念とは
外界に対する考え方を指すのですが、無自覚であることがほとんどです。 

5. アイデンティティ:	 この層は人が自分自身についてどう考えているか、です。彼
らの自意識です。 

6. 使命:	 この層は、わたしたちを動機づけるもの。わたしたちの仕事や生活に意味
づけ、重みづけるものです。アイデンティティの層は、わたしたちの自分自身につ

いての経験、自意識についての項目ですが、使命の層はわたしたちの理想のことで

す。多くの人にとっては宗教的なものでもあります。 

                                            
2 Teaching and Learning From Within	 	 A Core Reflection Approach to Quality and Inspiration in 
Education、Fred A.J. Korthagen, Younghee M. Kim, and William L. Greene、Routledge, 2013 
3	 前出書 p.32 
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1.2	 ファシリテーターのコア・バリュー「統合」「誠実」「相互尊重」を点検する4 
「問うこと」は参加型学習やアクティブ・ラーニングをすすめるファシリテーターに

必須の力です。では効果的な問いを発する力はと後から来るのでしょうか?	 	

『効く聞き方』という本で著者は、ファシリテーターの三つの資質が大切であると指

摘しています。	

q 統合されていること/一貫性/ぶれなさ	Integrity	
ü 目的からそれない	Maintain	Objectivity	

ü 秘密厳守	Clarify	Confidentiality	
ü 利害関係に対して敏感	Be	Sensitive	to	Conflicts	of	Interest	
ü 馴れ合いにならないように	Avoid	Collusion	

ü 公平に質問する	Ask	Questions	Fairly	
ü 情報の出所を明らかにする	Determine	Authorship	
ü 力や情報のアンバランスに言及する Address	Imbalance	in	Power	and	Information	

q 誠実さ	Authenticity	
ü 成果へのグループ・オーナーシップを醸成する	Build	Group	Ownership	for	

Outcomes	

ü プロセスに対する自己欺瞞の最小化	Minimize	Self-Deception	About	a	Process	

ü 意図を明確にする	Be	Clear	About	Intentions	
ü 課題を歓迎する（課題に感謝する、課題に向き合う、解題を受け入れる）

Acknowledge	Problems	

ü 自身の能力に素直でいる	Be	Honest	About	Your	Competencies	
ü 今ここに、関与する・集中する	Be	Present;	Tune	In	

ü 参加者の見方・考え方を聞く	Hear	Your	Client’s	Perspective	
q 相互尊重	Mutual	Respect	

ü 公平に行う	Enable	Equity	

ü グループの規範意識を明確にする	Clarify	Group	Norms	
ü 意見交換の時間を確保する（聴くことで、聴いてもらえる、相互に聞き合
う時間）Respect	Exchange	Times	

ü 直接のやり取りを増やす	Encourage	Direct	Interaction	
ü 沈黙に耐える：誰のための静寂か？	Be	Patient;	Whose	Silence	Is	It?	
ü グループのちからを信じる Respect	the	Energy	in	the	Group	

	

                                            
4 Making Questions Work: A Guide to How and What to Ask for Facilitators, Consultants, Managers, 
Coaches, and Educators,Dorothy Strachan、2006	 http://ericweblog.exblog.jp/23034578/ 
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1.3	 コア・リフレクションの七つの原則5	  
1. 省察している状況にかかわっている人の理想やコアな資質についての自覚・認識
を促進する。そのことによって、アイデンティティや使命の重層性についての気

づきを強化することができる。 
2. これらの理想やコアな資質に従って行動することを妨げている内的な障害、阻害
要因は何かを明確にする。(たまねぎモデルにおける各層間の不協和音についての
認識を促進する。) 

3. 1,2の背景にある認知的、感情的、動機づけ的な側面は何かについての気づきを促
進する。 

4. 1と 2の間の矛盾や葛藤に、十分自覚的になり(認知的にも感情的にも)、いまここ
にいる感覚を促進する。そして、内的な阻害要因は自分が作り出しているという

性質のものであることを認識する。 
5. その人の中から生まれるプロセスを信頼する。 
6. 省察した状況において、自身の内からなる可能性に従って行動することを支援す
る。 

7. コア・リフレクションを活用する上での自律性を促進する。 
 
表 3.2	 通常の省察との違い	 (p.38) 
通常のリフレクション コア・リフレクション 
・	問題を省察する 
・	過去に焦点 
・	状況に焦点 
・	認知的(精神的)志向 

・	前向きな意味を作り出すために省察する 
・	いまここでと未来に焦点をあてる 
・	個人の力に焦点をあてる 
・	思考、感情、欲求に気づく 

コルトハーヘン氏ワークショップより  
                                            
5 前出書 p.39 
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1.4	 ファシリテーターの資質をどう育てるか 
	 省察的実践家=教師を育てるリフレクションは、達成したい価値観とセットです。資
質を育てるためものは「システム思考」による学びつづける姿勢が身につくことです。 
 
1.	 ESDの行動目標・教育目標を知る  
	 	 自分が考えていることと、国際規準や先行知見との一致とズレを知る。 
	 	 何が合意でき、何が合意出来ないかを腑分けする。 
	 	 できる限り、「合意」できるラインを確認する。 
	 	 その目標に向かって努力することを決意する。Pledge誓約・宣誓する。 
	 	 実現のための手だてを知る・学ぶ。 
	 	 実践力を高める。	 	 【参考】ゼロ・トレランス・ポリシー 
2.	 生徒や学習者の現状分析をする。 
	 	 目標値と現状のズレを知る。 
	 	 どうすれば目標に近づくことができるか、発達段階としてふさわしい段階的目標。 
	 	 五つの手だてを片っ端から考える。突飛なアイデアが突破口になる。 
	 	 Feasible実現可能な選択肢を選ぶ。 
3.	 ESDカリキュラムを計画する。 
	 	 年間計画を策定する。 
	 	 月間計画に落とし込む。 
	 	 週間目標など、日々の目標を確認する。 
4.	 実践する。 
5.	 ふりかえる。 
	 	 目標は達成出来たか。 
	 	 実践のバリアはなんだったかを分析する。「私」「生徒」「環境」「その他」 
6.	 実践と目標を点検する。 
 
	 	 1に戻る。 
  

目標
を知
る	

現状分
析	

計画立
案	

実践	
ふりか
える	
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2.	 育てたい資質 
 

2.1	 コアな資質 
 
(1)	 キー・コンピテンシー 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キー・コンピテンシー	 国際標準の学力をめざして 
ドミニク・S・ライチェン、ローラ・H・サルガニク、明石書店、2006 
 
(2)	 ESDでつちかいたい価値観と能力	 (ESD-Jホームヘージ参照) 

----------------------「価値観」 ------------------ 
1 人間の尊厳はかけがえがない 
2 私たちには社会的・経済的に公正な社会をつくる責任がある 
3 現世代は将来世代に対する責任を持っている 
4 人は自然の一部である 
5 文化的な多様性を尊重する 
---------------------「能力」--------------------- 
1 自分で感じ、考える力 
2 問題の本質を見抜く力／批判する思考力 
3 気持ちや考えを表現する力 
4 多様な価値観をみとめ、尊重する力 
5 他者と協力してものごとを進める力 
6 具体的な解決方法を生み出す力 
7 自分が望む社会を思い描く力 
8 地域や国、地球の環境容量を理解する力 
9 みずから実践する力 
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(3)	 個人の資質の強み	 Character Strength6 
 

1 	 Wisdom and Knowledge	 知恵と知識 

2 	 Courage   勇気 

3 	 Humanity   人間性 

4 	 Justice   正義 

5 	 Temperance   謙虚 

6 	 Transcendence  超越 

 
(4)  生徒が選んだコアな資質の例	 (485名中)	  表 9.27	  
 

親切 Kindness(83)、勇気 Valor(77) 
ユーモア(53)、学ぶこと Love!(40)、 

熱意(33)、感謝(23)、市民性(23)、自律(22)、 
忍耐(19)、公正さ(19)、愛情深い(17)、謙遜(14)、 
希望(10)、一貫性(9)、好奇心(9)、社会的知性(9) 

分別(5)、天然(5)、美的センス(4)、精神性(3)、寛容さ(3)、 
判断(2)、リーダーシップ(2)、展望(1) 

  

                                            
6 http://www.viacharacter.org/www/Portals/0/Classification%202014.pdf 
7 前出書、p.139 
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2.2	 教員のためのリフレクション・シート8 
 
教員に求められる資質の小項目 56項目については別紙参照の上、具体的な自分自身の
行動のリストを作成する。 
 

大項目 具体的な行動 課題 
成長しようとする力 
 

  

対人関係の力 
 

  

教育者としての力 
 

  

学びの場をつくる力 
 

  

組織する力 
 

  

同僚・仲間と協働する

力 
 

  

学校を取り巻く人々

と協働する力 
  

                                            
8教員のためのリフレクション・ワークブック	 往還する理論と実践、武田信子、金井

香里、横須賀聡子、学事出版、2016	  
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2.3	  ESD的資質	 「二つの帽子」 
 
	 環境教育では、教育者の「二つの帽子」というダブルの役割について意識的である

ようにと言われます。つまり、教育者として「中立的」であることと、しかしながら

今の争点情報のある時代から逃げることなく、環境保全の運動家としてのモデル、模

範をしめすこと。それが「二つの帽子」、二つの役割を意識的に担うということです。 
	 ESD において、すべての人間は実践者です。どれだけ意識化しているか、どれだけ国

際的に共有されている理解に基づいた行動をとれているかに違いはあっても、わたし

たち一人ひとりのあり方が、持続可能な開発に影響を及ぼしています。実践者として

は、学習者とも対等な「市民」であることも大事なことです。	

そのような時代にあって、教育指導者、すなわち持続可能性のための学びを支援する

人に求められるものは、学びの支援に加えて、実践のモデルともなれることです。	

学びの支援については教育者としての専門性によって貢献することができる存在、そ

して環境問題そのものについては、対等な市民として共に参加し、そして参加のモデ

ルを示すことができる存在であることが求められます。	

そのためにファシリテーターに対する教育として必要なことは、教育と学習について

学ぶことです。教育は公式的で形式的な教育を通してのみ起こることではないことを

理解する必要があるからです。	

 
そのような行動を「アドボカシー・社会的提言」と言います。例えば『いっしょにす

すめよう!	 人権』の「めざせ、満点!	 アドボカシー社会」の「アドボカシー・ビンゴ」
などを指導者育成に取り入れることができるでしょう。 
 
 
あなたは、教育者が「持続可能性のための実践家」であるべきだという考えに同意し

ますか?	 それとも懐疑的?	 反対?	 自分の考えを確かめてみましょう。 
 
 
 
 
反対である   どちらとも言えない   同意 
 
なぜ?    なぜ?          なぜ? 
そして、反証事例は?  事例は?    成功事例は? 
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3.	 教育観が変わる 
 
 3.1	 教師教育者としてのアイデンティティの再構造化9 

² 教科中心から人中心の関係性へ 
² 成果物への焦点からプロセスへの焦点へ 
² 考える・行動するから思考感情欲望の統合へ 
² 答えを求めることからあいまいさを保てることへ 
² 役割志向からコア志向へ 

 
課題 できていること・行動リスト 改善できること 

教科中心から人中心

の関係性へ 
  

成果物への焦点から

プロセスへの焦点へ 
  

考える・行動するから

思考感情欲望の統合

へ 

  

答えを求めることか

らあいまいさを保て

ることへ 

  

役割志向からコア志

向へ 
 

  

                                            
9 Teaching and Learning from Within, p. 172-176 
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3.2	 伝統的な教育からコア・リフレクションに基づく教育へ10 
 
伝統的な教育観  コア・リフレクションの見方 合意する?	 課題は何? 

学習は一元的だ 
 

学習は常に重層的だ  

「何が正しくなくて、

改善が必要」 
すでにあるものは何か、そこ

から築く 
 

コンピテンシーが中

心 
コアな資質が中心  

正しい「考え方」が行

動に 
志向感情欲望行動は統合さ

れている 
 

抽象的な知識に焦点 
 

経験的な知識に焦点  

現実的な状況への応

用 
いまここでの意識を育てる  

専門家からの非属人

的学び 
個人的で深いリフレクショ

ン 
 

世界の目的に焦点 環境との関係で存在する人

に焦点 
 

教員と生徒の距離 
 

関係性が基盤  

時間対タスクに焦点 互いに連絡を取り合う、会う

こと。 
 

「点検」と評価に強調 成長を促進することを強調  

計画と学習目標に基

づく 
不確定なことを一定程度受

け入れる 
 

義務と人びとに対す

る圧力が特徴 
成長と発想、理想、欲望、ニ

ーズ 
 

最終的なゴール:	 知
識 

最終的なゴール:	 十全な気
づき 

 

中核的な問い:何を学
ばなくてはならない

か	  

中核的な問い:わたしは何も
のであるか 

 

                                            
10 Teaching and Learning from Within, 表 13.1	 p.198 
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3.3	 未来のための教育とは11 

 
                                            
11 『いっしょに考えて!	 人権』ERIC、2002年、p.50 
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4.	 三つのスキルを習熟するための三段階 3A’s	 	 Skills 3x3 
1. 「わたし」 
2. 「あなた」 
3. 「みんな」 

 
三つのスキル分野 
「わたし」「あなた」「みんな」というのは、オーストラリアの”Me, You and Others”	
という人間関係トレーニングのためのテキストの翻訳でもあります。12 
また、『開発のための教育』13の著者の一人でもあるスーザン・ファウンテンさんがま

とめた『いっしょに学ぼう』(ERIC、1994)というグローバル教育のためのスキル指導
のためのテキストも、「セルフ・エスティーム」「コミュニケーション」「協力」という

三つのスキルが核となるスキルとして幼少の頃から身につけられるようにと出された

ものです。 
 
このテキストの中表紙および中裏表紙に紹介しているコンピテンシーやエンパワメン

ト教育の三つのパワーなどにも、共通の考え方が見られます。 
Ø キー・コンピテンシー	 国際標準の学力をめざして、ドミニク・S・ライチ
ェン、ローラ・H・サルガニク、明石書店、2006 

 
自分を大切にし、そして他者を尊重し、生きている環境で活動し、また働きか

けることができる力というのが、参加の力であり、生きて働く力であり、身に

つけたいスキルなのです。 
 

	 	  
 
 

 
 
 
 
 

                                            
12 『わたし、あなた、そしてみんな』エリザベス・キャリスター他、ERIC訳、1994 
13 Education for Development, UNICEF’s Guide for Global Learning, Hodder & 
Stoughton Educational, Ltd., 1994 

	 わたし 
・自己理解 
・自尊感情 

	 みんな 
・協力、信頼 
・社会性 

あなた 
・コミュニケ
ーション 
・関係性 
・ 
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スキル習熟の三段階 
「意識化する・態度姿勢が変容する・いいパターンの行動を習熟する」という三段階

は知識や概念を教えることと行動を結びつけるための「気づきのためのアクティビテ

ィ」の考え方と同じです。14 
	 まず、どのような行動が「わたし」を大切にする行動かを知識として知ること、い

ま、自分に何ができているか、何が課題かを知ること、そして、そのいいパターンや

スキルを実践しようとする態度姿勢を持つこと、そしてできるようになるまで技能と

して磨くこと、習熟することです。そのように働く力がコンピテンシーです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                            
14 ワールド・スタディーズ、サイモン・フィッシャー他、ERIC訳、1991、p.30 

知る	

• Awareness	

使おうとする	

• Attitudes	

できる	

• Actions	
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4.1	 「わたし」 
 
参加型学習、アクティブ・ラーニングの基本は「わたし」です。自己理解をすすめ、「わ

たし」について意識化・知る段階に必要なアクティビティです。 
そして、次に自分自身に対する肯定的な態度姿勢によって自尊感情を高めるのが「態

度姿勢が変容する」段階です。 
さらに、自分自身のことを非攻撃的に自己主張できる「わたしメッセージ」や、アサ

ーティブな実践ができるのが「いいパターンの習熟」、行動化の段階です。 
 
4.1.1	 「わたし」を意識化する 
もちろん、『いっしょに学ぼう』には幼少期からの自尊感情、セルフ・エスティームを

育てるためのアクティビティと手立てがたくさん紹介されています。中等教育段階の

生徒が自分一人ででも、仲間とグループとででも自主学習として取り組むことができ

るようにと書いた『レッツ・コミュニケート!』(LCOM)15。の「わたし」編は、自己理

解をすすめるための四つの視点を紹介しています。「わたしのからだとコミュニケーシ

ョン」「わたしの学んできたコミュニケーション」「わたしの中のわたしとのコミュニ

ケーション」「コミュニティとわたし」です。また、『人権教育ファシリテーター・ハ

ンドブック』(HR)16のアクティビティ 30選の前半や『いっしょにすすめよう!人権』
(HRA)17第 1部でも紹介しています。 
 
² わたしを育てた言葉  「言葉の宝箱」LCOM p.30 
² 10人の親しい人々  LCOM p.13、HR p.46 
² 人生の河   LCOM p.19、HR p.45 
² 重層的自己分析  LCOM p.25、HR p.47 
² コミュニティとわたし  LCOM p.26 
² セルフ・エスティームを育てるアクティビティのリスト HRA p.26-27 
 
 

                                            
15 さあ話し合いましょう。レッツ・コミュニケート!	 いま、この地球をともに生きる
者たちとの交歓、共感、未来の共有のために、角田尚子・ERIC国際理解教育センター
著、2001年発行 
16人権教育ファシリテーター・ハンドブック	 参加型「気づきから築きへ」プログラム、

角田尚子・ERIC国際理解教育センター著、2000年発行 
17 いっしょにすすめよう!	 人権	 人権教育ファシリテーターハンドブック	 実践編、
角田尚子・ERIC国際理解教育センター著、2002年発行 
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4.1.2 「わたし」に対する肯定的な態度 
自分自身のいいところも悪いところも含めて、前向きに捉えることができる姿勢が次

の行動につながります。自分自身に対する肯定的な態度が、他者や社会に対する肯定

的な態度の基盤にもなります。 
 
² お似合いのイニシャル HR p.48 
² アイアラック  HRA p.22 
² いいところ 10  「わたしのいいところ」LCOM p.16 
 
 
4.1.3	 	 「わたし」を生きるいいパターンの習熟・実践 
自分に対する態度姿勢が変わり、そして、その主張する行動が変わることで、「わたし」

のいいパターンの実践ができるようになります。 
しかし、スキルは知識と異なり、知っているだけではダメで、「できる」ようになるま

で、何度も繰り返し、練習したり、訓練したり、やってみることで習熟することで実

践力となるのです。一度学んだら、次の段階というものではないこと、時々に点検し

て、できているかどうか確認して、なぜできていないかをふりかえって考えて、でき

ない理由を考えて、手立てを立てるということの繰り返しです。 
このテキストが、最初にファシリテーターのためのスキルとして「自分自身のコア・

バリューと行動」の統合を扱っているのは、価値観と行動が統合されたスキルを子ど

も達にもつけて欲しい、その手伝いができる人は、その人自身がそのような生き方が

身についていることが必須だからです。 
そこからさらに、ESD持続可能な開発のための教育がいう「ESDは価値観の教育であ
る」というわたしたちの社会のコア・バリューの育成へと向かえるのではないでしょ

うか。 
 
² わたしの未来の目標  「こうなりたい未来」LCOM p.27 
² わたしメッセージ  『対立から学ぼう』参照 
² アサーションの 12の権利 HRA p.32 
² 去年はできなかった、今年はできる LCOM p.20 
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4.2 「あなた」 
 
自分自身に対する肯定的な態度だけでなく、他者に対しても、そして他者との関係性

に対しても肯定的な態度と行動を育てることは、自分自身の環境を整えることにもつ

ながります。「わたし」の態度が鏡のように、人間関係から返ってくるのです。 
 
4.2.1	 「あなた」との関係やコミュニケーションのあり方を意識化する 
I’m OK, You are OK.	 わたしはわたし、あなたはあなた。それを受け止めることは簡
単なようで、難しいですね。 
 
わたしたちは、ともすれば「べきの三重丸」18で人を見て、自分の意見を押し付けたり、

対立したり、また、対立することを避けるために自分の意見を言わなかったりするの

ではないでしょうか。 
「時間を守る」という価値観は同じでも、どの程度というのは違っているということ

はありがちなことです。 

	

 
特に、教育にかかわる人は「こうなってほしい」という未来像とその道筋を思い描い

て対応しているために、ズレの許容度が狭くなってしまいがちです。それが教育的な

次なる手立ての構想につながれば問題ないのですが、「怒り」や「イライラ」として現

れる場合は、問題です。常に「人はそれぞれさまざま」であることを意識することか

                                            
18 子どもと関わる人のためのアンガーマネジメント	 怒りの感情をコントロールする
方法、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会、合同出版、2016	 p.23より 

1.自分と同
じ	

2.少し違う
が許容範囲	

3.自分と違
う、許容で
きない	
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ら、はじめましょう。『対立から学ぼう』19(CR)では、「対立は悪くない」という認識に
立つことから始めています。 
 
 
² 傾聴  参加型学習のテキストのほとんどで取り上げられています。

「「聞く姿勢」を育てる」では傾聴の四段階をまとめています。(HRA p.40) 
² ミラー  「にらめっこと鏡」(LCOM p.32)など、多数のバリエーシ
ョンがあります。 

² 非言語コミュニケーション コミュニケーションの 7割は非言語的に伝わりま
す。そのことに自覚的であることがポイントです。	 LCOM p.42 

² 対立のイメージ ネガティブに捉えられることが多い「対立」ですが、対立

のポジティブな面、成長につながる活かし方などがあることも知りましょう。そ

れが次の段階「肯定的な態度」です。 
² 異文化体験ゲーム 「レバ・アンブラー」CR p.194 、「ラファラファ」VV p.91 
 
 
4.2.2	 「あなた」に対する肯定的な態度姿勢 
「わたし」の態度は他者によって鏡のように跳ね返ってきます。赤ちゃんの笑顔に触

れた時、わたしたちが思わず笑顔になってしまうように。「あなた」に対して肯定的な

態度姿勢を取れることは、「わたし」に肯定的なものが返って来る環境づくりでもあり

ます。 
4.2.1で確認したように、わたしたちは一人ひとり異なる存在で、価値観、行動なども
異なります。そのために「対立」やズレは必ず起こるのですが、「対立」そのものに対

して肯定的な態度をとることが解決にもつながります。 
 
² 対立は悪くない  CR	 「意見のスペクトラム」p.13、「連想図」p.16 
² ちゅういか(PEAR)  CR	 「アクティブ・リスニングのガイドライン」

p.67 
² お、いいか   CR	 「CAPSについて」p.74, CRS20「4.	 怒りの
しずめ方」p.33 

                                            
19 対立から学ぼう	 中等教育におけるカリキュラムと教え方、ウィリアム・クライド
ラー著、ERIC国際理解教育センター編訳、1997 
20 対立は悪くない	 学校・地域の問題解決に活かす、角田尚子・ERIC国際理解教育
センター著、2000 
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4.2.3	 「あなた」に対するいいパターンの行動の習熟 
行動は価値観から内発的に起こるものです。ESDのような価値観、「公正さ」「人権」
「市民性」などと言うような価値観で、自分自身の行動を律する考え方は、ひょっと

すると日本社会では根付いていないのかもしれません。 
「わたし」「あなた」「みんな」、自己、関係性、社会において一つの価値観で貫こうと

することは、西洋個人主義的なアプローチです。それに対して、日本社会ではその三

つのフェーズ毎に異なる判断基準が存在すると指摘されています。21 
「人」の次元	 	 	 「精神主義」 
人間関係の次元	 	 「間人主義」 
集合体の次元	 	 	 「日本集団主義」 
つまり、人間関係においては TPO、時と場所と状況で、対応する相手に合わせてしか、
発言しないのです。そのために、複数の人間が存在する場になってしまうと「集団主

義的」にならざるを得ないのです。そして、その関係性の中で、誰に合わせるのが良

いかとなると、一番力がある人ということになるのです。権力に対する、あるいは暴

力という権力の濫用に対するチェックが甘くなってしまうのも、このようなメカニズ

ムで動いているからでしょう。過去に犯したような過ちを繰り返したくなければ、私

たちがファシズムに支配されやすい体質であることにも、気づくべきです。成長した

いのであれば。そして教育が成長のことであるのであれば。 
気づきから行動へ。 
いいパターンの習熟とは何か、関係性及びコミュニケーションについて、考えてみた

のが「未来型コミュニケーション」です。未来型とは成長につながる姿勢のことです。 
詳しくは、HRAp.37を参照に、「みんなの頭で考え」ていただきたいですが、過去型
コミュニケーションと未来型コミュニケーションそれぞれの特徴だけあげておきたい

と思います。 
 
過去型コミュニケーションの特徴 未来型コミュニケーションの特徴 

上下および力関係固定/序列化・自己卑下
的・自虐的・加虐的・攻撃的・自己防衛的・

謙遜過剰的・戦略的・政治的・親密さの序

列化・無自覚的・伝統無批判継承型コミュ

ニケーション 

創造的・協力的・双方向的・建設的・前向

き・関係創造的・未来指向的・オープンエ

ンド的・意見や異見、問題提起に対して開

かれた態度的・問題提起につなげ改善する

態度のコミュニケーション 
 

                                            
21 いっしょにESD!環境・人権・参加の新世紀教育、ERIC国際理解教育センター、2007、
p.71に紹介。原典は『日本人論に関する 12章』に紹介された別府晴海論文。 
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² 鍵となる質問による傾聴 HRA p.40「傾聴の四段階」 
² 調停・仲裁   CR	 p.151 
² 未来型コミュニケーション CRA p.37「過去型コミュニケーションから未来型
コミュニケーションへ」 

 
 

4.3	 「みんな」 
4.2.1で紹介した「べきの三重丸」は、「わたし」と「あなた」のズレについての認識
をすすめるためのものでした。しかし、価値観にはもう一つ別の軸があることに気づ

かれたでしょうか。 
 
それは 6ページに紹介した ESDの価値観、「みんな」で共有したい価値観です。持続
可能な社会を実現するためには、「持続可能性」を自らの行動規範の基盤的価値として、

それに合致した行動を選択しようとすることが身についていることが大切です。 
 
「べきの三重丸」のような関係性における他者とのズレの認識だけではなく、自分自

身がどれほど「持続可能性」のための価値観とずれているか、どうすればその価値観

に従った行動ができるか、そして、そのような行動を取ろうとするときのバリアは何

かを考えること、そのバリアを克服するための手立てを取れることが必要です。 
 
べきの三重丸の価値観に「普遍性」の軸を入れる必要があるのです。 
 
4.3.1	 「みんな」の価値観が「わたし」のコアに根付いているかどうか 
p.2のたまねぎモデルでふりかえった「使命感」について、ESDの価値観と一致する
ものがあるかどうかを点検してみましょう。 
まず、「教室の中の世界」のような活動で、わたしたちの生活が世界と繋がっていて、

世界の未来に対して、わたしたち一人ひとりの責任があり、またわたしたちの行動が

未来を作ることの自覚から始めましょう。 
² 教室の中の世界  ワールドスタディーズ 
² あなたは信じる?信じない? HRT p.70 
² 遅れてきた定着民  HRA p.57 
² 多数派・少数派体験ゲーム HR p.59 
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² ジレンマ・カード  LCOM p.79、TM22 p.29 
以上のようなアクティビティを通して気づいたことから、何がそのような価値観を身

につけることを阻んでいるでしょうか? 
 
たまねぎモデルでバリアについて考えてみましょう。 
 
² ESDの価値観を阻むもの 

 
 
 
4.3.2	 「みんな」の課題に取り組む態度姿勢は育っているか 
どうすれば、バリアを超えて、価値観を身につけることができるでしょうか? 
 
 
² 力の場の分析 TM p.59 
² なりたい未来 VV23「タイムライン」p.173 
² あそこまで跳ぼう VV p.175 
 
  

                                            
22 参加型で伝える 12のものの見方・考え方、ERIC国際理解教育センター、1997 
23 未来を学ぼう	 わたしと地球を結ぶ価値観とビジョン、サリー・バーンズ他、ERIC
国際理解教育センター編訳、1998 

1.　環境	

2.　行動	

3.　コンピテンシー	

4.　信念	

5.　アイデンティ
ティ	

6.　使命	
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4.3.3 「みんな」の課題に取り組むための行動力 
国連の NGOリエゾン事務局は、NGO(Non Governmental Organization)非政府組織
の役割を四つあげています。24 

1. 問題発見、問題の啓発 
2. 問題についての意思決定への参加 
3. 問題解決のための実践的行動 
4. 実践についての評価・モニター 

 
社会に参加して未来を作り出すことに積極的に関わること。そのような行動力が「み

んな」についてのいいパターンの行動です。『未来を学ぼう』(VV)の「第 3部目的意識
と行動」、『いっしょにすすめよう!人権』(HRA)「第 2部	 人権尊重社会の諸課題」に
もまとめられていますが、コミュニティの課題解決としては『STEP5』あるいは『環
境教育指導者育成マニュアル』(EE)「第 4部	 コミュニティの課題に応える指導者育
成のために」が役立ちます。アクティビティ集ではありませんが、『いっしょに ESD!』
は環境問題についてコミュニティの課題解決に必要な情報がまとめられています。 
また、『いっしょにすすめよう!人権』「第 2部	 人権尊重社会の諸課題	 めざせ、満点	
アドボカシー社会」では「行動化を妨げるもの」「行動化へのバリヤーを自覚する」な

どのアクティビティも紹介しています。 
 
参加の力は参加することでしか身につかない。繰り返し繰り返し、できるようになる

まで、何度でも。 
 
² アドボカシー・ビンゴ HRA p.82 
² ゼロトレランス・ポリシー HRA p.78 
² コミュニティの課題解決を環境教育に取り入れる EE p.166 
² 4A’s	 チェックリスト  ESD p.52 
² プロジェクト・コンペ HRA p.65 
² 社会的保障のための政策提言 HR	 巻末資料 p.4 
² あなたならどうする?  HRA p.17, HR 巻末資料 p.1 
 
  

                                            
24 いっしょに ESD!, p.28 
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5.	 スキル指導のための五つの手だて 
1. ジャーナルをつける 
2. アクティビティを取り入れる 
3. プログラムを構成する・カリキュラムを計画する 
4. 環境・風土を整える 
5. 個別に対応する 

 
5.1	 ジャーナルをつける 

 
	 環境教育でも、ジャーナルづくりはよくやります。8ページから 12ページ程度のも
のです。小学校の実践でも一つの単元の学びを「プロファイル」のような画用紙の表

紙をつけてまとめることもあります。学習支援の教室でも、なんとか、子どもたちに

「めあて表」や今日やったこと、達成出来たことを記録につけさせようと躍起です。

あまりうまく行っているのを見たことはありません。 
	 継続的なジャーナルづくりをすすめているのは『対立から学ぼう』です。このカリ

キュラムでは、継続的に

「対立」をテーマに、ノ

ートをつけるように指

導しています。(第二課) 
 
この後の課業の中で、ノ

ートに書かれた事例に

ついて、自分自身で分析

の対象としたり、事例と

して出してもらって取

り上げるなど活用して

います。 
 
例えば、テーマに合わ

せて、次のページのよ

うなワークシートを作

るのもよいでしょう。 
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【ジャーナル事例】対立の記録をつけよう	

・	対立は何をめぐるものですか。 
・	どのように起こりましたか。 
・	どのように激化あるいは悪化しましたか。 
・	事実とそれぞれの人がどう感じているか、じっくりふりかえりましょう。 
・	それぞれの人が本当に満たされたいことは何でしょうか。 
・	対立がおさまっているなら、どのようにおさまったのですか。 
・	もっと違う終わり方があったでしょうか。あるとすればどのように? 
・	その対立に題名をつけましょう。 
【対立に名づける】 

日時: 場所: 

誰対誰: 

セルフ・カウンセリング 
事実 わたしの感情 相手の感情 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

本当に満たされたいこと   

対立の扱い方   
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5.2	 アクティビティを取り入れる	 	  
 
ERICのさまざまなアクティビティを、カリキュラムや年間計画に取り入れるとととも
に、課題に気づいた時に短時間で良いので、取り入れるようにしましょう。 
 

5.3	 プログラム・カリキュラムなど正規の教育計画に取り入れる 
スキル指導のための年間カリキュラムを考えましょう。 
大きくは、「わたし」「あなた」「みんな」のスキル段階で目標を設定し、すすめていく

とよいでしょう。それぞれにどんな課題があるか、まず整理しましょう。 
 
  できていること 課題 手立て 
わた

し 
意識化    

態度姿

勢 
 

   

行動 
 
 

   

あな

た 
意識化    

態度姿

勢 
 

   

行動 
 

   

みん

な 
意識化    

態度姿

勢 
 

   

行動 
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課題に対して、どのような手立てがあり得るか、手立てを年間計画として考えてみま

しょう。 
 
月間・年間計画表	 サンプル 
    第一週 第二週 第三週 第四週 

わたし 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         

あなた 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         

みんな 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         
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 翌月 第三月 第四月 

点

検 

わたし 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         

あなた 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         

みん

な 
ジャーナル         

アクティビティ         

プログラム         

環境・風土         

個への働きかけ         

 
このような計画表を第二四半期、第三四半期、第四四半期など、四半期ごとに作りま

しょう。また、点検の時を設けましょう。 
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5.4 学校全体アプローチ 
どのようなスキル指導も、指導、実施するプログラム、学級での取り組み、そして学

校全体の取り組みに一貫性が存在することが最も効果的な指導につながります。 
 
1.	 目標の共有	 伸ばしたいもの、なりたい未来、ビジョンなど 
2.	 カリキュラムに取り入れる 
3.	 教授法をアクティブ・ラーニング化する 
4.	 総合的教科横断的プログラムを行う 
5.	 スタッフの強化・教材の開発、 
6.	 関係性を育てる 
7.	 実践活動、行動を推奨する 
 
【参考】 
平和教育における学校全体アプローチ25 
http://www.creducation.org/resources/Peace_Education_Castro_Galace.pdf 
 

 
  

                                            
25 翻訳は ERICのホームページからダウンロードできます。三部に分かれています。
http://www.eric-net.org/news/pePartI.pdf	 http://ericweblog.exblog.jp/17674889/ 
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5.5	 個別への働きかけ・配慮 
 
5.5.1	  前向き子育て 
   「前向き子育てとは、建設的な傷つけない方法で子どもの成 長を促し、子どもの

問題に取り組むことを目的とした子育ての方法です。前向き子育ての基本は、親子の

より良いコミュニケーションを築くこと、子どもの発達を促進する前向きな注目を与

えることです。前向き子育てで育った子どもは、自分の能力を伸ばし、自分自身を肯

定的に認める傾向があります。」26 
 
(1)	 わたしの子育てをふりかえる 
1. どんな人に育って欲しい?目標を確認する。  
2. そのためには、どんな働きかけがいいだろうか?  
3. 「前向き子育て」ビンゴでカクテル・パーティ  
4. 子どもの行動ハッピーチャートを作成する 
 
(2)	 あなたが行っている具体的な工夫を 9 つ書きましょう! 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

ビンゴ・ゲームのようにして、お互いの知恵を共有しましょう。 
 
                                            
26前向き子育てブックレット、マシュー・サンダース、Triple P, 2007、p.1 より 
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(3)	 「前向き子育て」五つの原則 
◎ 安全で活動的な環境づくり(安全に遊べる環境作り) 
◎ 積極的に学べる環境づくり 
◎ 一貫した子育て(一貫した分かりやすいしつけ) 
◎ 現実的な期待(適切な期待感を持つ) 
◎ 親としての自分自身をケアする(親としての自分を大切にする) 
 
(4)	 「前向き子育て」17 の技術  
□子どもの発達を促す 
□ 子どもと良質な時をすごす 
□ 子どもと話す 
□ 愛情を表現する 
□ 子どもをほめる 
□ 子どもに注目している気持ちを伝える  
□ 夢中になれる活動を与える 
□ 良い手本を示す 
□ 時をとらえて教える 
□ 問う・言う・やって見せる 
□ 行動チャートを使う 
 
(5)	 「前向き子育て」で、問題行動に対処する 
□ 分かりやすい基本ルールを作る 
□ ルールが守れないときの対話による指導 
□ 小さな問題行動に対処する「計画的な無視」  
□ はっきり穏やかな指示 
□ 問題に応じて対処することで指示を徹底する  
□ 問題行動に対処するためのクワイエットタイム  
□ 深刻な問題行動に対処するタイムアウト 
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5.5.2	 ポジティブな対応27 
コルトハーヘン氏らも教員のコア・バリューとして「ポジティブ」な姿勢を内からな

る価値観として育てることに「省察」を活用しています。2829 
育てるための対応を、セリグマン氏は「建設的⇄破壊的」「積極的⇄受動的」の二つの軸

で説明しています。 
さすがに破壊的な手立てを取る教員はいないでしょうから、少し表現を変えて、以下

のような二次元軸で、対応を考えてみましょう。 
「伝統的な教育観」に基づく手立てであるのか、それともコア・バリューに根ざした

教育のための手立てかという視点で、考えてみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伝統的な教育観 

積極的 
 
 
 
 
 
 
 

未来のための教育的 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
受動的 

 

                                            
27 ポジティブ心理学の挑戦	 “幸福”から”持続的幸福”へ、マーティン・セリグマン、ディスカバー
21、2014	
28 Practicing Core Reflection: Activities and Lessons for Teaching and Learning from Within、Frits G. 
Evelein and Fred A. J. Korthagen、Routledge, 2014 
29 Teaching and Learning From Within	 	 A Core Reflection Approach to Quality and Inspiration in 
Education、Fred A.J. Korthagen, Younghee M. Kim, and William L. Greene、Routledge, 2013 
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5.5.3	 特別なニーズに対応する30 
 
1. ESD、アクティブ・ラーニングなど、教育についての国際的な流れ、国内の動きな
ど、教育目標との関連を理解する。 
 

2. 発達課題を理解する。 
(ア) 思春期前期 
(イ) 女性の育ち方 
(ウ) きょうだいの関係性 
(エ) 親子関係 
(オ) 友人や学級での人間関係 
(カ) その他、意味ある人間関係 

 
3. 特別なニーズを理解する 

(ア) グリーフサポート 
(イ) 学習スタイル 
(ウ) 認知的課題 

 
4. 学習の多様なモードについての理解と全体言語的な教材提供を行う 

l 身体動作的知能 
l 内省的知能 
l 人間関係的知能 
l 言語的知能 
l 論理数学的知能 
l 音楽的知能 
l 空間的知能 
l ナチュラリスト的 
l 実存的知能 

 
 
 
  

                                            

30Making Outdoor Programs Accessible、Kathy Ambroaini, Mohok Preserve, 2005
を参考に作成。http://www.eric-net.org/news/ESDSpecialNeeds.pdf 
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【参考】PLT個別化教授法 

 
 
 
 
 
 


