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研究成果の概要（和文）：本研究では、感性が概念的な認識の手前で、その多様なあり方を想像できるという認知科学
、美学の基本的な理解を前提とし、音楽や美術の活動を通して、対象へのオルタナティブな視点を持つことが育まれ、
それが日常の思考様式から離れることを可能にし、自分自身で対象に意味を付与し、主体的な行動を選択することへと
至るという仮説をもって研究に取り組んだ。持続的開発のための教育（ESD）の一つの方法として芸術教育を位置づけ
るという本研究の目的は、学校教育における児童生徒への効果、指導を行う学校教員への研修における効果、そして市
民向けの公開ワークショップでの効果において、それぞれ一定の成果を得ることができた。

研究成果の概要（英文）：Our recognition of our world is generally consist of rational understanding 
through concepts and categories. Other-hands, the sensibility is treated as a secondary abilty. But we 
think the sensibility can renovate our old recognition of the world and it can also offer alternative 
ways of thinking.
When we stand on this ground, Art education can be a positive possibility of ESD(education for 
sustainable development).
We held some workshops for school children, teachers and ordinary citizen. They acquire the ability to 
think alternatively to some extent.
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１．研究開始当初の背景 
震災、原発、資源、環境、格差、超高齢化な
ど、社会の変化は恐ろしいほどのスピードで
進み、諸課題に新たな知をもって当たらねば
ならない事態がある。ESD(持続的開発のため
の教育）はそうした取り組みの内の一つだが,
その多くは、環境問題などに理性的な枠組み
からアプローチし、その結果として考えられ
た合理的な行動を多くの人たちに撮らせよ
うとするものに偏りがちである。しかし、概
念的な認識から行動を要請することが社会
の主流ではあるが、主体的に自分の意思で行
動選択することが、持続性や、状況の変化へ
の柔軟な対応につながり、それを可能にする
のが「感じる」ことを出発点とした新たな知
性の確立が求められるのではないか。芸術は
感性に訴えかける基本構造を持ち、芸術教育
はその構造を活かし、新たな知のありように
貢献することが可能になるはず。 
 
２．研究の目的 
感性を通した教育は、その効果測定が難しい。
また、感じること自体が目的とされれば、芸
術体験をすればそれで良いということにな
ってしまう。そこで本研究では次の目的を設
定した。 
(1)効果測定の指標を設定する。 
(2)感性と認識の関係性についての理論研究
から、教育プログラムの構造を構築する 
(3)プログラムを、学校教育の場で、教員研修
の場で、市民の学習の場でそれぞれ展開し、
効果の評価を行う。 
 
３．研究の方法 
研究の方法としては、文献を中心とした理論
研究・構築と、インタビュー、質問紙調査、
参与観察を用いた。 
2-(1)の指標に関しては、芸術家や芸術教育の
専門家への聞き取り調査、およびイギリスを
中心とした芸術プログラムの評価のための
指標、高校生への質問紙調査から、本研究で
の評価のための指標作りに取り組んだ。 
2-(2)の理論構築に関しては、スタンフォード
大学の d-school でのデザイン思考の考えや、
チクセントミハイらの心理学の領域におけ
る創造性の捉え方、そして、芸術家の創造の
プロセスをもとに、「感じることからアクシ
ョンへのサイクル」というプロセスモデルを
設定し、それをデザイン原則として教育プロ
グラムの設定を行った。 
2-(3)については、教科、あるいはジャンルの
特性を活かした教育内容のプログラムを作
成し、児童・生徒、教員、一般市民を対象に
実施をした。本研究で設定した指標をもとに
質問紙を作成し、それぞれのプログラムで質
問紙調査を実施した。 
 
４．研究成果 
(1)評価の指標：次の三つの要素が重要だと

考えらる。 
①様々な場面において、時に常識を疑い、五
感で感じたり、異なる角度から眺めたりしな
がら、別の可能性やあり方を考えたりする 
②自分の抱いたこだわりを探索・追求する。
達成のために努力する意欲や意思をもつ。 
③人それぞれの感じ方の違い、価値観の多様
性を知る  
これらは、「批判的思考力」、「共感性」、「自
己肯定感」などといった構成概念と関連があ
ることが想定される。 
 

 
(2)理論構築（創造的思考プロセスの理論化） 
主に美学領域における、理性的認識と感性的
認識の理論を参照しつつ、感性の位置づけや
性質を検証し、現代におけるその活用の可能
性を探った結果、感じることから行動までの
創造的プロセスのモデルを構築することが
出来た。 
 

 
(3)プログラムの確立と評価 
創造的プロセスのモデルに基づいて、いくつ
かの教育プログラムを研究メンバーの専門
を活かしつつ構築することができた。プログ
ラム参加者は、質問紙調査の結果や参与観察、
インタビューなどから、自分の環境への意識
が有意に変化していることがわかった。「つ
くる」活動と「鑑賞する」活動でも同様の効
果が得られている。また、このモデルは、従
来から行われていた授業などのチェックに
も有効であるという指摘もなされ、研究メン
バーが指導する大学院生の研究の中でも、授



業案が創造的なサイクルが生じる構造にな
っているのかを検証する上でも有効である
ことが確認されている。 
課題としては、芸術の従来の「高級な」、「難
解な」イメージを壊すことが大事になるが、
そのための方法が確立されていないこと。は
っきりしているのは、経験を通してしか新た
な認識を構築することは出来ないため、芸術
教育に充分な時間を確保することが必須と
なること。そして、授業者が芸術の捉え方を
変えることが出来なければ、こうした成果を
活かした実践は取り組まれず、旧来の芸術観
に則った指導が繰り返され、社会における芸
術教育の可能性は実現されないままになっ
てしまう。本研究の、各対象（児童・生徒、
教員、市民）に対するこうした芸術教育を制
度化していくことが次なる課題となる。 
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