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1．はじめに

　リモートによるスタディツアーは可能なのだろ
うか。本稿の目的は、旅することのできない状況
の中でオンラインスタディツアーにおける構想と
学びを整理し、特に参加学生の学び合いと関係性
に着目して考察するものである。
　初年度の諏訪スタディツアー「『あわてなさん
な』プロジェクト～地域交流体験を通して生き
方・働き方を考えよう～」は、2019 年 8 月末に 4
泊 5 日の日程で、関東圏の 4 つの私立大学から
29 名が参加して行われた（1）。学生が地域に介入
することで得られるコミュニティインパクトは、

地域の膠着した活動や役割を再構築して社会資源
や人間関係を組み替えるという捉えは本年度の構
想においても変わらない。
　2020 年度は緊急事態宣言の中、あらゆる学校
の機能が一時停止する。繋がりが遮断され、学校
に集うことができない状況の中で、どのような課
題解決の学びの展開が可能なのか。オンラインに
よる諏訪スタディツアー構想は、必然であったと
いえる。学生へ出力を促す最も重要な課題につい
ては、「1：移住を促進する地域の魅力を発信する
には」「2：商店会のみんなの居場所（コモン・ス
ペース）の在り方を考える」「3：歴史文化を子ど
も達に伝える」という 3 課題を設定した。前半は
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た現象は、学生同士及び課題への接近した関係性から誘発された臨場感であり、伊藤（2020）
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諏訪地域の風土や地域課題に関する講話、後半は
課題解決及び表出という 3 日間の凝縮した流れの
中で、本稿では特に 2020 年 8 月に完成したばか
りの「諏訪の龍神さま」絵本（諏訪市産業連携助
成を受けて作成し、諏訪地域の小中学校に寄贈）
の読み聞かせ動画創作（課題 3）を事例として詳
細にとり上げる。これらのプロモーション活動に
取り組んだ A 及び B 大学の学生の創作プロセス
における関係性と感性的な学び合いを検討する。
　倫理的配慮として、実施場所と地域協力者の属
性は、地域に根ざした特有な学びの場を設定する
ために必要な情報であるとして記述し、学生の大
学名、氏名については個人が特定されないよう匿
名とした。

2．基礎的考察

⑴　スタディツアーの定義と目的
　スタディツアーは、多様な価値観や異文化への
理解を深める研修旅行であり、「NGO（非政府組
織）の活動を実地に見学し、体験する旅行」（2）で
ある。名所を巡る従来の観光旅行とは一線を画
し、様々な分野を観光資源としたテーマ性の強い
体験型のコンテンツと地域の方との交流ができる
新しい旅行形態といえる。
　実際の大学生のスタディツアーは、海外研修に
よる異文化や国際協力の理解を深める研修（川口 
2000）、（倉持ら 2017）、佐竹（2013）、公害の歴
史と現在を学ぶ研修（西村 2009）、震災復興支援
のボランティア（川田 2018）などをテーマとし
ている。実際、スタディツアーは国内でも研究や
調査を行い、NPO 活動、ボランティアなどの見
学や体験を目的とした旅行に使用されている用語
である。藤原ら（2014）は観光旅行とスタディツ
アーの相違は、旅のテーマと地域体験や住人との
交流の深さであるとしている。スタディツアー
は、さらに地域住民や地域活動にかかわり、課題
の発見や、改善など地域の変化をもたらすような
活動を伴う旅といえる。スタディツアーは参加者
と現地の企業、施設、社会活動の主体である地域

住民との経済的、社会的、文化的関わりの中で相
互作用が発生する。友永（2019）は、スタディツ
アーの意義を博物館に行く際の見方「テンプル」
と「フォーラム」を例に説明する。それは、既に
価値の決まった「至宝」を拝むのか、人々がそこ
に集まって未知のものに出会い、そこから討議が
深まっていく場所とするのかという博物館の役割
を引用しスタディツアーにおける地域住人と参加
者、参加者間の交互作用からの発見や気づき等の
可能性を述べている。

⑵　若者と社会参加
　社会参加は若者だけに望むことではなく鈴木ら

（2005）は市民が市民であるための素養やスキル
を「シティズン・リテラシー」と呼び市民は社会
が育て、市民は社会に関わることで成長するとい
う教育論を主張する。これからの市民には、社会
的問題意識をもっているだけでなく、自分や自分
の住む地域社会に対して愛着をもち、それゆえに
パブリックに関わり、それをよくしていきたいと
考えることが望まれる。その一歩として若者が共
同体へ参加し、そこから社会と繋がり役割を作る
ことは、若者が社会の課題を我が事として捉え社
会を変える力をもっていることを確信できる機会
としてとても重要だといえる。若者が地域に参加
し、地域住民と活動する中でシティズン・プライ
ド（郷土愛）が涵養されていくといえる。

⑶　表出に伴う芸術的知見の統合
　あらゆる表象の表出には方法が伴い、それらは
単なる知識に止まらず、「手が覚えている」と
いった身体知としての実感をもつ（3）。伊藤（2019）
はその人のその体らしさはいかに育まれるのか、
体に蓄積する記憶と知恵を考察して、様々な触覚
に関する人の関わりのかたちを論じている。「新
型コロナウイルスの流行がもたらした新しい生活
様式の中であっても、ケア、子育て、看取りな
ど、あらゆる人に関係する重要な場面では、どん
な時代でも、人の体にさわる / ふれることが求め
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られる…ウィズコロナの世界において、人類の接
触の絶対量が減ったとしても、触覚がもつ価値は
別の形で受け継がれていく必要がある」（伊藤
2020：15）と指摘する。アフターコロナ、ウィズ
コロナによるオンラインを介しての新しい関わり
方や繋がり方の中に、伊藤が言うところの触覚の
ような新しい価値形態をいかに見出せるのか。本
ツアーは新たな触れ合いの試みでもある。
　池内（2014）によると「ハーバード・プロジェ
クト・ゼロ」は、子どもの「創造性」「多様な知
能」をより育む方法について、ハワード・ガード
ナーの諸理論を明確化した。その「芸術と認知」
に関する理論と実践は「芸術的シンボル・システ
ム」「メタファー思考と転移」「レッジョエミリア
との協同研究のおける学習の可視化」等に示され
本質的な示唆を含んでいる。ガードナーは、芸術
的知能というものは残念ながら単独には存在して
いないとし、様々な文化的に築かれた様式のシン
ボル・システムにおいて「芸術的な目的に向けら
れた場合」にのみ機能する「美的シンボル」の関
係性を示唆する。これらは教育内容の規範性とい
う概念的な研究結果であり、本稿で検討する芸術
的知見の統合としては、更に具体的に生活感情と
関連させて読み解く必要がある。
　平成 29 年度の新学習指導要領では、図画工作
科、美術科、芸術科（美術、工芸）に渡って一貫
した育成を目指す資質・能力の 3 つの柱「知識・
技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう
力・人間性」が示された。前回まで曖昧な記述で
あった芸術系教科に関する「知識」が子ども達に
必要な力として示されたことは記憶に新しい。さ
らに、知識が、体を動かす活動なども含むように
学習過程を通じて、個別の感じ方や考え方等に応
じ、生きて働く概念として習得されることや、新
たな学習過程を経験することを通じて更新されて
いくことが重要であることが示されている。本稿
では、これらの生きて働く概念化が、大学生の学
びの過程においてどのように形成され、統合され
るのかという問題意識をもつ。

　教科を越えた知識の探求として国際バカロレア
のディプロマプログラムは TOK（Theory of 
Knowledge）と呼ばれ、16 歳～19 歳の生徒を対
象として構想され、「数学」、「科学」、「ヒューマ
ンサイエンス（人間科学）」、「歴史」、「芸術」、

「倫理」、「宗教」、「土着」の枠組みをもつ。さら
に「芸術」は、具体的に芸術、文芸、視覚芸術等
の 3 つに分類され、その理解のために、言語、知
覚、感情、理性、想像、信仰、直観、記憶の 8 つ
の具体的な方法が設定されている。芸術理解は、
言語、知覚に止まらず、感情や直観などの感性面
を知識理解の方法と位置付けていて興味深い。ま
た、TOK では、共有された知識と自分自身の個
人的な知識を分けて捉えている。これらを援用す
ると、個人の学びは個人に止まらず、集団の学び
に円環されると考えられる。本研究においてリ
モートの活動の中で学び合いがどのように促進さ
れるのか不確かであり、検討事項である。

⑷　学びの関係性モデル
　様々な学びは、それぞれ向かう方向（目的）、
そこに含まれる人やモノ、それを生み出す人々の
関係の構造、そして展開過程に支えられている。
ワークショップという参加者が共同で学び合った
り創り出したりする学びのスタイルにおいて、刈
宿（2012）はその最小限の構成要素の関係性を

「F2LO モデル」と示した。促進者（Facilitator）
と 2 名の学習者（Learner）、課題（Object）の
繋がりとして示される。図 1 の F、L、O の相互
の距離は等しいことから、関係性が生まれる前を
示しているといえる。接近する、結合する、離反
するなどの関係性の変化は、これらの距離と指向
性、及び矢印を付加し、位置を変化させることで
表現が可能である。
　ファシリテーター（F）の基本的な機能は、学
習者（L）たちによる相互触発的なサイクルの生
成サポートであり、ワークショップの第 1 段階に
おいて F2LO の関係構造を創り出し、学習者を
対象（O）の操作に十分動機づけるために介入す
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る役割をもつ。ファシリテーターの特性として、
最終的な段階でその関係性から役目を終えて「離
脱」することを目指している。鈴木（2011）によ
る ARKS モデルの C3「コントロールの個人化」
にも通じる介入の制御である。このモデルの関係
性の布置は象徴的な意味合いのものでありなが
ら、学習者の探求を促進させる課題に対して、距
離感などを俯瞰できる。

F： 上下の動きで学習者へ
の接近と離脱を示す

L： 中心に向かう横の動き
で接近や離反を示す

O： ワークショップに与
える影響を動きで示
す

図 1　F2LOモデル図

3．リモート諏訪スタディツアーの概要

⑴　スタディツアーの目的
　第 2 回「あわてなさんなプロジェクト 諏訪ス
タディツアー」は、2020 年 9 月 1 日から 3 日に
渡り、Web 会議システムを用いて開催された。

「あわてなさんなプロジェクト」の「あわてなさ
んな」は、高齢者などが用いる「あわてるな」と
いう言葉からの発想である。大学生の就職活動に
おける自分を既存の枠にはめていく合理性や「エ
ントリーシート」「お祈りメール」といった無味
な就職システムの効率の良さなど一連の「働き
方」「生き方」以外に、ゆっくりと非効率で大多
数ではない道を選ぶ人たち、地域のため活動する
人の声をきいて「働き方」や「生き方」を考える
ことを目的に 2019 年 8 月に 4 泊 5 日で実施され
たスタディツアーのフレームを踏襲している。
　2020 年は、コロナ禍の閉塞感に抗い、地理・
歴史・文化を活かした地域の特徴に根ざした地域
課題に、リモートで取り組み、地域理解を深める
ことを本ツアーの目的とした。

⑵　対象地域
　長野県諏訪市は人口約 5 万人の、 高原や湖、温
泉などがある観光地である。黒曜石など旧石器時
代からの遺跡もあり、明治期は製糸業、高度経済
成長期には精密機械産業で栄えた。今では工場の
移転、駅前地区の空洞化、高齢化など他の地方都
市と同様の課題を抱えている。観光業・精密・発
酵（味噌・酒）・福祉施設といった多岐にわたる
産業があり、ホテルからゲストハウスまで多様な
宿泊スタイルも提供できる学びの条件に適してい
る場所である。

⑶　活動内容
　参加者は、A 大学 D ゼミ 8 名、B 大学 E ゼミ
を中心とした 14 名、総勢 22 名。3 大学の 3 名の
教員が参加した。能動的な参加を促す課題解決型
学習（Project-Based Learning）の手法を活用し、
学生の希望に応じ 3 つのチームに分かれ、課題解
決の提案を行った。課題 1 は「地域の魅力を発信
する手法と PR 戦略を考える」、課題 2 は「商店
会のみんなの居場所（コモン・スペース）の在り
方を考える」、課題 3 は、「歴史文化を子どもたち
に伝える龍神絵本の普及手法を考える」である。
　本ツアーは前半のレクチャーと後半のグループ
ワークで構成され、最後に各チームの発表を行っ
た。レクチャーは①「諏訪の歴史と文化」一般社
団法人　大昔調査会②「地域の魅力を発信」諏訪
市地域戦略課③「地元でゲストハウスを創る」旅
宿岡村政庁跡オーナー④「子どもにも語り継げる
地域の民話を 龍神絵本」龍神プロジェクト⑤「み
んなの居場所を作り、その維持」末広プロジェク
ト⑥「若者に伝えたい日本酒」本金九代目蔵元嫁
⑦「温泉とコミュニティ」諏訪市社会福祉協議会
⑧「グローバルから見たローカル」C 大学教員と
いう構成である。地域を支える地理・歴史・文化
を背景とする様々なレクチャーを参加者全員で共
有し、訪れたことのない諏訪のイメージを膨らま
せた。後半は、2 日目午後から 3 日目午前に課題
グループごとのグループワークを実施した。リ
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モートでの協働作業にはプレゼンテーションには
慣れている学生達であっても各自が複数デバイス
の活用やチームワークが必要となり、交流を深め
つつ解決に当たった。発表会には地域の課題を提
供してくださった関係者らが参加してくださっ
た。

表 1　2020 諏訪オンラインスタディツアー日程表

⑷　課題解決の提案としての成果物
　課題 1 は、SNS を活用した移住促進ツアー企
画を提案した結果、ホームページにおける情報発
信の在り方を見直していく働きかけになった。課
題 2 は学生視点のコミュニティづくりを提案した
結果、実際に提案したボードゲームを用いた多世
代交流イベントが開催され、現在まで継続してい
る。課題 3 では、絵本「諏訪の龍神さま」のプロ
モーションを課題とし、読み聞かせ動画を作成し
好評を得た。その後地元のローカルテレビ局
LCV の新春特別番組で放映され、全国のローカ
ルテレビでも放送された。リモート開催というこ
とで、人と直接触れ合えない状態で、初めて顔を
合わせた人がほとんどだったが、互いに協調性を

発揮して、3 日目にはツアーが終わってしまうの
が名残惜しいほどに、信頼関係が築けていた。ま
た、それらが聞き手である地域の方々にも伝わっ
たようで、良いフィードバックを貰うことができ
た。遠隔においても課題解決を通して、学生同士
が繋がり、双方向の一体感を得ることが可能であ
ることが示された。

　

　 図 2　課題①プレゼンテーション

　

　 図 3　課題③プレゼンテーション

　

　 図�4　課題③読み聞かせ動画画像
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4．読み聞かせ動画創作の実際

⑴　絵本「諏訪の龍神さま」について
　今回課題 3 チームがプロモーションを担当した

「諏訪の龍神さま」絵本は、諏訪地方の有志でつ
くる「諏訪龍神プロジェクト」が、古来より諏訪
に伝わる龍神伝説「諏訪大明神絵詞」、「信付統
記」、「神道集　諏訪縁起の事」等の再話を基に作
成した。B5 版 32 頁の構成になっており、水と風
の守護神である龍の魅力が満載の美しい絵本であ
る。そこに納められた 4 つの物語の中でも、「泉
小太郎伝説」は、龍を親にもち、人間の子どもで
ありながら未知なる力をもつ小太郎が母である犀
龍と出会い、嵐の中巨大な岩を崩し、千曲川を切
り開いて松本平に広い土地と水の潤いをもたらす
壮大な物語である。
　その企画者プロジェクトリーダーである大石氏
と絵を担当した小平氏から、幸運にも直接レク
チャーを受ける。大石氏からは、「龍神の絵本を
もって、諏訪地域の龍神の謎を探しに行く」イ
メージが熱く語られ、小平氏からは、「諏訪の子
どもたちは、諏訪には何もないと言う。地元の子
どもたちが気付かない諏訪のよさを伝えていくこ
とをテーマに内容を検討し、色合いなど工夫して
制作を進めた」等の創作に込めた思いが述べられ
た。8 月に出版されたばかりの絵本を子ども達が
より身近に感じてもらえるようにどのように広め
ていったらよいか、タイムリーな課題として提案
された。

⑵　創作過程の実際
　時系列にオンラインにおけるやり取りや活動メ
モを記録していく。
〈事前meeting〉8/25�20：00～21：00

共有ラインメモより
〈参加者学生 3 名、教員 2 名、絵本制作者〉
・私たちの課題
　①龍神様の読み聞かせ動画を作る。
　②龍神を広める（盛り上げる）ための提案

・ 短時間でこの課題に取り組むので 2 グルー
プに分かれる。進み具合の共有や、足りな
いところを補うことなどはみんなで行う。

・合宿までに準備してほしいこと
□ 読み聞かせをどのような形で行うといいの

か。
□読み聞かせ動画を何で作るとよいか。
□ ②の提案を考えるにあたって、どのような

ものだと若い人や子どもは興味をもつの
か。

以上　考えてきていただけると当日スムーズ
に進むと思います。コメント欄にどんどん追
加していってください。

　ツアー1 週間前の 20 時からのリモートによる
事前顔合わせは、大学の授業が重なり学生の出席
率は低調であったものの、リーダー、副リーダー
が繋ぎ、イメージの共有と当日までの下調べ、段
取りにおいて成果を上げた。その後のやりとりで
は、小平氏から絵本の各学校への配布は 3 年生以
上で小学校低学年以下には少し難しいという話を
受け、小さい子へ親しんでもらうアイディアなど
が出された。
　読み聞かせ動画作成にあたっては著作権をフ
リーで使用できる挿画の提供があり、不明な点は
質問できるという恵まれた環境であった。具体的
には、プロモーション活動として、読み聞かせ動
画作成と広報企画を並行して進める方向性を学生
が打ち出し、最終的にグループ分けは① 3 名② 2
名に調整した。

〈創作①：コンセプト設定〉9/3�13：00-14：00

〈参加学生 5 名、教員 1 名〉
・自己紹介
・事前 Meeting に出席した学生から伝達
・ 教員より zoom のホワイトボードを共有し

て、どんな思いを込めたいか、コンセプト
のすり合わせを行った。その後、2 つのグ
ループに分かれて具体的に検討に入った。

　学生からは「（子ども達が）大きくなったとき
に思い起こすなじみのあるものに」「諏訪の地を
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自慢できたらよい」「故郷への愛着 諏訪ってこう
いう土地だったんだという認識」「何にもないふ
るさとに自身がもてない。地元の思いを変えてい
く」「小さい頃から触れて諏訪を好きになってい
く」という動画創作の方向性が出され、故郷への
愛着がもてるプロモーション動画にしようという
方向性が定まった。

図 5　�zoomホワイトボードに教員が書き取った
コンセプト

〈創作②：効果音探し〉9/3�14：00-16：00

〈参加学生：5 名〉
・ 動画でイラストだけを映像にして、音声で

読み聞かせをすれば、小さい子でも楽しん
でくれるのでは。

・ 水の音や、雷・嵐などは、フリー音源で使
えそう。

　教員が所用のため学生のみの展開となり、学生
の意向として動画の音のイメージを固めようと、
場面に合う 4 つの音源を模索する。
　場面 1 　小太郎の生い立ち / 未知の力を感じる
　　　　⇒（弦楽器ののびやかな効果音）
　場面 2  　母である犀龍を探しに出かけ、大きな

泉のほとりで出会う。村人の食べ物をつ
くるために広い土地を望む小太郎⇒（ぽ
こぽことした水の湧き出る効果音）

　場面 3  　犀龍の背に乗り、体当たりで三清路の
大きな岩を砕く格闘⇒（雨と雷の効果
音）

　場面 4  　海に千曲川を切りひらき、湖の水が落
ちて松本と安曇野が開ける。母と別れ、

小太郎は有明の里へ戻って大家族をつく
る。⇒（静かで落ち着いたピアノの曲）

　参照した音源は、「自然・季節・昆虫の音～フ
リー効果音・無料効果音素材」と「著作権フリー　
オリジナル音楽 /BGM SPECIAL VSQ」であり、
学生達が選択、収集した約 70 の音源から最終決
定をした。さらに、動画編集ソフト「iMovie」
に画像と音源を乗せて読み聞かせ動画の素地を作
成した。2 時間程で見通しがつき、編集担当以外
の学生は休憩に入る。

〈創作③：�グループ検討・配役決定・第 1次読み
合わせ〉9/3�16：30-18：30

〈ブレイクアウトセッション：① 3 名、② 2
名、教員〉
・編集動画の途中経過をラインにあげて共有
①　読み聞かせ ：どのような配役にするか。
②　 提案：SNS 映えスポットの地図をつく

る / 若い人は食べ物、映える飲み物など
/ 龍神さまのシール / 水に入れてふくら
む龍神型スポンジ

→ < 参加学生 5 名、教員 >
・ 当初は読み聞かせは 3 名で行う予定であっ

た。しかし、声質が異なった方が場面効果
の深みが出るため 5 名で行うのはどうかと
教員から提案

・ ナレーター、小太郎、犀龍、ばあ、村人
（子どもと大人）を 5 名で担当することを
決定する。

・ 絵の入っていない本文のみの資料（A4 ３
頁）を準備しどのように声を入れたらよい
か話し合う。

・ 場面の地名などよくわからないところがあ
る。

　学生の声の持ち味がそれぞれにあり、それらを
生かして 3 名から 5 名の体制で行う流れになり、
メンバー全員で創り上げる意識が高まった。
　地名のことを含めて、絵本の場面イメージを読
み取れないところについては、18：30 に小平氏
に打診する。休憩をとる。
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〈調査：絵本の場面イメージ　9/3　19：00〉

〈参加学生：5 名、教員 1 名、絵本制作者〉
・ ラインのグループ通話にて、「山清路」を

始め、犀龍が砕く山などがどのあたりなの
か場面イメージをお聞きする。

・ 泉小太朗伝説は松本地域の伝説。湖であっ
た松本平から山清路の巨岩をつきやぶりさ
らに下流の岩山も砕いて、千曲川の川筋か
ら越後の海まで川を通すという地理的イ
メージを得ることができた。

　この後、「山清路」は長野県生坂村辺りである
と、地図の資料を提供いただいた。犀龍が諏訪大
明神の化身であることから取り上げられたことも
理解する。 

図 6　「山清路」「犀川」資料

〈創作④：第 2次読み合わせ〉9/3�19：30-20：00

〈参加学生：5 名、教員 1 名〉
・読み合わせ練習
・ 学生から : セリフとセリフの間の間合いも

大切なので、早くなりすぎないようにしよ
う。

・ 教員から：村人二役は声色を変えて同一学
生で。

皆控えめな読み合わせの印象であったため、
強調したい部分は声を響かせることを提案

　配役も決まり練習する中で、日ごろ声を出し慣
れていないためか、発声が弱い。強弱を付けて表
現することを範示して伝える。

〈創作⑤：録音〉9/3　20：00-21：00

〈参加学生：5 名、教員 1 名〉
・ 各自スマートフォンの録音機能を使って、

収録
・ だんだん慣れてきて、役同士が呼応してい

る。
・収録スタジオにいるかのような臨場感

　最後に小太郎の「おっかあ」が決まって、3 回
程の収録で終了。予想よりもスムーズに進む。編
集、出力に時間がかかるため、2 日目で収録を終
えられて全員で安堵する。

〈創作⑥：動画編集〉9/3　21：00-23：00

〈学生 1 名が担当〉動画編集ソフト iMovie
・ 音声データ回収は一人一人の音声を、役名

と順番のファイル名を付けてラインで送
付。

・ タイトル画像も挿入、セリフの間合いも調
整

・ 編集で最も大変だったのは、一人一人の声
の大きさが違っていたため、音量を調整す
ること。BGM、効果音の音量の調整もあっ
たので、何回も動画を見返し、確認をおこ
なったため時間がかかった。完成したのは
23 時頃であり、出力は翌日まで時間を要し
た。

　動画編集において、編集担当者の力量に支えら
れていた部分は大きい。これは担当学生がこれま
で培ってきたスキルだけでなく、目前の問題に対
して「分からなかったら調べてやってみる」とい
う諦めずに取り組む姿勢を確認した。ばらばらの
要素を繋ぎ合わせる編集作業には、感覚的で微細
な音量の調整があったことを理解した。これらの
根底にはチームの長時間に渡る学び合いの努力を
結実させるという責任感があった。
　翌日は、10 時～12 時まで①グループは動画以
外の発表 PPT スライド及び発表原稿作成、②グ
ループは、続きの提案 PPT の詰めを行った。13
時～14 時は通しリハーサルを行い、14 時からの
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発表会では、10 時間に渡るチームの奮闘を美的
に総括した。

図 7　読み聞かせ動画のエンディングロール

5．グループワークにおける関係性の変化

⑴　読み聞かせ動画作成における F2LO図
　本稿で着目する学生の学び合いは、どのように
進展したのだろうか。ここでは、試みに F2LO
モデルを作成して概観する。前節で検討した読み
聞かせ動画作成は、「事前ミーティング」「創作①
～③」「調査」「創作④～⑥」の 8 段階を経て完成
に至る。本実践は 5 名の学習者と 1 名の教員で進
行したため、実質的には、F5LO といえる。しか
しここでは L の象徴的な関係性を捉え 2L として
記載する。

Vol. 1：事前ミーティング（60分）
　学生参加者が 3 名と限
定されたものの、参加者
は絵本制作者の創作の思
いを受け止めテーマであ
るオブジェクト接近する。
また、横軸の相互の関係
性は距離があり中心から
遠い。「テーマに対して接近した学生とそうでな
い学生との開きがあり、相互の距離も離れてい
る」形態を呈した。
Vol. 2：創作①コンセプト決定（60 分）
　ここでは教員が学生に対してどのような読み聞

かせ動画を作成したいのか
問う。学生はそれぞれの思
いを発言し、互いのイメー
ジを知ることで、学生間の
距離は縮まり、触れ合った
といえる。
Vol. 3：創作②効果音探し（120 分）
　教員不在で学生がまず志
向したのは、物語に合う音
を探すことである。学生間
で意見交換を行い音源の中
からまず 70 を選び共にぴっ
たりとした効果音を探し出
す活動は、活発に展開され
距離感はない。
Vol. 4：創作③グループ検討/第 1次読み（120 分）
　配役が決まり、第 1 次読
みではまだどのように表現
したらよいかつかみきれな
い。その役柄に入り込んで
いる学生とそうでない学生
と差異がある。教員は学生
の疑問に寄り添う。
Vol. 5：調査　絵本の場面イメージ追究（30分）
　不明だった地理的なことが
明らかになり、 物語全体の解
釈が進む。登場人物の心情を
理解するための重要なステッ
プであった。図 11 の学習者

（L） は共に対称 （O） に近付く。
Vol. 6：創作④2次読み（30 分）
　相互の読みに少しずつ気持
ちを乗せることができるよう
になってくる。学生からは、
セリフとセリフの間の間合い
を十分取って、早くなり過ぎ
ないことなどの呼びかけが
あった。教員からは体をほぐ
し声を響かせるこつなど伝えた。

図 8　第 1段階

図 10　第 3段階

図 11　第 4段階

図 12　第 5段階

図 13　第 6段階

図 9　第 2段階
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　それぞれが携帯を片手に録
音機能を用いて、通しで録音
を行った。その一体感は学習
者（L）同士の距離がなく、
対象に接近している図で示さ
れている。教員は傍らにいつ
つ学生に任せて見守る。
Vol. 8：創作⑥編集（120 分）個別
　他の学習者が手出しをで
きないため、編集担当者の
み対象と繋がっている特別
な関係図である。O と L の
みの単独関係ではなく、他
の学習者、教員との繋がり
が L を支えている。
　以上、学習者は強弱の差
を呈しつつ、課題解決の中で対象に次第に接近し
ていくこと、また学習者間の関係も接近していく
ことを確認した。それに対し促進者であった教師
は次第に学習者、対象から離れることを意図しそ
の関係性の変化は対称的であった。

⑵　学生からみたオンラインの関係性
　B 大学の課題 3 チームの参加学生によるとオン
ラインスタディツアーの成果を、①自然だったつ
ながり②充実③課題への達成感に集約させている

（図 16）。短時間の計画であったためか、気を遣っ
ている暇もなく作業に没頭し、初対面でもディス

カッションができたことや些細なリアクションを
通して関係性がスムーズに構築できたことを確認
した。

6．おわりに

　IoT を使用した新たな協働創作の場として、オ
ンラインスタディツアーの絵本のプロモーション
活動の感性的な学び合いに着目してその理論と実
際を考察した。その結果、学生達は美しい挿画と
物語に触発され、それらに合う音源を求め、これ
まで培った美的感覚を結集させるべく、画面越し
に音響効果を吟味して声を聴き合い、まるで隣に
いるような関係性の構築を確認した。個別に録音
した音声を編集する手法は、間合いや声の大きさ
等の微調整を可能とし、オンライン独自の展開が
図られた。
　さらに読み聞かせ動画作成のプロセスを整理
し、その 8 段階の過程を F2LO 図で示した。そ
の結果、オンライン上であっても学習者は対象と
なるテーマと学習者間の関係性を密にして課題解
決が進むことを確認した。ここに起こった現象
は、学生同士及び課題への接近した関係性から誘
発された臨場感であり、伊藤（2020）がいう新た
な触れ合いといえるものであると判断した。ま
た、当初想定になかったオンラインにおける音の
存在感とその身体感覚に深く入り込む効果を強く
感じた。この検討については別稿に譲りたい。

註
（ 1 ） 2019 年 8 月に実施されたスタディツアーについ

ては、西川ハンナ（2021）　「スタディツアーにおけ
る地域介入の理論と作用」『ソシオロジカ』Vol. 45、
第 1・2 号、pp. 23-42. を参照。

（ 2 ） スタディー ― ツアー（study tour）、デジタル大
辞泉、JapanKnowledge, http://japanknowlege.com,

（参照 2021-3-10）
（ 3 ） 髙橋文子（2018）「記憶画の形状ストック指標に

おける形象レベルと感性レベル―モデルの有無に
よる記憶表象の検討―」『美術教育学』39 号、
pp. 185-196.

図 14　第 7段階

Vol. 7：創作⑤録音（60分）

図 15　第 8段階

図 16�学生集約の課題３チームの成果図
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