
	 

紫野「創造」ワークショップ	 

	 

概要	 

	 「言語活動」、「情報処理」に特化したプログラムであり、京都大学総合博物館、京都造

形芸術大学での先行実践を参考に、京都市立紫野高等学校の「創造」的な学校文化の担い

手として生徒の「創造性」を高めるプログラムである。プログラムの構成は「古地図ワー

クショップ」、「情報処理ワークショップ」、「振り返りワークショップ」であるが今回は「振

り返りワークショップ」を「古地図ワークショップ」の後に行った。  
 
目的と組み立て	 

（１）古地図ワークショップ  
l ある具体的な体験やモノから様々なアイデアを生み出せるようになる。  
l モノに基づいて一貫性のあるコミュニケーションができるようになる。  
 
（２）情報処理ワークショップ  
l 様々なアイデアから一つの物語(仮説)を創造できるようになる。  
l 自分の考えを他人が分かるように表現できるようになる。  
 
（３）振り返りワークショップ  
l 自らのコミュニケーションスタイル、学習スタイルに気づけるようになる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



古地図ワークショップ	 

概要	 

	 古地図を観察しながらそこで気づいたことを

書き出し発言する。古地図をもとにした一貫し

たコミュニケーションを行う。  
 
目的	 

l ある具体的な体験やモノから様々なアイ

デアを生み出せるようになる。  
l モノに基づいて一貫性のあるコミュニケ

ーションができるようになる。  
 
参考にした先行実践	 

ACOP(エーコップ	 Art Communication Project)：京都造形芸術大学アート・コミュニケ
ーション研究センターで行われているワークショップ・プロジェクト。「みる、考える、

話す、聴く」の 4 つを基本とした対話型の美術鑑賞教育プログラムであり、美術史等の
知識だけに偏らず、鑑賞者同士のコミュニケーションを通して、美術作品を読み解いて

いく鑑賞方法を提唱。今回担当した教員は事前に ACOP ワークショップに参加し福のり
子先生に指導を受け、また、アート・コミュニケーション研究センター  リサーチ・アシ
スタントで京都大学大学院教育学研究科修士課程の渡川智子さんに授業作りのアドバイ

スを受けた。  
(参考：京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター	 http://acop.jp/acop/	 2013 年 9 月８日閲覧 ) 

 
「貝体新書―おとなが学ぶ二枚貝」：京都大学総合博物館で行われている、二枚貝の生態を

実際に実物の二枚貝に触れながら、その経験から科学的に推理していくプログラム。今

回担当した教員は事前にこのプログラムに参加し大野照文館長先生から指導を受けた。  
 
手順	 

①	 古地図を観察する。今回は「新撰増補京大地図」を A0 版に印刷したものを用いる。  
②	 古地図を見て気づいたことを言語化し、ふせんに書いて地図に貼る。ナビゲータは観

察や気づきを促進するように働きかける。  
基本的な質問の手順は、  

	 （１）ここで何が起きている？	 ここに何が描かれている？  
	 （２）どうしてそう思ったの？  
	 （３）他に発見は何？  
●他には「意見に対して push on」  （「何	 何？」	 そそのかしたり、意見を繋げたり、
煽ったり）  
●ポイントは根拠を明確にさせること、教えようとはしないこと。「生徒の発言に興味を持

ち続けること。  
 



振り返りワークショップ	 

概要	 

	 古地図 WSでの自分たちのコミュニケーショ
ンを振り返り、自分たちのコミュニケーション

スタイル、学習スタイルを意識化し言語化する。 
 
目的	 

	 自らのコミュニケーションスタイル、学習ス

タイルに気づけるようになる。  
	 

 
手順	 

①	 古地図 WS での出来事を具体的に思い出す。それを促すため、ファシリテータは下記
の質問を行う。  
（１）今、この場での話題はどういうものがどういう割合で出ましたか？  
（２）自分の発言を思い出して下さい。何について、何を根拠に話しましたか？  
（３）発言しやすい雰囲気になったときはどういうときですか？  
（４）発言しなかったとき、ふせんに書き込まなかったときはどういうときですか？  

 
②	 質問の解答をもとに、ファシリテータは再質問や類型化をして洞察を促す。主に、自

分の行動、そのときの自身の意思決定プロセスと基準、他人と比較したときの自分の

コミュニケーションスタイル、その場でのやり取りの特徴などを吟味する。  
③振り返りが深まり終盤にさしかかると（１）振り返りでの気づき（感想）、（２）それを

もとにしたコミュニケーションの改善点をそれぞれ書く。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



情報処理ワークショップ	 

	 

概要	 

	 これまでのワークショップで得た情報を

情報処理の手法に従って一つの物語、図に

まとめる。今回は「振り返りワークショッ

プ」で得られた振り返り情報をもとにワー

クショップを行った。  
 
目的	 

l 様々なアイデアから一つの物語 (仮説 )
を創造できるようになる。  

l 自分の考えを他人が分かるように表現できるようになる。  
	 

背景にある理論	 

仮説生成：仮説生成型研究は社会科学分野の質的研究（とくに発達研究）で取り上げられ

る。一般的な仮説検証型研究に対してフィールドワークやインタビューで得たデータや

テキスト・データなどを用いて検証すべき仮説を生成することが目的である。具体的な

手法としては KJ 法やグラウンテッド・セオリー・アプローチなどがある。仮説生成は
有限な情報から一つの秩序＝法則＝仮説を生み出すものであり、創造的なプロセスであ

る。今回は KJ 法をもとに状況に合わせて実践しやすいように改変した。  
 
手順	 

①文章になっている生徒の振り返りを内容ごとに分割し基本データとする。  
②基本データを（１）振り返りでの気づき、（２）改善点の二つに分類する。  
③カテゴリ内で内容の類似するデータをグループ化し、内容を代表するようなラベルをつ

ける。  
④類似したグループをまとめ、ラベルから上位ラベルをつける。  
⑤カテゴリやグループ同士の関係を考えながら図解化する(見出しなどつけて工夫する)。



問題と目的 
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対象 

結果（生徒自身による分析） 

考察 

1,4京都大学大学院教育学研究科　2, 3京都市立紫野高等学校　 
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前掲ページ参照 

（１）振り返りでの気づき 

（２）改善点 

Not Knowing Myself 
 

批評、ディベート好きなど、自分のことを分かっているつもりでも分かっていないことに気づいた。 
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Difficult to Recognize Myself 
 

人や環境によって応対が変わるなど、自分がどういう状況かを自分で見るのは難しいことに気づいた。 
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Knowing Myself 
 

自分が人と話すときに食って掛かる原因、主張が激しく自分だけの世界を作っていること、結論に持っ
ていこうとするディベート的な部分があることなど、自分の内面に気づいた。 
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Knowing  Differences between Myself 
and Others 

 

同じことを振り返りで書いている人でも思って
いること、判断基準が違うため他人と自分と
の内面は大きく違うと思った。 
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Self- Awareness　 自分について気づく Others- Awareness 
他人との内面の違いに気づく 

共通の結論をまとめることを認識し、結論に持っていこうと
するのが大切。 
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勝手に自分で判断しないで共通認識の確立をする。'
'
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Common Sense 共通認識の確立 

Management of Process 
 

何をするべきか順序を考えて時間を区切って計画化して、もやもやさせず物事を進行する。 
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Listen to Others 
 

他人が意見を言っていると
きは相手がどう考えている
のか聞き、自分の主張を押
し通すようなことをしない。 
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Watch Member 
 

自分の好き勝手にせず、周
りをよく見、突っ走らず、

よく考える。 
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Ask and Request to 
Show Ideas 

 

ディベート的になることを抑
えて、相手をイライラさせな
いようにし意見を引き出す。 
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How to Organize Common Sense 共通認識の作り方 

ディベート的な議論について、新しい意見が出しにくくなる
という不利益を意識しながら意見の修正が出来るという利益
を引き出す。 

Supplement　注意 

ľ�qøñÚóĿÔ�Píïú×aą¹ąWSØĊºè×¡�øñÚóùyòàØõ×
õù�Èù¾ÚøñÚóùyòàØĊQíÖ×¡�øñÚóùyòàØ
õçóúÕ×¡�Ċ�Ą÷ÞðíäõØÕ×¡�Ċ�Ć4ÇæØÕWSĊºèó×¡�øñÚó�ćíäõØĊ_ãíÖ×
õù�Èù¾ÚøñÚóùyòàØõç
óú×
õ¡�õù�Èß¾ÛäõØĊ_ãíÖ�OùĖĩĭĢĔĵĘĮĳ�ùd2�õçóÕ�Píïú×�º°³ù��ØßR¨ôÙĆäõøyòÚí
(×�²ĊW³éĆäõØÕ×¡�ô�gĊç÷ÚäõØ)Ö�º°³Ċ�ĆíĀø3ñùizß�ÜĄćíÖ×
ùW©Ċ áäõØÕ×05Ċăá©ĆäõØÕ×�
[ÞĄW©ĊLà�éäõØôÙĆÖäćĄĻñùizõõāø×īİĝĝĠõğīİĝĠĊW³ç÷ßĄğĎĨĵĠ�[zĊ�ÚĆäõØā§¸õçó_ãĄćíÖ'
'
'ľ�qùtĿ�Píïú×īĳĤĵÄùĖĩĭĢĔĵĘĮĳøñÚóùaą¹ąØøÀ�Ċ�àÕ¡�íïù�ÍĊ9�õçó´Þô���÷�³Ċ¡Ą
�ą�çíõ�ªôàĆÖ�iô×Ĭģõ�PõùÄôùĂą*ąØĂ×ĬģĊ�çíīĳĤĵ.<ùĂą*ąØøñÚóùaą¹ąßýõċö÷ÚÖäù�ú�
OùWSd2�ôÙĆõõāø�Pøõðóú×ZÂù�ûçĈØõçówæćóÚĆõ�ÜĄćĆÖ�



地理Ａ「古地図をみよう」	 

 
概要	 

	 古地図ワークショップ担当の和田野がワークシ

ョップでの経験を普段の授業に活かし、生徒たち

の住んでいる京都の古地図を観察し気づいたこと

をまとめる授業を行った。  
 
 
実施日程及びクラス	 

	 8 月２６日（月）２時限目	 ２年４組Ⅰ類文系	 
45 分授業  
 
目的	 

自分の住んでいる古地図を見ることを通して、  
l 地図の役割やそのあり方などを知る。  
l 地図の中で自分の住んでいる京都が今と昔でどう変化しているのか知る。  

 
手順	 

①５〜６人の班に分ける。  
②古地図(「新撰増補京大絵図」)を裏向けに配布し授業趣旨の説明を行う。  
 
③前半作業  
○古地図を観察させて担当者が班に向けて質問を行う（モニターに質問を映し出すなど

ICT を活用した）。  
○班でまとめた回答を小さなボードに書かせて発表する。  
○発表の内容（質問への回答）を担当者が黒板に書き出していく。  
主な質問：（１）これは何ですか？	 （２）どこの地図ですか？	 （３）いつの地図です

か？  
 
④後半作業  
○地図を見て気づいたことを各班でふせんに書いていく。  
○現在の地図を配布し古地図と比較する。※  
○ふせんの多かった班を優秀班として表彰する。  

 
⑤振り返りの用紙を配り、記入した生徒から退出。  
 
 
※この後、担当者が「地図とは何か」という問いへと導き、皆で考える予定であったが、

授業時間の関係で割愛。  




