
’

進」は，この内的矛屑の解消を目的としていた。研究者は,牧師のメッセージの中の

凡体的に述べられていない馴象に対して.あえてそれとなく質NIIや疑Ⅲ1を投げかけ．

教師たちがより典体的な実践の叙述を行なうようにうながした。以下のような耶例が

その典型である。

｢Ｎです。Ｆ先生とＫ先生の交流実睦は，うまく言えませんが．社会に開かれているよう

な実践で，僕も興味があり．いつも拝見しています。テレビ会眼をすすめていくうちに，

子どもたちは．Ａ町商店街とＢ市の商店街のことを考えていくうちに．同じ問題にぶちあ

たるということに気づき始めたのでしょうね。それを踏まえたうえで．１つお聞きしたい

のですが．よろしいでしょうか。

この実践をするようになって，教室の中で，子どもたちの様子に変化などはあったでし

ょうか。たとえば．今まで目立たなかった子どもが，みんなに肥められるようなことが起

こっただとか‘今まで，気づかなかったけれど．この子どもには，こんな一面もあったん

だなぁと思わせるようなできごとがあっただとか。ふつうの授業と．こうした交流学習の

授業と．子どもの様子を比較すると．こんなところが違うんだという場面はあったでしょ

うか」（1999/09/２３研究者ＮＴＥTでのメッセージ）

このような研究稀Ｎの疑問に対して，牧師Ｆは，以下のように替えている。

｢教室の子どもたちはがやがやうるさくなりました。いろいろな条件があるでしょうが。

特に女の子が文通をして．Ａ町の学校祭に行って直接話したいと盛りあがっています。テ

レビの前で賭せたことは緊張するけどすごく自侭になっており，自己紹介のときのように

評価してもらうともう．それは忘れることのできない瞬間ではないでしょうか。今日秋の

遠足の話をしていると「Ａ町の商店街へ行きたい」という意見が出てびっくりしました。

今まであまり気にとめなかった商店街という目ができつつあります」（1999/10/０８教師
ＦＴＥＴでのメッセージ）

教師Fは上記のメッセージで子どもの梯子をより具体的に描いた。メッセージが典

体的になれば．他の教師からのコメントもつきやすくなる。「○○先生のクラスでは，

子どもがそうふるまったけれど，うちのクラスではこんなことをした子どもがいた」

のように．向分の実MHとの比較や対照が祥勤になるからである。上紀のような具体的

な叙述に他の教師からのコメントがつき，さらにそれに対して他の教師のコメントが

連鎖する。プロジェクト当初は，１つのジャーナルにつきコメント数が，平均３コメ

ント前後であったのに対して，しだいにそのコメント数が瑚加するし，平均で６件の
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コメントがつくようになった。

この槻子を牧師Ｄは以ドのように柵っている。

｢で，（研究者からの）合いの手がはいって．もっとこのできごとは具体的にどういう意味

なんですか．とか子どもがどうでしたって聞かれると，もっと今までよりこまかくば一つ

と（自分の実践を）見ていかざるを得なくなりますね。で．ジャーナルを閏くと，今度は

他の先生からコメントをもらうことが多くなって．だんだんおもしろくなりましたね」

(1999/１２/１２教師Ｄインタビュー）

教師Ｄは，自分の実践に対して他の教師からのコメントが連鎖すると．「だんだん

とおもしろくなる」と述べている。このような介入によって，教師たちは自らの授業

の典体的な叙述を行なうようになり，コメントが迎釧するようになった。発耐将の固

定化がしだいに弛級し．最大80％までにいたった止位発ｉｉ者の発言Ili有串も，３０％に

まで低下した。それまで発喬していなかった多くの牧師たちが発言を行なうようにな

った。１１１あたりの発言数は．多いロで10通をこえ．平均で４通の安定的な交流が行

なわれるようになった。

当初，敬IIlljたちが抱えていたルールに対する内的矛刑の解iI1jに伴い，さまざまな牧

師たちのﾒｲがj噸しはじめる。

2）事例提供

研究者はリフレクションボードの使用方法についての教師の理解を促進するため．

一部の教師が作成しているボードの槻子をﾘ例としてメンバー全貝に提供するという

介入を行なった。具体的には，ある牧師のつくったボードとその解挽を全貝に行なっ

た。介入は２座行なわれ，散初は蒋類の郵送で，２庇ｕは筆荷のプレゼンテーション

で行なわれた。

向分たちがいつもメッセージを交換しあっている仲11Mの牧師の邪例を通して．教師

たちは，ボードの使用意淀と仙川方法について理解することが可能になったと忠われ

る。たとえば．教師Ｋと教師Ａは以下のように船っている。

｢最初は，リンクをはるときって，どういう風に何にリンクをはるっていうのかなって思

いました。やり方とか操作はわかるんだけど．どういう風につないで．どういう風にアイ

コンにするのか具体的なところがね（わからなかった)。Ｎくんが‘先生の使用例とか示

してくれたこともあって，それがきっかけになって使ってみて，何となくわかってきまし

たね」（1999/12/１２教師Ｋインタビュー）
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｢(メッセージを）抜くっていうのがわからなかったですね。（中略）自分の約束車をつく

るのができなかったんです。メッセージの一部を抜けばいいのか‘それとも全部を抜くの

か。でも‘例をみせてくれたつてことと．あと．それで使ってみて‘わかってきましたけ

どね」（1999/12/１１教師Ａインタビュー）

教師Ｋと教師Ａの言葉にみられるように，嚇例の提供はボードの使用意義と使用の

方法を牧師たちに提供した。この後、１７人の教師のうち11人はIｌ々のメッセージのや

I)とりに加えてボードを仙川してのメッセージのIMl係づけを行なうようになった。プ

ロジェクト終了時，それらの放師のボード上には，アイコンが平均23個，リンクが平

均18.7個作成されていた。

これらボードを利用した教師からは，ボードの利点について，以下のような首葉も

聞かれた。

｢初めは．なぜボードがあるのかと思いました。（中略）しかし．使っていくうちに，よさ

に気づき，メッセージよりデータ価値があると感じました」（1999/12/１０教師Ｌイン

タビュー）

｢(ボードを利用すると‘）まったくネタが違うのに何となく以前に（かわしたメッセージ

の中で）言ったことや．以後に言ったこととがみごとにつ芯がっている（ことがわかる）

ので不思認な気持ちでした」（1999/11/２６教師Ｍインタビュー）

｢こないだのボードの例でようやくわかったよ。ああいう風に使えば．そりゃ．わかりや

すいよな。なんか．話がごちゃごちゃになってるからな，鼠近」（1999/11／１４教師Ｏ

インタビュー）

敬IMjLは，当初ボードの仙川愈義についてはわからなかった．としながらも，デー

タ価仙は，メッセージよりもボードの方が高いとしている。牧師Ｍはより具体的に．

ボードの利点について高及している。教師Ｍによると，ボードの利点とは，それを用

いると以前のメッセージと，その後のメッセージの間につながりがあることを発見で

きる，ということである。また牧師Ｏは，妓近メッセージが「ごちゃごちゃ」になっ

ていることに罰及し，ボードを川いればそれが「わかりやすく」なると述べている。

以上の牧師たちのif紫から，ボードの利点，すなわちボードが話題の不可視という

1111皿を解消しつつあることがみてとれる。
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(5)教師の学習共同体としての活動システム

「主体一適具」「主体一ルール」への介入の結果．ＩＸＩ８－５に示すように，活動シス

テム内の内的矛府はしだいに解il，』されていった。具体的には，ごく一部の牧師が発歯

をしていた状態から．多くの牧師がTETを用いての机噸作用に参加しはじめるよう

になった。よって，１日あたりの発言数も安定的に推移するようになった。教師たち

は，ボードの使用意義や使用方法をよく理解し、１７人中１１人はそれを使用しながら，

相Ⅲ作用を行なうようになった。

介入｝

■救師

研究

介入２

■研究会に閣迎する

すべての個細の投隅

図８－５

■TeachB｢EpisodeTank

垂諺

②錘

■交流学葡研究会■ギブ．アンド・テイク
に墨づく対等必関係

落回カシステムヘの研究者の介入

本活動システムはしだいに教師たちの相互の実践を鮒りあい．批評しあう教師の学

判共同体へと転換しつつあった。教師たちは，この共同体において，お瓦いの実跳を

紹介しあったり．お互いにアドバイスを提供しはじめた。

お互いの実践を紹介しあうことに関して，教師Fは以下のように書いている。

｢でも‘これ（TET）使ってみて．やる前はイメージがわかんなかったけれど．やってみ

ると，たぶん、僕はＩ先生にすごくからんでいて，ああ．いいなあっていう部分がみえて

きて，Ｉ先生の考え方とか実践について．共感できて‘この線をむすびながら．ごちゃご

ちゃやっていると，なにげなく、また線を引いてみると．やっぱりこうふえていくんです

よね。なにげなくみてみると，またＩ先生かって。やっぱり自分の中で．ふり返ってみる

と．価値観ていうか．考えが似ている先生の中で‘自分の中で無意職に整理していること

がわかりました。やってるときは．なにげなくただやってるんだけど，それがより顕在化

したっていうのは．すごく感じましたね。（中略）実践としては，どういう実践をオモシ

ロイと考えているかっていう自分の考え方を発見したし．それは僕の今後に関して．いい

きっかけだと思いますし．そのあとでメッセージを笛くときにも．なんか違った目でみれ
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「

るようになった気がします」（1999/12/１２教師Ｆインタビュー）

牧師Ｆと牧師ＩはＴＥＴ上で積極的に自らの実股を紹介しあっていた。牧師Ｆは教

師Ｉとの相互作用の中で，自分が教師Ｉの価値観や考え方に強く影卿を受けているこ

とや，実践者としての向らの価値観などを見いだした。

教師たちは柑瓦にアドバイスを行ないはじめた。

たとえば，牧師Pは「総合的な学刊の時１１１１」の学刊材として槻繁に川いられる「ケ

ナフ」とよばれる熱帯性の植物に関して．他の牧師たちに柑綾を行なっている。

｢総合的な学習の時間の授業として．ケナフのパルプ化をみなさん，活発に行なっている

ようです。ここＧ小学校もそろそろ考えなければならないのですが．（中路）ここTETでも

パルプを作った方にご指導．アドバイスなどいただければとてもうれしく思います。Ｈ小

学校ではホームページにのせていただけるとのこと，うれしく思っています。その裏話や

苦労なども聞かせていただけるともっとうれしいです」（1999/11/０６教師ＰＴＥＴのメ

ッセージ）

このメッセージに対して，教師Ｑなどから合計３通のメッセージがよせられてい

た。教師Ｑは，自己の経験を中心にしながら，ケナフをパルプ化する下順や実践とし

てまとめる際のヒントやノウハウなどについて教師Ｐにメッセージを送っている。

先躍教師のアドバイスを中心とした，先鞭教師と若手教師の柵Ii:作用も起こった。

たとえば，教師Ｄは以下のような記述を行なっている。

｢(最近の自分の授業は）とにかく子どもたちの落ち麓きがなくなりました。そして．頭

件，事故（けが）がありました。教師への反抗的な態度もふえました。短時間に同じこと

を強制したことによって子どもが息苦しさを感じたのです。忙しいと，理性を失うのは大

人も同じです。まるで、肉ばかりの食頭を与えた結果．胃腸の卿子を壊しだようなもので

す。結局は．自分の見通しの甘さで‘子どもだけではなく、大人にもみんな迷惑をかけた

ようです。ここでも自分はひとりよがりになっていたと思いました。（中略）Ｆ先生の話を

聞いてやっぱり私は．自己中心的な考え方でものことを行なっていると感じました。他人

を意識して．心も配っているのですが，結局、自分が満足したいだけなのでしょうね。だ

から．授業でも．子どもとの関係でもトラブルが起きてしまい，自分や他人がいやな思い

をするのだと思います。（中略）Ｆ先生に早く追いつきたいです」（教師Dのボードより抜

粋）
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上記の記述において教師Ｄは，先箪教師Ｆとの意見交換の中で．狼近の自らの実股

を艇併し，「121分のひとりよがI)」であったとしている。この際，牧師Ｆと教師Ｄは

｢どのような授業をつくることが1.1分の夢か？ｊという鏑題について愈兄交換を行な

っていた。「どのような授業をつくることが自分の雛か？」というIIIlいに対して，牧

師Ｄは「自分が納得する授業」と杵え，教師Ｆは「自分が納得するというより，子ど

もが生きる学判であるべきではないか」と諭す嶋面が観察された。

机lfの父殿納介やアドバイス，かつて失われた教師たちの州jj:作川が時lⅢ的．距離

的制約を超え，コンピュータネットワーク１%に恢復されはじめた。ＴＥＴは教師の対

論空間として機能しはじめた。

⑤まとめと考察

本研究において誰什は，教師たちの対論活動をコンピュータネットワーク上に恢似

すること，すなわち教師たちの学判共同体を再枇築することを試みた。本章では，椛

将の開発したＴＥＴの導入と研究荷の介入のプロセス，すなわち，教師の学習共IIjl体

の成立の軌跡をエンケストロームの柵助システムを川いながら，簡潔に描いた。

システム導入前の・次的な矛AUi．そしてそれを解Wjするためのシステムの開発と騨

入．そして二次的な矛盾の発生。

本章が採用したエンケストロームの活動システムは．そのプロセスごとの場の輪邪

を浮かび上がらせた。このような』ﾙの可視化に加えて，活動システムは場の変M〔にも

寄与した。発生した内的矛Ｉｌｆに対する研究汁からの介入の結果，戦IlIjの対柵をコンピ

ュータネットワーク上に萌芽させることには成功した。教師の学習共I‘１体がしだいに

形づくられはじめた。

しかし，課題も磯されたことを杵I21せねばなるまい。

叫皿とは，教111jの学習共ＩＤ１体を「維持（sustain)」し続けることについてである。

本蹴で細介した飛行の試みにおいては，ＴＥＴのサーバシステムを６かnM1棟鋤さ

せた。しかし，峨後のｌか月は，教師間の相亙作NiがF1発的には起こらなかった。学

Ｍ末に近づき教務が忙しくなったことなど，原囚は多々考えられる。しかし．その原

囚の1つとして，教師たちのI川に「実践を語ること」に対する対抗文化が存在するこ

とが桁摘できる。

｢先生っていうのは，あんまり自分の実践を人に語りたがらないんですよ。それやって．

何の役に立つって思っちゃうんです。語れば何かいいことあるのでしょうか」
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(1999/06/１９教師Ｃインタビュー）

牧師Ｃの同業からは，「英股を柵ること」が「役に立つこと」とは腿搬されていな

いこと，それに対する忌避傾向が教師たちに共有されていることがわかる。

｢教師どうしで話しあうことも．お互い刺激には怠りますが．すぐに役に立たないし。お

互い忙しいですからね．そんな暇がないってのが正直（なところ）です。（中略）こうい

う教材がありますよ．これ便ったら，子どもがこんな風になりますよ‘とか．こうすれば

こうなる．とか……そういうの．われわれ教師は好むんじゃないですか」（1999/12/１１教

師Ａインタビュー）

上腿の故IMjAの商業によれば，「牧師どうしで蹄しあうこと」は「すぐに役に立た

ないこと」であり，それよりはむしろ「こうすればこうなる」のような処方菱的な教

材やノウハウのほうが教師に「好まれる」傾向があることがわかる。

また，教師Fは．他の教師にコメントすることについて．以下のように激白する。

｢自分を守ろうとする先生っているんですよ。（研究授業が終わって）鯛岬でパチパチ拍手

みたいなのは違うって思う。僕には，切って切られたいっていう欲望がありますね。な

んか（教師たちが）おべんちゃら言ってるのを聞くと．ゲンナリしてくるんです。そうい

うナァナァの雰囲気の教師は．たいした授業をしていないって思います。でも．僕もそう

だけど，殿近はダメですね。他の先生は（コメントされると）似つく先生もいるかもしれ

ないから。だから，（コメントするのは）ちょっとマズイかなぁという感じがありますね」

(1999/12/１２教師Ｆインタビュー）

教師Ｆがここで語っているのは，他の教師や彼の実践に対してコメントすることへ

の批仇感である。他の教師にコメントすることは「最近」は．タブーになっており，

｢ナァナァの弊ljI1気」や「その糊が楽しい」ことをよしとする風潮が牧師文化に浸透

しつつあることを折摘している。

近年，教師たちは非常に多忙を極めており．成員相瓦の交流が失われてきていると

いわれている（油布．1999)。それゆえに．彼らの文化の１１，には．①拠餓を謡ること

を感避する傾向、②処方茎的な軟材やノウハウを菰視する傾Iill．③他の牧師に物荷う

ことを忌避する傾向，が存在しているのではないだろうか。

教師の学刊共同体が維持され続けるためには，長い時間をかけた牧師文化の避遁と

叫櫛築が必要になるのであろう。そして，実践の諾りあいが文化として定蒜する必要
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がある。

今後の課題は，「一時的に教師たちに実跳を掘ってもらうこと」ではない。牧師た

ちの排統可能な学習共liil体（sus嘘inablelearningcommunity）や教師文化のＷ柵築

をどのようにサポートするか，そのサポートに研究者がどのように介入，関与する

か．が今後の研究課題として残されている。

｢わたしら.もう昔にはもどれんけど」

あえて背にもどる必要はない。

われわれの目の前にあるテクノロジー，われわれの手のliiiくテクノロジーを禰〃lし

て，かつての「ストーブ」に欺微される教師の共同体を，さらには実股を柵りつぐ教

師文化を恢復することが．今．求められている。
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Sciences､379.259-278．

Mehan,Ｈ､１９７９とα剛jPlgZ狸SSU砥.Cambridge･ＭＡ:IIarvardUniversityPress・
森本郁代］９９９１]本in学習者の敬謂賜而におけるインターアクションー教師の誘発と学閥

将の晦符をDIj心に－人阪大学大学院河踊文化研究科提出維士論文

Na1tin摩r，Ｊ,Ｒ＆Ｉ〕cCarrico.』.Ｓ･ｌ９８９ＬｆｘｉｍＩ州ｍｓ鱈α"。“JIgwagF71m鋤血qg・Oxfbrd：
OxibrdUnivcrsityPrcss・

Ｎｃｗｍａｎ.，.，Grimn､Ｐ..＆ColC.Ｍ・’989”ｅα"鈍蹴c蜘旅勘"e:晩成j咽んｒＣｎｇ城伽ｇ
ａａ"gEj〃Ｓｔ伽｡!､NewYork:CambridgeUniversityPreSs・

日本舗牧育学会（紺）ｌ９８２ロ本納教育事典大勝航書店

西I｣光一１９９８ピI己表現013心の入門Ｈ本語牧ｆｒ多文化社会と研学'k交流鋪２号大阪
大学冊学峨センター

Ｗｉ口光一１９９９状況的学判給と新しいＨ本iIi牧育の実脱１１本研教育鮒1(X)号ロ本iMi
敬育学会

Ｏ､藤.Ｗ､J・l9820mJjryα““"ｍｙ,７１be711Cjb"OjqriZ畑g”肋E1MO皿Methuen･桜井直文・
林正寛・糟谷啓介（訳）１９９１声の文化と文字の文化臆原書店

S“rcclla,Ｒ､Ｃ､＆Oxfbrd,Ｒ､Ｌ､１９９２ｍｅ和'"j〃〃“噸wqgWL”、伽gv肋⑲肋｡"〃”Ｉ伽
仙ｅＣｂ"8腕””伽ｅａｑｓ芯”⑪胴.Boston・Ｍａ語．：I1einIcandIIcinIc・牧野間bIi（択・監
惟）廿爪水・ほか（訳）輔２薗舗習押の叩砦と笈股一タペストリー・アプローチ
松柏社

Smrd.Ａ､１９９８０ntwometaphorsfbrleamin関ａｎｄｔｈｅｄ&mRerofchoosinRjustone．
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Ｅ””伽”ＩＲＥｓ”城“２７(2).4-13．

Swain．Ｍ・l985Communi“tivecompelen“；Ｓ〔〕ｍ⑥mlesofcomprcllUn制bIcinI〕utnnd

comprchcnsible【Dutpulinilsdcvcl()pmcnt,ＩｎＳ・ＭＧａｓｓ＆Ｃ､Ｇ・Maddcn（Eds.)，

伽P娩伽Ｓ泡“"d“昭脚昭ｅＡ”"商伽”､Ｒｏｗｌｃｙ,ＭＡ:NewburyHou瓢』．

VyIgotsky.Ｌ､Ｓ､１９訓肋w"J〃ｅ”ｅＨｐｅｚｆＬ;jMbRsjMe"jej極A，柴田義松（択）２００１思

考と言語新説評社

VyRotsky.Ｌ､Ｓ､ｌ９８１ＴｈｃＲｍ“ｉｓｏｆｈｉ理hermentnlfUnctions､１，Ｊ.Ｖ,Werlsch（Ed).７１be

”"”!〃α｢伽吻j〃SfM'jEf”歴ﾊ⑪jnpLArmonk,ＮＹ:Ｍ,Ｅ・Sharpe・Ｐｌ〕.Ｍ4-188．柴、

綻松（択）１９７０梢神発遮の蝿沿明泊図耕

Youn閏.Ｒ・l999SociUlinRui帥ｉｃ叩proachesloSLA.Ａ”"ｑＩﾉWep陀抑ｑＭ妙雌dLj咽測蹴姉,19.

105-132.

第６軍

Bakhtin.Ｍ、Ｍ、１９８１７脈。ｍﾉ噸施伽agj”"0":脚lUrEssq輝ｂｙＭＭ､ＢｑＡｊＷ"、Ｅｄ.Ｍ・

IIolquisl;Tran＆Ｃ・Ｅｍｃ陣)、＆Ｍ､HoIquist,AusIiI1:UniversityofTcx錨Ｐｒ“s・（#１

束一郎（訳）１９７９小蝋のiFiP葉ミハイル・パフチン務作集５新時代社

Bakhtin.Ｍ､Ｍ・ｌ９７９Ｅｓ花雌ａｓ！”“、gひ伽0死力es1”（”ｅａｅｓ鋤"締”舵巾ｑＩｃ”α"”)．

Moscow:IskUsstvo、新弁敬三郎・伊〕Ｋ・郎・佐々木寛（訳）ｌ９８８ことば対話

テキストミハイル・バフチン粁作集８新時代社

Bakhtin.Ｍ､Ｍ・'930柚”(･"“ｆＪＩ血Ｍｏ“の"〃“皿K制：ｏｃ〃ｏ”脚ｃ〃I》、‘〃ｃＭＭ

Ｇｏ皿ｏ〃ｏＩｗｕＩｃｃＫＤｒｏＭｅＴｏ”、〃鋤'Ｊｆｃｏ〃“JKC;雌例hsjz鯛WOs娘ｍ

ｊａｚｙＡｆ“"”jﾘ””b肱"Iysりぉ刺｡gidb“jbqgO加210”〃”lwjbeOjazyAe,桑野隊（沢）
ｌ９９４マルクス搬耗と笥語哲学一言語学における社会学的方法の基本的IⅢ胆（改訳

版）未来社

Klcinmal1.Ａ､１９８８ｍｇ伽"“"α"切伽csgs”河噸,A”ﾉi咽”d肋e加耐“2”"伽如"、洲:｢I政

幸・五木Ⅱｌ紳・」獅衆志（lﾘ(）１９９６綱いのiI＃り一慢性の荊いをめく・る臨床人類

学一岐佃替脚

松Ⅲ孝志２０００ジグソー法によるグループ学判火股近蝋邦夫・岡村述也・保坂亨

（縞）子どもの成良牧師の成f芸学校臨床の腿側一東京大学出版会Ｐｐ,67-7＆

滴井直樹１９９０他稀性と文化思想の科学No.1251990年２月号Ｐｐ､4-8．

上峨由美１９９７学びを開く「声」との出会い－ある脳卒中患廿のリハビリ過裡の参与剛

咲を通して一平成８年度東京大学大学院放行学研究科修士鐙文

VyIZotsky.Ｌ､Ｓ・'934ＭＭﾙｿｃ〃〃ｅＪｆＰＣ“;ﾉMb芯ﾙﾉ”jei”鋤．柴111錠松（眠）１９６２忠
孝と言語（上・下）１１M桁図許出版

Vyjgotsky.Ｌ､Ｓ，大J1:浦11』．甘'Ⅱ洋一→郎（監訳）１９８２ｆどもの欠陥性の心珊学と教育
学についてヴイゴツキー障押児発達論災ぶどう社

Wcrlsch．』．Ｖ，１９９１Ｗj“s”肋ｅ”鮒吐Ａ”c如鋤ﾉ畑ｍＩｎ”ｍａｃＡｍ鯛gdia舵。“"”．

Ｃ&lmbrid恥.Ｍ継哉Ililrv81rdUnivcrsilyIjr“５．川胤佃元・佐膝公治・茂呂雄二：・上村
催世子（訳）１９９５心の)w一媒介された行為への社会文化的アプローチー柵村川

版

WCrISCh.』.Ｖ、１９９０イi肌広州（沢）１９９１合理性の山一輔神に対する社会文化的アブロ

218リI川文献



一チー現代思想.1９(6).114-129.

鰯７軍

麻生武１９９１身ぶりからlｲ葉へ新珊祉

麻生政２００２乳幼児の心蝿一コミュニケーションと自筏の発達一サイエンス祉

Cazden.Ｃl997PerfbrmancebeIOrcompetence：Assistancetochilddiscourseinthｅ

ｚｏｎｅ〔)fproximnldどvclopment､１，Ｍ.Cole,Ｙ・Engestrijm,＆QVasquez．（Ed§.）

Ｍｊ”,CIU伽",α"ｄ“抑myfS”jmJp叩E庵加抑fAe趣加、!”〃α腕”、伽eHw噸”

Chg加鮒”､CambridReUIDivcrsilyPrcss.Pl〕､303-310.

Cole.Ｍ､ｌ９９６Ｑｗ伽、ﾉｸ魂ﾙ＠Iq田NFA⑧"“α"d励畑”djScjP伽＆Cambridge:TheBclknap

PressofHarvardUnivcrsityPress・天野滴（沢）２００２文化心理学:発達・狸

知・活動への文化-歴史的アプローチ新酬社

E､9,11.1954耐”sy鋤⑥Ingy〃c”‘沌碓伽“》癖f加加f舵β海ＩＳＩ”ｈｅ１０肋ｅ”伽“

。、鮒向辱London:RoutledRc＆KCHanPaulL'1.,．外111卯三郎（iﾘ<）１９５８児耐画の

心即暁牧fr側番株式公社

Ｅ1噸“1riim．Ｙ、１９８７１‘e”"j"ｇα"ｄＥｘｐ”｡i"g:Ａ卯α副jUi〃ｆｈ””"”ノα””αｃｊＷＯ

虚蛇I叩加e"的Ｉ種”姥A､Hclsinki:Oriema-KonsuI1itOy.ｐ,368．山住勝広・松下催

代・両介草禎二・保坂補ｆ・庄井良信・手取義宏・高僑壁（訳）１９９９拡張による

学制斬珊社

Engcstrljm,Ｙ・l993DcvcloPment81I釧udicsonworkasatcstbcncI1ofacIiviIytheory・Ｉｎ

Ｓ・ChaiklinandJ・Ｌｉｗｃ‘（Eds.)．Ｕ加企応紘鮒成晒力、α睡庇”“伽ESC〃“抑jIyα"。

“"jexf・NewYork:MCGraw--Hill・

Go1fman.Ｅ､１９５９”e〆穆sEfI〃伽〃"蝿〃〃et卿〕Mjh3yﾉ舵.DoubIeday＆Companylnc,石黙

識（沢）１９７４行為と演技一日常生活における自己呈示一誠信書〃

草派攻ｌ”３アイデンティティ繰岡滴芙・地原勉・本間康平（細）新社会学事典有

拠lIllp‘３．

榊肌陛昭１９９８心理学を拠脱から遠ざけるもの－個体能力主錠の興隆と破綻一佐伯

牌・宮崎消孝・佐麟学・洞照広昭（細軒）心理学と教育実lMlの1111で東戚大学111

版会

柄谷行人・木村散１９８５対話：他者に教えることまたはく首;ルケームの共有〉現代

思想．1３（１２).189-206．

Lawc,』.Ｖ､＆WeI収cr,Ｅ・】”ＩＳｉ伽α花ｄＬｅｑｍｉ"g:Ｌ噸"”“e此riP舵、Ｉ”戒cjPa"”・

Cambrid畔UnivcrsityI,r“s､佐伯牌（iりく）１９９３状況にjIl1め込まれた学制－１１i統

的周辺参加一産業l剛糾

RoSsi-Landi.Ｆ､１９８３“Dlg冴呼“”戒α"dimdF:Asg湘加雄ル⑥”ｈｐﾉbr伽lgUffs姥α"。

ｅ”加嗣鱈.釦uthHadl⑪y・ＭＡ:Bergin＆Gnrvcy，

Luquet.Ｇ､Ｈ，１９７７雌ＤＥＳＳ伽Ｅ砿”唯”鉦"f曲ｅｉｍ胴加酬姓Ｐ”ノロ岬脚“、"”ｊｊＩｙ．

’〕Ｃｌ派haUx＆Ｎｉじsll4S,ハ.，NeuChacl（Swil細rland）－１，aris・加賀価炎（監択）吉1冊

博子・毛塚忠美子・パＩ･嵐惟ｆ（沢）ｌ９７９ｆ供の絵一児ｉｔ両研究の源流一金子

杵〃

松本健義１９９４幼児の造形行為における他哲との相互行為の役荊に間する事例研究
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（１）美術科教育学会誌美術教育学，15.265-280．

松本健義ｌ９９５なぜ幼児は描き，通るのか財団法人災行文化協会（珊）災育文化．
４５(6).38-43．

松本健凝１９９６幼児の逸形行為における他行との相互行為の役制に関する小例研究（２）

一「鮒」の描画表現撤式形成における知覚的同一性と州亜行為文脈への依秤性一美
術科教育学会謎美術救育学.17.231-246．

松本健義１９９８幼児の造形表現と会納における物語の展側に間する邪例研究平成８～

９年度科学研究費伽助金（恭盤研究（Ｃ)）研究成果細杵蒋研究代表好松本健雑（裸
Iu1勝号:08680302）

松本他従ｌ９９９子どもの相而行為の意味と敦行実般学芸術牧育実験学会糊婆術教育

爽股学第２号Ｐｐ､44-51．

松本健義2004ａつくり炎わす行為，つくり表わされるもの，つくり表わす行為肴の相

互的生成大学英術牧育学会誌.36.417-424．

松本雌蕊2004ｂつくり表わすことの再び鯖薩際・麻′ｋ武（網）「保行ライブラ

リ」敬ff心理学北大賂併〃Pp90-lOl・

松本健災・服部掌江１９９９砂嶋における幼児の造形行為のエスノメソドロジー上越教

行大学研究紀要.１８(2),517-536も

松本他義・三浦真里２０００幼児の遊びにおける日常生活空川の変容について子ども社

会研究.6,56F69.

Ｍchan,11.1979必α、j'堰Z妃3s”s・HarvardUniversityPr“§・

Mcrl“u-Ponty.Ｍ､１９４５脚qgF企ｍｐｈ""”jb彪ｊ'0剛Ｇ１/'却痢.Pnris:Gallimard，沌柵郁

雄・木ＩＨ元（択）１９６６眼と輔神みすず番励

翼iIIi典1112002幼児のつくり表す行為と遊びの道具の生成過程大学美術学会雌．34,

423-430．

茂品雄二ｌ９８８なぜ人は杵<のか東点大学出版会

II8IIMf昭１９９６牧frの現欺学川聞杵店

四阪仰１９９７相亙行卿分析という視点金ｆ寄房

西野範夫ｌ９９９子どもの戯味生成表現という学び迎戟輔35Iul：子どもたちがつくる学

校と孜育美育文化協会（編）美育文化．４９(7)，46-53．

野1Ｊ祐室２００２物語としてのケアーナラテイブ・アプローチのilt界へ－医学評院

Suchman．Ｌ、Ａ・ｌ９８７ＰＷ”ｓ”ｄＳｊｆ”舵ｄＡｃ"0"s：７MＩＥＰ”bIE腕ｑノハ8W胴α〃加虹ﾊj卯ｅ

”蜘鯛””伽"､CambridgeUnivCrSityl，resS、佐伯牌（監択）上野１６〔樹・水川喜

文・鈴木栄兼（眠）１９９９プランと状況的行勤一人IⅢ-槌械コミニニケーションの可

能性一廠業図許

H1脇個元１９９６ヴイゴツキー浜田寿英〃（猫）別冊発途，20.74-94.

ｍ為愉元２００３共同行為としての学問・発遠一社会文化的アプローチの視座一金子香

脇

上野ih樹１９９６協IOjl的な活動を組織化するリソース腿知科挙．３(2).5-24．

上野Ifl〔樹１９９９仕巾の011での学制一状況碕的アプローチー東ji(大学出版会

Vyg()tsky.Ｌ､Ｓ・l981ThegenesisofhixhermentalIUncti⑪I鳩.１，Ｊ.Ｖ,Wertsch（Ed).耐ｅ

“加妙f”αぶり吻加釦"極錘”hoﾉｑｐ,Armonk･ＮＹ:Ｍ､Ｅ・SharpePp・’44-188．柴、
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