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〜

Act市 e Citizenship Today(ACT)"の 場合 〜

A principle of Development on Service-Learning Programs
- In case of "Active Citizenship Today (ACT)" -
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(平 成 12年 10月 10日 受理)

1

は じめに 〜AC下 の特徴 〜

本論文 の 目的 は、Constitutional Rights Foundation(CRFlと Close up Foundation(CUP)
の二 つ の非営禾U団 体 に よって共 同開発 された Active Citizenship Today(ACT)"と い う
「 サービス・ラーニ ング (Sewice― Leaming)」 1プ ログラムの開発原理 を明 らかにす る ことにあ
る。

.

ACTは 高校 を対象 とした二冊 (1994年 に刊行 )と 中学校 を対象 とした二冊 (1995年 に刊行 )
の計四冊 よ り構成 される。二冊 はそれぞれ、生徒 が学習 を展開す る上で参考 にする『フィール
ドガイ ド』 と、教師がその生徒 の学習 を支援す る上で参考 にす る Fハ ン ドブック』 か ら成 る。
『ハ
(つ まり、高校用 『 フ ィール ドガイ ド』『ハ ン ドブック』 と中学校用 『フ ィール ドガイ ド』

ン ドブック』 の計四冊 が ACTの すべ てで ある。2)ACTは 「社会科 (Social Studies)」 の中
で「 サー ビス・ラーニ ング」 を実践す る こ とを目的 として開発 された。 つ まり、ACTに は社会
科 プ ログラム と「サー ビス・ラーニ ング」 プ ログラム とい う二つの顔 が ある ことになる。ACT
の最大 の特徴 は、学習 プロセスの中心 に「公共政策 の研究 (Study of Public Policy)」 (生 徒
はある社会的な課題 に対す る公共政策 を批判的 に分析 し、 その分析 に基 づ きなが ら、生徒な り
の新 たな公共政策 を立案す る)を 位置付 けてい る ことで ある。 この点 よ り、ACTは 社会科 プ ロ
グラム として先ず説明 される。 しか し、筆者 は、 この「公共政策 の研究」 を通 して「政策立案
能力」 を育成す る ことは、社会科 の専売特許 ではない と考 えてい る。 つ まり、 この「政策立案
能力」 の育成 は社会科 と同時 に「サー ビス・ ラーニ ング」 において も重要な 目標 の一 つ と位置
付 けられるべ きなのである。 この後 で述 べ るが、今 日「サー ビス・ ラーニ ング」 の主流 をなす
実践 は、援助 を必要 とする人 々 (子 ども、老人、障害者、 ホーム レス等)に 生徒 が直接援助 の
「 サービス・ラーニ ング」
手 を差 し伸 べ る「直接的サービス (direct sewice)」 で あ る。 しか し、
はそのようないわゆる「 ボランテ ィア活動」 ですべ てが言 い尽 くされるわけではない。生徒 自
身 の手 によって社会的 な課題 を明 らかにし、 その課題 を分析 し、 コ ミュニ ティの住民の援助 を
得 なが ら最終的 に課題解決 のために有効 な政策 を立案・提案 する。 そのような「市民行動 (c市 ic
・ラーニ ング」で求 める究極的 な学習方法 でないだろうか。
action)」 に似 た活動 こそ「 サー ビス
フ ァー トマン (Carl I.Fertman)ら は、「サー ビス・ ラーニ ング」 を、実際 にコ ミュニティ
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で展開 され るサー ビス活動 の性格 よ り、「直接的サービス (direct sewice)」 「間接的サー ビス
(indirect sewice)」 「市民行動 (civic action)」 とい う三つのカテ ゴ リー に分類する。3
「直接的サー ビス」 とは「援助 を必要 とす る人々 との個人的 な接触」 を意味す る。 このタイ
プのサー ビス活動 には、例 えば、中学校 (middle scho01)の 生徒 が小学校 (elemё ntary schOol)
で特別 な教育 を受 けてい る児童 に対 して「読 みの学習 (reading)」 を援助す る こ とが ある。援
助 を必要 とする人々 と直接接触する ことがで き、 またそうする こ とで直 ちに有効感 を味 わえる
ために、 このタイプのサー ビス活動 が「サー ビス・ ラーニ ング」 では最 も一般的な もの となっ
てい る。
「間接的サー ビス」には、例 えば、
「 (福 祉団体等 のための)資 金集 め (fund‐ raising)」 「 (ホ ー
ムレスのための)食 料収集 (food collection)」 等が ある。 つ まり、援助 を必要 とする個人 と直
接接触す るのではな く、あ る課題 を解決す るのに必要 となる物資 を集 めることを通 して、間接
的 にサー ビス活動 と関わ るのが このタイプの特徴 で ある。多 くの場合、 この活動 はある団体や
機関 を援助す る ことを目的 としてなされ る。 日本 で言 えば、「赤 い羽募金運動」や「ベ ルマー ク
集 め」等が これにあたるもの と思われる。
「市民行動」は「民主的な市民的資質 (democratic citizenship)に お ける活動的 な参加 (act市 e
participatiOn)と い う視点 を強調す る」
。 フ ァー トマ ンらによれば通常 この タイプの活動 は二つ
の主要な活動場面 に分割 される。一つ 目は選択 した課題 について
「知 る場面」、二つ 目はその課
題 を解決す るために「行動す る場面」 で ある。二つ 目の「行動する場面」 には、例 えば、生徒
がホーム レスの住居 を確保す るために地方政府 と交渉す る こ と、生徒 が麻薬・ アル コール犯罪
の危険性 に対 する住民意識 を高 めるためにキャンペーン運動 を展 開す る ことが ある。
先 に述 べた通 り、ACTは この うち「市民行動」の観点 か ら開発 されたプ ログラムで ある。 ま
た、ACTで は次 のような点 も考慮 してい る。
「ACTは 行動 を通 して市民的資質技能 を学 ぶ一つ
の方法 となる。ACTに おいてあなたが学 ぶ技能 は、あなたが今 日の コ ミュニ ティを改善す る際
に役立 つ技能 で ある。 これ らの技能 はあなたの生活の至 る所 で あなたを援助する ことになる。
例 えば、あなたの未来 の教育 において、あなたの職業 において、 そして民主社会 にお ける一人
の市民 として。」 つ まり、ACTは 「政策立案能力」 の育成 を通 して「市民行動」 できる市民 を
育成す るとい う市民的資質 のための教育 の側面 だけでな く、様 々 な学習技能 (調 べ る技能 や ま
とめる技能等)を 生徒 に身 に付 けさせ るとい う生涯学習 の側面 も併 せ持 ってい るのである。
今 日、 日本 では「総合的 な学習 の時間」 に関す る研究 が本格化 しつつ ある。その中で、筆者
は「 サー ビス・ ラーニ ング」 を「アメ リカ版総合的学習」 と捉 えてい る。 それは、 アメ リカに
おける「サー ビス・ ラーニ ング」が 日本 の総合的学習 を考 える上で参考 となる視点 を提供 で き
る、と考 えるか らである。ACTの ような体系的なプ ログラムの開発 が、今後 日本 において も必
要 となって くるだろう。 そのよ うな際 に、ACTの 理念及 び内容 が必ずや参考 となるはず で あ
る。

2 CRFに おける市民参加 としての「サー ビス・ ラーニング」 とい う考え方
CRFの 理事

(executive director)で あるクラーク (TOdd Clark)は 、CRFの スタ ッフと
ともに、 1997年 、
「市民参カロとしてのサー ビス・ ラーニ ング (Service Lcarning as Civic Partici‐

ACT誕 生 に至 る開発者側

pation)」 とい う論文 を発表 した。 まず この論文 を分析す る こ とで、

の意図を探 ってみた い。

「サー ビス・ ラーニ ング

(Service‐

Leaming)」 プログラムの開発原理

彼 らはまず Times Mirror Center for the People and the Presゞ 'に よるアメ リカ市民 の分
析 を引用す る。
「 アメ リカの選挙人 は憤 ってお り、自己の利益 に関心 を集中 させ、政治 になん ら
関心 を持 っていない。何千 にも及 ぶ アメ リカの選挙人 へ のイ ンタヴュー によ り次の ことが明 ら
か となった。す なわち、彼 らは現在 のシステム に対 して不満 を抱 いてい るが、 その不満 を解消
するために、パ ブ リックな政治的思考 を行 なうことや他 の政治的解決策 を進んで提案す る こと
4こ のよ
に対 してなん ら明確 な方向性 を見出 していない。
うな傾向 に対 して、CRFは 、
」
「学校 が

市民 の政治的無関心 を中和 し、市民 の知識 を改善 し、市民参加 を増大 させ るよう努 めなければ
な らない」5と 、学校教育 の役割 を提案す る。しか しなが ら彼 らによれば、
「公民 コース、政治 コー
ス、合衆国史 コースが市民的資質 のための教育 (citizenship education)と して多 くの学校 カ
リキ ュラムに共通 して存在す る」にもかかわ らず、 それ らは
「教室 にお ける学習 をコ ミュニテ ィ
において市民的技能 を活用す る場面 に結 び付 けるようなプ ログラム」6と はなっていないので あ
る。 それは今 日存在 す る学校 が上記 のよ うな役割 を果 た していない ことを意味す る。 つ まり、
「公民 コースや政治 コースは市民参加 にとって基礎 となる知識・ 技能 を提供す る ことができる
にもかかわ らず、 それ らの コースについての感想 をコース参加者 に尋 ねると、興味深 くそれ ら
の コース に参加 した、あ るい は学校 の学習が活動的 な市民参加 のために役立 った と答 えるアメ
7以 上のように
リカ市民 はほ とん ど存在 しないので ある。
」
、今 日の学校教育実践 を批判的 に分析

する中か ら、ACTは 誕生 したのである。

CRFは 学校教育 に対 して次 のような提案 を行 なう。
「手短 かに言 えば、もしわれわれが生徒 に
効果的な市民 として演 じる こ とを期待す るな ら、 われわれは市民 が取 るべ きすべ てのステ ップ
を含 んだカ リキ ュラム を生徒 に提供 しなければな らない。理想 的 には、公民科 プ ログラム は生
徒 の生活 に関連 し、社会 が直面 してい る現実 の課題 を取 り扱 い、市民的資質 の技能 (例 えば、
批判的思考、問題解決、 プ レゼンテーション、調査等)の 実践 を促 し、生徒 が学習 した知識 や
技能 を応用する場 として コ ミュニ ティを利用すべ きで ある。」8「

4 ACTの 実際」では ACTの

内容 を紹介す るが、正 に ACTの 内容 は「市民 が取 るべ きすべ てのステ ップ」よ り構成 されてい
る。

CRFで は「一つの解決策 としてのサー ビス

(Service as a Solution)」

とい う考 え方 をする。

つ まりこうで ある。
・サービス は市民的資質 のための教育 を促進す る。なぜ なら、
「 コ ミュニ ティ
生徒 は教室 で獲得 した技能 をコ ミュニ ティで活用す る ことに よって市民 として成長す る ことが
できるか らである。
」9実 は このような考 え方に CRFが 至 るには、ACTが 完成す る以前、つ ま
り1980年 代 のプ ログラム開発 に対す る CRFの 自己反省 が あつた。CRFで は
「 サー ビス活動 が青
年 とコ ミュニ ティに とって価値 が ある こ とは明白で あるが、 それが本質的 にあるい は自ずか ら
市民的資質 のための教育 を構成 す るのではない」 と考 える。 これは、CRFが 、 1980年 代 に開
発・実践 した Youth Leadership for Action(YLFA)"や Youth Community Service(YCS)"
1°

とい った CRFの ボラ ンティア・ サー ビス・ プログラムが不十分 であった ことを示 してい る。 そ
の辺 りを CRFで は「われわれの歴史 はボラ ンテ ィア・ サー ビス・ プログラムか ら、効果的 な市
民参加 にとって本質的で ある知識・技能・態度 の育成 を意図 してサー ビス と学習 を統合 する『市
民参カロ(civic participation)』 プ ログラムの方向へ と徐 々に変化 を遂 げてきた」と捉 えてい る。
ここで「『市民参加』プログラム」 と呼 んでい るものが、CRFが 開発 した「サー ビス・ラーニ ン
グ」プログラム、す なわち ACTの こ とに他 ならない。 さらに、CRFは 次 のように述 べ る。
「わ
れわれはプ ロジェク トの開発 を生徒 に要求する こ とで、社会的 な課題 の背後 を研究す る ことへ
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と生徒 を追 い込む。 スー プキッチ ン (sOup kitchen)で 作業す る生徒 はなぜ人 々がホーム レス
になったのか を考 える ことを始 め、落書 きをペ ンキで塗 り消 してい る生徒 はコ ミュニティヘ の
『 (視 覚障害者 を対象 とした)ビ ー ッ とい う音の野球 (beep
落書 きの影響 を探求す る ことを始 め、
baseba11)』 をプ レイす る生徒 は障害者 に関連 した政策 を調査す る ことを始 め、植物 を育 てる生

徒 は様 々 な コ ミュニ ティ機関が どのように環境問題 を取 り扱 ってい るかを検討す る こ とを始 め
た。
」 H「 サー ビス・ ラーニ ング」 はコ ミュニティにおいて生徒 が「行動す る」だけで成立する
のではない。 その活動 に至 る過程 で、あ るい は活動 を進める過程 で、生徒 が取 り上 げた課題 に
対 して「知 る こと」 もまた重要な視点 なのである。

CRFは 1990年 代 に入 り、三つの「サービス・ラーニ ング」 プログラム を開発 してい る。一つ
は本研究 で取 り上 げてい る ACTで ある。それは社会科 カ リキ ュラム として開発 された。残 りの
二つ は City Youth(CY)"と Youth Task Force(YTF)"で ある。前者 は、社会科、国語、
理科、数学 の学際的 なカ リキ ュラム として開発 されてお り、後者 は教科外 のカ リキ ュラム (例
えば、クラブ活動等)と して開発 されてい る。それぞれプ ログラム毎 に特徴 が あるのだが、CRF
では次 の四点 わたってそれ ら二つのプログラム に共通点が ある と考 えてい る。
第一 に「技能 の確立 (skill building)」 で ある:12cRFが 開発 したプログラムで は、市民的資
質 に必要不可欠な技能 の発達 に重 きを置 いてい る。第二 に「相互作用的学習方略 (interact市 e
leaming strategies)」 で ある。 13こ れは、生徒 が知識・技能 を獲得 し、態度 を形成す る過程 で、

生徒 間 の交流 を大切 にしてい るとい うことで ある。このタイプの学習方略 には討論、シ ミュレー
ション、 ロール プ レイ等 が ある。第 三 に「 コ ミュニ ティの資源 の利用 (use of community
resources)」 で ある。14こ れは図書館 や博物館 とい った コ ミュニ ティの施設 を利用す る こ とだけ

でな く、生徒 が コ ミュニテ ィの機関・団体 でボラ ンティア活動 をする ことも意味す る。 そして、
第 四に「政策 へ の焦点化 (policy focus)」 で ある。 15後 述す るように、ACTで は特 にこの第 四
の視点 を大切 にする。CRFに とって、
「個人 が効果的 な市民 となるためには、彼 は、社会 が ある
課題 に対処す る政策 をどのように立案す るのかを理解 しなければならない し、 コ ミュニ ティの
課題 に対処す る ことを目的 とした開発 された公共政策 を評価す る能力 を持 たなければな らな
い」 ので ある。
以上が、CRFが

ACT開 発 に至 る経緯 で あ り、CRFに よる ACT開 発 の意図で ある。

3 AC丁 の理念
(1)AC丁 を支える六 つの要素

ACTは 、次 の六 つの要素 に支 えられてい る。これ ら六 つの要素 を考慮 しなが ら、CRFと CUP
は ACTを 開発 した。② の「公共政策 の研究」は、先 に述 べた通 り、ACTの 特徴 で ある。 しか
し、 それを除 く他 の五 つの視点 は、すべての「サー ビス・ ラーニ ング」 プ ログラム に共通す る
要素 で ある。 それ らは日本 において「総合的 な学習 の時間」 の単元開発 をする際 にも役立 つ視
点 となる。
①学校 に基づ く「 サー ビス・ ラーニ ング」 (School‐ based SeⅣ ice Learning)
②公共政策 の研究 (Study of Public Policy)
③学校 とコ ミュニ ティのパ ー トナーシ ップ (Partnerships between Schools and Commu‐
nity)
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④参加型学習 (Participatory Leaming)
⑤認知的 リフレクション (COgnit市 e Reflection)
⑥ もう一つの評価 (Altemat市 e Assessment)
以下、 それぞれについて説明す る。
「サー ビス・ラーニ ング」を学校 カ リキ ュ
「①学校 に基 づ く『サー ビス・ラーニ ング』」16と は、
ラム に含 み込 ませ る (infuse)こ とを意味す る。 それはコ ミュニ ティにお けるサー ビス活動 (生
school instrtlction〉 )
student action〉 )を 教室 における学問的 な学習 (学 習指導 〈
徒 の行動 〈
「近 い将来 コ ミュニ ティのメ ンバ ー と
と結 び付 ける ことを意味する。また、このアプ ローチは、

なる生徒が市民的資質 (citizenship)を 真 に意味あ るもの とす る」ためにも必要不可欠 な視点 で
ある。生徒 は「教科書、 クラス討論、 クイズ、 テス トとい った伝統的 な学習方法 の利用 か らだ
けでな く、経験 を振 り返 る ことか ら(『 ⑤認知的 リフレクション』)、 実生活 の経験 の中で教科 の
experiential education〉 』
。 さもなければ『為す こと
内容 を利用 するだろう (『 経験 主義教育 〈
leaming by doing〉 』)」 。 そのためにも、教師 は、「生徒が コ ミュニ ティ・ サー
を通 して学 ぶ く
ビス・プロジェク トヘ の参加 を通 して市民 の責任 (citizen responsibility)の 感覚 を発達 させた」
とい うことを観察 で きるように、
「生徒 の学習 や行動 を評価す るための新 しい方法 (『 ⑥ もう一
つの評価』)を 発見 し、利用す る」 ことに努 めなければな らない。
「②公共政策 の研究」 17は 、ACTと 他 の「サー ビス・ ラーニ ング」 プ ログラム とを分 かつ視
点 となる。ACTは 他 のプ ログラム と同様 に「学校 や コ ミュニ ティに影響 を及 ぼす現実的な課
。 しか し、特 に ACT
題、 そしてそれ らの課題 へ の対処方法 に注 目す る こ とを生徒 に要求す る」
では、生徒 がその課題 に対す る解決策 を決定す る以前 に、
「 まず公共政策 の領域 でその課題 に対
して何 がなされてい るかを検討 する こと」 を大切 にす る。ACTを 通 して、「生徒 はどのように
公共政策 が開発 されるのか、 その開発過程 で どのような人 々や組織 が関与 してい るのか、 どの
ようにして異 なる政策代替案 が検討 されるのか、 さらには、政策 の背後 にはどのような利益や
「 コ ミュニ ティにおける政府
。 この学習 を通 して、生徒 は
目的が存在す るのか、等 を学習す る」
の役割 を理解す るとともに、政府 に影響 を及ぼす市民 としての役割 を理解 す るようになる」 の
である。 それは「政策 の分析 を思慮深 く行 なえる市民 こそ民主社会 の礎 (comerstone)と な り
える」 とい う考 え方 に基 づいている。
「③学校 とコ ミュニ ティのパ ー トナーシ ップ」18と は、 コ ミュニ テ ィにおける生徒 の活動 が充
「生徒 は地 方政府 との結 び付 きだけでな く、地方 の企業、サー ビス機関、
実 した もの となるよう、
メデ ィア、教会、非営利団体、他 の地方グループ との結 び付 きを必要 とす る」 とい う意味 で あ
る。様 々なグループが「 ボラ ンティアの機会、資金、 ミーテ ィングの場所、 そして情報 を提供
「教室 におい
す る ことがで きる」
。 また同時 に、学校 とコ ミュニ ティのそのような結 び付 きが、
て情報 を提供 して くれ る人々の確保、生徒 のプ ロジェク トを公 開する こと (publicity)」 をそれ
ぞれ可能 にす るのである。「 しばしば教師 は『教室 の ドアを閉 め (close the classroom d6or)』 、
。
教師や生徒 を支援す る価値 あ る情報 が コ ミュニ ティに数多 く存在す る ことを忘れ て しまう」
ACTで は次 のような提案 を教師 に行 なう。す なわち、「 あなたの教室 に コ ミュニ ティを持ち込
み、あなたの教室 をコ ミュニ ティに持 ち出 しなさい」 と。 そうす る ことで、生徒 は教師 の支援
の下、「 コ ミュニ ケーションする技能やグループ を組織 す る技能 を改善する ことがで き、 また、
コ ミュニ ティの情報提供者 と接触 し、彼 らと積極 的 に関 わ る こ とを通 して、 自尊 心 (self‐

esteem)を 高 める ことがで きる」 のである。
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「④参加型学習」19は 次 のような考 え方 に基 づいてい る。す なわち、「 (試 験 を目的 とした特定
の教科内容 とい った)学 ぶべ き内容 (what to learn)を 学習す る代わ りに、 (質 問、 リフレク
ション、経験、行動 を通 して)学 び方 (how to leam)を 学習 ことによ り、生徒 は退屈なもの
とい うよ りはエ キサイテ ィングな もの として学習 を見 るようにな り、 また、学 び続 ける学習者
(lifelong leamers)と なるよう動機付 けられるので ある」
。ACTで 考 える「参カロ
型学習」の具

体的 な方法 には、討論、ロール プ レイ、シミュレーション、グループ活動、協同的学習 (coopera̲
t市 e leaming)、

ブ レイ ンス トー ミング等が ある。 このような学習方法 を経験す る こ とで、生徒

は教科 で学習 される情報 に対 して継続的 に関心 を示す ようにな り、情報 を我 が物 とし (own)、
その情報 を日々の生活経験 で直接的 に生かす ことがで きるよ うになる。 また、
「参加型学習」に
お ける教師 の役割 は、
「指導者 (mentor)、 ガイ ド、 コーチ、支援者 (facilitator)」 で ある。 つ
ま り、教 師 には「講義、 ワークシー ト、他 の伝統 的 な教育 方法 を通 して生 徒 に『答 え (the
answers)』 を要求する代わ りに、生徒 が独力 で答 えを発見す る こ とを援助する」役割 を演 じる
ことが要求 されるので ある。
「⑤認知的 リフレクション」20を 、ACTで は、
「『サー ビス・ ラーニ ング』の礎 (comerstone)」
と捉 えてい る。 この視点 の有無 によ り、
「 サー ビス・ ラーニ ング」 とコ ミュニ テ ィ・ サー ビス
(community seⅣ ice)が 区別 される。「サー ビス0ラ ーニ ング」には、「 リフレクションのため
の非形式的でボランタ リーな時間だけでな く、 リフレクション と討論 に必要な形式的に組 み込
まれた時間 と場所 が存在す る」
。 これは「サー ビス・ ラーニ ング」 プログラム を開発す る際 に、
「構造的 な リフレク ションのために計画 された時間 (planned time for structured reflection)」
が大切 され る ことを示 してい る。つ まり、
「 カ リキ ュラムの内容領域 とサー ビス活動 とを生徒 が
結 び付 けてい る過程」で、彼 らには継続的 なそして意識的な リフレク ションが要求 され る。「⑤
認知的 リフレクション」 は大 き く「集団 リフレクション」 と「個人 リフレクション」 に分 けら
れ る。
前者 の具体的な方法論 には討論や ロール プ レイ、
後者 にはジャーナ リングやプ レゼンテー
ション等が考 えられてい る。
「⑥ もう一つの評価」21と は、
「選択肢や○ × とい った伝統的 な試験 とは異 なる評価 の技法」
を意味する。今 日「 もう一つの評価」は教育改革運動の一部 をなし、具体的 には、
「 ポー トフォ
リオ評価 (portfoliO assessment)」 「真正な評価 (authentic assessment)」 「 デモンス トレー ショ
ン (demonstrations)」 として理論化 されつつ ある。「 もう一つの評価」を支 える思想 には、
「生
徒 に何 か を『為す こと』を要求する」
「生徒 の問題解決技能 や高次 の思考技能 (high‐ order think‐
ing skills)を 発達 させ る」
「『現実世界 (real‐ world)』 へ の転移 が大切 にされる」
「教師 に新 し
い学習指導 の役割 が期待 される」
「唯― の『正 しい

答 えは存在 しない」等が ある。 ま
た、具体的な方法 としては、
「 ジャーナル」
「 マル チメデ ィア・プ レゼンテーション」「口頭 のプ
レゼンテーション」
「 自己評価」
「行動評価書 (生 徒 の行動 を接触 した人 々がチ ェ ックシー トに
(right)』

評価す る こ と)」 「チ ェ ックオ フシー ト (活 動計画 が予想通 りに進 め られたか どうか を生徒 が
チ ェ ックす る こ と)」 等が ある。
以上六 つの要素 をプ ログラムの中 に取 り入れるなが ら、ACTは 開発 された。ACTは 極 めて
体系的なプログラムで あ り、意図的な試みなのである。
(2)AC丁 を実行す る際 の注意事項

また、ACTに は、学習 を進めるにあたって、教師が次 の九 つの点 に留意すべ きこ とも併せ て
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述 べ られてい る。 日本 では「アメ リカの教育実践」 について「 自由で、すべてを子 どもに任せ
てい る」 とい う印象 をもつ人 が多 い ようで ある。 しか し、実際 には次 のような様 々な点 に留意
しなが ら実践 は進 められ る。特 に、子 どもの安全 や保護者 の理解・ 協力 には 日本以上 に気 をつ
かってい る ことがわかる。事前 の準備 は非常 に大切 なのである。
第一 に「保険 と責任 (insurance and liability)」 22で ぁ る。ACTで は生徒 による様 々なサー
ビス活動 が コ ミュニテ ィにおいて展開 され る。それは生徒 が学校外 へ 出か ける ことを意味する。
そのような活動 には当然危険が伴 なう。教師 あるい は学校 はそのような危険 に対 して責任 を負
う義務 が ある。事前 に危険 を回避す る努力 は当然 であるが、予測不可能 な事故 に対 して も予め
対応 を考慮 してお く必要 が ある。 そのためにも、
「学校保険 (school insurance)」 の適用範囲を
再確認 し、 もし必要な らば他 の保険 に加入すべ きである。 また、生徒 がサー ビス活動 の中で過
失 を侵す可能性 もある。 その点 に も十分注意 を払 うべ きである。
第二 に「保護者 の許可 (parental permission)」 23で ぁる。生徒 がボラ ンティア として様 々 な
活動 に参加す る場合 には、保護者 の許 可が必ず必要である。ACTプ ロジェク トを開始 する以前
に、保護者 に許可書 のサイ ンを要求す る。 つ まり、保護者 に生徒 の学校外活動 に対 して許可 を
願 うべ きである。
第二 に「保護者 の援助 (parental support)」 24で ぁる。許可書 を送 るの と同時 に、教師 は保
護者 や近 隣者 に対 して ACTを 説明 した手紙 を送 り、場合 によっては教師 と保護者 が あるい は
保護者同士が ACTに ついて議論す る ミーティングを組織 すべ きである。また、保護者 は ACT
プ ロジェク トにとって重要 な資源 となる。保護者 の中 には地方政府や非営利団体 で働 く者 もい
るだろう。加 えて、教師 は「 もう一つの評価」 に対す る説明 を保護者 に行 なうべ きである。多
くの保護者 はテス トの点数 のみで生徒 を評価す る ことに慣 れてい る。 この機会 に教師 は保護者
に「サー ビス・ラーニ ング」 を始 め とす る新 しい教育方法 を知 って もらうと良 い。「 これは積極
的 な学校 と家庭 との関係 を建設 し、学校 に対す る保護者 の関与 と援助 を推進 させ るすばらしい
機会 となるだろ う」。
第 四に「安全の問題 (safety issues)」 25で ぁる。ACTの すべ てのステ ップにおいて、生徒 の
危険性 を最小限 に とどめる努力がなされなければな らない。 もし生徒 が危険 な場所 に出向 き、
あるい は危険 をともなう活動 をす るな ら、教師 は生徒 との間でルールや手続 きの確認 をするべ
きである。通常生徒 は教師あ るい は保護者 の監視下 で作業 を行 なう。あ るい は、学校外 で作業
する場合 には、一組 のペ アやグループ になるべ きである。
第五 に「移動 (transportation)」 26で ぁる。イ ンタ ビュー、調査、見学 をする場合、 どのよう
に生徒 は学校 か らその場所 へ移動 するのか ?ス クールバ スの手配 はで きるか ?保 護者 は車 を出
す ことがで きるか ?教 師 は校長 とともに移動 に関 して再確認 を行 なうべ きである。
第六 に「生徒 の準備 (preparation of students)」 27で ぁる。生徒 に学校外 で活動す る際 の留
意点 を確認 させ る必要が ある。 コ ミュニ ティで活動す る際 には、生徒 は服装 や言葉使 い に注意
しなければな らない。 また、老人 ホームやホーム レス・ シェル ター とい った、生徒 にとって新
しい場所 では、特 に準備 が必要 となるだろ う。 そのような場 での生徒 の不安 を解消 するた めに
も、生徒同士が話 し合 う機会 を、教師 は与 えるべ きである。
第七 に「生徒 の適応 (student adiustment)」 28で ぁる。生徒 はす ぐにで もプ ロジェク トを開
始 した い と考 えるだろう。 そのような場合 に、生徒 は注意深 い準備 の必要性 を感 じないか もし
れない。 しか しなが ら、 もし適切 に リフレクションの時間が導入 されるな ら、生徒 は準備 が非
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常 に大切であ り、結果的 に、 それが彼 らの作業 をし易 くす る ことを知 るだろう。彼 らはリフレ
クションの時間 に、 た くさん書 き 。話す ことを要求 される。 それは、他者 と競争す る ことの代
わ りに、協同 して作業す る ことを要求す る ことで もある。 また、場合 によっては、大人 たち と
の交流 も要求 される。「生徒 の準備」が学校外 で作業す る際 のルールやマナー に関す る事柄 で あ
るのに対 して、 この「生徒 の適応」 ではプ ロジェク トその ものに適応す る ことに対応 した もの
で ある。
29で ぁる

。 コ ミュニ ティの
資源 を最大限利用するためにも、教 師 は可能 な限 り情報 を集 めなければな らない。地 方新聞 の
講読予約 をす る こと、 また、生徒 や保護者 に地方新聞 の購読 を勧 める こ とが教師 には必要 とさ
第八 に「資源 の最適 な利用 (optimal utilization of resources)」

れる。 また、その他 にも、教師 は様 々 な コ ミュニ ティの人 々 と接触 を持 つ ことが必要 で ある。
例 えば、 メデ ィアの記者、地方 ビジネス、地方政府機関、非営利団体 な どと教師 は接触 しなけ
ればな らない。 さらに、資源 のネ ッ トワークを築 くためにも、教師 は保護者、近隣 の住民、友
人 と話す ことが必要 で ある。
第九 に「態度チ ェ ック (attitude check)」 30で ぁる。教師 もそして生徒 もオープンマイ ン ド、
ユーモアの感覚、発見 の感覚 を維持 す る ことが大切 で ある。ACTは すべ ての者 にとって新 しい
経験 で ある。通常新 しい経験 に適応す るためには時間 を必要 とするだろう。 しか し、生徒 はそ
の適応 の段階 も楽 しむにちが いない。
これ らはすべて事前 の準備 に関す る事柄 である。

4 AC下 の実際
(1)AC下 の全体像

ACTの 全体像 を理解す るために、 ここで は、ACTが どのような目標観 に立ち、 どのような
能力 を生徒 に身 に付 けさせたい と考 えてい るかを、先ず明 らかにする。 (図 表 1参 照)。 次 に、
ACTが 実際 にどのよ うな学習 プ ロセス を通 して進 められるのかを明 らかにす る。ACTの 学習
プロセス は大 きく五 つのステ ップに分 けられ る。 それは、市民が「市民行動」 を起 こす際 に必
ず辿 らなければならないステップで ある、と ACTで は考 えられてい る。この全体像 を示 した上
で、次 の
「(2)ACTの 学習 プロセス」では、ACTの 内容 を実際 に示 してい こう と思 う。 (図 表 2
参照)。

ACTで は、次頁 の図表 131の 目標観・能力観 に立 ってい る。 この図表 1は 、中学校用 『ハ ン
ドブック』 に載 せ られた ものである。 ここには、ACTの 「 目標」 と、ACTで 育成 する ことの
で きる「学習成果」が示 されてい る。学習成果 を「知識」「技能」「態度」 の三つの視点 か ら表
現す る方法 は、伝統的 にアメ リカ社会科 で取 られてきた ものである。 ここで用 い る「技能」 と
い う言葉 は日本 のそれ よりも意味内容 が広 く、「問題解決能力」や「批半J的 思考能力」等 もその
中 に含 まれ る。 つ まり、 アメ リカ社会科 では「問題解決技能」 や「批判的思考技能」 とい う言
葉 の使用が 日常的 になされてい るのである。
日標 の一 つ 目の視点 は、「サー ビス・ラーニ ング」が体験的 な活動 だけで成立するのではな く、
取 り上 げた課題 に対す る深 い研究 に基 づいて成立する ことを示 してい る。また、ACTが 国家的
あるい はグ ローバ ル な規模 での学習 ではな く、 コ ミュニ ティにおける学習 に限定 してい る こと
も示 してい る。第二 の視点 は、繰 り返 してい る通 り、ACTが 公共政策 の研究 に焦点 を絞 ってい
る ことを示 してい る。 それは、次 の「(2)ACTの 学習 プロセス」で紹介 する、ACTの 学習 プ ロ
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セスか らも理解 で きる ことである。 そして、第二の視点 は、「サー ビス・ ラーニ ング」が アメ リ
カ市民 の個人主義化傾 向 に歯止めをかける ことを目的 として注 目された とい う事実 に関連 す
る。
「 コ ミュニ ティに奉仕する こと」 はアメ リカ民主主義 の根幹 で あ り、 したがつて、「サー ビ
ス・ ラーニ ング」 を通 してアメリカ民主主義 を再建 しようとす る意図が、「サービス・ ラーニ ン
グ」 の背景 には存在す るのである。

ACTの 日標 と計画 される生徒の学習成果

図表 1】
【
目標

:

ACTへ の参加 を通 して、生徒 は

:

◆ コミュニティについて学習 し、また、コミュニティの状況 を改善することに最 も効果的である人々・プロ
セス・ 機関について学習する。 ,
◆政治生活 とコミュニティ生活のあらゆる場面 における政策立案プロセスに効果的に参加するために必要
な社会的・政治的・分析的技能 を身に付 ける。
◆共通善 (the commOn good)対 して生涯にわたって奉仕するという態度を彼ら自身の中にそして仲間の間
に育てる。
生徒の学習成果
上に述べ られた目標に到達することで、ACTに 参加する生徒は次の学習成果を獲得することができる。
知識 (Knowbdge)
生徒は
◆有能で参加する市民の様々な特徴や行動 を認識する。
◆彼 らが生活するコミュニティが何であるかを明 らかにし、それについて述べる。
◆地方の問題、そして、その地方の問題 と州 0国 家 ンベルの問題 との関連性が何であるかを明 らかにし、
′
それを定義 し、それについて述べる。
◆公共政策の開発・ 意味付け・ 評価 に影響を及ぼす要素 と機関を説明する。
◆一個人がコミュニティの諸問題を解決するのに役立つことができる様々な方法を知 る。
:

:

技能 (Sk‖ ls)
生徒 は :

◆効果的な質問を開発し、使用する。
◆多様な一次・二次資料から情報を獲得し、それを解釈する。
◆客観的妥当性・正確性・観点から情報を調査分析 し、評価する。
◆社会諸問題の解決を援助する効果的な努力に情報を応用する。
◆個人的な行動の結果、そしてその行動に対する適切な文脈を評価する。
◆理知的で責任のある決定を下すために、批判的思考技能や倫理的推論を発達させ、それを使用する。
◆効果的で合理的な様式で理念・事実・意見を伝達するコミュニケーション技能を発達させ、それを使用
す る。

◆他者 と協同的に作業する。
◆個人的利益 と共有された利益を効果的に擁護する。
態度 (Atltudes)
生徒 は

:

◆人間の多様性を認識し、尊敬する。
◆コミュニティの擁護者の役割において個人的政治的有効感を発達させる。
◆個人の権利 と自由は責任よつてバランスが保たれるということを信じる。
◆サービスの価値 とコミュニティに継続的に関与することの重要性をそれぞれ彼ら自身の中に育てる。
・ガ
次 に、具体的 に ACTが どのような構造 になってい るかを紹介 する。生徒用『フ ィール ド
イ ド』 も教師用 『ハ ン ドブック』 も、当然 の ことなが ら、両者 ともに五 つのステ ップよ り構成
され る。 なお、各 ステップは「章」 として示 されてい る。 つ まり、第 1章 は第 1ス テップを意
味す る。

唐 木

清 志

第 1章 のテーマ は「 あなたの生活 してい る場所 はどうい うところか ?」 で ある。それは次の
ように説明 される。
「 この章 であなたはコ ミュニ ティの簡単 な調査 をする。あなたが生活す る場
所 の大 きな絵 を描 くために この章 を利用 しなさい。あなたはまった く新 しい方法 で あなたの コ
ミュニ ティを理解す るだろ う。あなたの コ ミュニ テ ィは単 なる場所 ではない。 それは興味深 い
人 々、価値 ある情報源、数多 くの問題 で満 たされてい る。」
生徒 はコ ミュニ ティを調査 し、コ ミュ
ニ ティが抱 える課題 とコ ミュニ ティが有 する資源 に関す る情報 を得 る。
第 2章 のテーマ は「 どんな問題 が存在するか ?」 で ある。 それは次 のよ うに説明 される。
「こ
の章 で あなたはあなたの コ ミュニ ティあるい は学校 の諸問題 についてよ り深 く探求 し、学習す
る方法 を知 る。刑事 のように捜査す るために この章 を利用 しなさい。問題 の原因 は何 か ?そ れ
はどの程度深刻なのか ?わ れわれはそれに関 して何 かをする ことができるのか ?」 生徒 はア ン
ケー トやイ ンタ ビュー を行 ない、 コ ミュニ ティの課題 を一つ に絞 り込む。 その上で、 その一つ
の課題 に関す る研究 を進める。
第 3章 のテーマ は「誰 が何 をしてい るか ?」 で ある。それは「 この章 で あなたは権力・政治・
計画・ 政策 とい う本当の世界 に引 き込 まれ る。あなたの コ ミュニ ティでなされてい る物事 に関
与 してい る人 々 (行 政 0ビ ジネス・ メデ ィア・ 非営利団体 に関与 してい る人 々)と 連絡 をとる
ためにこの章 を使用 しなさい。 おそら く、彼 らはあなたが感心 の ある課題 を取 り扱 うことを援
助 して くれる。
」と説明 される。生徒 は選択 した課題 に対 して どのような政策 が考 えられ、実施
されてい るかを、 コ ミュニ ティで生活す る様 々 な人々 との話 し合 いの中で明 らかにする。
第 4章 のテーマ は「あなたは何 をする ことがで きるか ?」 で ある。それは「 この章 で あなた
は数多 くの選択肢、あるい はコ ミュニ テ ィの出来事 に対 して活動的な役割 を担 ってい る異 なる
方法 を提示 される。物事 を引 き起 こすために有効 な道具 と情報 の取 り合 わせ を この章 で見 つ け
なさい。」 と説明 され る。生徒 は自分 たちにで きる、課題解決 の方法 を検討す る。 そのために、
この章 では、署名・ プ レゼンテーション等 の様 々 な方法論 が参考 のために提示 され る。
第 5章 のテーマ は「 あなたは何 をするつ もりか ?」 で ある。 それは「 この章 で あなたは計画
を立て、 その計画 を行動 に移 し、 その行動 を継続 させ る方法 に関す る知識 を提供 され る。あな
たの ACT計 画 を行動 に移すために この章 を利用 しなさい。」と説明 され る。生徒 は課題解決 の
ためのプロジェク トを計画 し、実施する。実施後 に リフレクションを行 な うの も、 このステ ッ
プの重要な要素である。

(2)ACTの 学習プ ロセス

ACTの 実践 は、上の五 つのステ ップに沿 って実践 される。基本的 に、ACTは グループ活動
として展開 される。 それは、大人 の世界 にお ける「市民行動」 が実際 にはこのグループ活動 の
形態 を採 るか らである。同 じ利益・ 関心 を有す る人 々が グルー プ を作 り、公共政策 を立案 しな
が ら、 それを社会 に提案 してい く。 それが「市民行動」であ る。 そのような社会 で実際 に役立
つ技能 を、 グループで活動 しなが ら学 び取 ってい くのが、ACTの 特徴 で もある。
五 つのステ ップをさ らに細分化 した、実際 の ACTの 内容 を次に示す。 (図 表 2)。 180頁 に も
及 ぶ中学生用 『フィール ドガイ ド』 を12頁 程 で まとめたので、多少分 か りづ らい ところが ある
か もしれないが、大 まかな流れは掴 めるだろ う。これは一つの事例 で あ り、ACTの 中で も実際
にすべ て この通 りに学習が進行するわけではない。 しか し、
「 サー ビス・ ラーニ ング」 の全体像
を掴 んで もらうた めに も、 また 日本 の「総合的学習 の時間」 の参考 とす るためにも、 ここで は
多少長 くなるが掲載 したい と思 う。

「サー ビス 0ラ ーニ ング (Sewice‐ Leaming)」 プログラムの開発原理

図表 2】 AC下 の学習プロセス
【

現在 1:あ なたの コミュニテ ィを描 くこと (The Present:Drawing Your Community)(あ なたの コミュニテ ィを述べ る一つ
の方法は、 コミュニテ ィの絵を描 くことである。あなたはこれを一人であるいはグループ活動 として行なうことがで きる。
)
(1)リ ス トを作 りなさい。 (あ なたの コ ミュニティを構成するすべての事物 の リス トを作 りなさい。)
υ)教 具を用意 しなさい。 (マ ーカー と大 きな紙 を用意 しなさい。
)
0)描 きなさい。 (紙 の上 にコ ミュニティの絵 を描 きなさい。 その際 Dの リス トに含 まれるすべての事物 を描 くこと。
また、見た り、聞 いた り、感 じた ことを言葉 として絵 にカロえなさい。
)
(4)新 しい事物 を加 えなさい。 (教 室の壁 にあなたの絵 を貼 りなさい。あなたの絵 を他 の人の絵 と比較 して、新 たに加 えるべ
きコ ミュニティの事物 を探 しなさい。そして、それをあなたの絵 に加 えなさい。絵 を壁から剥が したら、それをあなたの
ファイル に保管 しなさい。
)
現在 2:道順 に沿って調査すること (The Present:Searching Along the Way)(あ なた達はそれぞれ コミュニテ ィの異なる
場所 に住 んでいるので、あなたと他のグループ構成員はおそらく家から学校 まで異なるルー トに沿って通学 している。したがっ
dfferent pdnts of
て、あなた達はおそらくコミュニテ ィの異なる形態 を見ていることになる。それがあなた達の異なる見方 く
vbw〉 である。コミュニテ ィの より大 きな絵を描 くために、家か ら学校 までのあなたの見方 と他のグループ構成員の見方 とを結
合 しなさい。
)
(1)地 図を見 つ けなさい。 (教 師からコ ミュニテ ィの地図を手 に入れなさい。その地図 にはあなたの学校が含 まれてい るべ き
である。
)
(2)あ なたの学校 とあなたの家 を見つ けなさい。(第 1に 、地図の上にあなたの学校 を見つ けなさい。第 2に 、あなたの住んで
いる家 を見つ けなさい。第 3に 、あなたが毎 日通つている通学路 を辿 り、あなたの家 とあなたの学校 を結 び付 けなさい。
)
(3)道 順 に沿 って調査す ること。 (家 から学校 へあるいは学校 か ら家へ調査す る間、あなたは四方八方を見渡 しなさい。そし
て、見 た事物 の リス トを作 りなさい。
)
○ ビジネス :異 なる商店・ レス トラン・工場 を探 しなさい。
○問題 :あ なたはどんな種類 の問題 を見つ けましたか ?〈 修繕 を必要 とする、乱雑 に散 らかっている、落書 きのある、犯罪
が起 こってい る、貧困である、 ホーム レスが生活する通 りを探 しなさい。
〉
○ メデ ィア :ラ ジオ塔 とテ レビ塔 を探 しなさい。書店や新聞販売店 を探 しなさい。
○政府関係者 と政府関係機関 :市 役所や図書館 のような公共施設 を探 しなさい。警察官・消防署員・道路整備員 を探 しなさ
い

。

○異 なる人 々 :異 なる年齢・ 人種・ 文化 の人々 を探 しなさい。 あなた は彼 らを どこで見か け、彼 らについ て どの ように感 じ
たか ?
過去 1:写 真 による調査 を実施 す るこ と (The Past:Ma‖ ng a PhotoSearch)(一 枚 の写真 は1,000の 言葉 ほ どの価 値 がある。
過去 の写真 を得 るために学校 とコ ミュニ テ ィを調査 しな さい。 で きる限 りた くさんの写真 を集 めな さい。)
(1)物 理的 な特徴 。 (自 然環境 と人間 が作 り上 げた環境 の写真 を探 しなさい。)
○ 自然 の特徴 が コ ミュニ テ ィを形作 つてい るか ?(ヒ ン ト :川・ 山・ 丘・ 湖・ 海 を探 しなさい。)
○人 々 は どんな特徴 を作 り上 げたか ?(ヒ ン ト :橋・ 建物・ 道路 :水 路・ 港・ 鉄道 を探 しなさい。)
(2)人 々。 (コ ミュニ テ ィにかつて生活 していた人々の写真 を探 しなさい。)
○ そ こにイ ンデ ィア ンは生 活 して いたか ?あ なた は彼 らの写真 を発見す る ことがで きるか ?
040年 前 の若 者 の写真 を探 しなさい。彼 らは どんな衣服 を着 ていたか ?彼 らは どんな種類 の音楽 を好 きだ ったか ?
0 ビジネ ス (コ ミュニ テ ィの古 い工場・ レス トラ ン・ 商店 の写真 を探 しなさい。)
○ コ ミュニ テ ィに ビジネ ス街 と呼 ばれ る場所 が存在 す るか ?そ れ は どこにあるか ?ビ ジネス街 の写真 を探 しな さい。
に)メ デ ィア (新 聞社・ ラジオ局・ テ レビ局 の形跡 を探 しなさい。)
020年 前 の新聞 にはどんなニ ュースが印刷 されて い るか ?40年 前 は ?100年 前 は ?(ヒ ン ト :図 書館 で古 い新聞 を探 しなさ
い

。)

(5)政 府

(あ なたの学校・ 市役所・ 消防署 の写真 を探 しな さい。
)
○公立学校第 1号 は どこにあったか ?警 察署 は ?市 役所 は
'
過去 2:歴 史 に関す るイ ンタヴュー (The Past:A Tal‖ ng History lntervbw)(コ ミュニテ ィに長 く住 み続けている人 々にイ

ンタビュー しなさい。それは長ければ、長 いほど良 い。彼 らはあなたが歴史の本で発見できなかった物語 を話す ことがで きる。
老人たちは過去 についてた くさんの ことを知 っている。あなたには老人の知 り合 いがいるか。コミュニテ ィについて知 っている
人 々 を探すために次の ことをしなさい。
)
○学校 を探 しなさい。あなたの教師の中には20年 以上教 えている教師がいるか。
○あなたの家族 に尋ねなさい。20年 あるいはそれ以上過去のことを覚えてい るか もしれない。
○あなたの近所 の人 に尋ねなさい。
○商店や他 の ビジネスで働 いている人々のうちの何人かは20年 以上 コ ミュニティで働 き続 けてい るか もしれない。
未来 :未 来 の 学校 を想 像 しな さい (丁 he Future:lmagine a FutureSchool)(あ なたは未来 を見 る ことがで きるタイ ムマシー ン
を開発 した時 の ことを想像 しな さい。 あなたの 学校 は どの ようになって いるだろ うか。グ ループの構成 員 と一 緒 にブ レイ ンス
トー ミング を してみな さい。 そ して、あなたの 学校 の未来予想図 を作 り上 げるため に下の質問 に答 えな さぃ。)
(1)名 前。(い くつか の学校 はケネデ ィ大統領や マ ー チ ン・ルーサー・ キ ング牧師 の ような人々 にちなんで名 づ け られてい る。)
○ あなた は未来 の学校 を どの ように名 づ けるか ?そ れ はなぜか ?
(2)人 々。 (ど んな年齢 の集団が未来 の学校 に通学す るか ?ど んな種類 の若者 が通学す るか ?)
○ あなた は生 徒 がす べ て 同 じである ことを望 むか ?あ るい は、 あなた は異 な る年齢・ 文化・ 人種 の生 徒 と一緒 に学習 し、生
活す る ことを望 むか ?そ れ はなぜか ?
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「サービス・ ラーニング

(Service‐ Learning)」

プログラムの開発原理
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演技者を調査すること (Searching fOr Phyer)(今 や主要な演技者 を調査する時である。彼 らは誰なのか ?あ なたは彼 らをど
こで発見することがで きるのか ?最 も重要なこと、それは、彼 らがそれらの問題 について何 をしているのか、とい うことである。
学校あるいはコミュニテ ィの問題 に関 して作業 している演技者 を探すために、政府、地方 ビジネス、メデ ィア、非営利団体を見
なさい。そ して、彼 らに次の三 つの質問をしなさい。すなわち、
「学校あ るいはコミュニテ ィのある問題に関 して何が為 されて
いるか ?」「どんな計画あるいは政策が この問題 に関 してなされているか ?」 「他 に誰がこの問題 に関 して作業 しているのか。そ
して私は彼 らををどのよ うに知ることがで きるのか ?」 、 と。
)
○政府。 (政 府 の仕事 は、決定を下 し、人々にサービスを提供することである。政府 は学校 を援助 し、また コ ミュニティを
生活 に適 した場所 とすることを援助する。政府は一つの演技者 とな りうる。)
○ ビジネス。 (コ ミュニティなしに、 ビジネスはビジネスの対象者を持 つ ことがで きない。他の人々のように、彼 らは魅力
のある環境で生活 したい と思 ってい る。ビジネスは市政府 を支援するために税金 としてた くさんのお金 を納めている。彼
らはまたビジネス成長 を援助 したい と願 う政治家たちを支援 している。 ビジネスは演技者である。)

「サー ビス・ ラーニ ング

(Service‐

Leaming)」 プログラムの開発原理

○ メデ ィア。(す べ ての ビジネ スの ように、メデ ィアは人 々 に依存 してい る。コ ミュニ テ ィな しに新 聞 は読者 を持 たな い し、
ラジオやテ レビは視聴者 を持 たない。しか し、メデ ィアは またある問題 についての世論 を形成す る ことがで きる。メデ ィ
アは演技者 の一 つで ある。)
○非営利 団体。 (そ れ は営利 を 目的 とす る ビジネ ス とは異 な る。教会 は非営利 団体 である。 ホーム レス に食事 を提供 して い
るほ とん どのグループ は非営利 団体 である。人 々 にタバ コを止 めさせた い と思 って い るグループ は非営利 団体 で ある。非
営利 団体 は演 技者 となる。)

主要な演技者 1:政 府 (The Mayor Player:Government)(あ なたのコミュニテ ィは国家政府、州政府、地方政府 によって統
治 されている。そしてあなたはおそらく二つの地方政府 を持 つている。一つは郡政府、もうひとつは町政府あるいは市政府 であ
る。あなたの学校 もまた一 つの政府 を持 っている。外側 か ら見ると、政府は非常 に大 きくそして非常に複雑 に見える。しか しこ
れ らの異なるすべての政府 が学校あるいはコミュニテ ィの問題 に関 してあなたを援助で きる人 々を有 してい る。援助 できる政
府の人々と接触するために、あなたは政府 の構造 を知る必要がある。政府 の構造が どうなっているのか ?誰 が法律を桶渦 させる
のか ?決 定 を下すのは ?政府が どのような形態 となっているかを明 らかにしなさい。
)
○政府職員 を探す こと。(選 挙 で選ばれた職員 は演技者 である。彼 らはコ ミュニティの計画、政策 を作 るのを援助 している。
彼 らはあなたを援助す る ことがで きる。選挙で選ばれた職員を探 しなさい。それぞれの職員 について次の ことを調べなさ
い

。)

・ 名前
・ 彼 あるい は彼女 のオ フ ィスの住所
・ 電話番号
0所 属政治団体
○政府 の職員 と話 す こと。 (あ なた は作業す べ き学校 のあるい は コ ミュニ テ ィの問題 を選 んだか ?も しそ うだ とす るな ら、
あなた は政府 の職員 と話 す準備が あるか もしれな い。電話 をか ける前 に、次 の項 目をチ ェ ックしなさい。)
・ 電話 のために準備 しなさい。 (電 話 す る人 を書 き出 しなさい。)
・ 質問 の リス ト作 りなさい。 (同 じ質問 が な いか確 かめなさい。)
・ 良 い時間 を選 びなさい。 (朝 が 良 い時間 の一 つ であ る。 もし不在 だった ら、留守番電話 にメ ッセー ジを残 しなさい。)
・ はっ き りと話 しなさい。 (理 解 して欲 しい、 とあなた は願 うだ ろう。)
・ あなた は誰 か ?あ なた は何 を欲 して い るのか ?(あ なたが誰 なのか、あ なたの電 話 の 目的 が何 か につ い てその人 に伝 え
なさい。)
・ すで にあなた を援助 して い る他 の人 の名前 を伝 えなさい。 (そ れ は話 しを進 めやす くす るだ ろ う。)
・ ノー トを取 りなさい。 (も しあなた が話 しを理 解 で きな い な ら、 その人 に説明 を求 めなさい。 そ して、 ノー トを取 りな
さい。)
・ 忍耐強 く、礼儀正 し くしなさい。 (コ ミュニ ケ ー シ ョンは難 しい とい う ことを覚 えてお きな さい。忍耐強 くあ ること。
あ きらめるな。)
・ 感謝。 (援 助 す るために時間 を取 らせた ことに対 してその人 に感謝 しな さい。)
○政府 の職員 を発見す ること。 (電 話帳 の政府 のペー ジを見 なさい。連邦政府、州政府、郡政府、市政府 あ るい は町政府 の
下 を見 な さい。)
・ 選挙 された州職員。 (「 州政府 オ フ ィス」 の下 を見 な さい。「上院」 と「下院」 を探 しなさい。 あるい は、州案 内所 に電
話 しな さい。)
・ 選挙 された郡職員。 (「 郡政府 オ フ ィス」の下 を見 なさい。「郡執行者局」 を探 しなさい。 さ もなけれ ば、郡案 内所 に電
話 しな さい。)
・ 選挙 された市職員。 (「 市議会」のための「市政府 オ フ ィス」、 あるい は人々が地方政府 と呼 ぶ もす べ ての ものの下 を見
な さい。 もしあなたが電 話帳 に地 方政府 を発見す る ことがで きなか った ら、市庁舎 に電話 をか け、情報 を要求 しな さ
い 。)

主要な演技者 2:ビ ジネス (丁 he Mayor Player:BuJness)(ビ ジネス とコミュニテ ィは依存 じ合 っている。 コミュニテ ィは ビ
ジネスか ら仕事 とお金を得 ている。 ビジネスは労働者 と商品
・サービスを売 る場所 とをコミュニテ ィから得 ている。ほとんどの
ビジネスはコミュニテ ィで支援者 を獲得するために一生懸命働 いている。多 くの演技者のように、ビジネス と政府は関連 し合 っ
ている。ビジネスの指導者の中には地方政府で働 く者、あるいは選挙 された政府職員がいるかもしれない。あるいは、選挙 され
た政府職員 と一緒 に働 いているかもしれない。 ビジネスの人 々はただ「ビジネス をする」だけではない。彼 らの多 くはコミュニ
テ ィの部分 である。彼 らの中には学校へ通 う子 どもたちを持 っている者 もい る。コ ミュニテ ィの中で生活 し、家庭 を持 っている
人間 として、彼 らはあなたを援助 したいと思 うだろう。
)
○ ビジネス集団を調査す ること。 (キ ワニス・ クラブ、 ロータリー・ イ ンターナショナル、 ライオ ンズ、商工会議所 といつ
たグループを探 しなさい。 これ らのグループはあなたを援助す ることに関心があるか もしれない。)
「ビジネスと貿
○ ビジネス集団 を発見す ること。 (ビ ジネス集団 を発見するために、イエローペー ジの中で、
「商工会議所」
「団体」
「専門団体」の下を探 しなさい。 ビジネスサー ビス集団のために、イエローペ ージの中で、
「クラブ」
「団
易団体」
「ライオ ンズ」
「キワニス」
)
体」の下 を探 しなさい。あるいは、ホワイ トペー ジの中で、
「 ロータリー」の下 を探 しなさい。
主要な演技者 3:メ ディア (The Mayor Piayer:Medb)(テ レビ局、 ラジオ局、新聞社、雑誌社 はすべてビジネスである。 し
か し彼 らは特別な力を持 つたビジネスである。メデ ィアは何が起 こっているか をコミュニテ ィの人々に伝える力を持 っている。
新聞社、ラジオ局、テ レビ局は広告を売ることによってビジネスであ りうる。ラジオ局 とテレビ局はコマーシ ャル を売る。新聞
と雑誌 は紙面を売 る。視聴者、読者 はメディアにとって重要である。何が人 々にテレビを見 させ、ラジオを聞かせ、新聞を読 ま
せるのか ?メ デ ィアの記者 は通常非 日常的で常識 はずれで恐ろしい話題 を探 している。そして、その話題は人 々に見せたい、聞
かせたい、読 ませたい ものである。
)
○テ レビニ ュースを見 ること。 (テ レビをつ けなさい。テ レビ番組 を見なさい。その番組 ではコ ミュニティの計画あるいは
政府 の政策 につ いて話 してい るか ?彼 らはコ ミュニティの問題 を述 べ てい るか ?注 意深 くテ レビ番組 の内容 を見 なさ
い

。)

唐

木

清

志

・ 最初 に何 が放送 され るか ?(最 初 の ニ ュース内容 は何 か ?な ぜ それが最初 なのか ?)
・ それ は どこのニ ュースか ?(そ れ は地 方の、州 の、国家 の、あるい は国際的 な内容 か ?)
・ 原因 と影響。 (こ の ニ ュース は問題 の原因 と影響 について話 して い るか ?)
・ 何 につ い ての ニ ュースか ?(犯 罪、 自然災害、 スポー ツ等 についてのニ ュースか ?)
・ 計画 と政策。 (こ の ニ ュースは問題 を取 り扱 う計画 あるい は政策 について述 べ て い るか ?)
・ ビジュアル。 (ニ ュー スの 内容 を分 か りやす くす るためにその番組 は どの よ うな写真・ 映像 を提示 して い るか ?)
○ メデ ィア演技者 を探す こと。 (第 2章 であなた は地 方 のメデ ィアを調査 した。 おそ ら くあなた はニ ュース記者 と会 った。
あなた はメデ ィアが持 つ力 を見た。人 々 に影響 を及 ぼす ことがで きるように、メデ ィアを利用 しなさい。記者や編集者 は、
もし聴衆 に影響 を及 ぼす と考 える記事 な らば、その ニ ュース に関す る情報 を持 つ人 々 に耳 を傾 ける。あなた とグループの
構成員 は偉大 な話題 を持 っている。)

主要な演技者 4:フ ト
営利団体 lThe Mayor Player:Non‐ Profit Groups)(リ ト
営利団体は ビジネス とは異なっている。彼 らはお
金を稼 ご うとは しない。彼 らは政府の部分ではない。しか し、非営利団体はコミュニテ ィの計画や政策を作 るのを援助する演技
者 であ りうる。い くつかの非営利団体は援助 の必要 のある人々 を助けている。ある団体 は教育 に活動 を絞 っている。非営利団体
には次のよ うの ものがある。例えば、ユナイテッ ド
・ ウェイ、ガールスカウ ト、 シエ ラクラブ、Meals on wheds等 である。
コミュニテ ィの問題 を取 り扱 っている非営利団体の演技者 を探 しなさい。
)
○非営利団体 を探す こと。 (こ こではい くつかの異なるタイプの非営利団体 の事例 をあげる。
)
・ 「環境グループ」は動植物 の健康 に関 して働 いている。 より小さな環境グループは地方の問題 に焦点を合わせている。
・ 「労働組合」はときどきあなたの近隣の雇用を取 り扱 うコ ミュニティグループを含んでい る。
・ 「電話身の上相談 サー ビス」は援助 の必要のある人々を助 け、彼 らを援助 できるサービス機関 に関す る有益な情報 を掴
んでいる。
・ 「子 どもと青年 プログラム」はレクリエーション、 カウンセ リング、指導者制度 (mentoring)、 児童虐待 と非行防止等
を提供する。
・ 「教会 と宗教グループ」 はときどきコ ミュニティに奉仕す る。
・ 「他のサービス とボランテ ィアグループ」 には下 のようなグループが ある。
・ 「食 べ物 とシェル ター」:援 助 の必要 のある人々に住居 と食べ物 を提供するプログラム。
・ 「移民」:コ ミュニティヘの移民 を定着 させるプログラム。
・ 「老人」:老 人 にリクリエーション、法律、医療、栄養、カウンセ リング、住居 といったサービスを提供す るプ
ログラム。
・ 「アルコール と麻薬 の被害」:防 止 と取 り扱 いに関す るプログラム。
・ 「女性」:レ イプの犠牲、暴行 を受けた女性、ホームレスの女性 といった女性の危機 を助 けるプログラム.
政策 の前 と後 :七 つの質問 (Pdty PrOs&Cons:Seven Ques■ Ons)
(1)こ の政策 の 目標 は何 か ?(も しあなたがあ る政策 が何 をなす ことになってい るか を知 って い るな ら、あなた はその成功 あ
るい は失敗 を予測す ることがで きる。)
(2)問 題 の原因 と影響 は何 か ?(問 題 の原因 は何 か ?も しあなたが原 因 を知 っているな ら、あなた はその解決策 を探 す ことが
で きる。 もしあなたが その影 響 を知 って い るな ら、あ なた はその問題 が どの程度深刻 なのか を知 って い ることになる。)
(3)こ の政策 は問題 の原因 と影響 を取 り扱 ってい るか ?(問 題 の原 因 を取 り扱 う計画 は通常最 も良 く機能 す る。単 に影響 のみ
を取 り扱 っている計画 は対処療法的 である。それ は傷 を癒 すの を助 けるか もしれない、しか し、それ は被害 を受 ける こと
か らあなた を保護 しな い。)
(4)そ の政策 が誰 を支援す るのか ?そ れで誰が被害 を受 けるのか ?(誰 が支援 を獲得 し、誰 が被害 を受 けるのか を明 らか にす
ることは、政策 の結果 をあなたが理 解す るの を援助 す ることがで きる。)
(5)そ の政策 は使用 され る機会 を持 ってい るのか ?(誰 が その政策 に関す る最終的 な決定 を下 すのか ?彼 らはそれ を支 援 す
るだ ろうか ?)
(6)そ の費用 は適切 か ?(政 策遂行 にかか る費用 が適切 か どうか を明 らか にす る最 も単純 な方法 は、その便益 と費用 を計測す
ることであ る。)
・ 「便益」:例 えば、30個 の鮮 やか に塗 られた ゴ ミ箱 を設 置す る ことが公園の ゴ ミ問題 を解決す るか もしれな い。
・ 「費用 」:例 えば、公 園 をきれ い にす るために、30個 の ゴ ミ箱 を600ド ルで 買 う ことに価値 はあるのか ?
・ 「副次的な効果」:例 えば、 もしあなたが公園 をきれ い にす るな ら、 よ り多 くの人が その公 園 を利用す るだ ろう。 しか
し、ある者 は公園の清潔 さを維持 す るためによ リー 生懸命 に働 かなければな らな い。それ は結果的 に高 くつ く副次的 な
効果 である。
・ 「費用 に対 す る便益 の重 み付 けを しなさい」:政 策 の便益 と費用 を列挙 した後 で、あなた はそれ らに重 み付 けをしなさ
い。例 えば、公 園 をきれ い にす ることは (ゴ ミ箱 のために払われ る)600ド ル の価値 があるか ?
(7)も う一 つ の政策 は何 か ?(コ ミュニ テ ィグループ は実行可能 な一 つの計画 を もってい るにす ぎないが、それが必ず しも有
効 に機台旨す る とい うわ けで はな い。もしそれ が有効 に機能 しな い とす るな ら、あなた は どうす る ?第 4章 で はその ことに
ついて触れ る。)

「 サー ビス・ ラーニ ング (SeWice‐ Leaming)」 プログラムの開発原理
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行動計画 を立 てな さい (Buitting an Ac■ on Phn)(グ ループで集 まりな さい。あな たの行 動計画 は次の九 つ のステ ップに分 け
られ る。)
1 問題。 (PrOblem):あ なたは どんな問題 に関 して作業 した いのか ?(学 校 の隣 りの空 き地 は雑草 で覆われ て い る。座 るた
めの影や場所 はな い し、 リク リエー シ ョンをす る施設や設 備 も整 って い な い。)
2 目標。 (Goals):あ なた は何 を達成 した いか ?(空 き地 を放課 後 の活動 に とって安全 で、注 目を集 め、有益 な場所 に変 え
なさい。)
3 選択肢。 (Options):あ なた は どの ようにあなたの 目標 を実現す るつ もりか ?(オ プシ ョン 1:空 き地 を清掃す るよう市
を説 得 しな さい。オプ シ ョン 2:異 なる場所 に レク リエー シ ョン領域 を作 りなさい。オプシ ョン 3:学 校 あるい は コ ミュニ
テ ィプロジェ ク トとして空 き地 を清掃 しな さい。生徒・ 親・ 教師・ 校長 の調査 はほ とん どの人々が空 き地 を清掃 す る ことを
望 んで い る。)
4 課題。 (Tasks):誰 が どんな仕事 を行 な うか ?(仕 事 1:空 き地 を清掃 す る許可 を学校委員会 に要求 しなさい。仕事 2:
空 き地 を清掃す るために労力 と道具 の寄付 を地方の ビジネ スに要求 しな さ い。仕事 3:市 公 園局 で放課後 リク リエ ー シ ョ
ン・ デ ィレクター に会 い な さい。)
5 スケジュール。(Timeline):そ れぞれの仕事 に どれ くらいの時間 を費 やすか ?(始 めに何 をす るか ?次 に ?二 番 目に ?そ
れぞれの課題 に どれ くらいの時間 をか けるか ?)
6 パ ー トナー。 (Partners):誰 が あなた を援助 す るか ?(学 校委員会。 コ ミュニ テ ィに住 む公 園 デザイナー。不動産屋。
・ プ ロ ジェク トに関す る記事 を書 きた い と考 える記 者。放課後 スポーツプログラム を実施 した い と考
あなたの コ ミュニ テ ィ
える教師。市議会 のメ ンバ ー。)
7 障害物。 (Obstacles):あ なたの仕事 には どんな障害物 が存在す るか ?(あ なた は何 も変 えることがで きな い と考 える子
ども。リク リエー シ ョン領域 にお金 を費 や した くな い と考 える学校委員会 のメ ンバ ー。町 の他 の場所 に公 園建設 を計画 して
い る公 園局 の職員。)
8 評価。(Evaluation):あ なた はあなたの成功 を どの ように計測す るか ?(あ なた は どの ように行動 してい るか ?あ なた は
他 の生 徒・ 教師・ 親・ 学校委員会 か らの援助 を獲 得 したか ?あ なたは地方 ビジネ スか らの援助 を獲得 したか ?)
9 運営費。 (Budget):そ れ には どれ くらい必要 なのか ?(あ なた は 目標 を実現 す るために どれ くらいのお金 を必 要 とす る
か ?)

「サー ビス・ ラーニ ング

(Service‐ Learning)」

プログラムの開発原理

行動 を起 こす こと 1:基 金調達 (Fund‐ Raigng)(あ なたのプ ロジ ェク トは進行中であ る。無料 で長 い距離 を進 む ことは可能で
あ る。一緒 に作業 を進めなが ら、生徒 は通常彼 らが必要 であ ることを手 に入れ ることがで きる。おそ ら く文房具店 はチラシに必
要 な紙 を寄付 して くれ るであろ う。おそ ら くあなたの 学校 はイベ ン トのために体育館 を使用 させて くれ るであろ う。あなたは コ
ミュニ テ ィにおいて清掃 され ることを必要 とす る空 き地 に関す る ビデオ を製作 した い と言 つてみ よ う。 あなたは どこでカメラ
を調達 す るか ?誰 がテープのお金 を出 して くれ る ?編 集 に必要 なお金 は ?コ ピー に必 要 なお金 は ?遅 かれ早 かれ 、あな たは い
くらかのお金 を必要 とす るだ ろう。 ここでは基金調達 のための コツ を述 べ る。)
○蓄 えを守 りな さい。 (あ なた はい くらお金 を持 って い るか ?あ なたは何 のた めにお金が必要か ?あ なた は どれ くらい必要
か ?)
○要求 しなさい。 (も しあなたが要求 しな い な ら、 あなた は受 け取 る ことはで きな い。会合 で帽子 をまわ しなさい。 ち らし
にあなたの住所 を書 きなさい。 もしあなた はチ ラシを配 って い るな ら、誰 かが 言 うだ ろう。
「私 は援助 した い。 で も時間
がな い。」通常 あなた は言 う ことがで きる。「わ か った。わ た したちは寄 付 を受 け取 る。」)
○ それ は価値 が あるか ?(あ なたの基金調達 の努力 は時間 とエ ネル ギー を費 やす価値 が ある と確信 しなさい。)
○家 に近 い ところか ら始 めなさい。 (あ なた は誰 を知 って い るか ?あ なたの ACTプ ロ ジェク トにお金 を与 えるか もしれ な
い友人 や家族 の リス トを作 りな さい。)
○ あなたの 目標 を述 べ なさい。 (人 々 はそれ らのお金が どこで使われ るか を知 りた い。 もしあなたが あなたの組織 と目標 を
述 べ て い る単純 な陳述 を持 って い るな ら、あなた はお金 を集 め、同時 にあなたのプ ロジェク トに関す る言葉 を広 め る こ と
がで きる。)
行動 を起 こす こと 2:基 金調達 イベ ン ト(Fund‐ Rabing Events)(帽 子 をまわ し、ダ ンス あるい は コンサ ー トを開 き、映画 を上
映 し、 ウォーカ ソンを し、 ガ レージセール を行 な い、車 を洗 い、 ラッフル くじを売 り、舞台 を上演 し、 ビンやアル ミ缶 を売 り、
Tシ ャツを売 り…。基金調達 イベ ン トは とて も楽 しい。 そ してそれ は、あなたが ACTプ ロジ ェク トに関す る言 葉 を広 める絶好
のチ ャ ンスで ある。 ここでは、見事 な基金調達者 となるための コツ を示 そ う。)
○前 もって計画 しなさい。 (あ なた は どれ くらい お金 を調達 す るつ もりか ?あ なたの蓄 えを見 なさい。)
○イベ ン トを楽 しみなさい。 (基 金調達 は大変 な仕事 で ある。 あなたが楽 しめ るようなプ ロ ジェク トを選 びなさい。)
○ スケジュール を作 りなさい。 (課 題 と締 め切 りを決定 しな さい。 た くさんの時間 を取 りなさい。 た くさんの仕事 と不十分
な時 間 はパ ー テ ィをだ めにす る。)
○費用 を明 らか に しなさい。 (非 常 にお金 のかか る大 きなイベ ン トを計画 す るな。 それ はす べ てのお金 を食 い潰 して しま
う。)
○ プ ロ ジ ェ ク トの予想 と結果。 (ど んな種類 のイベ ン トが最 も容易 いか ?ど んな種類 のイベ ン トが 少 しの時間で実行 で きる
か ?ど んな種類 のイベ ン トがた くさんの お金 を集 める ことで きるか ?)
○新 しい人 々 を引 きつ けなさい。 (他 の人 々 はあなたが何 をして い るか 、なぜ あなたがそれ をす るのか を知 る ことがで きる
か ?)
○関係 を持 ち続 けなさい。 (あ なた にお金 を与 えあるい はあなたの基金調達 イベ ン トに出席す る人 々の リス トを保存 しなさ
い。彼 らに感謝 しな さい。 あなた は後 で支援 を彼 らに求 めるか もしれな い。)
行動 を起 こす こ と 3:会 合 を開 くこと (Conducung Meeung)(一 緒 に作業す る人 々 はアイデアを共有す るために、計画 を作 る
ために、プ ロジ ェク トの進展 を計測 す るために ミーテ ィングを持 つ ことを必要 とす る。あなたの ミーテ ィングは組織 され、適切
な時 に行 なわれ、楽 しまれ るべ きである。 ここでは見事 な ミーテ ィング を組織 す るコツを示 す。)
○ 目標 を決 めな さい。 (ミ ーテ ィ ングの 目標 あるい は 目的 は何 か ?)
○言葉 を広 めな さい。 (チ ラシ、掲示板 のポスター を利用 しなさい。 日時、場所が書かれて い るか確認 しなさい。)
○人 々 にた くさんの時間 を与 えなさい。 (ミ ー テ ィ ングを開 くまで に、 た くさんの時間 を与 えなさい。)
○ あなた は どんな材料 を必要 とす るか ?(十 分 なイ ス とチ ラシが あるか確認 しなさい。誰 が それ らを用意す るのか ?)
○議題 を作 りなさい。 (議 題 はあなたが ミーテ ィ ングで話 し合 う必要のある話題 の リス トで ある。)
○ リー ダー。 (リ ーダー は議題 を参照 しなが らミー テ ィ ングを進 める。 リー ダー はす べ ての者 が参加 で きる機会 を作 りなさ
い

。)

○ あなた はア ドバ イザ ー を欲 しいか ?(大 人 はア ドバ イ ス を与 える ことによって あなた を援助 す ることがで きる。)
○ あなた は どの ように決 定 す るか ?(小 集団 で は、すべ ての人 が 同意す るまで決定 に関す る議論 が継続 され る。 あるい は、
多数決 で決定 す る。)
○終わ りの時間 を決 め る。 (終 わ りのな い ミーテ ィングほ ど悪 い ものはな い。 それぞれの トピ ックに費やす時間 を制限 しな
さい。)
○議事録。 (何 が起 こったか を忘 れない ように、誰 が何 を言 ったか を記録 しなさい。)
○部屋 をきれ いに して去 りな さい。 (部 屋 を汚 い ままで去 ることはあなたのグループに悪 い印象 を与 える ことになる。)
集団 の葛藤 を解決す ること (ResoMng Group Confltts)(人 間 は激 しく働 くことで、時 々、 お互 いに神経質 になる。葛藤 は楽
し くな い。 しか しそれ は生活上 で現実 に生 じる。あなたはそれ を良 いコ ミュニ ケ ーシ ョンで解決す ることがで きる。ここでは葛
藤 を解決す るための提案 を示す。)
○問題 を取 り扱 い なさい。 (あ なた は問題 を共有す る ことがで きる。 それ を解決す るために一 緒 に作業 しな さい。)
○共通 の理 由 を探 しなさい。 (両 者 は何 を欲 して い るのか ?論 争 を解除す るためにお互 い進 んでなす ことので きる三つ を上
げな さい。)
○「 あなた」の代わ りに「私」を利用 しなさい。 (「 私 は私 が考 えて い る ことを言 いた い」は「 あなた は私 に何 も言わせ な い」
よ りも良 い作業 である。)
○他者 のために話 すな。 (も しあなたが誰 か他 の人 について話 して い るな ら、止 めなさい。)
○裏面 を見 な さい。 (他 者 の見方 を理解 しようとしなさい。最 も良 い方法 は他者 が何 を欲 して い るのか を質 問す ることであ
る。)
○ あなたが意味 す ることを言 い なさい。 (あ なたが選択 した言葉 の意味 を明確 に しなさい。)
○注意深 く聞 きなさい。 (あ なたが議論 にお い て話す前 に、他者 が 言 った ことを繰 り返 す ように しなさい。)
○ それ を紙 の上 に書 きな さい。 (あ なた は物事 を書 き留 め る時 、 あなた はあなたの考 えを明確 に しなさい。)
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○あなたの創造力を働かせなさい。 (問 題 を解決するのには多 くの方法が存在する。
)
評価 とリフ レクシ ョン (Evaiuauon&Refねction):(あ なたが ACTプ ロジ ェク トに関 して作業 している間、立 ち止 まり、あな
たが して い ることについて考 える ことが重要 であ る。あなたが して い る ことを注意深 く眺 めな さい。評価 はあなたが 問題 を正確
に把握 し、良 い計画 を立 て、経験 か ら多 くを得 ることを援助 す る。評価 す ることとリフ レクシ ョンす ることを、プ ロジ ェク トの
終わ りまで待 ってはい けな い。この重要 な過程 は、す べ ての主 要 な活動 とイベ ン トの後で起 こるべ きである。それ は三 つの段 階
を含 んでいる。第 一 に、あなたの方法 を評価 す ること。第二 に、あなたが遂行 したことを評価 す ること。第三 に、あなたが学習
した ことを振 り返 ること。 ここで は、あなたが為 して い ることを評 価 す るための コツ を示 す。)
○評価基準 を創 造す る こと。 (あ なたの進 歩 を計測 す るのに、 あなた は「 活動後」の断片 を比 較す るために も「活動前」 の
断片 を必要 とす る。)
○ あなたの行動 の軌道 を維持 しなさい。 (ど れ くらい あなた は会 合 を持 った ?ど れ くらいの人が 出席 した ?ど れ くらいの生
徒 をあなた は指導 した ?ど れ くらいの時間 をあなた は費や した ?こ れ らの数 はあなたが進 歩 を測定 す るの を援助 す るだ
ろ う。)
○ あなたの進歩 を記録 しなさい。(あ なたの行動 を記録 す るために、ビデオ とカメラを利用 しなさい。あなたのグループフ ァ
イル にあなたの行動 を書 き出 しなさい。 あなたの 目標 と計画 のチェック リス トを作 りなさい。)
○比較 しなさい。 (あ なたは比 較 す ることによって あなたの進歩 を計測す る ことがで きる。例 えば、 もしあなたが学校 の近
くの落書 きを消 そ うとしたな ら、 あなた は同 じ問題 を持 った町内 の他 の場所 とその壁 を比 較 す る ことがで きる。)
○毎 日 ACTジ ャーナル を書 きなさい。 (あ なたが した こと、感 じた ことを書 き出 しなさい。)
○ あなた 自身 を表現 しなさい。(あ なたの ACTプ ロ ジ ェ ク トについて考 える時間 を作 りな さい。どの ように、なぜ 、あなた
は含 まれたのか ?あ なたは何 を学 んだのか ?こ れ らはあなたの個人的 な思 考 で あ る。 あなた はそれ らを共有 す る ことが
で きる。)
○「客観的 な目」を探 しな さい。 (信 頼 の置 ける大人 あ るい は友人 か らあなたの ACTプ ロ ジェク トに関す る コメン トを もら
い な さい。)

また、次 に示すのは、第五章 において具体的 な行動 を行 なう前 に作成 される「行動計画書」
の内容 で ある。

図表 3】
【
(そ

行動計画書

れぞれのステ ップの質問 に答 えな さい。)

ステ ップ 1:問 題
I.あ なたが選 んだ問題 は何 か ?そ れ を一文 で述 べ てみなさい。
H。 その問題 は コ ミュニ テ ィに どの ような影響 を及 ぼ して い るか ?そ れ は どの程度深刻 か ?
Ⅲ 。どの ような個人 あるい はグルー プが もっ とも大 きな影響 を受 けて い るか ?
Ⅳ .コ ミュニ テ ィの人々 はその問題 に関 して何 を して い るか ?政 府、ビジネ ス、非営利 団体 を含 めて考 えてみなさい。彼 らの計
画あるい は政策 は機能 して い るか ?な ぜか 、あ るい はなぜ そ うでな いのか ?
ステ ップ 2:目 標
あなたの プ ロ ジェク トの 目標 は何 か ?そ れぞれの 目標 を手短 に、単純 に書 くことを試 みなさい。
ステ ップ 3:選 択肢
1。
あなたの選択肢 を評 価 しな さい。
A.問 題 に関 して作業す ることに対 してあなた は どの ような選択肢 を持 っているか ?
B。 これ らの選 択肢 の うち どれが最 も良 く機能す るか ?
C.こ れ らの選択肢 の うち どれがあなたの資金 との関係 で最 もよ く機能す るか ?あ なた は どれ くらいの時間・ 資金・ 材料 を
持 って い るか ?ど れ くらい の協力者 やパ ー トナ ー をあなた は持 って い るか ?
2。 これ はあなたの計画 である。 日標達成 のために必要 な基本的 な ス テ ップを書 き出 しなさい。
ステ ップ 4:課 題
1.プ ロジェク トを遂行す るためにあなた は どの ような課題 を遂行 しなければな らないか ?ミ ーテ ィング、調査、情報収集、調
整す ること、許可 を得 ること、場所 を探 す こと等 の課題 を含 みなさい。
2.そ れぞれの課題 を誰が行 な うのか ?
ステ ップ 5:ス ケ ジュール
誰 が それぞれの課題 を遂 行 す るのか ?ど の課題 を第 一 に行 な うのか ?誰 が それ らを行 な うのか ?締 め切 り日はいつ か ?誰 が 、
何 を、 いつ まで に行 な うか を明 らか に しな さい。
ステ ップ 6:パ ー トナー
誰 が あなたの プ ロ ジェク トを支 援す るのか ?政府、 ビジネ ス、プト営利 団体 、メデ ィア、他 の コ ミュニ テ ィのメ ンバ ー に注 目 しな
さい。
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ステ ップ 7:障 害物
何一あるいは誰―があなたのプロジェク トの成功 にとって主要な障害物 となってい るか ?
ステ ップ 8:評価計画
あなたはプロジェク トの成功を どのように計測するのか ?
ステ ップ 9:運 営費
どのような資源 (人 々、お金、技能、材料)を あなたがプロジェク トを実行する際 に必要 となるだろう ?あ なたはどこで どのよ
うに これ らの資源 を手 に入れるのだろか ?供 給源、材料、そして、あなたがそれぞれの項 目のためにどれ くらいのお金が必要か
を列挙 しなさい。あなたは これ らの要求 にどのように対応するのか ?

さらに、次 に示すのは、第五章 の最後 に示 した、
場面 において、生
「評価 とリフレクション」
徒 が不U用 す る表 で ある。 この表 を参考 にしなが ら、生徒 は リフレクションを行なう。 なお、 リ
フレクションは、活動 の最後 のみに実施 され るものではな く、 日常的・ 継続的 に行 なわれ るも
ので ある。 この リフレクションの視点が、
「 サー ビス・ ラーニ ング」 の特徴 で もある。

図表 4】
【

評価 とリフレクション

(そ れぞれのセクションの質問 に答 えなさい。
)
1。 あなたの行動計画
これはあなたが目標 を達成す るために使 った方法 について考 える機会 を提供す る。グループで、以下 のことについて議論 しなさ
い 。

(1)あ なたの計画 は どれ くらい良 く実施 されたか ?あ なたの課題 は 目標 を実行 したか ?あ なた とグループの他 の構成員 は課
題 に対 して十分 な時間 を費や したか、他 の課題 に関 しては不 十分 であったか ?あ なた は何 か を除外 したか ?あ なた はよ り
良 く計画 で きたか ?
(2)あ なた とグループの構成員 はチーム として どれ くらい良 く作業 で きたか ?あ なた はチーム ワー クを どの よ うに改善 す る
ことがで きたか ?
(3)あ なた は どの ような問題 に直面 したか ?あ なたはそれ を どの ように解決 したか ?

2.結果 を評価 す ること
(1)あ なたの 目標 を見 なさい。 あなたはそれ らを実行 したか ?あ なたのプ ロ ジェク トあるい は活動 は意 味 のあ る ものだった
か ?ど の ように ?結 果 は長 く継続 す るだ ろうか ?

(2)あ なた はあ ま りに激 し く作業 しなけれ ばな らないので、日標 を達成 す ることがで きなか ったか ?な ぜ 、あるい はなぜ そ う
でない のか ?

(3)も しあなたが再 びや り直 さなければな らなか った ら、 あなた は異 なった何 をす るだ ろうか ?
3.あ なたは何 を考 えて い るか ?
一人 の時間 を取 りなさい。下 の質問 の答 えを書 き出 しなさい。
(1)あ なた は このプ ロジェク トの結果 として変化 したか ?ど の ように ?
(2)あ なた は何 を学 んだか ?こ のプ ロジェク トに関 して作業す る ことに よってあなた は どの よ うな新 しい アイデアあ るい は
知恵 を得 たか ?
(3)あ なたは このプ ロジェク トのために未来 にお いて何 をす るだ ろうか ?

4.轟
ACTグ ループの構成員 とペ アにな りな さい。下 の質問 につ いて議論 し、答 えを書 き出 しなさい。大 きなグループに戻 り、あな
たの答 えを共有 し、議論 しなさい。
(1)あ なたの計画 は どの程度効果的 だったか ?
(2)あ なた は どの ような問題 に直面 したか ?あ なた はそれ らを どの ように解決 したか ?
(3)チ ーム としての あなたのグループ作業 は どうだったか ?あ なた はチーム として作業す ることについて何 を学 んだか ?
(4)あ なた は達成 したか ?ま だ何 かなされ る必 要 が あるか ?
(5)あ なたはその問題 に どの ようなイ ンパ ク トを与 えたか ?
(6)コ ミュニ テ ィにつ いてあなた は何 を学 んだか ?
(7)あ なた は問題 の原因 と結果 について何 を学 んだか ?
(8)も しあなたが この問題 に関 して再 び取 り組 む ことになった ら、 あなた は何 をす るだ ろうか ?
(9)あ なた は前 に進 むために どの ような計画 を立 て るか ?あ なたの次のステ ップは何 か ?
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おわ りに 〜ACTの 意義 と限界 〜
ACTは 一種 のマニ ュアル本 で ある。それ は、生徒がそして教師が「サービス・ ラーニ ング」

を展開す る際 に利用す る手引書 で ある。生徒 は常 に『フィール ド・ ガイ ド』 を脇 に抱 え、学習
を進める中で必要 となった場合 にはそれを利用す る。 また、教師 は生徒用 『フ ィール ド・ ガイ
ド』 と教師用 『ハ ン ドブック』 を参考 にしなが ら、必要 に応 じて生徒 に適切 な助言 を行 なう。
つ まり、ACTが 意図す るのは、学習 の焦点 を「政策立案」 に絞 り、そのために必要 な知識・技
能 を系統的・ 組織的 に生徒 に学習 させ るところにある。 このような学習 の系統化・ 組織化 に対
しては、
「 それは生徒 の学習 を方 向付 けるもので あ る」とい う批判 が予想 される。 しか し筆者 は
そのようなマニ ュアル本 が必要 で ある と考 えてい る。生徒 と教師が学習 を進める中で常 に参考
にする、そのような手引書 が必ずや生徒 の学習 を充実 とした ものにするだろう。
最後 に、ACTの 限界 について述 べ ておきたい。 それは、第一 に、ACTが 社会科 カ リキ ュラ
ム として開発 されてい るために、他 の教科 (数 学 や音楽等)の 視点 を ACTに 取 り入れ る ことを
困難 にしてい るとい うことである。中学校 は教科担任制 になるために、教科 の縄張 り意識 が強
「サー ビス・
い。そのような意識 を崩 し、学際的 な教 師 のチーム によって学習 を進める ところに
ラーニ ング」の一つの意義 が ある。そのような意味 において、ACTを 学際的 カ リキ ュラム とし
て実践 してい くのにはさらなる工夫が必要である。第二 に、ACTで は学習 を政策作成 プロセス
に限定 して議論 してい るので、他 の体験的 な活動 を導入する ことが難 しい とい うことで あ る。
例 えば、「 ものを作 る」 とか「動植物 を育 てる」 といった活動 は、 その作業 自体 に価値 が ある。
それは政策 の問題 に関連付 けな くとも成立する学習 で ある。そのような学習 を認 めてい くこと
は、ACTで は困難 だろう。
註】
【

l ACTで は,「 サー ビス・ラーニ ング」に関す る様 々の定義 を参考 にしなが ら,「『サービス・
ラーニ ング』 プロジェク トのためのガイ ドライ ン (Guidelines for SeⅣ ice― Leaming Pro‐
jects)」 として ,「 サ ービス・ ラーニ ング」 を次 の六 つの特徴 か ら捉 えてい る。

◆効果的な「サービス・ ラーニ ング」 は実際の経験 を通 して学問的な学習 を強化す る。
◆効果的な「サービス・ ラーニ ング」 は学校 あるいはコ ミュニティの諸問題 を研究す ること
を含 む。
◆効果的な「サービス・ ラーニ ング」 は学校あるいはコ ミュニティに存在す る現実の諸問題
に対応す るプロジェク トを開発することを含 む。
◆効果的な「サービス・ ラーニ ング」 はそのプロセスのあらゆる側面 に青年 を含 む。
◆効果的な「サービス 0ラ ーニ ング」 は学校 とコ ミュニティの内だけでな く、学校 とコ ミュ
ニティの間 に問題解決的なパー トナーシップを建設す る。
◆効果的な「サービス・ ラーニ ング」 は為 した こと・ 見た ことを考 え・ 話 し 0書 くことへ と
生徒 を導 くリフレクションの時間 を含む。
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