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．はじめに

現代の教員養成においては，「実践的指導力」

の養成が求められているためインターンシップや

ボランティアといった現場体験が推奨されてい

る。しかし，油布（2013）が指摘しているよう

に，現場における学びは人が期待しているほど万

全ではない。単に現場に赴いて身を浸しただけで

は学びは成立しない。インターンシップやボラン

ティアが「現場体験」といわれているように，

「体験」はそもそも知覚，判断，気分，感情のよ

うな意識体験をさす「主観的」なものであるの

で，現場に関わる学びでは「体験」を一般的，客

観的な「経験」に転換しなければならない。この

体験の経験への転換を実現するのが「リフレク

ション」（省察・内観・内省）である。

このリフレクションを有効なものにするために

は現場で体験された内容が問題になることは多言

を要すまい。つまり，現場での教育活動をどのよ

うに観察し，何を把握してきたかということが学

びのレベルを左右することになる。したがって，

効果的なリフレクションを検討する際には，第一

にインターンシップやボランティアに参加した学

生の教育活動に関する「観察能力」が問題とな

る。フッサール現象学では，何かが現実的に成り

立っていると看做すことを「定立」（Setzung）と

呼び（フッサール，1984），この定立は「直接的

に『見る』こと」（フッサール，1979）とされて

いる。直接的に「見る」ことは「原的に与える働

きをする直観」，すなわち現実性を捉えた直観を

意味し（フッサール，1979），したがって原的な

「明証とは真理の『体験』にほかならない」（フッ

サール，1968）とされ，本質を把握することにお

ける「体験」の重要性が指摘されている。このこ

とは，実践的学習における体験が，さらにはそれ

を観察することがリフレクションによる学びを根

底から支えていることを意味している。

第二に効果的なリフレクションを行うために

は，メンターとなる教師は学生の発話内容や記述

内容といった「テクスト」について十分な吟味を

する必要がある。そのためにはテクストの内容を

整理し分析する必要がある。

以上のことから効果的なリフレクションの実現

のためには，参加学生の教育現場の観察方法論と

リフレクション内容のテクスト分析の方法論に関

する検討が必要となる。

そこで本稿では，まず教育活動の観察方法論に

ついて心理学や現象学の観点から整理し，さらに

ドナルド・ショーン（Schön, D. A.）の「反省的

実践家」という教師の専門性の考え方を下敷きに

したヴァン＝マーネン（van Manen, M.）の「教

育的タクト論」における「省察の分類」と「省察

の水準」を整理し，これをふまえて省察されたテ

クストの分析方法論の検討を試みる。

．教育活動の観察方法論

ルビンシュテイン（Rubinstein, S.）によれば，

心理学における観察は自己観察あるいは内観とし

て，さらに外的あるいはいわゆる客観的観察とい

う基本形式によって位置付けられるという（ルビ

ンシュテイン，1981，64ページ）。しかし，この

ことが自己観察と客観観察を峻別してしまうこと
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類することが有意義であろう。これによって観察

者の観察レベルを把握することが可能となる。こ

こで留意しておかなければならないことは，これ

らの報告内容には，「知覚された内容」と「想像

された内容」が混在していることである。そこで

ホーレンシュタインは認知されたものそれ自体の

報告である「認知報告」と知覚された経験の報告

である「現象報告」の区別を求めている。「事物

の見え方において，認知報告は専ら物理学的に説

明可能な知覚対象の性質に関わり，知覚報告は物

理学的，心理学的に説明可能な性質に関わる。

従って，知覚報告と認知報告との区別は，われわ

れの物理学的知識や心理学的知識に依存してお

り，或いはもう少し慎重に言えば，その都度のわ
4 4 4 4 4 4

れわれの理論に依存している
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（傍点引用者）」

（ホーレンシュタイン，1984）。

観察者の観察レベルが低い場合には，リフレク

ション時の報告内容には単なる認知報告が多く含

まれることになるし，そうでない場合には現象報

告が多くなることになる。このことは前述した事

前教育の重要性をさらに強調させるものであろ

う。

次にリフレクションの対象となる教育活動にお

ける観察内容についてヴァン＝マーネン（van 

Manen, M.）の「教育的タクト論」を手掛かりに

見ていきたい。

．教育的タクトの内容とそれを構成する能力

リフレクションにおいては，それが生徒指導で

あろうが授業であろうが，教師や生徒が現場で

行っているさまざまな行為が考察対象となる。そ

こで学生はヴァン＝マーネンの意味での「教育的

タクト」がどのようなものであるかを知ることが

重要となる。なぜならば，体験学習ではリアリ

ティのある学びが実現されなければならない。実

際の教育現場は，さまざまな不確定要素が支配す

る世界である。したがって，予定調和的なマニュ

アル的思考が通用しない即座の判断が求められる

世界である。ヴァン＝マーネンの「教育的タク

ト」という概念は，「どうすればよいのか分から

ないときにどうするかを知る」ための教師にとっ

て重要な知のあり方であり，それは行為のただ中

を意味しない。自己観察による自分自身の内的な

心理過程の観察は，それら諸過程の外的なあらわ

れの観察と切り離せない。自己観察による自分自

身の心理の認識は，多少とも外的活動の観察に常

に媒介されて実現される。したがって，自己観察

の証言内容は外的観察のデータによって点検する

ことができる（ルビンシュテイン，1981，64-65

ページ）ことになるので，観察の実際においては

両方の視点が求められることになる。また，観察

は偶然にではなく，意識的，計画的に行われる必

要がある。明確に意識化された目的が，観察の対

象に対する正しい態度を観察者に与えて，観察者

を導くことが必要である（ルビンシュテイン，

1981，70-71ページ）。このことから観察は選択的

性格を帯びることになるので，リフレクションの

テクストとなる知覚される観察内容の報告水準は

事前教育に大きな影響を受けることがわかる。事

前教育の段階において何を，どのように「見る」

のかが分からなければ，それは「ただ見る」こと

になってしまい，物事の本質を「見抜く」ことに

はならない。

また，観察内容としての知覚報告には，「活動

の体験に直接関わっている事柄」と「活動体験以

外に関係している事柄」が混在しているので，こ

れを区別して考えなければならない。そこでホー

レンシュタイン（Holenstein, E.）にならって

「活動の体験に直接関わっている事柄」を「知覚

されたものに関する記述，言表」と「知覚体験に

関する記述，言表」に区別して扱う必要がある。

どんな活動の場合でもわれわれは，その活動を

おこなっているときに，自分がおこなっている

ことを直接知覚し，その内容を記述し，言語化

することができる。その一方で活動にともなっ

て生じるさまざまな知覚，気分，感情などの

「知覚体験」をし，それを記述し，言語化するこ

とができる。さらにここでは，フランスの哲学

者ビラン（Biran, M. d.）の意識の階層化の考え

方注1）にしたがって活動体験の知覚を「観察活動

にともなって生じる快・不快の感情」，「観察活動

にともなって受動的に生じる感覚」，「観察者の立

場から能動的に獲得された知覚」，「観察者が観察

内容を表象することによってとらえた知覚」に分
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③ 活動的あるいは相互行為的省察：ショーンの

「行為の中での省察」に該当するものがこの省

察である。この省察によって我々は，自分が

直接対峙している状況に折り合いをつけるこ

とができる。

④ 事後的省察：過去の経験に意味付与を行う想

起的な省察。一般的に省察と言われているタ

イプの省察。

インターンシップやボランティアなどの体験学

習では③と④のリフレクションをどのように行う

かが重要であろう。言語による省察は目の前の現

象から距離をとることによって可能となる。した

がって，リフレクションでは学校において学習者

が体験した内容を，体験後に「ありありと想起し

て」，それを事後的に省察することが求められる

のである。このような想起ができる能力をボイテ

ンディク（Buytendijk, F. J. J., 1956）にならって

「生命的想像力」（vitale Phantasie）と呼んでおき

たい。ボイテンディクはサルトル（Sartre, J. P.）

を引用しながら，私が以前に起こったある出来事

を内なる目の前に再び呼び出すという場合，私は

この出来事を想像する（einbilden）のではなく，

それを思い出す。すなわち，私はそれを不在的所

与としてではなく過去に於ける現在的所与として

措定するのであると述べている。したがって，リ

フレクションにおいては，学生に充実した生命的

想像力を発揮できる能力を涵養することも求めら

れることになる。リフレクションにおいてはこの

ような意味でのテクストが求められる。単に状況

を「外側から」説明したような評論家的記述内容

をテクストとしてもそれでは効果的なリフレク

ションは実現できない。なぜならばリフレクショ

ンの眼目は，ヴァン＝マーネンの意味での「教育

的タクト」の解明にあるからである。そこで省察

の「水準」について次に見ていきたい。

村井（2015）によればヴァン＝マーネンは省察

を次の 4つに分類しているという。

① 日常的な意味での省察：習慣的，ルーチン的

な直観的・準反省的な思考。

② 偶然的・限定的な仕方で行われる日常生活に

おける実践的な諸経験に関する省察：自分の

経験を言語化したり，ストーリーを語った

において言語による思考をほとんど経ることな

く，目前の子どもにとって望ましい行為を行うた

めの身体化された知，フロネーシスと理解できる

（村井，2015）。すなわち，これは教育実践を遂行

するための「身体知」，「実践知」と言い換えるこ

ともできよう。そして，このような知を保有する

教育者は次の 4つの要素を兼ね備えているという

（村井，2014，2015）。

① 教育的敏感さ：子供の内的な思考，理解，感

情，欲求を，その身振りや顔つきといった間

接的な手掛かりから解釈する敏感さ。

② 教育的な感覚：教育的敏感さによって解釈し

た子ども内面が，具体的な状況においてどの

ような意味をもつかの理解を可能とする感覚。

③ 教育的判断：その場その場における子どもと

の適切な距離の取り方を判断するためのバラ

ンス感覚。

④ 教育的行為：子供の本性と情況への鋭敏な教

育的理解に基づき，そのような行為が正し

い，あるいは善いかを即座に感知する能力。

このような教育的タクトは，教育実践における

教師の「直観知」によって実現しているといえよ

う。したがってこのような知は，土屋（2017）が

述べているように教師の感知・共感能力を基盤と

した現象学的省察によって取り出されることにな

る。次にこのような教育的タクトを省察する際の

省察のタイプについて見ていきたい。

．省察の分類とレベル

ここではまず，リフレクションを行う際の「省

察の種類」について，ショーンの「省察」を「時

間性」に着目して整理した村井（2015）のリフレ

クションの 4分類についてみておきたい。

① 予期的省察：現場での学びの前に自分自身や

他者が経験するであろうことを予期し，それ

らを省察する。

② 心が常に状況のうちにあり続ける省察：タク

ト豊かな教育者の相互性を規定するような省

察。これは時間性の観点から「広がりをもっ

た行為のなかでの省察」と「行為のただなか

における省察」，つまり「直観知」によってと

らえられる省察，のふたつに分類できる。
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に，指導者は以上のリフレクション分析の観点を

もって臨み，報告の内容を検討し，その都度学習

者自身がまだ意識できていない，体験学習におい

て不足している部分を補っていくことが求められ

るであろう。

また，指導者がこれらの観点を念頭に置いた事

前指導をおこなうことによって，学習者は体験学

習に臨む前の姿勢をつくることができ，現場で

「肝心なこと」を体験し，見るべきことがらを観

察するための準備をすることができる。そのこと

は，体験を通して得られたことを言表する際に生

かされ，リフレクションを通して学習者が得られ

ることが質的に向上することが期待できる。

現場での体験学習が「悪しき現場主義」を再生

産するものであっては意味がない。「悪しき現場

主義」とは，「できる者にはできるができない者

にはできない」という職人的な技術や技能である

というあきらめや，「その場その場でやれること

をやるしかない」という偶然に身を任せるという

無計画な仕事の仕方を含むものである。もしも学

習者がこのように感じることで体験学習を終えた

場合には，体験はリフレクションの対象とはなら

ず，体験が経験に転換されないだけでなく無駄に

終わる。

以上の検討から，体験学習におけるリフレク

ションについては事前，事後を含めてその指導の

質を保持するための指導方法論におけるリフレク

ションの実施のための「段取り」に関する実践知

の重要性が明らかとなった。今後は今回整理され

た内容をもとに実際のリフレクションについての

例証分析が求められる。

注

  1） ビランは人間の意識に4つの階層性を認めている。こ

れらは快・不快の感情を示す“affection”，感覚器官を

通して受動的に与えられた感覚を示す“sensation”，

注意を通して能動的にとらえられた“perception”，自

分自身を対象とした能動的知覚である“aperception”に

類型化できる（澤潟，1960）。

り，経験則や実践的な原則を定式化する省察。

③ 体系的かつ継続的な自身の経験への省察：日

常的な行為への理論的な理解や批判的洞察を

深める省察。

④ 自分たちが理論化の形式を省察するその仕方

への省察：思慮深く，反省的に行為するため

だけではなく，反省的な経験や知識の型の本

性や意義を理解するための省察。

このようにみてくると，多くのリフレクション

は③タイプで行われ，④のタイプの省察まで引き

上げられるか否かがポイントになってくるといえ

よう。構造化された教育的タクトの習得は③の具

体と④の抽象の往還によって，螺旋階段をあがる

ように涵養されることが推察できるので，村井

（2015）が述べているように③と④の水準のリフレ

クションを繰り返し行っていくことが重要である。

．実際のリフレクションへの示唆

本研究の結果から体験学習におけるリフレク

ションの方法論について，以下のような観点から

分析，整理ができる。

① 学習者の「観察能力」の水準

② 学習者があらわした「テクスト」（発話内容お

よび記述内容）

③ 学習者の観察が「意識的，計画的」におこな

われているかどうか

④ 学習者の報告内容が「知覚されたものに関す

る記述，言表」なのか，「知覚体験に関する記

述，言表」なのか

⑤ 学習者の報告の「認知報告」と「現象報告」

の割合と内容

⑥ ①から⑤をふまえた学習者の「現象学的省察」

の内容と水準

体験学習のメンターとなる指導者は，学習者が

現場での体験を通して得られたことを学習者自身

によるリフレクションの中から受け取り，そこで

得られたことを分析することによって次の指導・

助言を考え，学習者の次回以降の体験学習での学

びを発展的なものとする必要がある。リフレク

ションを通した指導者と学習者のやり取りは単な

る情報交換で終わることなく，体験学習の学びを

質的に促進するものでなければならない。その際
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