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1 ．はじめに
本論文は、中高生及び大学生の「語り」を軸に、
「共創する学びづくり（Co-Creative Learning）
」の
成果を検証するものである。
「共同的で、創造的な活動を通し、学習者に豊かな学びの経験を！」これ
が昭和女子大学現代教育研究所が 2017 年度より立ち上げたコア・プロジェクト「Co-Creative Learning
Session」に込めたメッセージである（意図や実践の概要については、緩利・青木（2018,2019）に譲
る）。本研究では、2020年度の「Co-Creative Learning Session」（＝通称：コクリ、大学生のプロジェク
トは中高生との差異化を図り、「Co-Creative Challenge」＝通称：コクチャレと呼ぶ）に参加した生
徒・学生たちの「語り」の分析から、生徒・学生が「共創」の経験をいかに受け止め、その経験から
何を学んだかを、当事者の視点から読み解くというアプローチによって、生徒・学生にとっての経験
の意味をさぐり「Co-Creative Learning」の成果と意義を明らかにしていきたい。

2 ．実践の概要
「Co-Creative Learning」では、毎年「ワン・テーマ」にフォーカスし、ワクワクの探究の冒険を目
指してきた。2020 年のテーマは「水」。見える「水」の向こうの世界に想いを馳せ、考え、創って、
動き出す。そのための「想像力」と「創造力」を鍛える LESSON からスタートし、様々な専門家から
学び、フィールドワークを通して、現実世界に五感で触れ、探究を深める。その計画を阻んだのが
COVID-19 パンデミックであった。大学生は全ての LESSON がオンライン、高校生も対面・オンライ
ンのミックス。だが、私たちは考えた。「未知なる世界の冒険に、想定外はつきもの。今だからこそ、
新たなものが、きっと生まれる」と。
大学生の「Co-Creative Challenge」は 5 月13日にオンラインで、32人がキックオフ。一方、昭和女子
大学附属中学校・高等学校「Co-Creative Learning Session2020」は、 6 月 9 日からコクリクルー（中学
生 13、高校生 14）が対面でスタート。大学生・中高生ともに、キックオフは「私の水モノガタリ」。
自身の水にまつわる思い出を語り、他者の水モノガタリを聞く中で、参加者たちは、多様な「水」の
存在に気づく。自己紹介を兼ねた語りは、「聴く」ことでひろがる世界の存在を予感させると同時に、
参加メンバーへの心理的距離を近づけていた。 プロジェクトの詳細については割愛するが、「CoCreative Learning」のプロセスにおける、 4 つのステージのアウトラインは紹介しておきたい。なお、
「Co-Creative Learning」における活動は、ステップというより、行きつ戻りつのスパイラルであるこ
とから、あえて「ステージ」という表現を使っている。
4 つのステージは、
①知る：情報をリサーチし、アイディアの素を探す
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②想う：発想をふくらませ、問いをつくりだす
③創る：問題解決に向けて動き出し、カタチにする
④動く：プレゼンテーションを通して、新たな問いをみつけ、動き出す
実践の詳細は現代教育研究所ニュースレター等に譲るが、生徒・学生の語りを具体化する一つの端
緒として、「Co-Creative Learning」最後のプレゼンショーのラインアップを紹介しておこう。
〈Co-Creative Learning Session〉
1 ：料理と水の深ーい関係～おいしい水ってなあに？～
2 ：水とお肌の関係～どれだけ飲むと美肌になれる？～
3 ：デトックスウォーターの効果を探る～もしかして疑似科学？～
4 ：STOP かくれ脱水！～カラダと水分、良い関係って？～
5 ：サバイバル時の飲み水つくり～雨水・池水飲めるかな？～
6 ：癒しの水音をもとめて～水の音のヒーリング効果って？～
教師：エキシビション

銭湯物語

Get’ 湯

Let’ 湯

I want 湯

〈Co-Creative Challenge〉
1 ： プラチーム「変えて見せます！みんなの意識～現役 JD が教える、オシャレから入るエコ活」
2 ： 国際チーム「100 人の村だったら

水編～世界の水問題と向き合う～」

3 ： 防災チーム「ミズカラ始める意識革命」
4 ： アートチーム「廻～五感で楽しむ

アートを通じて水の魅力を知ろう」

5 ： 健康チーム「水と健康～みんなの不調、水で解決できます～」
6 ： 銭湯チーム「若者よ、銭湯に集まれ！銭湯のこんなところ知ってる？」
7 ： 和食チーム「お米を食べると水問題が解決？現代の若者に伝えたいこと」

3 ．研究方法
（ 1 ）データ収集方法
生徒・学生の語りは、毎回の LESSON 後の振り返りシート、LESSON 時における語りのメモ、プレ
ゼンショー後の振り返りの記述、インタビューによるものである。語りは中学生は J、高校生は H、
大学生は U と表記する。
（ 2 ）分析手続き
分析には、個人現象を素材に出来る限り即し解明する水野（2000）の「事例媒介的アプローチ」
（case-mediated [CM] approach）を採用した。手続きとしては、対象者の語りのトランスクリプトをも
とにした「圧縮版データ」（「一行見出し」と呼ばれる）を作成しセグメント化した後、アイディアを
生成し練り上げながら「主要なカード」を浮上させる。〈気づき〉セクションの一部を例示したのが
表 1 である。その主要カードの素材に関するものをすべてとりだし、関連するグループにわけ、素材
部分の相互関係を可能な限り明確化して、全体を見通せるような作業を経て、分析を進めた。
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表 1 ：圧縮版データ（例）
〈気づき〉セクションの圧縮データ
① みんなの話を聞いて、「水」に対するイメージが 180 度変化「水って奥深い」と気づき
② ニュースショー、最初絶対できないと思ってたのに、みんなで分担してやったら間に合い、発表しながらいろいろ気づく自分にびっくり
③ 自分たちが何をやりたいのかを知るために、ゴールのイメージを具体的に描くことで、はじめて何からはじめたらよいのか気づき
④ なんのためにゴール目指すか具体的に語れないと、動きの道筋は見えないことに気づき
⑤ 話し合いの内容をメンバーが記録し見えるようにしてくれ、今どこで煮詰まってるのか、アイディアを広げるにはどうしたらよいのかに気づき
⑥ 毎回 LESSON のあとの「ふりかえり」で、今日のよかったこと、次なにをやればよいのかがわかり、自分の中の変化に毎回気づきました。
⑦ 学びのきっかけをつかみ、それを一緒に楽しむ仲間がいれば、動き出せると気づき
⑧ 日頃興味関心なかったトピックでも真剣にアイディアを出し合えば良い案が出て、日常でも「水」を見つめ直すことが出来ると気づき
⑨ 情報収集をしなければ狭い自身の知識だけで進めるので、参考文献を読み幅広く関連事項に日々興味を持つことが大切だと気がつき
⑩ 想像力を磨くことで斬新なアイデアを出せると思ったけど、知識がない状態ではアイデアに幅が出ず、多様な情報知識の刺激に気づき
⑪ コロナ禍という制約の状況だからこそ、未来へとつながるアイディアや対応力を伸ばすことが出来たのではないかと気づき
⑫ 一見興味を持ちにくいトピックだったとしても多角的な視点から見ればその可能性は無限大で、自分の興味と繋がると気づき
⑬ 水をめぐる「show and tell」・ニュースショーや水に関する物語制作そのプロセスの中で、水問題が身近なものになっていくことに気づき
⑭ 緩利先生と青木先生の情熱によって、私たちのモチベーションが常に高く維持することができたのだと、気づくことが何度もあって
⑮ トピックに注目し生活を送ることで興味がわき、自分の好きなこととの繋がりで考えると、自分のやる気や探究心が生まれることに気づき
⑯ 私は興味のないことはどうでもいいの考えが少しあったが、今まで目を向けてこなかったことに目を向けると楽しくなると気づき
⑰ 自分が感じたことややりたいことなど、積極的に発信していくことが大切と気づき
⑱ 実際に会ってお話聞くと、その熱量にも触れられるので、感化されると気づき
⑲ 今まで、発言するとき尻込みするタイプでも、どういう結果が得られるか分からないけれど行動を起こすことの大切さに気付き
⑳ 駄目もとで連絡取って、実際に会いに行くことと、協力してくれる人もたくさんいて実際にアクションを起こす大切さに気付きました。

4 ．分析結果
まず、語りに共通する「主要カード」として浮上したのが「気づき」である。つまり、通奏低音と
しての「気づき」が、「Co-Creative Learning」すべてのステージで響いていた。さらに「コラボレー
ション」への語りがそれぞれのステージの核となり、それに関連して「表現」「感情」が詳細に語ら
れている。以上の分析により、①気づき、②コラボレーション、③表現、④感情のテーマ領域の特徴
について、ステージごとに整理したのが表 2 である。以下では、表 2 にそって、 4 つのテーマが、ス
テージごとに、どのように変容し、関連構造をなしているかを考察する。
表 2 ：語りのテーマ領域とその特徴
①気づき
知る

五感フル回転
好きの深堀で興味わく
情報は刺激の材料

②コラボレーション

③表現

④感情

体験を聞くと親近感
雰囲気の力は大きい

水モノガタリ
Show&Tell
ニュースショー

面白い
ワクワク
ふわっと大切

想う

アイディアは化学反応
なぜやるか？旗印に
何をやるか？リアリティ
誰に伝えたいか
問いつくりは難しい
ストーリーからイメージ

共感回路が大切
アイディア拡散・収束
シェアには工夫が必要
合意形成難しい
親近感・信頼感醸成
真剣になると良い案が

シンプル・具体的に
想いは言葉や絵で
アウトプットの力

ワクワクが大事
勇気で挑戦
やりたい！
本気は、楽しい

創る

足思手考が大切
調査実験は難しい
分析・考察の難しさ
専門家の知恵大切
プラン変更の勇気を
全体像イメージ大切

得意技で貢献
衝突でアイディア創出
リスペクトが大切
真剣勝負
率直に語り合う

想いを言語化
イメージをイラストで
インタビュー難しい
絵コンテ

ワクワク
好きの力
プレッシャーも大切
面白いはエナジー
もっと、いいものを

仲間と作ることで学ぶ
対話からアイディアが
頼ることも大切

ニュースショー
動画
ドラマ手法
伝わる工夫

ワクワクで没入
情熱は伝わる
心がやわらかく
好奇心が旺盛に
挑戦する勇気が

動く

分析・考察力がアップ
新しい自分を発見
〈水〉世界を知る
リフレクションで気づく
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（1）
〈水〉を知る：アイディアのもとをさがす、リサーチワーク
Co-Creative Learning は〈水〉を「知る」からはじまる。それは、単に〈水〉の情報を集め、知識化
することではなく、自分の体験をベースに、興味・関心を出発点としてリサーチを開始し、アイディ
アの種をさぐるワークである。
知る：気づき

「コクリの LESSON が終わってから、毎日の行きかえりの電車の中で、いろいろなものに、目をこ
らすようになりました。へえっ、すごいっ、と思うものが次々に目に入って」（H）。「今日気づいた
ことを、誰かに話したくて、ワクワクするようになりました」（J）。「歩きながら、新しいものに出会
うと、じっとみつめるようになり、どうして？なぜ？と、ひとりツッコミをしては、さらに観察し、
また考えるっていうのが、ちょっとした習慣になりました。それがよかったのか前より、いろいろア
イディアが生まれるようになりました」（U）。毎日の生活の中で、ほんの少し五感を研ぎ澄まし周り
を見渡すと、そこに学びのヒントがあふれていることに気づき、発見する喜びが、面白い・楽しいと
思う気持ちと響きあい、次の活動をドライブする大きなエナジーになっていた。
知る：コラボレーション

「はじめは、さぐりさぐりのところがあって、表面的な話題からスタートしましたが、私が、自分
の体験を語ったときに、他のメンバーが、おもしろい！と言ってくれ、それから、率直に思ったこ
と、 考えたことを言えるようになりました」（H）。「グループでの話し合いがとても盛り上がり、
次々にアイディアが出てくるのでいろいろな発見がありました。」（J）。「まだ直接会ったことのない
子たちと共有して、 一つのものを創っていくことがこんなにも楽しいものなのかと驚きました」
（U）。グループのみんなと意見を出し合うことでの気づき、協力しながら、ひとつのものを作る〈楽
しさ〉〈ワクワク感〉が活動をドライブする力となっている。
知る：表現

「私の名前に込められた水モノガタリを、みんながステキだっていってくれてうれしかったです」
（U）。「自分の身近にあるものや興味のあることの水についての話は人それぞれ味があってとても面
白かったです。今まで難しく考えていた水の社会問題が、今回の発表で少しハードルが下がった気が
します」（U）。人が自身の実感にふれ、それを他者と共有する形でものつくりがはじまるとき、それ
は豊かな学びへと展開していく。それを目指した「水モノガタリ」に続く「Show&Tell」の語りに注
目したい。「台湾の下水で作ったアイスキャンディーにものすごく衝撃をうけました。アイスキャン
ディーで、水質汚染の現状を訴えるため、ポップでキャッチーなアイディア、すごい手法だと思いま
した」（U）。手掛かりとなるモノを使ってのユニークなプレゼンから、メンバーたちは、ビジュアル
のもつインパクトと語りの融合に強い関心を持ちはじめる。つづく「ニュースショー」では、メン
バー全員が何らかの役になりきり、「水」トピックを発信する。「話題が多すぎまとめるのが大変かも
しれないと、みんなで空いている時間にすすめていきました。パソコンの使い方が不慣れで大変なこ
とも多いですが、これを機に遠隔での作業の仕方を学んでいます」（U）。「Co-Creative Learning」で
は、調査・リサーチ・実験・制作などの複合的な取り組みの先に発表会としてのショー・タイムが
まっている。「学ぶこと」「表現すること」が密接に結びついた毎回の活動の中で、知らず知らずのう
ちに体系的な表現トレーニングを受け、次第に「表現すること」への抵抗感が薄れていくようだ。
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知る：感情

「調べていくうちに乾燥とむくみは水分の摂取状態と深くかかわっているのではないかとわかって
きて、なんだか、わくわくしてきました」（H）。「現状の問題解決から考えるのでなく、「こうなった
らいいなあ」の未来を想像し、そこから現在をふりかえると、さまざまなアイディアが出てワクワク
に」（U）。「想像力を磨くことで斬新なアイデアを出せると思ってたけど、知識がない状態ではアイ
デアに幅が出ず、多様な情報や知識の刺激でアイディアが生まれること気がつきました。知らないこ
とを知ることは面白い」（U）。〈気づき〉の中で、語られていた、五感のフル回転による〈知る〉×
〈感じる〉の「ワクワク」によってクリエイティブな力は鍛えられているようだ。
（2）
〈水〉を想う：発想をふくらませ、問いをつくる
「気づき」から、感じ、考え、疑問・視点・発想が、どんどんアップデートされて、次の「問い」
をつくるスパイラルが始まる。〈水〉を「想う」は、発想をふくらませ、探究の学びの原動力となる
「問い」をつくるワークである。
想う：気づき

「私が面白いって思ったものは、ネットで調べたら、すぐに答えがでて、ダメだなって気づいて」
（J）。「水の音などの力を使って心を癒すことができることたらいいなあって思うけど、どんな方法で
水の音の効果に迫っていくのがいいのか、難しい」（H）。「海外の水事情を調べて、いろいろわかっ
たけど、じゃあ一体ここから、私たちに何ができるのかなと考えると、行き詰まって」（U）。「銭湯
をトピックにしたいと思ったけれど、自分はそんなに銭湯経験がないから、どんな切り口でせまれば
いいのか」（U）。何をトピックに探究をやりたいのか、その興味の種をみつけるため、リサーチを行
い、そのトピックの現状を分析し、さらには、そのトピックの何が問題で、その原因はどこからきて
いるか、根っこまで掘り下げる必要があることにメンバーたちは気づいてくる。全体像がみえ、本質
に近づいたところで、そこから、どんな「問い」をつくっていくのか、そのために、さらなる情報リ
サーチが必要となるのか。「想う」＝想像をとばし、問いをつくることが、非常に難しい作業であっ
たことが、多くの語りから伺える。
想う：コラボレーション

「今まで、自分と違う意見を誰かがいうと、違う考えを言いづらくて、なんでも、いいね、そうだ
ねって感じで同意して、後で、なんだかモヤモヤしていました。でも、コクチャレで話し合うとき
は、まずは、意見をしっかり聴き、そのうえで、別のこんな見方もあるかなって思うときは、すっ
と、素直にいえるようになりました」（U）。「自分と違う考えが、理解できなかったときは、わかる
まで、ちゃんと質問しました、聞いているうちに、自分の考えがちょっと狭い視野からのものだった
ことに気づいたりして。違う意見や考えに出会うことで、自分の考えの幅がひろがるなあってポジ
ティブに考えられるようになりました」（U）。「考え方の違う仲間の話をきくことで、今まで思いつ
かなかったアイディアがうまれました。みんなが同じような考えで、すぐに決めていくよりも、考え
がちがうので、あれこれ意見がでて、なかなか決まらない方が、良いアイディアがでることに気づき
ました」（H）。「付箋にいっぱいアイディアを考えて、みんなでひろげまくって、アイディア 100 本
ノックをやりました。だれかのアイディアに響いて、また、新しいアイディアが生まれるのが面白く
て、ワクワクでした」（H）。「最初に調べはじめたトピックは、そこまで、深まったり、広がったり
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することがなかったので行き詰まってしまいました。ワクワクできなければ、魅力的な発表ができな
い、ということになって、急きょ変更。時間が迫っていたので協力して必死になってやりました」
（U）。コラボレーティブな活動においては、合意形成のために、異なる意見や価値観に対しても、対
話を通しコンセンサスを得ていく姿勢が重要となる。その時、異質な考え方・価値観を、まずは受容
し、柔軟に対応すること、つまり「わかりあえないこと」に本気で向き合うことで、自分の思考枠が
広げる可能性もあることに気づいてくる。
想う：表現

「頭の中にあるあいまいなものを、ちゃんと言葉にして仲間に届けようと思う中で、きちんと、思
いが整理されたり、思いがけないアイディアが、語る中でできてきたりしました。イメージを、言葉
にすることは大切だと改めて思いました」（J）。「思ったり、考えたりしても、頭の中にあるときに
は、ぼんやりだったものが、メンバーに話したり、イラストで描いたりすることで、すっきりと整理
できたのが、 びっくりだった」（H）。「イメージを描いてみることで、 仲間と頭の中にある想いを
シェアできたし、絵があることで、話し合いも具体的になり、これから、何をするべきかがドンドン
決まっていきました」（U）。思いを言語化して、仲間とシェアすることの重要性を、多くのメンバー
が語っている。言葉によって、共感が生まれ、それが、モチベーションを高め、想定外のアイディア
へとつながっていく、すべてのはじまりは「言葉」なのだ。言葉が活動の羅針盤となり、活動の共通
言語となることで、新たな戦略が生まれる事実からの気づきである。言葉に限らず、イラストによる
アウトプットでアイディアが具体化され、可視化されることが、新しいアイディア創出の大きな起爆
剤となっていたことが多くの語りは物語る。
想う：感情

「ワクワク」「好き」「やりたい」「面白い」という言葉に加えて、「水を想う」のステージにおいて
新たなワードとして注目したいのが「勇気」というワードである。「今まで、私は、アイディアも思
いつかないし、新しい情報も提供できないし、みんなに悪いなあって思っていました、でも、ちょっ
と、描いたイラストを、みんなが、すごいかわいい、めっちゃいいと、絶賛してくれて、絵を描くっ
ていう仕事なら、私できるかもって思って、みんなのアイディアを、どんどん、イラストにしてみま
した」（U）。絵を描くという、自分の特技が、チームの貢献に結び付くと意識した学生は、プロジェ
クトに本気で関わりたいという「勇気」がわいてきたと語るのである。「いつも、誰かの意見や、ア
イディアに乗っかって、いいね、ばかりいって、自分が思ってることをいう勇気がでなかったのです
が、アイディアさがしのとき、これとこれをぶつけたらおもしろいかも、と、熱く語っている自分に
気づいてびっくりでした」（H）。「コクチャレのメンバーは、あまりに意識が高くって、ちょっとつ
いていけないようなときもあったのですが、前に作ったプロダクトについて話すと、メンバーが、そ
れ、すごいいい、アートでいこう！と、方向が決まりました。勇気をだして、自分の体験を語ると、
人にはちゃんと伝わるんだなってうれしくなりました」（U）。「勇気をだして、最初の一歩を踏み出
す」ことに躊躇していたメンバーが、いやがおうでも、動き出さなければ状況に投げ込まれたこと
で、「背中をポンと押された感じで」思いや考えを仲間に語ることができたという。アクションを起
こすことで、マイナス思考が払拭され、思いがけない展開にワクワクし、「不安は、一気に消えまし
た」と語る。まずは、「勇気」をだして動き出すことで、突破口は開けていったのである。
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（3）
〈水〉を創る：問題解決に動き出し、カタチをつくる
「何を探究したいのか」そのコンセプトとなる「問い」が決まったら、調査・実験・フィールド
ワークによって具体的にカタチにする、〈水〉を「創る」のステージが始まる。問題解決や新しい価
値の創出においては、ポジティブに楽しみ・面白がることが大切となる。なぜなら課題解決として設
定したものの多くがネガティブなものだからだ。今○○に困っている、だからなんとかチャレンジし
乗り越えたい、その思いに動かされ「問い」を想定したのだから、当然である。だからこそ、その大
変なものを乗り越えるためには「ポジティブ・ターン」し「面白がり」「楽しむ」気持ちが大切で、
その雰囲気をつくるのが、私たちジェネレーターとしての重要な役割であった。
創る：気づき

「特に難しかったのは、アンケートを一から作成したこと。データをどのように組み合わせて分析
するかなど細かいことまで考えることが必要だと気づいた」（H）。「知識がないと、実験を行ったり、
アンケートを作成するのは困難であるし、どのように結果を分析・考察していくか、思いつくことが
できないと思った」（H）。「誰に話を聞くことが、銭湯復活の切り札になるのか。ネットや書物だけ
では見つけることのできないキーパーソンを探すには、とにかく、動き始めるしかないということを
痛感した」（U）。「ただ、興味関心があるという思いだけでは、探究のサイクルを回すことができな
い、具体的な動きのためには、段取り・方法が大切なことに多くのメンバーが気づいていく。「土木
課の方の話は、現状の話だけにとどまらず、歴史的に遡って、さらには、地勢的なことへの言及もあ
り、自分たちの防災や雨水利用に対する発想が偏っていることに気づきました」（U）。「防災につい
て、私たちだからできることってなんだろう、地下鉄の中で本気に話し合いました」（U）。フィール
ドワークの体験を通して、はじめて、気づきが、自前のアイディアとなっていくことが語られる。
人・モノ・コトとの真剣勝負の関りの中で、自分達の中に眠る潜在力が目覚める。アイディア・ハン
ティングのためには、足を手を、カラダ全体を使って、動きまくることから始めることが重要である
ことを多くのメンバーが気づいていた。
創る：コラボレーション

「グループでの話し合いがとても盛り上がり、次々にアイディアが出てくるのでいろいろな発見が
ありました。話題が多すぎてまとめるのが大変かもしれないと思ったのですが、良い感じに絞れたの
は、みんなが得意なところを発揮したからです」（J）。「今まで、私は、アイディアも思いつかない
し、新しい情報も提供できないし、みんなに悪いなあって思っていました、でも、ちょっと、描いた
イラストを、みんなが、すごいいいと、絶賛してくれて、絵を描くっていう仕事なら、私できるか
もって思って、みんなのアイディアを、どんどん、イラストにしてみました」（H）。「今まで、みん
なで同じ一つのことをやるやり方が分からなくて、分担しても、なんか頼みづらく結局、自分で抱え
込んで、結局、自分が苦労するみたいな。でもコクチャレでは、みんなで全部のことを分担し、分担
してできるようにするやり方を考えたり、あとはこれをこういうふうに持っていきたいから、こうい
うことをやってと、具体的に指示ができるようになって、作品を創る中で、自分が変わって成長でき
たなと思いました」（U）。自分の特技が、チームの貢献に結び付くと意識したメンバーたちは、プロ
ジェクトに本気で関わる「勇気」がわいてきたと語る。得意分野を持ち寄り、メンバーと一緒に課題
解決に取り組むことで、クオリティの高い成果が得られるだけでなく、仲間とコラボすることで、自
分の中に眠っていた力に気づき、成長を実感できたという語りも多くみられた。「このメンバーだっ
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たから、ここまでできたと思います。自分一人だったら、挑戦する前から、無理とあきらめていたと
思います。でも、みんなと一緒だから、きっとできる、そんな勇気と希望が、フィールドワークの帰
り道にふつふつとわいてきたことを、今はっきりと思い出します」（U）。「一人で調べるより、分担
できたし、充実したリサーチが可能になった。意見の違いで議論したりして、おもしろかったし、忘
れない」（U）。探究が進むにつれて、メンバーは互いにリスペクトする気持ちが生まれてくる。もち
ろん、自身の担当した分野を本気でリサーチし、考えてきたがゆえに、時に衝突や葛藤もうまれてい
た。「グループの中で意見の対立はあったけど、そういった、みんなが意見が言える環境にあったか
らこそ、いいものを作り上げていけたかなと思います」（H）。「人によって、どんなことに関心があ
るかがバラバラだったので、何をテーマにするかで、ぶつかることがたくさんありました」（H）。良
い探究とは、そのような「リスペクトと真剣勝負」の中から生まれることを、語りは物語る。
創る：表現

「話し合いの内容をメンバーがどんどん記録し見えるようにしてくれたので、今、どこで、煮詰
まってるのか、アイディアを広げるにはどうしたらよいのかが目に見えて気づきました」（U）。「な
かなかアイディアがまとまらないので、ちょっと絵を描いてたら、そうそう、こんなのがつくりたい
の！って言ってくれて、急に話が盛り上がり、うれしかったです」（H）。行き詰まったら、思いつい
たものを「言葉」にしてみる、絵で描いてみる、まずは、見えるカタチにすることから始めてみたこ
とが多くの語りでみえてきた。カタチにすると、仲間とのシェアが可能になり、「だったら、こうし
たほうがもっと良くなるかもしれない」とアドバイスやフィードバックを受けることもできる。「で
てきたものを、真ん中において、みんなでワイワイ語り合えば、どんどんいいものに変わっていっ
た」（H）。たとえ、その時に、ナイスなアイディアがでなかったとしても、「もっといいものができ
る！」の可能性がメンバー内に共有されることが、新たなクリエーションの種になっていた。他に
も、実際にプロトタイプを創ってアイディアの修正を図った言及も多く見られた。「雨水タンクちゃ
んのアイディアをカタチにしたとき、どのような場面で、どう使われ、どんな効果や価値がうまれる
かのストーリーを考えて、絵コンテをつくってみました。実際のストーリーを考えて表現すること
で、修正すべきところがクリアーになりました」（U）。「分析データをどう表現したら見る人に伝わ
るか、わかりやすいグラフや図を考えることで、熱中症と水分補給の関係が見えてきました」（H）。
「グラフィックを創るときに、 まずは、 どんな写真を使うか、 どんな絵だとインパクトがあるか、
キャッチコピーはどうするか、伝わるための工夫にエネルギーを注ぎました」（U）。根拠をもとに、
いかにして伝えるを模索する中、伝える相手を想定することで、イメージがクリアーになったことに
多くのメンバーは気づいていく。
創る：感情

「軟水と硬水にはそれぞれ向いている料理があるということが実験でわかってワクワクして、料理
好きな私は、日本の水だけではなく、たくさんの海外のペットボトル水を検証したいと思いました」
（J）。「ろ過した水の実験を何度くりかえしてもいいデータがでず、でも、なげださずに続けられたの
は、やりたいっ！というみんなの気持ちが強かったから」（H）。「アートは様々な選択肢があり創造
性もあるので、意見が分かれたとき、哀しかったり辛かったりも多々ありました。でも、そこをどう
落とし込めるか、どうやって同じ方向に進んでいけるか、みんなで丁寧に話を進めたことで、方向が
一致したとき、うれしくて涙がでそうでした」（U）。「好き」なことに、とことんこだわり、「夢中」
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になって取り組む場には、とてつもないパワーがみなぎっていた。それは、困った状況になっても変
わらなかった。困ったことに、あえて、みんなで巻き込まれ、それ自体をアイディアの種にすること
でブレークスルーが起きていた。誰に届けたいか、宛先がクリアーになるにつけ、こだわりがまして
くる、伝えたいものは何なのか、それを、きちんと、伝わるような形で届けることを考え始めると、
ぶつかりあうのも当然だったが、必ず合意形成にむけて、話し合おうという姿勢を忘れなかったこと
が大切だったと、振り返りで気づく語りが多くみられた。
（4）
〈水〉で動く：プレゼンテーションを通し、新たな問いをみつけ、動き出す
〈水〉で動くは、
〈水〉を巡る学びのプロセスで深めたものを「カタチ」にしてプレゼン、聴き手は、
それを受け止め、応答することで、プレゼン・メンバーのさらなる認識の深化を促すワークである。
動く：気づき

「コクリで、〈水〉に対するイメージが 180 度変化し、水って深いと気づました、この学びを自分の
大きな成長に繋げようと思いました」（J）。「コクリを通して、研究をする勇気と、皆さんにわかりや
すく伝えるプレゼン力が身についたと思います」（J）。「日頃、興味関心がなかったトピックでも真剣
にアイディアを出し合えば、たくさんの良い案が出て、日常でも「水」に目を向け多角的に見つめ直
すことが出来ると気づきました」（H）。「トピックに注目し日々生活を送ることで興味がわき、自分
の好きなこととの繋がりで考えると、より自分のやる気や探究心が生まれることに気づきました」
（H）。「毎回のふりかえりがとても大切でした。今日の活動を、きちんとみつめて、言葉にすること
で、今、何にいきづまっていて、何が問題なのかわかりました」（H）。「ふりかえりをすることでわ
かったのは、ゴールのイメージをきちんと描くことができて、はじめて、次の動きを考えることがで
きるということです。今日はここまでができた、じゃあ、来週までに、私は何をやっておくね、と、
メンバーの中で、自分のするべきことがクリアーになっていきました」（U）。「大学生になり周りの
目が気になり話の中心に入る自信がなくなってましたが、コクチャレに参加し自信が持てるように。
成長するということは、自分の限界を超えていくこと、新たなものに挑戦しながら、自分自身を広げ
ていく必要があると気づきました」（U）。「面白い」「楽しい」、さらに、自らにとって「意味あるも
の」に没頭し、その体験を、振り返り、リフレクションする中で、メンバーたちは、新たな発見をし
ていたことを語る。
動く：コラボレーション

「自分のチームに関しては、みんなから多くを学んだ。例えば、アイディアの創出や事実に対する
分析など、どのように物事を捉えているのかを学びました。とても面白かった。魅力的なパワポをど
うやってつくるか、根拠を示すものは？視聴する人に問題意識を持たせるような締めにするには？
チームで力を合わせたプレゼンから学んだことを、これからの学びに生かそうと思う。メンバーから
頂いたフィードバックも忘れずに自分の能力を伸ばせたらと思う」（U）。「仲間との活動は面白い！
みんなと一緒だったからこそできた、自分の良いところ、足りないところを、活動の中で何度も実
感」（J）。「今まで、誰かと一緒に何かをすることが苦手でした、人に気を遣ったり、人に合わせたり
するくらいなら、一人でやるほうが気楽だし、そのほうが、いいものができる、と思っていました
が、それは、間違いだったと今強く思います」（H）。「みんなできちんと共有課題を解決するために、
みんなで新しい方法を考え、考えたことを仲間に、言葉でちゃんと伝えることができるようになりま
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した」（H）。「誰かに頼ることはいけない、なんでも、頑張って自分の力で解決しなければいけない、
そう考えて生きてきましたが、チームでプロジェクトに取り組むとき、その考えは間違いだと気づき
ました。周りの人の助けを借りることで、いろいろなアイディアが生まれて、新しい動きがスタート
できたからです」（U）。仲間とのコラボレーティブな活動を通し、「可能性」や「自信」が生まれて
いる。お互いに刺激し合うことが創造性へとつながっていくことを語りは明らかにする。
動く：表現

「発表では、台本やパワポ、音楽などの準備は大変でしたが、グループのメンバーと協力して、工
夫を凝らしながら制作するのが非常に楽しかったです。また、どうしたら視聴者にわかりやすく伝
え、なおかつ飽きさせないような楽しさを演出できるかを考えることで、聞き手の目線に立って考え
る力がついたのではないかと思いました」
（U）
。「ニュースショーを体験したことが、プレゼンを考え
るときに、すごく役立ちました。何を伝えるのか、そのためには、どんなふうにと、具体的にストー
リーを考え、役に立ちそうな小道具もフル活用することで、伝わるためのプレゼンを考えるのは、ワ
クワクする作業でした」
（U）
。「自分たちで考えて行った実験の結果を、どうやったら、分かりやすく
楽しくつたえられるかなって、考えたときに、ドラマ風にしたらいいというアイディアが浮かんで、
一気にストーリーができました。ドラマでプレゼンを体験したことが、すごく役立ちました」
（H）
。
「思ったような結果はでなかったけど、少しでもみんなが面白いっておもってくれるように、おいし
そう！飲みたい！って、思えるような写真を一生懸命さがしました」
（J）
。「グループとしての発表に
も慣れてはきたが、先輩たちの発表や、先生たちの魅力的なプレゼンを見ると自分たちに足りない要
素や、 改善点をたくさん見つけることができました、 次は、 先生たちのようにラップに挑戦した
い！」
（H）
。自分たちの「つくったもの」が、
「伝わる」ために、相手の気持ちを想像し、その人が
ワクワクなるようなアイディアを考えるための試行錯誤のプロセスが語られている。その表現へのト
ライアルは、メンバーのコミュニケーション力を大きく成長させるパワーとなっていたようだ。
動く：感情

「挑戦には困難がつきものだけれど、ワクワク・ドキドキの気持ちで挑めば、ポジティブに乗り越
えるエネルギーが生まれることに気づきました」（J）。「これから先いろんな活動を行うとき、今回の
コクリの経験を生かし、堂々と行う勇気と、どんなハプニングが起こっても冷静でいられる精神をも
ちリーダーをやりたい」（H）。「フワッと感じていたものが、どんどんカタチになる中で、私の中で、
もっともっと知りたいの好奇心が強くなっていきました」（H）。「今まで引っ込み思案で勇気がな
かった私が、ワクワクしながら、いろいろなことにチャレンジすることができるようになりました、
そして、その新たなチャレンジのたびに、私は、新しい自分を見つけることができました」（U）。
「ワクワク」が、知的好奇心、興味関心を刺激して、活動をドライブする大きなエナジーとなってい
たことが、語りから伺える。

5 ．考察と課題
本研究では、2020年度「Co-Creative Learning」に参加した中高生27名、大学生32名の「語り」のエ
ピソードを分析・考察することで、生徒・学生の成長と、それを生み出すリソースとなった「CoCreative Learning」の意義を明らかにすることを目指した。そこから提出しうる知見として次の三点
について触れてみたい。
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一つ目は「リフレクション」の重要性である。「Co-Creative Learning」においては、そこでの「体
験」を「経験」へと深める契機として、リフレクションを大切にしてきた。ただ何かを体験しただけ
では学びとしては不十分で、その体験を振り返り、自身のカラダをくぐらせ再構築する中で、はじめ
て「経験」として自身のものになると考えたからだ。すべての Session の振り返りで、生徒・学生は、
今日の体験から多くのことを気づき、発見し、さらに探究をすすめるべき課題を手にいれる「学びの
プロセス」を深めていたことが「気づき」の分析から明らかになった。
二つ目は「想像力と創造力」の大切さである。どこにもない探究の冒険を「イメージ」し、「アイ
ディア」を生み出し、「コンセプト」をつくり、その冒険を「ストーリー化」する、すべては「想像
力」から生まれる。集めた素材を、どう組み合わせ描くか、その「想像力」LESSON において、私た
ちは「インプット」を重視した。イマジネーションは、今までストックしてきた知識や経験が、自分
の興味あるテーマと化学反応をおこした時、はじめて「フッ」と浮かんでくるものであり、発想の原
点は、自分の体験をベースにしたリアリティにかかっていると考えるからだ。そして、「何を探究し
たいのか」そのコンセプトが決まることからはじまる、探究の学び「創る」のステージ（＝創造力）
においては、イメージをカタチにする「言葉」を重視した。個々人が考えを、メンバーと共有し、そ
れをもとに次なる行動を模索する、そのために、思考の言語化は必須である。言葉が、仲間たちの思
考を刺激し、活動へ巻き込む推進力となったことは、「表現」「コラボレーション」の分析において多
くの言及がみられた。
三つ目は「コラボレーション」の力である。生徒・学生たちは、一人では解決し得ない問題に、仲
間や教師と共に挑み、その中で、考えるということが、単に答えをだすことではなく、自身が納得い
くまで問い続けるものであること、さらに、自身の考えは、他者とのかかわりの中で変容する可能性
を秘めたものであることをも認識する。仲間の語りに耳をすまし、対話によって進めていくコクリに
最初は戸惑った生徒が最後にこう語った。「以前は、どこかで聞いた知識をあたかも自分の考えのよ
うにふりかざしていました。でも、仲間の言葉に耳を傾け、語り合う中で、自分の思い込みがどんど
ん形をかえていきました。今まで思いもしなかったことに気づくということもあり、なんだか、探検
のようなスリリングな時間でした」（U）。
今後の「Co-Creative Learning」のデザインにあたっては、今回の 「語り」の分析から得られた知
見を活かした教科横断型で探究する授業デザインの在り方を問い続けることが求められるだろう。
アーティスティックに新しいことにチャレンジする、そんなアプローチが、人をワクワクドキドキの
気持ちにしてくれる。夢中になればなるほど、面白い発見があり、学びは深まっていく。そんなステ
キな学びのループを、これからも目指していきたい。
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