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〈統治されない技法〉の教育の実装に向けて 

 

 早川 公（大阪国際大学）, 小笠原 祐司（山梨学院大学） 

 
１. はじめに 

1-1. 問題設定 

 本論は、社会の規範として求められる管理や標準化に抵抗する術を J.スコットに倣って

〈統治されない技法〉と呼び、それを高等教育に組みこむ具体的な仕方について検討する

ものである。以下、問題設定の背景を説明する。 

 COVID-19 パンデミックは、わたしたちが生きる世界の不確実さ、そして過剰なまでの

相互連関性を突きつけることになった。そのなかで日本社会において顕著になった一面は、

世界の不確実さを低減するために「国家に管理されたい」という欲望であった。たとえば、

ある Web 調査1によれば、特措法2による「休業命令などに応じない事業者への罰則の適用」

に対する評価は、「評価する」が 61.8%と過半数を超え、また、「日本も欧州のように厳し

いロックダウンをすべきかどうか」については、「すべきである」という回答が 45.4%と

なり、「すべきでない」という回答の 23.7%を大きく上回った。 

 一方、毎日新聞が同年 10 月の衆議院議員選挙候補者に実施した「私権制限強化」につ

いての調査3では、全体としては制限反対が上回った（54％）ものの、自民党候補者のうち

賛成者が 52％、さらに日本維新の党の賛成者は 94％と、選挙結果として民意を得た両党

の候補者が制限強化の立場を採っている。もちろん、前例のない感染症の蔓延に対して国

家が適切な政策を講じる必要性に異議を唱えるつもりはない。しかし、そこで国家に求め

られるものが「自分たちをもっと管理してほしい」、あるいは「管理に従わない他者を罰

してほしい」という欲望から発しているのだとすれば、それに向きあう 1 つの領域
ドメイン

として

の教育を検討することは一定の意義があるといえよう。それは、不安定で不確実な社会に

おいて、事情が異なるさまざまな他者と共に生きる関係性を議論することに接続する。 

それでは、誰かに管理されることを拒みながらも自己の内部で完結することなく、その

うえで他者と協働的あるいは相互扶助的に生きる方法のための教育とは具体的にどのよ

うな仕方をとるのであろうか。 

                                            
1 PR TIMES「6割以上が今回の特措法改正に賛成！ もっと厳しくても良い？ 反対はわずか 1
割、改正後の特措法について 1000人に聞いてみました」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000065702.html（2021/12/1 参照） 
2 正式名称は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（2021/2/13 施行）である。 
3 毎日新聞「候補者アンケート コロナ対策 私権制限強化「反対」54％ 与野党とも温度差」

https://mainichi.jp/articles/20211026/ddm/001/010/118000c（2021/12/1 参照）。 
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1-2. 研究目的と研究方法 

上記の問題設定に基づき、本研究は以下の 2 点について明らかにすることを目的とす

る。1 つ目は、先の問いの回答として、〈統治されない技法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

〉の教育
・ ・ ・

がどのようなもので、

既存の教育実践の議論との関係を示すことである。この点については、昨今アナキズムの

展開を簡単にふまえたうえで、主に教育哲学者 G. ビースタを参照しながら論じる。 

 2 つ目は、〈統治されない技法〉の教育の具体的なあり様を提示することである。そのた

めに、筆者らが取り組んだ教育実践をとりあげ、その実践の技法について描写する。すな

わち本研究方法は、SoTL4的な側面を有しながら、それぞれの実践内容について自己省察

も交えてオートエスノグラフィックに論じる立場を採用する。 

 なお、担当部分は、研究枠組みの部分（1章・2章）を早川が担当し、実践の部分（3章）

は小笠原と早川で分担した。そして考察は両者で検討し、主に早川が執筆した。また、記

述の対象となった学生には、各授業の第 1 回において写真撮影や記録の同意を得たうえ

で、執筆した原稿を確認してもらう手続きを踏まえている。 

 
２. 研究枠組みの整理 

2-1. よりよい「管理」を望む学習者たち？ 

 「管理」されたい欲望は、自治の感覚の不在、すなわち生活を自らの手で営んでいける

という確信のなさと無縁ではない。これに関連して、日本の若者が社会と関わること、ひ

いては社会を変えることに対して相対的に否定的なことは良く知られている。一例を挙げ

ると、内閣府の調査5によれば、他国（韓、米、英、独、仏、瑞 典
スウェーデン

）との比較において、

社会規範は諸外国と同程度かそれ以上に高いが、日本は自己肯定感が低い。とりわけ「社

会が変えられるかもしれない」という感覚は 30.2％であり、次点の韓国とも 9 ポイント、

アメリカやドイツとの比較では 20ポイント以上の差がある。 

 他方、「アクティブ・ラーニング」が重要であるという認識が共有されて久しい。ベネ

ッセ教育総合研究所が実施した調査6によれば、2008 年から 2016 年までの間で、グループ

ワークやプレゼンテーション、ディスカッションを取り入れた授業は、16～19 ポイント

も上昇したものの、学習方法において ｢自分で工夫｣するよりも ｢大学の指導｣を受けたい

と考える学生が 11.4ポイント、学生生活について ｢学生の自主性に任せる｣よりも「教員

の指導・支援」を受けたいと考える学生が 22.9ポイント増加している点は見過ごせない。 

                                            
4 SoTL とは、「Scholarship of Teaching and Leaning：教育と学習の探究」の略である。 
5 内閣府「特集 今を生きる若者の意識～国際比較からみえてくるもの～」

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html（2021/12/1参照） 
6 ベネッセ教育総合研究所「第 3 回 大学生の学習・生活実態調査報告書ダイジェスト版 [2016
年]」https://berd.benesse.jp/koutou/research/detail1.php?id=5169（2021/12/5 参照） 
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2-2. 〈統治されない技法〉とくらしのアナキズム 

そうした教育界の現状に重なりつつ、人びとが自らの生を編みなおす思想としてアナキ

ズムが注目されている7。アナキズムが注目される背景には、われわれの社会生活におい

て自明となっている〈国家〉や〈経済〉を問いなおそうという問題意識がある。関係性の

教育学会の趣旨8にあるように、教育とは「社会とのかかわりを意識化するなかで、自分は

自分らしくある」ためのものであるとすれば、アナキズム、すなわち人類学者の J.スコッ

トが書籍のタイトルとした「統治されない技法9」［Cf. Scott 2009］の教育について考える

ことは、関係性の教育学を検討するうえで一定の意義を有する。 

これに関連して、平和学者の戸田三三冬は、アナキストの E.マラテスタを参照し、アナ

ーキーとは「支配の無いこと、民が上からの権威や権力無しに、自分達を治めることであ

る」［戸田 2020:469］と定義し、アナキズムをアナーキーな世界を創出する方法であると

説明する。また先のスコットは、車が通行する気配もない横断歩道の赤信号で人びとが立

ち止まっている、という挿話を紹介しながら、それをわれわれのなかの「自動的な服従と

いう根深く染み込んだ習慣」［スコット 2017:25］を打破するためであると主張する。 

 こうしたスコットらの仕事を念頭に置きながら、われわれの日々の生活レベルのあたり

まえを問い直す認識枠組みとして「くらしのアナキズム」を提示するのが、人類学者の松

村圭一郎である。松村はスコットや D.グレーバーの仕事に注目しながら10、「どうしたら

身のまわりの問題を自分たちで解決できるのか、そのために何が必要かを考えること」［松

村 2021:151］の一助としてアナキズムを提示する。それは、政治にせよ経済活動にせよ

「自分たちでやらないで済むシステム」［ibid:151］をつくりあげてきたわれわれが、ふた

たび自分たちの暮らしに向き合う態勢を調えるための作法であるともいえる。 

松村は、公共領域から撤退しつつある「無力な無能な国家のもとで、どのように自分た

ちの手で生活を立てなおし、下から「公共」をつくりなおしていくか」［ibid:13］を考える

ために、人類学（民族誌）的事実を参照しながら、そこに根づいている「よりよき状態を

生み出すための逸脱」［ibid:222］が有効であると述べる。この松村が指摘する「よりよき

状態を生み出すための逸脱」を、具体的な教育実践を通じてどのように播種してゆけばよ

いかを以下では検討していく。 

 

                                            
7 非学術界の読者に膾炙したことを示すものとして、日本では「新書」の出版状況が一つの目安

になる。この 5 年においても、森（2017）や栗原（2018, 2021）などが刊行された。 
8 関係性の教育学会「学会趣旨・会長あいさつ」

https://epajapan.jimdofree.com/%E8%B6%A3%E6%97%A8/ （2021/12/23参照） 
9 原題は“The Art of Not Being Governed”、同署の邦訳タイトルは『ゾミア』である。 
10 たとえば、松村（2012）において、スコットとグレーバーの仕事に言及している。 
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2-3. 既存の教育／学習理論と〈統治されない技法〉の教育 

教育学や教育工学の膨大な蓄積を検討することは本論の領分を超えるため、ここでは

議論の足掛かりとして、教育哲学者の G. ビースタの議論を参照することにしたい。 

 ビースタは、今日の教育についての議論が教育的成果の測定によって支配されている

という業績主義
メリトクラシー

の危険さを指摘しながら、教育を論じるためにそれを資格化、社会化、

主体化という 3 つの機能から説明する［ビースタ 2016:35-43］。彼の整理によれば、資格

化は、かれら（学習者）に、知識、技能、理解を提供することや、かれらが仕事や職業の

ための訓練や特定の技能を身につけるためのテクニックなどを可能にするような性質や

判断の形式を提供することに見いだされる。次いで社会化の機能とは、「教育を通して、

我々が特定の社会的、文化的、政治的な「秩序（orders）」の一部になる多くの方法と関係

している」［ibid:36］と説明する。そして主体化の機能とは、社会化の機能の反意語とし

て、すなわち「「新参者」を既存の秩序にはめ込むことを表しているのではなく
・ ・ ・ ・

、そのよ

うな秩序からの独立を暗示するあり方や、個人がより包括的な秩序のひとつの単なる「標

本」ではないようなあり方のこと」［ibid:37、傍点本文］を指すのだという。 

 ビースタがこれらの機能の説明を通じて試みるのは、教育が複合問題であり、それらを

「教育の分離した側面だと見なすべきではなくむしろ、教育とは何であり、教育とは何に

ついてであり得るのかについて相互に重なり合う、より合わされた、ある程度矛盾してい

て、衝突さえする次元として見なすべき」［ibid:44］ということである。つまりビースタの

議論から引き出せる示唆は、教育を資格化・社会化・主体化のどれかに限定するのではな

く、この機能をその教育実践が置かれる特有の文脈に応じて、「織り合わせ」を具体的に

設計することが重要性だ、ということである11。 

 このビースタの議論に前節でのアナキズムの可能性を重ねたときに出てくる問いは、

どうすれば国や制度の管理から脱して自分たちで自治を編み出す技法を修得することが

できるか、となる。スコットの議論や「くらしのアナキズム」で提示される可能性は豊か

であるが、その思考に浸りきった、あるいはそれを問題とすら認識していないわれわれ

がそこから独力で抜け出すことは難しい。 

アナキズムを念頭においた（とりわけ高等教育における）教育実践が存在しないわけで

はない。たとえば先の戸田は、アナキズム研究を通じて得た知見を平和教育として具体

的に実践している。戸田は、平和教育を目的とした大学の授業において、「エクスポージ

ャー」と「エンパワメント」の重要性を指摘する。戸田の定義によれば、前者は「ある状

況の中へ身をさらし、相手の世界観の中へ自分をさらけ出す」［戸田 2020:65］ことであ

り、後者は、「お互いの中に「もともとある力」「生命力」を引き出しあう関係であり、他

                                            
11 ここから、ビースタ自身は具体的な教授法の設計には向かわず、主体化を教育の中心に据えた

「中断の教育学」というあり方を提示している。 



The Journal of Engaged Pedagogy『関係性の教育学』Vol. 20 No. 1 

 149 

と共感し、連帯し、コミュニケイトできる自分の「瞬間ごとに生起するいのちの叫び」を、

それぞれに発見すること」［ibid:66］を意味する。そして戸田は、担当する授業において、

クラスの運営それ自体が「平和学」の実践であると説明し、「ゼミ〔受講者を 7〜8名に分

けたグループ〕の着席からレポートの集め方に至るまで、私の提案をゼミごとのディスカ

ッションで検討」［ibid:64、〔〕内は筆者補足］させるという運営を実践した。さらに戸田

はそこに「禅の呼吸」という身体的な所作の訓練も組み込んでいる。 

 戸田の教育実践は、B.フックスなどのフェミニズムや I.ウォーラーステインの世界シス

テム論に理論的基礎を置きながら、具体的な教室での運営のあり方を提示している点にお

いて、主体化を念頭におきながら資格化にも影響を与える非常に示唆に富んだものである。

ただし、それをより広範に、そして応用的に展開しようとする場合には、より一層解像度

の高い実践の描写が求められる。それゆえ本論では、プロのファシリテーターとして企業、

行政、大学、NPO などで研修プログラムを提供してきた筆者（小笠原）の目線を経由しな

がら、具体的な 2 つの地域志向教育プログラムのオートエスノグラフィックな記述をとお

して、より肌理の細かい〈統治されない技法〉の教育の態様を示すことにしたい。 

 
３. 教育実践の記述 

3-1. 地域合意形成演習（一部集中・講義とグループワーク形式） 

3-1-1. プログラムの背景 

人びとが自立的でありながら何かに協働で取り組んでいく際に必要となるのは、

合意形成
コ ン セ ン サ ス

をつくるための方法である12。しかしそのための作法や技術を既存の公教育を通

して身につけていくことは難しい。各人の立場も目的も違うといった社会的な複雑性が影

響し、話し合いの論点・優先順位が定まらない、分かり合えない、通じあえない感覚から

の対立が引き起こされた経験をした人は少なくないだろう。 

本科目は、筆者（早川）が所属校で担当する授業である。2021 年度は経済学科 13名（

男性 12名、女性 1名）が履修した。授業は全 15 回だが、前半の第 1〜7 回を早川が担当

し、「じゃんけん禁止」などを前提に合意形成ゲームや成績評価を学生たちで決めるなど

のワークを実施した。そして後半の第 7～14 回を 2 日間の集中形式で、もう一人の筆者

である小笠原が担当した。 

 
3-1-2. 設計の意図 

 2020 年度の本科目では、合意形成の進め方に関して会議を円滑に進めるためのスキル

                                            
12 グレーバーも「合意形成プロセスの本質とはただ、誰もが決定に対して平等に関わることがで

きるべきであり、誰も自分の気に食わない決定に縛られるべきではない」［グレーバー 
2015:249］というように、アナキズムにおける合意形成を重視する。 
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や知識、すなわち論理的思考を教授することが主であった。一方で、そこには物足りなさ

もあった。それは、合意形成の際に現れる、相手と分かり合えない、通じ合いたいと思っ

ているときのフラストレーションに代表される感情的な側面である。 

そこで、2021 年度は、埋まらない心理的距離や対立に対して、相手が大切にしている

ものは何なのかを知ろうとする他者共感への意識と、自分自身が大切にしている価値観を

知るための方法
メソッド

を組み込んだ。そこで筆者（小笠原）は 3 つの目的を設定した。それは、

1 つ目が合意形成に向けての流れを理解すること、2 つ目は実践し、自身が合意形成を進

める上で理解できている・できていないところを知ること、そして 3 つ目に自己・他者共

感についての理解を深めることである。 

 
3-1-3. プログラムの記述 

3-1-3-1. 1 日目：方法のインプットを通じて学びの前提をほどく 

初日は、おおよそ次のようなスケジュールを予定していた。 

 

表 1. 地域合意形成演習 1 日目のスケジュール 

筆者作成 

 

 しかし、授業を開始し目的を話しだすと、学生の固い様子が気になった。この時に、ま

ず学生の立場になって考えてみる。授業の最初は、様々な疑問や不安を持ってその場にい

る。たとえば、今日は何をするんだろう、この先生はどんな人なんだろう、そんな疑問も

持つだろう。そのため、チェックイン13の際に受講者の声を聞いてみると、「土日なのに授

業に来ている」という声が聞こえてきた。 

そこで筆者（小笠原）は、その場の雰囲気を変えるために「餃子じゃんけん」というワ

                                            
13 会議や研修などの最初によく実施されるもので、その場に体と心を向けるために今の気持ちや

期待していることを話す。また背景や想いを話してもらうことで、話しやすく聞いてもらえる雰

囲気づくりが目的である。最後はチェックアウトで、その場の感想や気づいたことなどを話す。 

開始 終了 内容

13:00 13:20 目的説明・チェックイン

13:20 13:40 合意形成までの流れについての講義

13:40 16:30 場のデザイン、対人関係、構造化、合意形成

16:30 17:10 関係性の四毒素

17:10 17:50 Non Violent Communication(以下NVC)の練習

17:50 18:00 チェックアウト
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ークを急遽挿しこんだ14。さらに「餃子じゃんけん」には、場を温めるだけでなく「全く

違う具材のものが合わさることで 1 つの作品ができる」という意味も含まれる。これはわ

たしたちが演習を通じて学ぶことでもあり、お互いが違う意見を持ちながら合わさること

で思いつかなかった考えやアイディアが生まれる可能性を楽しんでもらいたいことを伝

えた。 

合意形成までの流れの講義では、堀（2004）と青木（2016）の議論を参考に論理的な部

分として「共有・発散・混沌・収束」を説明した。「共有」は話し合いに必要な情報提供や

前提を確認する段階、「発散」は議論を通じてアイデアや可能性を広げる段階、「混沌」は

意見の対立やモヤモヤを経由し意見が煮詰まったり切磋琢磨したりする段階、「収束」は

意見をまとめ、結論づけ、実行に移していく段階である。そして筆者（小笠原）は合意形

成プロセスをデザインする際に、シンプルな型として下記の流れに整理をして学生たちに

実体験（「結婚指輪選び」をパートナーと複数の基準を点数化して話しあったことなど）

も交えて伝えた（図 2）。なお、説明では、とくに「混沌」の段階の重要性を強調した。意

見が煮詰まっているように感じるときは、むしろ話し合いが前に進んでいるからであり、

お互いに合意をしようと向かう際に「混沌」を必ず迎えること、それゆえにそれを避ける

のではなく「混沌を楽しむこと」の理解を強調した。 

 

 

図 1. 合意形成のプロセス（［堀 2004; 青木 2016］を参考に筆者作成） 

 

 さらに「決定」の段階では、まず論理的な基準として最適化原理（判断基準を明確にし、

点数などで数値化しながら合理的に決めていく）、満足化原理（みんなが最低限納得でき

る合意をしていく）、多数決（最終的な意思決定よりも選択肢の絞り込みのため）を説明

した。しかし、とくに多数決は合意形成において有効に機能するものではない15ことをふ

                                            
14 3人組になりジャンケンのグーが肉、チョキがニラ、パーが皮とする。結果が同じ具材なら

「○○しかなーい」と言って手をあげる。2 つの具材が揃ったら「○○がなーい」と言って手をあげ

る。全ての具が揃ったら、手を合わせて「いただきます」のジェスチャーをする。 
15 多数決についてグレーバーは次のように説明する。「採決とは、公の場でなされる勝負であっ



 

 152 

まえ、合意形成にむけてのアプローチの 1 つとして「多様決」を紹介した。 

「多様決」は、アーティストの安斎利洋が提唱している意思決定方法16である。多様決

は、多数決のように、賛成意見が多い内容を採用するのではなく、参加者の賛否が分かれ

ているアイデアに着目をするのがポイントだ。同じ数の 2種類（赤・青）の色のシールを

持ち、良いと思える意見に赤いシールを、違和感・悪いと思える意見に青いシールを使用

して投票をしていく。多数決の場合は、単純に赤いシール数が多い案を採用し、青いシー

ルの意見を聞く機会がほとんどない。多様決は赤いシールと青いシールの掛け算をした際

に、数が多いものに着目していく。なぜ赤いシールを貼ったのか、青いシールを貼ったの

か、お互いの意見や背景理解を促すことができる。このように多様決は、平等に意思決定

に関われる機会を創出するアプローチの具現化である。 

 他方、合意形成に必要な感情的側面へのアプローチには、「関係性の四毒素」と「NVC」

というメソッドを組み込んだ。夫婦やカップルの関係性について 40 年以上研究するゴッ

ドマン17は、あらゆる人と人との関係性に決定的にダメージを与える行動として「関係性

の四毒素」があると述べる。具体的には「非難・防御・侮辱・無視／逃避」の 4 つがあり、

多くの人はついやってしまうような得意な毒素を持っている。自身がついやってしまうこ

とと、同じクラスのメンバーがやってしまいがちな振る舞いは何か、またその振る舞いを

してしまう背景や願っているものは何かを互いに話をしながら相互理解をする機会を設

けた。 

NVC（Non Violent Communication）は、共感をベースとしたコミュニケーション方法で

ある［ローゼンバーグ 2018］。それは、頭（思考）で判断・批判・分析・取引をするかわ

りに、自分自身と相手の「心の声」に耳を傾け、今の感情 （Feeling）と大切にしている

もの（Needs）を明確にしていくことで、 お互いの誤解や偏見からではなく、心からつな

がり（共感し）ながらコミュニケーションをすることを主眼にしている。ただし、NVC の

方法は、われわれがなじみのあるコミュニケーションの仕方とは異なる点が多い。そのた

め、NVC を理解する上で、エンパシー・サークルと呼ばれる基本的なワークを実施した。 

エンパシー・サークルでは、観察、感情、ニーズ、リクエストという NVC の 4 つのス

テップのうち、最初の 3 つのステップをおこなう。まずグループの中で 1 人話し手を決

め、話し手は最近あった自身の感情が揺れた瞬間（嬉しかったことでも、ショックだった

ことでも可能。出来事の大きい、小さいも関係なし）のエピソードを聞き手に話す。この

時はまずは解釈をせず、言葉通り聞くことに軸を置く。次に聞き手は、話し手はどんな感

                                            
て、そこでは誰かが負けを見ることになる。投票やその他の方式による採決は、屈辱や恨みや憎

しみを確実にするのに最適な手段であって、究極的にはコミュニティの破壊をすら、引き起こし

かねない」［グレーバー 2020:45］。 
16 システム×アート論「多様決コンペ」http://renga.com/anzai/lab/多様決コンペ/ (2021/12/6参照) 
17 The Gottman Insititute https://www.gottman.com (2021/12/10 参照) 
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情だったのか、感じ取った感情が書かれているカードを使い、話し手に渡す。次に話し手

が持っているニーズが書かれたカードの中から、エピソードの中での、話し手の大切にし

ているのではないかと思うものを聞き手で 5枚ほど選び、手渡す。次に話し手はもらった

カードをじっくりと味わい
・ ・ ・

、その中で気になるものを 1～3 枚選ぶ。最後に話し手はカー

ドを選んでみての感想や気づいたことを伝え、話し手と聞き手の役割を交換していく。 

 

写真 1. 「エンパシー・サークル」ワークの様子（筆者撮影） 

 
3-1-3-2. 2 日目：実践を通じて合意形成を体感する 

2 日目は実際に学生たち自身が構想したワークショップの実践が主であった。おおよそ

のスケジュールは以下の通りである。 

 

表 2. 地域合意形成演習 2 日目のスケジュール 

筆者作成 

 

実際に合意形成の練習をするために、初日の学びをそのままにせず、テーマを決めてチ

ームを組んで実践するようにした。そこで懸案となるのが、どのようなテーマで合意形成

の練習をするか、である。通常の授業では、教員・講師側が「このテーマで合意形成をや

開始 終了 内容

10:30 10:50 目的、チェックイン

10:50 11:00 初日の復習

11:00 12:00 テーマとチーム決め

12:00 13:00 お昼休憩

13:00 15:50 実践（目安は各チーム20分の実践、10分の振り返り）

15:50 16:00 チェックアウト
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ろう！」と特定のテーマを設定したり、さらにチーム自体も教員側で決めたりする方法が

しばしば採用される。しかしこの演習では、学生たちが少しずつでも自分たちで意思決定

をしていく頻度を増やし、自分たちで合意する感覚を取り戻していく機会を作ることが意

味をもつと考え、今回はマグネットテーブル18という手法を使用してテーマを決めた。 

マグネットテーブルでは、学生自身が合意形成をする上で、自分ごとで関心のあるテー

マを一人ひとりに考え、A4 の紙に話したいテーマを書いてもらう。その後、書いた紙を

持ちながら、しばらく教室内を歩き回り、他者が何を書いたテーマを読みながらチームを

組む。単にテーマが共通の人と組むだけだと、排他的になる人も出てくる。そこで、一緒

に話すことで「化学反応」があるテーマの人とチームを組んでも良いし、自分のテーマを

捨てて他の人が書いたテーマに乗っかっても良いというルールのもと学生たちはチーム

を組んでいった。 

 

 写真 2. マグネットテーブルの様子（筆者撮影） 

 

最初は学生たちも戸惑う。所在なくウロウロする学生や、ただ立っているだけの学生も

いれば、写真 2 のようにみんなに自身のお題を高く掲げる学生もいる。ここで教員が見か

ねて「あなたとあなたが組めばいいよ」といった介入をすると、「先生が決めてくれる」

と感じてしまうだろう。そのため、しばらく学生たちを見守ってみる。すると次第に誰か

が声を出し始め、お互いに考えや意図を共有しあい、チームが形成されるようになる。 

 チーム組織の後は、合意形成をしていくためのテーマを 1 つ決めてもらい、そのテーマ

について 20 分間で合意形成まで到達できるように進行の流れを考え、同じ教室にいる学

生に参加者になってもらい、仮想のワークショップを実施した。実施後には、実践した学

生たちに、自分たちがうまくいったところ・工夫したところを話してもらった。その後、

参加者側の学生からよかったところを伝え、再度実施した学生たちに、もし、同じ状況に

                                            
18 場の主体性を育むワークショップ手法「マグネットテーブル」https://www.homes-
vi.org/technique/magnet-table/ (2021/12/6 参照) 
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なったとき、次はどんな工夫をするかを聞き、再度参加した学生たちから、もっと良くな

るところを伝えてもらった。 

この「振り返り」にも、工夫を 1 つ設けた。通常の「振り返り」では、「〇〇がダメだ

った」、「△△がうまくいかなかった」など、反省会になることがある。実際に、この場で大

事にしたかったことは、反省会ではなくリフレクションだ。熊平（2021）は「リフレクシ

ョンとは、自分の内面を客観的、批判的に振り返る行為であり、目的はあらゆる経験から

未来に活かすことである」と述べている。反省は過去をみるだけで終わってしまい、次に

活かされるところが欠如してしまう。自身を俯瞰してみながら、経験を未来につなげてい

く習慣が身に付くことも、〈統治されない技法〉の教育の T i p s
ちょっとしたコツ

といえるだろう。 

 
3-1-3-3. 学生たちの気づきと変化 

 学生の授業の振り返りのコメントをみると、プログラムを通じて、少なくない学生が

教員の決めたルールに普段の授業が浸されていることに言及していた。それはすなわち

、授業の進行、班分け、ワーク時間、そして評価のことであり、さらにその制約は学生

たちが意思決定の際にもつ「ツール」の少なさに由来していた。たとえば、ある学生は、

何か役目を決める際に無条件に「じゃんけん」に頼っていたことに意識が向き、またある

学生はマグネットテーブルを知ることで創発的にグループが作れることに気づいた。 

 また創発的であることは、この 2 日間の学生の重要な特徴の 1 つであった。それが端

的に顕在化したのは、2 日目午後のワークショップの実践である。グループは全部で 4 つ

あったが、1グループ目は発表時間中に何をしていいかわからず沈黙が生じたものの、そ

れをみた 2 グループ目は準備時間の最中に前のグループの反省点を取り込んで修正した

。さらに 3グループ以降は、企画側が授業で紹介した道具（ホワイトボードやポストイッ

ト）や意思決定ツール（「結婚指輪のアレ」と表現）をより積極的に採り入れたことにく

わえ、参加者の学生も手を挙げたり発言をしたりするなど積極的に参画するようになっ

た。このことは、学生の「いつも先生がやっていることの大変さを知った」という振り返

りの言葉に顕著なように、その場で何が求められているかを察知し、じぶんの振る舞い

を変化させるというメタ認知的な態度の獲得を示唆している。 

 以上、本節では 1 つの教育実践の方法や意図について、自己のふるまいも含めて描写

を試みた。次節では、本科目と同じコースにあり、同一のコンセプトのもとで実施した

もう 1 つの教育実践について記述する。 

 
3-2. 地域創造演習Ⅳ（各週実施・PBL形式） 

3-2-1. プログラムの背景 

本科目は、筆者（早川）が所属校で実施する授業である。経営経済学部生が対象の PBL
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であり、2021 年度は経営学科 5名、経済学科 6名の 11名が履修した。 

 対象地域とするのは門真市門真団地である。門真団地は、昭和 41 年（1966 年）に建設

された府営住宅地だが、平成 20 年頃から募集を停止したことも影響し住民の 6割以上が

高齢者である（写真 3）。こうした現状に伴って、当地区では、コミュニティの衰退や孤独

死などの問題に直面していた。そのような中、平成 31 年（2019 年度）に管理主体が大阪

府から門真市に移管されたことに伴い、当市と連携協定の関係にあった大阪国際大学に連

携の相談されたのがプロジェクトの始まりである。 

2019 年度は、団地の自治会と連携し、授業の一環として団地住民への聞き取り調査を

おこなった。そうした活動を通じて、古い住宅を新しく建て替える際に、現在空き部屋と

なっている団地の空室を大学が貸借し、教育や研究の拠点（以下「拠点」と記述）として

活用できることになった。なお活動自体は 2020 年度から展開していたものの、当該年度

は新型コロナウイルス流行対策に伴う学外活動の強い制限がかかっていた。本格的な活動

を組織的に展開できたのは、2021 年度後期配当の当該科目の時間からである。 

 

写真 3. 団地における建替前の住宅（左側）と建替後の住宅（右側）（筆者撮影） 

 
3-2-2. 設計の意図 

 意図の 1 つ目は、「脱時間割」である。もともと本科目は木曜午前に配当される、毎週

90分 15 回（2単位）の「普通の授業」である。しかし、本科目では、授業時間より早く

集合して団地に大学のマイクロバスで移動し、一部の学生を昼休みに大学まで送迎するも

のの筆者のゼミ生はそのまま大学に残って活動を続けた。これは、同じ曜日の午後の時間

にセミナーが配当されていたこととも関係する（図 2）。 



The Journal of Engaged Pedagogy『関係性の教育学』Vol. 20 No. 1 

 157 

 通常の授業では、いくら担当教員が同じで授業で関連性を説明しても、細切れの時間

割という環境下で学生が「ひとまとまりの時間」を経験することは難しい。だがこの団地

PBLのように、大学から離れた物理的空間で、2つの授業の時間が継ぎ目を薄くして連続

することによって、教員が管理する学習の時空間をあいまいにすることを組み込んだ。

学生には、大学における 2単位とは事前事後の学修を含めて 90時間分の学修が必要であ

ることを前置きし、この授業は 90 分で完結しないことを説明した。つまりこの演習は「

目的を達成するために、90時間をやりくりするプロジェクト」ということである。 

 

図 2. 団地 PBL の「時間割」（筆者作成） 

 

2 つ名の意図は、「DIY（Do It Yourself）」である。受講者にはあらかじめ決められた予算

額を手渡し、プロジェクトのために「どうしても購入しなければいけないもの」以外は、

買わずに自己調達するか、自分たちで制作するように申し合わせた。これは、前章で検討

したとおり、〈統治されない技法〉の教育が「自分たちでやらないですむシステム」に対

抗するための教育であることが念頭にある。この事前段階として、ゼミで建物を不法占拠
ス ク ウ ォ ッ ト

し空間を DIY するドキュメンタリー19を前期に視聴し、イメージづくりをした。 

 これらの設計をもとに、以下では、10 月から 12 月前半にかけて実施したプロジェクト・

プロセスにおける特徴的な学生の行動を描写する。 

 
3-2-3. プログラムの記述 

3-2-3-1. 「先生、そんなことしていいんですか？」 

 プロジェクトは物品調達から始まった。教員である筆者が大学事務に相談して倉庫を開

けてもらい、ほぼ廃材同様の物品から「拠点」づくりに要るものを授業時間外に一緒に物

色した。倉庫に行くと、学生たちは「こんなところがあるのか、やべえ」などと言いなが

ら、必要なものが明確ではない状況で物品の山をかき分けながら使えそうなものを探って

いた。さらには、筆者が「このソファ持っていきたいな」とつぶやくと、それを聞いてい

た学生が「先生、そんなことしていいんですか？」と反応した。30分ほどの探索を経て、

                                            
19 作品名は「Bar25 時間の枠を超えた日々（字幕版）」である。 
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学生たちは「拠点」に持っていくイスやテーブルを調達した。筆者も CD とテープが再生

できるラジカセを持っていくことにした。一方、倉庫には「拠点」の必要な皿やスプーン

などの食器類もあったが使用には抵抗感があったようで、結局コップや皿は百円ショップ

やホームセンターで購入された。 

また、「拠点」づくりのプロジェクトを開始すると、自治会長や住民から、使っていな

い自転車やフライパン（IH非対応と対応のもの）、衣服ハンガーラックなどの提供があっ

た。ただし、これらのもらった物たちは、現時点で学生たちには利活用されていない。 

 

写真 4. 大学倉庫の物色（左）と自治会長から提供された自転車（右）（筆者撮影） 

 
3-2-3-2. 分担される「個性」 

 「拠点」づくりとして学生たちがまず取り組んだのは、「靴箱作成」と「押入のリノベ

ーション」である。そこで見られたのが、学生たちがそれぞれの「個性」を発見し、それ

を組み合わせていくプロセスであった。 

 授業としては、互いの「個性」を把握するための診断テスト20などを実施してそれを共

有したうえでプロジェクト活動を開始した。しかしこうした事前ワークは、学生のプロジ

ェクトや振り返りを観察する限りでは、自覚的に参照する様子は確認できなかった。その

代わり、これらの作業において、パソコンや電子機器の操作21に明るいかどうか、採寸や

ペンキ塗りといった比較的単調な作業を好むか、物品の買い出しに積極的に行くか、自治

会長や住民の方とのやりとりを請け負うか、のようなプロジェクトに付随する具体的で多

岐にわたる作業のどれに関わるかが学生たちの「個性」をかたちづくっていった。言い換

えれば、学生の「個性」とは、プロジェクトの開始の前に存在したのではなく、プロジェ

                                            
20 「16 Personalities」というツールで、2 パターンの 4 つの特性（2 の 4乗）から 16 つの個性

を抽出するものである。https://www.16personalities.com/ja（2021/12/22参照） 
21 一例としては、プリンタの設定が挙げられる。大学から持参したパソコンとプリンタを、大学

のモバイルWi-Fi を使って接続させることは、参加した学生にとって困難な作業であった。 
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クトを進めるための諸活動が、学生の「個性」を発現させたのである。 

 一方で、設計の意図として掲げた「DIY」は、靴箱の作成では、採寸、切断、塗装，組

立のすべてをメンバーで進んだ。しかし、押入れのリノベーションは「基本的には何をし

てもいい」という条件をプロジェクト開始時に説明したものの、押入は塗装ではなく「そ

れっぽい壁紙」の貼付を選択した。さらにベランダは、人工芝と既成品のアウトドア用チ

ェアと台を購入して配置し、学生たち自身が制作したものはなかった。 

 

写真 5. 指示無しのもとで分担されていく作業（筆者撮影） 

 
3-2-3-3. 統合的に顕れる地域の「問題」 

 さらにプロジェクトは、「団地の高齢化」という地域の「問題」に取り組む学生に、そ

れが複層的なものであることを曝露させる。前述のとおり、このプロジェクトは、団地を

管理する都市政策課との連携から始まっているが、プロジェクトを進めると、地域活動を

所管する地域政策課の市職員が活動の見学に来た。そこで彼は、学生たちの取組みをみて、

「新型コロナウイルスのワクチン接種でオンライン予約ができない高齢者向けに何かや

りたいと思っていたのでぜひ一緒に何かをしたい」という話を持ち掛けた。そうして自治

会長が学生に提案した「スマホ教室」に急遽ワクチン接種の説明を加えることになった。 

 さらには、都市政策課経由で同市の教育企画課から「〔団地のある〕地区で検討を進め

ている小中一貫校の建設に際して、大学生の話の話が聞きたい」という依頼があり、活動

時間の間に職員たちが学生にヒアリングに来ることもあった。 

 
４．考察 

4-1. 教育の 3 つの機能の「織り合わせ」 

 以上、具体的な教育実践をみてきたように、〈統治されない技法〉の教育は「資格化」

から始まる。合意形成というフォーカスされた取組課題
ア ジ ェ ン ダ

を設定し、プロのファシリテータ

ーでもある小笠原が手持ちのメソッドを配置して、コンセプトに沿う具体的な知識や技術、
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Tips に分解して組み込んでゆく。そしてその具体的なメソッドのキュレーションは、学習

者が〈統治されない技法〉、すなわち自分たちで自分たちを治めるためのやり方を自身の

ものとしやすくする。 

 くわえて、地域創造演習Ⅳは、地域合意形成演習で習った合意形成の方法に基づき、よ

り自由度の高い建て付けのなかで実践する PBL としてカリキュラム上にある。履修者と

教員で構成された閉じたコミュニティではなく、団地の住民や市役所の関係者という、よ

り包括的な秩序のなかに位置づけられるという点で主体化に重心をおいた教育である。一

方、前章で記述したように、市役所との関わりは、ワクチン接種への対応や児童数現象に

伴う小中一貫校建設についてのヒアリングなど、さまざまな「ありうべき社会」を前提と

した関わりを要求される点で社会化の領域にも踏み込まざるをえなくなる。こうした「織

り合わせ」が結節するのが「拠点」であり、プロジェクトメンバーである学生たちはそれ

を通じて地域／社会の「問題」を再認識していく。その変容は、授業の 1 コマで団地に少

しの時間だけ滞在するだけでは顕現しないものでもある。 

 
4-2. 教師の役割とは 

 また本論で記述・検討した教育実践は、管理や標準化に抵抗する教育として教師の役割

に再考を促す。教育哲学者の J.ランシエールによって数十年前にすでに指摘されているこ

とであるが、その再考とは、教育学の神話、すなわち「学識豊かな者と無知な者、成熟し

た者と未熟な者、有能な者と無能な者、知的な者とばかな者に分かれた世界という寓話」

［ランシエール 1987=2019:10］を解体することである。これに関連して、人類学者の箕曲

らは、フィールド教育における教師の役割を、学習者と共に自己変容する「共学者（co-

learner）」であると表現する［箕曲・二文字・小西 2021:19］。 

これらの議論と重なり、〈統治されない技法〉の教育もまた自らのあり様を自己点検す

ることが求められる。それは、教師の側としては、学習者にできる限りの自己決定の裁量

を認めつつ、学習者がより自由であるために適切な介入を試みるという両面を同時に成立

させなければならない。その両立は、たとえば地域合意形成演習において小笠原が即興的

に「餃子じゃんけん」を始めたように、また、地域創造演習Ⅳで早川が学生たちのプロジ

ェクトに複数の部署の提案を受けつけたように、教師自身が自らのプログラムの内に組み

込みの余地をつくりだしながら教育を実践することによって達成される。 

他方、「共学者」として学生たちがあるためには、そこにある学びを自らが変えていけ

るという実感を得ることが重要となる。この点において、地域合意形成演習における 2 日

目の実践で、グループ発表を重ねるたびに協働的な関わりが可能となったような具体的な

手応えは有効であろう。〈統治されない技法〉の教育の実装に向けて、いかに教師が先述

の教育学の神話を解体し、学習者との関係を再縫合していくかが問われている。 
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５．おわりに 

 以上、本論は、管理や標準化に抗してじぶんたちを律しながら生活空間を改編していく

ための術である〈統治されない技法〉を、実際の教育現場で学習者が体得するための具体

的な方法について検討してきた。 

今後の課題は大きく 2 つ挙げられる。第 1 に、本稿で紹介した具体的実践例は 2 つにと

どまり、〈統治されない技法〉の教育の具体的ありようを示すには不十分であったため、

さらなる教育実践をプログラムに加えて提示することである。第 2 に、本稿では「管理さ

れたい」という欲望に抗するための教育実践については論じてきたが、問題設定で言及し

た「他者を罰してほしい」という欲望については論じきれなかった。この欲望は、「他者

をどう管理するか」という前者の欲望の裏返しでもある。今回、教師として筆者らは他罰

的な評価を自制して進めてきたが、それを学習者が自覚し、そこから他罰・管理とは別の

仕方で他者と関係をとりむすんでいくかを描写し検討することについては具体的にメソ

ッドを確立する必要がある。 

これらの課題については別稿に譲ることとし、今後も〈統治されない技法〉の教育の観

点から、人間と社会の関係性について問う教育の検討を続けてゆきたい。 

 

 
付記 

 本研究は、公益財団法人サントリー文化財団研究助成「学問の未来を拓く」の助成によ

る成果の一部である。また考察では、同助成の研究メンバーでかつ演習の見学者でもあっ

た荒木幸子氏から有益なコメントをいただいた。この場を借りて謹んでお礼申し上げます。 
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