
学生学生学生学生のののの主体的主体的主体的主体的・・・・能動的能動的能動的能動的なななな学学学学びをびをびをびを引引引引きききき出出出出すすすす学生学生学生学生のののの主体的主体的主体的主体的・・・・能動的能動的能動的能動的なななな学学学学びをびをびをびを引引引引きききき出出出出すすすす

教授法教授法教授法教授法教授法教授法教授法教授法““サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングサービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニング””

～～～～～～～～教室教室教室教室のののの知知知知とととと社会実践社会実践社会実践社会実践ををををリンクリンクリンクリンクさせるさせるさせるさせる教室教室教室教室のののの知知知知とととと社会実践社会実践社会実践社会実践ををををリンクリンクリンクリンクさせるさせるさせるさせる

ICUICUのののの取取取取りりりり組組組組みみみみのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～～～～～

サイエンティフィック・システム研究会サイエンティフィック・システム研究会

20102010年年1010月月2020日日

国際基督教大学国際基督教大学 西西西西西西西西 尾尾尾尾尾尾尾尾 隆隆隆隆隆隆隆隆

簡単な自己紹介簡単な自己紹介

�� 19551955（昭（昭3030）年広島県生れ、廿日市小、修道中・高を経て）年広島県生れ、廿日市小、修道中・高を経て

�� 国際基督教大学（国際基督教大学（ICUICU）教養学部社会科学科卒）教養学部社会科学科卒

�� ICUICU大学院行政学研究科博士課程修了（学術博士）大学院行政学研究科博士課程修了（学術博士）

�� ICUICU教養学部社会科学科専任講師、助教授、準教授を経て、教養学部社会科学科専任講師、助教授、準教授を経て、

19981998年より教授。年より教授。0505--0606年サービス・ラーニング・センター長年サービス・ラーニング・センター長

20092009～～ ICUICU教養学部長教養学部長

�� 19891989--9191年年 米国プリンストン大学客員研究員米国プリンストン大学客員研究員

�� 20002000--0101年年 英国ロンドン大学（英国ロンドン大学（LSELSE）客員研究員）客員研究員

�� 自治大学校客員研究官、参議院調査室客員研究員自治大学校客員研究官、参議院調査室客員研究員

�� 専攻専攻専攻専攻：：：：行政学行政学行政学行政学・・・・地方自治論地方自治論地方自治論地方自治論専攻専攻専攻専攻：：：：行政学行政学行政学行政学・・・・地方自治論地方自治論地方自治論地方自治論

�� 近著（編著）近著（編著）『『分権・共生時代の森林ガバナンス分権・共生時代の森林ガバナンス』』20082008

�� 最近の研究テーマ：公務員制度改革、官僚制の国際比較、最近の研究テーマ：公務員制度改革、官僚制の国際比較、
刑務所管理、自治体計画、地産地消林業の可能性刑務所管理、自治体計画、地産地消林業の可能性 などなど



ICUICUのののの教育理念教育理念教育理念教育理念のののの教育理念教育理念教育理念教育理念

についてについてについてについてについてについてについてについて

�� 建学以来の理念：「神と人に奉仕する人材」の育成建学以来の理念：「神と人に奉仕する人材」の育成

�� 戦後日本再建という課題：教育改革、官僚制の民主戦後日本再建という課題：教育改革、官僚制の民主

化、社会奉仕の実践化、社会奉仕の実践 （（19491949年の年の33大学院構想）大学院構想）

�� 少人数教育の伝統少人数教育の伝統 （キャンパス人口約（キャンパス人口約30003000人、人、

教員－学生比教員－学生比 11：：2020前後）前後）

�� 近年のモットー：「行動するリベラルアーツ」近年のモットー：「行動するリベラルアーツ」

““Doing Liberal ArtsDoing Liberal Arts””

�� 「責任ある地球市民を育むリベラルアーツ」「責任ある地球市民を育むリベラルアーツ」

（文科省特色（文科省特色GPGP））

アウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトライン

�� はじめにはじめに 20062006年、フィリピンでのモデルプログラム年、フィリピンでのモデルプログラム

�� 教育と実践のあいだ教育と実践のあいだ

�� サービス・ラーニングの構造と「臨床の知」サービス・ラーニングの構造と「臨床の知」

�� モデル・プログラムと定着の条件モデル・プログラムと定着の条件

�� おわりにおわりに



はじめにはじめにはじめにはじめに：：：：はじめにはじめにはじめにはじめに：：：：

サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニング（（（（サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニング（（（（SS--LL））））とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？））））とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？

�� ““教室で学んだ知教室で学んだ知””とと““社会実践社会実践””をリンクさせる新しをリンクさせる新し
い大学教育プログラムい大学教育プログラム

�� ボランティア、ボランティア、CSCSなどとの違いなどとの違い （教育に主眼）（教育に主眼）

・入門の講義、準備とふり返り（・入門の講義、準備とふり返り（reflectionreflection）のコース、）のコース、

・評価に基づく教育研究へのフィードバック・評価に基づく教育研究へのフィードバック

�� 「地域社会と世界を教室に！」「地域社会と世界を教室に！」

キャンパスのキヨスクも学習の場（経営学のキャンパスのキヨスクも学習の場（経営学のSS--LL）） シリマン大学でシリマン大学で



ICUキャンパスでの緑のボランティア・里山再生

（学生・教職員・市民・市職員との協働事業）

サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？ （（（（続続続続きききき））））（（（（続続続続きききき））））

�� 19801980年代以降アメリカで定着年代以降アメリカで定着

契機となった契機となった Campus CompactCampus Compact （（19851985））

（サービス、社会貢献を重視する大学連盟）（サービス、社会貢献を重視する大学連盟）

�� 19901990年以降、欧州・アジアにも波及年以降、欧州・アジアにも波及

�� 日本でも日本でも9090年代後半に導入の動き年代後半に導入の動き

ICUICUではでは19991999年から公式のカリキュラムに年から公式のカリキュラムに

「海外体験学習」などの名称で拡大「海外体験学習」などの名称で拡大



サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？ （（（（続続続続きききき））））（（（（続続続続きききき））））

具体的に（具体的に（ICUICUの説明では）の説明では）

�� 学生が自発的な意志に基づき、学生が自発的な意志に基づき、

夏休みなどを利用して約夏休みなどを利用して約3030日間のサービス活動を日間のサービス活動を
無償で行い、無償で行い、

教室で学んだ知識を社会実践に活用し、教室で学んだ知識を社会実践に活用し、

かつ現場での体験をふり返りつつ、かつ現場での体験をふり返りつつ、

生きた知識を再構成すること（リポート作成）生きた知識を再構成すること（リポート作成）

＊大別して、国際＊大別して、国際SS--LLとコミュニティとコミュニティSS--LL（実習）と座学（実習）と座学

教育教育教育教育とととと実践実践実践実践のあいだのあいだのあいだのあいだ教育教育教育教育とととと実践実践実践実践のあいだのあいだのあいだのあいだ

�� 「経験学習（教育）」「経験学習（教育）」 インド・マドゥライの盲学校でインド・マドゥライの盲学校で

（（experiential educationexperiential education）としての）としてのSS--LL

＊知識の定着度合い比較：＊知識の定着度合い比較： 講義＜映像＜実践講義＜映像＜実践

�� 医療などで不可欠の実習（医療などで不可欠の実習（practicumpracticum））

�� 言語・概念による思考の限界：言語・概念による思考の限界：

「意味が実践を確定するのではなく、実践が意味を確「意味が実践を確定するのではなく、実践が意味を確

定する」定する」 （野矢茂樹）（野矢茂樹）



学生は市民協働、ボランティア、高齢者の生きがい施策などのコン学生は市民協働、ボランティア、高齢者の生きがい施策などのコン
セプトをどう学ぶのか？セプトをどう学ぶのか？ 大学近くの水車小屋で（地方自治論のクラス）大学近くの水車小屋で（地方自治論のクラス）

経験経験経験経験・・・・行為行為行為行為

ふりふりふりふり返返返返りりりり 知識知識知識知識

サービス・ラーニングのサービス・ラーニングの33要素要素



「ふり返り」（「ふり返り」（reflectionreflection））

の意義の意義

�� 思索・省察によるサービス活動の意味の再確思索・省察によるサービス活動の意味の再確
認：認： 「あれは○○だったのか？」「あれは○○だったのか？」

�� 具体的には、ジャーナル・キーピング（日誌）、具体的には、ジャーナル・キーピング（日誌）、
リポート（口頭と書面）、教師や友人との対話リポート（口頭と書面）、教師や友人との対話
（反省会・報告会）など（反省会・報告会）など

�� 直後・当日の夜・ひと月の活動後・数年後の直後・当日の夜・ひと月の活動後・数年後の
「ふり返り」のくり返し「ふり返り」のくり返し （フィードバック）（フィードバック）

サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングのののの構造構造構造構造サービスサービスサービスサービス・・・・ラーニングラーニングラーニングラーニングのののの構造構造構造構造

とととと「「「「臨床臨床臨床臨床のののの知知知知」」」」とととと「「「「臨床臨床臨床臨床のののの知知知知」」」」

�� カリキュラムの構造カリキュラムの構造

①① 入門コース（講義）、実習の準備コース（春）入門コース（講義）、実習の準備コース（春）

②② 実習（国際実習（国際SS--L, L, コミュニティコミュニティSS--LL）） 3030日（夏）日（夏）

③③ ふり返りコース（秋）ふり返りコース（秋）

④④ SS--LL特別研究（冬）特別研究（冬）

＊関連専門コースの履修も含め「修了証」を発行＊関連専門コースの履修も含め「修了証」を発行



履修者の傾向履修者の傾向

�� 19961996年の「国際インターンシップ」コース開講以来、年の「国際インターンシップ」コース開講以来、

「国際＞コミュニティ」「国際＞コミュニティ」 という傾向という傾向

�� SS--LLプログラム発足後にブーム、以後落ち着き、適プログラム発足後にブーム、以後落ち着き、適

正規模に（最近また増加傾向）正規模に（最近また増加傾向）

�� 少なくないリピーター少なくないリピーター

�� 「国際「国際 →→ コミュニティ」というパターンもコミュニティ」というパターンも

�� 正規の「実習」以外に、多様なボランティア、インター正規の「実習」以外に、多様なボランティア、インター

ンシップ、一日ンシップ、一日SS--LLなどもなども



「臨床の知」という考え方「臨床の知」という考え方

�� 教室・実験室を出た、現場の知教室・実験室を出た、現場の知

�� 分析・解説を超えた、総合の知分析・解説を超えた、総合の知

�� 一般論ではなく、状況的な判断の知一般論ではなく、状況的な判断の知

�� 条件純化での客観性・一義性ではなく、条件純化での客観性・一義性ではなく、

条件複合の下での選択性・主体性条件複合の下での選択性・主体性

�� 社会治療のための「サービス」のこころ社会治療のための「サービス」のこころ



モデルモデルモデルモデル・・・・プログラムプログラムプログラムプログラムととととモデルモデルモデルモデル・・・・プログラムプログラムプログラムプログラムとととと

定着定着定着定着のののの条件条件条件条件定着定着定着定着のののの条件条件条件条件

�� アジア提携校との交換プログラム：アジア提携校との交換プログラム：

““Service Learning Asia NetworkService Learning Asia Network””（（SLANSLAN）形成）形成

�� 20052005年文科省「大学教育の国際化推進プログラム」年文科省「大学教育の国際化推進プログラム」
に採択（～に採択（～20082008年度）年度）

33回の集団型モデル・プログラムを実施回の集団型モデル・プログラムを実施

①① フィリピン（ネグロス島）、シリマン大学を拠点にフィリピン（ネグロス島）、シリマン大学を拠点に

②② インド（マドゥライ）：レディドーク大を拠点にインド（マドゥライ）：レディドーク大を拠点に

③③ マラウィ（リロングウェ）：マラウィ（リロングウェ）：Total Total LandcareLandcare とと

アジアアジアSS--LL交換プログラム提携大学交換プログラム提携大学

�� Silliman Univ. Silliman Univ. （（（（フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン））））（（（（フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン））））

�� Lady Lady DoakDoak College College （（（（インドインドインドインド））））（（（（インドインドインドインド））））

�� American College American College （（（（インドインドインドインド））））（（（（インドインドインドインド））））

�� Soochow Univ. Soochow Univ. （（（（台湾台湾台湾台湾））））（（（（台湾台湾台湾台湾））））

�� Petra Christian Univ. Petra Christian Univ. （（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア））））（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア））））

�� PayapPayap Univ. Univ. （（（（タイタイタイタイ））））（（（（タイタイタイタイ））））

�� Chun Chi College Chun Chi College （（（（香港香港香港香港））））（（（（香港香港香港香港））））

�� Soul Soul WomensWomens’’ Univ. Univ. （（（（韓国韓国韓国韓国））））（（（（韓国韓国韓国韓国））））



Chung Chi College,
CUHK

(Hong Kong）

Payap Univ.
(Thailand）

Seoul Women's
Univ.

(Korea）

Lady Doak College
(India）

American College
Union Christian College

(India）

Soochow Univ.
(Taiwan）

Petra Christian Univ.
(Indonesia）

Silliman Univ.
(Philippines）

Washington State Univ.
Rutgars Univ.

(United States))

International

Christian

University

AFRICA

CHINA

Students Going Two Ways Students Going One Way

SS--L Asia Network (SLAN)L Asia Network (SLAN)
Including US and AfricaIncluding US and Africa

国際国際国際国際国際国際国際国際SS--L L モデルプログラムモデルプログラムモデルプログラムモデルプログラムモデルプログラムモデルプログラムモデルプログラムモデルプログラム

のののの構想構想構想構想のののの構想構想構想構想

�� 20052005年年99月月SLANSLAN会議（ネットワーク化）での新構想：会議（ネットワーク化）での新構想：

�� 集団プログラム：少人数の多国籍チームによるサー集団プログラム：少人数の多国籍チームによるサー
ビス活動（ビス活動（66カ国からカ国から2020人、人、22～～33人で人で11チーム）チーム）

�� 多様なサービス活動：多様なサービス活動： 88ヶ所のサイト・コミュニティヶ所のサイト・コミュニティ
（最初に全員で訪問＝教員にとってはハイライト）（最初に全員で訪問＝教員にとってはハイライト）

�� ラーニングの重視：活動前のオリエンテーション、ラーニングの重視：活動前のオリエンテーション、
各週末に全体で「ふり返り」各週末に全体で「ふり返り」

�� 全体テーマ：「多文化共生」全体テーマ：「多文化共生」

““multimulti--cultural symbiosiscultural symbiosis””
�� ““モデルモデル””の意味の意味：持続可能（：持続可能（sustainablesustainable）かつ伝播）かつ伝播
可能（可能（replicablereplicable）に）に



初回プログラム初回プログラム

（シリマン大）の概要（シリマン大）の概要

�� 20062006年年88月月22日～日～3030日（日（2929日間）日間）

フィリピン・ネグロス島・ドゥマゲテを拠点にフィリピン・ネグロス島・ドゥマゲテを拠点に

�� 住宅プログラム（住宅プログラム（GKGK、、Habitat for HumanityHabitat for Humanity××22）、）、
竹クラフト協会（竹クラフト協会（BBIBBI）、海辺の村（学校、販売））、海辺の村（学校、販売）

山村コミュニティ（パン工房・学校）、山村コミュニティ（パン工房・学校）、

保健チームの拠点コミュニティ保健チームの拠点コミュニティ××22

�� プログラムの評価：各参加者からのフィードバック、プログラムの評価：各参加者からのフィードバック、
リポートリポート

�� 様々な教訓：チームの人数、サイトの決定、人間関様々な教訓：チームの人数、サイトの決定、人間関
係、ふり返り、構造化、安全係、ふり返り、構造化、安全……

海辺のコミュニティで（ネグロス島南端の漁村海辺のコミュニティで（ネグロス島南端の漁村MalohMaloh））



困窮家族への住宅提供・コミュニティづくり（困窮家族への住宅提供・コミュニティづくり（GKGK））

多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生についてについてについてについて多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生についてについてについてについて

�� ““多文化共生多文化共生””とは何か？とは何か？

テーマに関する講義テーマに関する講義 （オリエンテーション）（オリエンテーション）

（参考）（参考） ロトカ・ボルテラ公式：共生関係の類型ロトカ・ボルテラ公式：共生関係の類型

�� 「双利共生「双利共生 mutualismmutualism」」: : 理想の一つだが理想の一つだが……
�� 「片利共生「片利共生 commensalismcommensalism」」: : 

�� 「片害共生「片害共生 ammensalismammensalism」」

�� 「競争関係「競争関係 competitioncompetition」」

�� 「収奪共生「収奪共生 antagonismantagonism」」

�� 「中立性「中立性 neutralityneutrality」」



＊参考＊参考 M. Douglas M. Douglas による文化類型による文化類型

（要するに、「共生」や社会秩序には多様な形態があり、（要するに、「共生」や社会秩序には多様な形態があり、

その社会の文化や歴史に大きく規定されるという話）その社会の文化や歴史に大きく規定されるという話）

グループグループ

弱弱

グループグループ

強強

GridGrid

強強

運命論型運命論型

（ランダム・籤の利用）（ランダム・籤の利用）

ヒエラルヒー型ヒエラルヒー型

（監視・統制）（監視・統制）

GridGrid

弱弱

個人主義型個人主義型

（競争）（競争）

共同体・平等主義型共同体・平等主義型

（相互性）（相互性）

学生のラーニング学生のラーニング

の共通項の共通項

�� 異国・異文化体験の強烈さ、重さ異国・異文化体験の強烈さ、重さ

�� 差異の中に共通点を見出した時の感動差異の中に共通点を見出した時の感動

�� チームワークの重要性と困難チームワークの重要性と困難

�� 「サービス」への気づきと省察「サービス」への気づきと省察

�� 各人固有の問題関心に応じた個性的な学び各人固有の問題関心に応じた個性的な学び



学生の経験と学生の経験と

多文化共生のラーニング多文化共生のラーニング

�� 農村型共同体での生活実感農村型共同体での生活実感

�� コミュニティへの開眼コミュニティへの開眼

�� ““直接的環境直接的環境””としてのチーム仲間としてのチーム仲間

チーム形成の難しさ、チーム形成の難しさ、

フィリピン人（地元）学生の責任と負担フィリピン人（地元）学生の責任と負担

�� 仕事をどう探すか？仕事をどう探すか？

コミュニティで居場所をどう見つけるか？コミュニティで居場所をどう見つけるか？

�� ““structured programstructured program”” vs. vs. ““unstructured programunstructured program””
�� 村人とどう共生するか？：貧困との向き合い方村人とどう共生するか？：貧困との向き合い方

�� うわさ、中傷への対応（柔軟性と主体性）うわさ、中傷への対応（柔軟性と主体性）

多文化共生のラーニング多文化共生のラーニング

（続き）（続き）

�� 各戸訪問とコミュニティ調査各戸訪問とコミュニティ調査

（サービスの一つとして）（サービスの一つとして）

�� 病気の子どもへの援助、貧困家庭への教育援助病気の子どもへの援助、貧困家庭への教育援助

�� こころ、気持ち、態度の決定的な重要さこころ、気持ち、態度の決定的な重要さ

（インドでの議論）（インドでの議論）

�� 挨拶、笑顔、礼儀、買い物・料理、相手への興味、挨拶、笑顔、礼儀、買い物・料理、相手への興味、

ケイタイの禁止？ケイタイの禁止？

�� ““こころこころ””を支える、プログラム運営上のアートと工夫を支える、プログラム運営上のアートと工夫



椰子の実の皮剥ぎを実践

憩いのひと時憩いのひと時



インド、インド、Lady Lady DoakDoak大の学生ボランティア大の学生ボランティア

MaduraiMadurai市内の聾学校で市内の聾学校で

MaduraiMadurai郊外の風景郊外の風景



おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに

�� サービス・ラーニングによる当事者・担当者のサービス・ラーニングによる当事者・担当者の

関係変容関係変容

�� 「教員から学生への教育（知識の伝達）」から「教員から学生への教育（知識の伝達）」から

「学生の自発的な学習（学修）」へ「学生の自発的な学習（学修）」へ

�� 教師の役割の変化教師の役割の変化

学生の学修の「触媒」的な役割へ学生の学修の「触媒」的な役割へ

�� 学生の学習プロセス学生の学習プロセスのの追体験追体験に必要なに必要な 「やわらか「やわらか

な心」、「曇りなき目」、「とらわれのない頭」な心」、「曇りなき目」、「とらわれのない頭」……

サービスサービスサービスサービス機関機関機関機関・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティサービスサービスサービスサービス機関機関機関機関・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

学生学生学生学生学生学生学生学生 教員教員教員教員教員教員教員教員

サービス・ラーニングにおける連携関係サービス・ラーニングにおける連携関係



触媒となることの意味触媒となることの意味

�� 権威ある知識の伝達者ではなくなる権威ある知識の伝達者ではなくなる

�� 「サービスを通じた学生の自発的な学修」とい「サービスを通じた学生の自発的な学修」とい

う個性的な化学反応に責任を負うう個性的な化学反応に責任を負う

�� 不断に変化するコミュニティの現場で生まれ不断に変化するコミュニティの現場で生まれ

る「臨床の知」は「教室の知」と異なる。そのる「臨床の知」は「教室の知」と異なる。その

緊張を引き受ける用意緊張を引き受ける用意

�� 新たな知の創造への意欲新たな知の創造への意欲

避けられないコミットメント避けられないコミットメント

～まとめに代えて～～まとめに代えて～

�� 学生・コミュニティ・大学（教員）の相互依存学生・コミュニティ・大学（教員）の相互依存

共生のための、共生を基礎にしたプログラム共生のための、共生を基礎にしたプログラム

�� サービス・ラーニングを制度化させることによサービス・ラーニングを制度化させることによ

り生ずる様々な束縛と責任り生ずる様々な束縛と責任

�� 相互補完的な「臨床の知」の建設へ相互補完的な「臨床の知」の建設へ



Thank you!Thank you!


