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地域志向教育における〈主体性〉の布置 

―中動態を手掛かりとして― 
 

早川 公（大阪国際大学） 

 

1. はじめに 

1-1. 問題設定 

 本稿は、昨今の学びにおいて重視される主体性を、高等教育における地域志向教育の文

脈において検討しようとするものである。 

主体性とは、辞書的には「自分の意志や判断によって自ら責任をもって行動する態度や

性質」1とされる。この主体性は、高校と大学の教育制度および政策を再考する高大接続改

革における「学力の 3 要素」としても登場する。ここでいう「学力の 3 要素」とは、「高大

接続改革答申」で示される「（1）知識・技能」、「（2）思考・判断力・表現力」、「（3）主体

性・多様性・協働性」のことを指す。そして、その主体性に基づく「主体的な学び」を、文

部科学省は、「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けなが

ら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」2こと

と位置づけている。 

主体性がこれからの社会に求められる能力および態度であり、それを涵養する「主体的

な学び」が高等教育にも必要なことは、現場で教育実践に関与する筆者も同意する。しか

しながら、本稿で主体性をあえて問題設定に据えるのは、「主体性」を現実の学びのプロセ

スのなかで評価するために、「主体的な学び」をどのように設計・運用するかという問題が

定義されないまま、教育における重要な要素として浮遊している現状がみてとれるからで

ある。たとえば、すでに報道されているように、高大接続改革の一環としての大学入学者

選抜改革が 2021年 1月に向けて進んでいる3。そこでは、「学力の 3 要素」を多面的・総合

的に判断した入試制度の構築が各大学に求められている。そして、そこで主体性をどう捉

え、評価するかは難しい課題として関係者を悩ませている。産経新聞は、この点について

次のように報じる。 

 
                                            
1 三省堂『大辞林』第三版より。 
2 文部科学省高大接続改革 PT「高大接続改革の動向について」

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile
/2017/02/15/1381780_3.pdf （2019/12/24参照） 
3 しかし既報のとおり、この大学入試改革は、英語民間試験導入の延期、そして国語と数学の記述

式導入の延期を現文科大臣が表明するなど混迷の状況の最中にある。 
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主体性・多様性・協働性を評価するには、高校の調査書や推薦書を今以上に詳しくす

る他、高校時代の活動報告書や各種大会・表彰などの記録、エッセイ、入学希望理由書・

学修計画書といった書類を提出させたり、面接・ディベート・集団討論・プレゼンテー

ションを課したりするなど、さまざまな方法を考えなければなりません4。 

 

ここから記事は、高校での活動を記録するための e-portfolio に移行していくが、そもそ

も「自分の意志や判断」を重視するはずの主体性が活動記録の参照による外在的な評価対

象となることを疑う必要がある。大学入試における主体性の評価についてはすでにさまざ

まな意見が出ているが5、一方で、純粋な「自分の意志や判断」に基づく主体的な行為が存

在するのか、ということも考慮しなければならない。誰しもすべての行為を「自分の意志

や判断」の管理下に置いているわけではない。「主体的な学び」の前段が「アクティブ・ラ

ーニング」という用語で表現されていたように6、主体的かどうかの議論の前提には「能動

的 active」と「受動的 passive」という認識の枠組みが見え隠れする。つまり、「自分の意

志や判断」による能動的な行為は主体性があるとされ、そうではない行為は主体性がない

ことになる。しかしながら、（大学）教育に関与している者なら容易に想像できるように、

それを外在的な参加の記録から評価するのは難しい。たとえば、授業の出席回数を主体性

と関連づけることは適切ではない。なぜならば、授業に出席しているかどうかを「能動的

／受動的」の枠組みで判断することは困難だからである。先の入試の議論でいえば、部活

動やボランティア活動への参加は、（それ自体が社会的に良いことであるかどうかとは別に

して）「能動的／受動的」という認識の枠組みでもって主体性があるかどうかを判断するこ

とは危うい。そうであるとすれば、これからの教育を考えるにあたって主体性をどのよう

に認識するかという、その枠組み自体が再検討されるべきではないだろうか。 

 

1-2. 研究目的 

 上記の問題設定に基づき、本稿は、教育において主体性を評価するための認識の枠組み 

                                            
4 産経新聞 2018年 6月 29日「【教育動向】入試で「主体性」をどう評価する？」

https://www.sankei.com/life/news/180629/lif1806290001-n1.html （2019/12/24参照） 
5 この状況を端的に戯画化したものとして、Twitter では、「生徒ってわりと無邪気に「試験に出

ますか？」とか「何点ですか？」とか訊いてくるんだけど、そのうち「これは主体性に入ります

か？」とか訊かれるようになるのかな。」というツイート（記事）がある。これは、本来「自分の

意志や判断」に結びつくはずの主体性が、テスト・入試のために受動的になっているという矛盾を

示している。https://twitter.com/vivencia82/status/1204732069961584640?s=21 （2019/12/21参
照） 
6 原田は、学習指導要領における「アクティブ・ラーニング」が「主体的・対話的で深い学び」に

変更された経緯を説明した上で、小学校の国語教育における「深い学び」とは何かを検討している

[原田 2019:95]。これは検討対象が異なるものの、教育実践においてそもそも前提とされている内

容を考察する点で、本稿の問題設定と重なりをもつ。 
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を検討していく。その際に、「中動態」概念を手がかりとして、教育における主体性ならび

に「主体的な学び」を考察することにしたい。ただし、教育界全般における主体性を検討

することは本稿の領野を超えているため、以下では高等教育における地域志向教育を議論

の文脈として設定し、その中で主体性が占める位置づけ7を考察する。そのため、地域志向

教育を通じて涵養する、対象と関わる（engaged）能力および態度を、括弧づきの〈主体性〉

として議論を進めることにしたい。 

なお、ここでいう教育（あるいは学び）とは、経験学習、すなわち教室で特定の教科を

系統立てて学ぶ伝統的な学習形態ではなく、学術的な環境の外で何かに取り組み、為すこ

とのなかで学ぶことを措定している8[アウン 2020:97-98]。なぜなら、今まさに〈主体性〉

について議論されていることは、教室での外における学びをどのように設計・評価しよう

としているかに他ならないからである。 

 

2. 地域志向教育の論点整理 

2-1. 地域志向教育とは 

 地域志向教育は、狭義には、その名称を冠した文部科学省の各大学への 2 つの補助事業、

すなわち 2014年からの「地の拠点事業（通称 COC）」と COC の事実上の後継である 2016

年からの「知の拠点大学による地方創生推進事業（通称 COC＋）」で展開された各種事業

を指す。山田（2019）が指摘するように、それは 2000 年代から大学のためにおこなう大

学改革の中に、地域のためにおこなう地域連携事業が取り込まれていった経緯を背景とし

ている[山田 2019:12]。さらに COC／COC＋は、人口減少社会における 2010 年代の人材

育成の政策的展開に位置づけられる。畑と長岡（2019）は、この間の政策的展開を追いな

がら、地域に関わる教育が個々の教員の活動に焦点を当てた地域の多様な課題への対応か

ら、地域貢献という名の下に産業界のニーズを受けたキャリア教育へと揺れ動いていると

説明する[畑・長岡 2019:43]。 

そのように考えたとき、広義の地域志向教育は、地域と関わりながら教育する実践（正

課・課外の授業）、およびその実践の枠組み（プログラム）や大学の動向を指す。早川（2018）

は、地域志向教育の「悪しき実践」を挿話的に紹介しながら、それを個々のアプリケーシ

ョン（授業）単位で考えるのではなく、システムとして再構想する必要性を主張する[早川

2018:82]。この主張は、先の畑と長岡の議論とも重なるものである。またそれは、ある特定

の地理的空間を対象として、そこで各種ステークホルダーの連携や参画を強調する場合は

                                            
7 この位置づけを、本論ではタイトルにもあるように布置（constellation）と呼んでいる。

Constellation は「星座」の意味であり、ユング心理学における非因果的であるが全体としてみる

と意味をもつ配置を示す用語として用いられている。 
8 この記述の参照先でもあるノースイースタン大学学長のアウンは、経験学習に基づく創造性を鍛

える高等教育を「ロボット・プルーフ（耐ロボット性）」と名づけている。 
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地域連携教育と呼ばれることもある。                                 

 

2-2. 地域志向教育を通じて涵養するもの 

 近年、COC／COC＋の「成果」として、地域連携教育に関連する論文や書籍がいくつも

刊行されている。これらの既往研究をもとに、以下では地域志向教育が育成する能力や態

度について検討していくことにしたい。 

  早川(2017)は、地域志向教育の構成要素として「地域学」と「フィールドワーク」を抽出

し、そこに総合性、実践性、自省性の 3 点の特徴があることを指摘する。総合性は、学問

分野を超えた学際性であり、実践性は現実社会への実効的なアクションが内包されること

を意味する。また自省性は、単に現実社会に関わるだけでなく、関わりを通じて自らの立

っている場そのものを捉え返す観点である[早川 2017:21-22]。そして、こうした地域志向

教育は、拡張現実の比喩を用いて、既存の専門知を拡張する可能性を指摘する。この議論

に示されるのは、地域志向教育は、特定の能力というよりは現実社会という外部環境に対

する向き合い方、すなわち姿勢について考えるものだという観点である。 

地域志向教育が特定の学問的スキルとは異なる何かを涵養するという議論は、さらに 2

つの方向に大別される9。それは、汎用的能力の育成に寄与するというものと、学生の態度

変容に関するものである。前者に関連した議論として、たとえば宇都宮は、地域連携教育

の学生にとっての効果は、現場での「一生ものの出会い」や、学外の大人と接することで

挨拶や言葉遣いといったコミュニケーションの取り方が鍛えられ、社会人基礎力が高まる

ことだと述べる[宇都宮 2016:19]。田中もまた、地域連携 PBL によって学生にもたらされ

る効果を、「積極的傾聴力」や「共感力」といった汎用的スキルに紐づける[田中 2018:100-

103]。 

他方、後者に関連して図示は、自身が農山村の現場での体験から大学教員を志した経歴

を説明しながら、地域で学ぶことは、大学での学びを実社会とつなげていくことにつなが

ると指摘する。そこで図示は、地域でのフィールドワークによる学生の変化に関して次の

ように述べる。 

 

農山村でのフィールドワークを軸に活動する筆者のゼミでは、大半の学生が初めて農

山漁村に入る経験をする。（中略）もっとも、2年生の夏から「能動的」な姿勢で現場に

臨めている学生はそれほど多くはない。それでも、学生が現場の皆さんと接する回数を

                                            
9 もちろん、地域と関わる教育が特定の学問的スキルの涵養に寄与すると考える議論も並行して存

在する。例えば櫛引は、自身が率いた「道の駅」連携事業を引き合いに、学生にとっては調査研究

能力や取材力、情報発信能力が求められ、その結果として学修で得た能力が試されると述べる[櫛
引 2019:188]。 
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重ねるなかで、さまざまな気づきを得たり、また、場合によっては、配慮の足りないふ

るまいに対して、叱られる場面もあったりする。そうしてしだいに、学生たちは、現場

のみなさんのために自分たちは何をすべきなのか、自ら考え始めていく。これまであま

り目立たなかった学生が、地域のおっちゃんたちと接しているうちに、「化けて」積極性

を見せることも少なくない。これこそがゼミ活動を通じたフィールドワークの大事な学

びだと実感する[図示 2016:225-226]。 

 

学生はフィールドワークという他者との出合いを通じて、世界との関わり方そのものを

獲得していく。これは、ESD（持続可能な開発のための教育）でしばしば指摘されてきた

ことでもある。先に紹介した畑と長岡も、地域学修（本論における地域志向教育）におい

て、ESD を通して地域課題に向き合う意義を主張する[畑・長岡 2019:45-46]。すなわち、

地域志向教育とは、フィールド（現場）にあらわれるさまざまな他者10との関係づけから、

「自分ができること」を「発見」していくものであるといえる。それは、一般に言われる

ような主体性の捉え方、すなわち、自らの意志で課題を発見しそれに取り組んでいくとい

うものとは異なる関わり方である。先の図示の例を再度引けば、農山村に放り込まれた学

生は叱られるなかで完全な受動であるわけでもない。KJ法11の創始者として広く知られる

文化人類学者の川喜田二郎は、（地域志向教育でもしばしば必要な能力として求められる）

創造性についての議論のなかで、絶対的受け身の状態から真の主体性が生じると述べてい

る[川喜田 1995:74]。 

このように、地域志向教育の舞台となるフィールドでは、〈主体性〉を「能動／受動」の

枠組みでは捉えることが難しい。それでは、消極的な能動、あるいは受動的積極性とでも

いうべきこの状態を捉えるにはどのような認識の枠組みが必要なのであろうか。このこと

に一つの理解の視座を与えてくれるのが中動態概念である。 

 

3. 中動態と地域志向教育 

3-1. 中動態とは    

本論でとりあげる中動態概念は、哲学者國分功一郎の議論を参照している。國分（2017）

は、言語学者パンヴェニストを中心に各時代・地域の哲学者・言語学者らを参照しながら、

                                            
10 ここでいう「他者」は、他人に限定されない。石井ら（2018）はそれを《他者》と記号化した

上で、「《他者》とは、学習者以外の人間という限定的な意味ではなく、学習者がコントロール す
ることができない存在のことを意味する。したがって、《他者》には自分以外の「他人」 だけでは

なく、「自然」や「社会」、さらには「自己」も含めることができる」[石井ら 2018:15] 
11 一般には、フィールドワークにより収集した情報をカード化して、データの分析・整理する方

法として知られている。川喜田は、KJ法のシステムは「現場で得た材料をボトムアップするも

の」[川喜田 1995:237]と説明している。 
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文法規則にかつて存在した「する・能動・active」 でも「される・受動・passive」でもな

い「中動」という動詞の態（voice）を説明する。國分は、「歩く」を例にとり、たとえ「歩

こう」という意志を行為の最初に置いたとしても自分で自分の身体をどう動かしているの

か、明瞭に意識しているわけではないことを指摘する。そして、現代の脳神経科学では脳

内で行為をおこなうための運動プログラムがつくられた後で、その行為をおこなおうとす

る意志が意識のなかに現れてくるのだと説明する[國分 2017:17]。こうした視座に立つと、

我々が普段立脚する能動・受動という認識の枠組みは、実際に起きていることを捉え損な

っている可能性を浮かび上がらせる。この問題に取り組むために「発見」されたのが中動

態である。 

國分は過去を紐解きながら、中動態は、（その語から連想されるように）能動態と受動態

の中間にあるものではなく、かつて能動との概念的な対立で構成されるものであったと考

察する。それは、一言でいうと、「能動と受動の対立においては、するかされるかがが問題

になるのだった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内

にあるかが問題になる」[國分 2017:88]という説明に集約される。 

我々の認識する世界の行為は、「する／される」の対立で説明される。そのため、教育に

おいても、そのあり方は「自分から進んで学ぶ」か「受け身で学ばされる」かの二択と考

えてしまいがちである12。しかしそれは、ある時代のある地域に規定された考え方の一つに

すぎない、と國分は指摘する。そして中動態は、「する／される」ではなく「主語が過程の

外にあるか／内にあるか」で世界を理解の枠組みを設える。つまり、それは、「能動／受動」

ではなく、「能動／中動」という別の認識の枠組みである。 

中動態は過去の文法に存在し、その態をとる動詞が存在する。國分は、パンヴェニスト

がまとめた内容をもとに、中動態しか取らない動詞の例を挙げる。 

 

生まれる。死ぬ。ついて行く・続いてくる。主となる・わが物とする。寝ている。座

っている。故郷に帰る。享受する・利益を得る。被る・耐え忍ぶ。心が動揺する。構う・

気にかける。話す[國分 2017:87]。 

 

たしかに、この一覧をみると、能動／受動で基準とされる「意志」の範疇にない語がみ

られる。人は基本的に自らの意志で「生まれる」わけでも「死ぬ」わけでもない。また「つ

いて行く」は、行動自体が意志であってもそれは「ついて行く」対象に依存しているとい

                                            
12 その隘路に陥った例の一つが「アクティブ・ラーニング」をめぐる誤解とすれ違いであろう。

例えば佐貫（2017）は、こうしたアクティブ・ラーニングをめぐる課題を網羅的にとりあげてい

る。 
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う点で受動でもある13。つまり、能動／中動の地平では、行為する人の「意志」がその区別

の基準になるのではなく、前者は「動詞が主語から出発して主語の外で完遂する過程」、後

者は「主語が過程の内部にあり、動詞は主語がその座になるような過程」であり、両者の

区別の基準は「主語の位置づけ」ということになる[ibid:88]。我々は、外部の原因から刺激

を受けるが、それだけで変えられてしまうとは限らない。そこで重要なことは、その外部

の作用によって、「わたし」の中にある何かが内向して変化を生じ、それが感情や行動とな

ってあらわれることなのである。 

 

3-2. 地域志向教育における〈主体性〉とは 

 「主体的に地域に関わる」という言い方をするとき、我々は無意識に意志をその起点に

置きがちである。地域志向教育においても、この関わる者（学生や教職員、ひいては地域

住民や行政職員）には主体性が求められる14。しかしそれは、地域で活動したことがあれば

直観的に理解できるだろうが、すべてが自己決定や判断に基づいたものではなく、成り行

きや偶然の出合いや巻き込まれのなかで関わりがつくられてゆく。同様に、地域との関わ

りのなかでおこなう地域志向教育も、学内の実験室のように制御された安全な環境でおこ

なわれるわけではない。地域志向教育は、関わる者の感情を揺さぶり、ときに傷つけ、ま

たそこで世界の理解の仕方そのものに対する変更を余儀なくされることもある。そこでは、

中動態に示されるような、「主語の外で完遂する」学びではなく、「主語が過程の内部に居

座る」ような学びが展開される。したがって、地域志向教育は、現実の世界に数多く存在

する動詞の中から中動態的な様態を獲得するための教育であると再定義できる。 

  この論の展開に沿って現場の地域志向教育を考える時、それまでとは異なる視座がひら

けてくる。たとえば、近年の各大学での取組みにおいて、地域を訪問し、地域課題を導出

してその課題解決策を考える実習が散見される。この形式の実習は、最後に学生たちがよ

く調べて整えられたパワーポイントの資料を行政職員や地域住民に対してプレゼンテーシ

ョンで完結することから、非常に見栄えがいい。場合によっては、それをコンテスト形式

にすることで、よりメディアや学生の注目を浴びることもある。地域に関わる教育を、こ

うしたプレゼンテーション力や資料作成能力の契機として肯定的に評価する大学関係者も

                                            
13 筆者が興味深いと思うのは中動態の語のリストの中に「故郷に帰る」が入っている点である。

これは、昨今の地方創生が Uターン・Iターン者を受け入れたり、彼ら／彼女らが地域の活動に関

わったりしていることとの関連が想起される。それについては、また稿を改めて論じたい。 
14 先に挙げた山田（2019）でも、「教員による地域連携活動は大学の地域連携事業を主体的に構

成するものであり、日々変化している地域の実情に対応して発展的に改善されていかなければなら

ない」[山田 2019:27]と教員の主体性を強調する。これは、大学の置かれた状況から「仕方なく」

やる地域連携事業とそうではない「真の」それとを区別しようという意図が背後にあると思われ

る。 
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少なくない15。しかしながら、地域志向教育に携わる者が自省的でなければならならないの

は、「地域課題の解決策を提言する」とは、必ずしも行動を伴うものではないということで

ある。行動を伴わなければ、「提言する」とは「主語の外で完遂」することであり、「能動／

中動」の枠組みでいえば前者に位置づけられる。したがって、本論の議論に基づけば、こ

うした提言で完結する教育は、地域志向教育にとって重要な位置づけを占める〈主体性〉

の涵養には寄与しているとは言い難い16。 

主体性は、地域志向教育を含むこれからの高等教育にとって重要な概念である。ただし、

そこで本来大切にするべきものは、上述したように、既存の「能動／受動」の枠組みでは

捉えきれない世界との関わり方の姿勢であり、中動態はその原理的な理解の仕方を示す概

念となる。つまり、これからの地域志向教育ひいてはその先の地域づくりに必要なことは、

中動態の考えに示されるような、外部からの刺激を自分に対するものとして受け取ってし

まい、内向的に自分が変わることで外部への関わりができる存在なのではないだろうか。 

 

4. おわりに 

ここまで述べてきたとおり、地域志向教育は大学での学修内容を学外の現場で確認する

だけのものではない。またその特性は、社会人基礎力やコミュニケーション力、あるいは

プレゼンテーション能力のような汎用的能力を涵養することに重きを置かれるものでもな

い。他の論者も指摘するように、地域志向教育の特性は、それは制御できず予測不可能な

環境に身を置くなかで、外在的に与えられてきた世界をもう一度分かりなおすことにある

17。冒頭で論じた経験学習の考え方は、「教育を閉じられた心の文脈から取り出し、世界全

体のなかに開いていこう」[アウン 2020:99]というものであった。その意味において〈主体

性〉とは、教育の達成する一要素としてのみではなく、世界に対する向き合い方として理

解する必要がある。 

このことに関連して、文化人類学者の松村圭一郎は「構築人類学」として以下のように

提唱している。 

 

いまは、これまで築かれてきた境界線を試行錯誤しながら引きなおしていく時代なの

だと思う。市場や国家を否定する必要はない。過度な批判は、むしろ市場や国家を、自

                                            
15 例えば、第 2節でとりあげた論者の多くも、こうした能力の養成の「効果」を強調する。 
16 しかし、だからといって筆者は最終的に提言に結びつける地域での授業が無意味であるといい

たいわけではない。それぞれの学修段階や学修目的に沿ったプログラムの中で、自覚的にプログラ

ムを設計する重要性を述べているのであり、それは早川（2017）が主張する地域志向教育におけ

る「まなざしのメンテナンス」[早川 2017:25]の問題意識に連なる。 
17 このことに関して、村山が提起する「師弟同行型 PBL」は、地域社会をフィールドとして教員

と学生を対称の関係に置きなおす方法論として注目されるべきである[村山 2018:103]。 
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分たちの手の届かない「怪物」に仕立て上げてしまう。自分たちがその手綱を握ってい

ることを意識しながら、一人ひとりの越境行為によって、そこにあらたな意味を付与し、

別の可能性を開いていく。それが重要だと思う[松村 2017:188]。 

 

 境界線を引きなおすことは、一部のエリートにだけ求められることではない。松村の言

葉のとおり、自分が手綱を握って、一人ひとりがおこなうべきことである。その際に必要

なのが、自分を過程に関与させていくような中動態的なふるまいである。 

 本稿は、中動態概念を参照しながら、地域志向教育が涵養するとされる種々の能力と〈主

体性〉の布置について考察してきた。〈主体性〉は前提とされるべき素養や外在的な行為と

してではなく、学習者が地域というフィールドの中に自らを織り合わせていく過程に確認

されるものである。本稿では、地域志向教育における〈主体性〉に焦点を当てて考察した

ものの、学修プログラムの具体的な設計や評価については踏み込むことができなかった。

この点に関する今後の可能性として、2 つ挙げることにしたい。一つは、中動態的な動詞に

着目し、それを「主体的な学び」の語彙とすることである。たとえば前節で紹介した「心

が動揺する」といった学習者の感情の揺れ動きを捉えていく方法を検討していく必要があ

ろう。もうひとつの可能性としては、エンゲストロームの拡張的学習理論が挙げられる。

彼は、「人間とその集団は年齢にかかわらず、新しい文化の創造者である」[エンゲストロー

ム 2018:25]という前提に立ち、学習行為を 7 つの行為のサイクルから説明する[エンゲス

トローム 2018:48-49]。それは、①問いかけ、②分析、③新しい解決策のモデル化、④新し

いモデルの検証とテスト、⑤新しいモデルの実行、⑥プロセスの内省、⑦新しい実践の統

合と一般化の各サイクルからなり、エンゲストロームはそのモデルを現実のフィールドに

適用する手法として「チェンジラボラトリー」という形成的介入の実践例を紹介する

[ibid:223-239]。この方法論では、参加者に対するインタビューや観察によって得られた質

的データ18から学習プロセスを評価しようとする。彼もまた学習における矛盾や混乱を経

て達成される拡張の重要性を強調しており、今後はこれらの既存の教育学・教育工学の蓄

積をもとに〈主体性〉を涵養するためのプログラムを実装していくことが課題である。 
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