
学びに向かう学校づくり 
  

                   岐阜大学 教育学部 
教育学研究科（教職大学院）   

原   尚 



 単純な私は、いとも簡単に
「言葉の魔術」に吸い込まれて
しまう。 

 

 でも、そんな自分が嫌いでは
ないし、時に「イケテル！」っ
て思う！ 



 ・学校の教育目標 

  

 我々一人一人には、異なる個別性があ
り、個としての実在・実践は「時」も「場」も
一回性のものである。 
だからこそ、自分なりの「物語」を描きた
い！ 



『目標』を持っている人間はキラキラしている 

『努力』している人間からは力強さを感じる 

新しい見方や考え方を『発見』した人 
仲間の新しい良さを『発見』した人 

自分の中に新しい自分を『発見』した人は、今よりずっと優しくなれる 



実践テーマの掲示 



こんな所にも・・・ 



こんな所にも 



 ・学校の教育目標 

 ・儀式でしか話さない 

 ・「退職届」をいつも鞄に・・・ 

    保身に走らないための覚悟 

 我々一人一人には、異なる個別性があ
り、個としての実在・実践は「時」も「場」も
一回性のものである。 
だからこそ、自分なりの「物語」を描きた
い！ 



 成員の力の総和が組織力ではない 

  「組織係数」が一番重要 
 

 子どもの学びが校種によって分断されてい 

 るとすれば、それは教師の都合 

  「小中一貫教育のコミュニティ・スクール」 
 

 

   
 

 

全体は部分の総和ではない！ 



組織力とは？ 

（４＋２＋３） × ０．８ ７.２ ＝ 

（４＋２＋３） ×  １  ９  ＝ 

（４＋２＋３） ×  ３  ２７  ＝ 

組織力 ＝ 組織係数 × 成員能力の総和 



戦略 システム 土壌（雰囲気） 

組織力 ＝ 組織係数 × 成員能力の総和 



 成員の力の総和が組織力ではない 

  「組織係数」が一番重要 
 

 子どもの学びが校種によって分断されてい 

 るのは教師の都合 

  「小中一貫教育のコミュニティ・スクール」 
 

 

   
 

 

全体は部分の総和ではない！ 



コミュニティースクール 

平成版『おらが学校』プロジェクト 

学校評議員制度 
学校教育法施行規則  

長良西小学校 
（Ａ） 

自治会連合会長
（１） 

民生児童委員
（１） 
ＰＴＡ会長（１） 

ＰＴＡ副会長
（２） 

中学校長（１） 

長良中学校 
   （Ｂ） 
学識経験者（１） 

民生児童委員
（１） 
ＰＴＡ会長（１） 
小学校長（１） 
 

学校運営協議会制度 
（コミュニティ・スクール） 

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律 

岐阜市立学校における学校運営協
議会設置等に関する規則  

学校運営協議会 
（Ａ）＋（Ｂ）＋（公民館長）
＋（青少年育成市民会議会長）
＋（コーディネーター）＋（教
頭２）・・・（A）のPTA副会長
は支援推進委員会へ 

長良西自治会 
１小１中 

支援推進委員会 

専門部会 

学校や地域の課題を共有して子どもを育てる 
    年齢に関係なく顔が見える → 「連携」から「一貫」へ 

平成26年度まで 

ふるさと長良西 

平成27年度から 



＜長良西小学校・長良中学校＞ 

長良川学園 小中一貫 コミュニティ・スクール 

 教育立市を掲げる岐阜市が推し進めている「新しい学校のかたち」です！長良西小・長良中は、１小１中の良さを最大 

限に生かすために、小中ひとつのコミュニティ・スクールを平成２７年度に立ち上げ、地域と一体となって９年間の義 

務教育の充実に努めます！ 

コミュニティ・スクールとは？ 

■学校運営に保護者や地域の声や教育力を
生かす仕組み 

 →「学校運営協議会」 

    「支援推進部会」の設置 

どんなことをめざすの？ 

■学校・保護者・地域による願いや課題の共有化 

■地域に密着した優れた人材、自然、歴史・文化  

 など、人的・物的財産の活用 

■学校の教育活動支援、地域の教育活動支援 

 学校運営協議会 

★学校・保護者・地域の代表者等で構成 

★保護者・地域に一定の責任と権限 

★学校の基本方針の承認と学校運営への参画 

★学校と地域が共同していく活動の創造 

教育方針､教育課程の編成、 

学校予算、施設設備の管理 

学校運営に対する点検・評価 

市教委 
指定・任命 
指導・助言 

支援推進部会 

保護者部会 学校部会 地域部会 

   PTA活動 

   見守りパトロール 

   施設メンテナ― 

   環境サポーター 等 

小中一貫カリキュラム 
小中相互乗り入れ授業 
小中合同授業研究会 
 
清掃・合唱 
ふれあい集会・職場見学 
部活動  等 

 

 

ゲストティチャー 
学習アシスタント 
清掃・合唱指導 
部活動指導 
教育活動ボランティア 
研発支援ボランティア等 
 

 

  各種団体行事 

   ・夜祭り 

   ・市民運動会 

   ・長良川清掃 

   ・地域美化運動 

地域自主防災への取組 



 コミュニティ・スクール 

  地域の教育力を活用するというよりも小中一  

  貫教育を確立する ⇒ 制度を活用 

 

 アクティブ・ラーニング 

  教師の意識を変えなきゃできない！ 

 

 主権者教育 

  １８歳選挙権に責任を持たせるのは義務教育 

変革せよ！変革を迫られる前に！ 





     アクティブ・ラーニング 



法廷教室 



「主体的・対話的で深い学び」 
について 
 

 『BOSSのひとりごと』 



ラーニング・ピラミッド 



 マイケル・A・オズボーン（オックスフォード大学） 
  今後10～20年ほどで約47％の仕事が自動化される可能性 

  が高い 
 

 キャシー・デビットソン（ニューヨーク市立大学） 
  今の子供たちの65％は現在存在していない職業に就くだ   

  ろう 
 

 野村総合研究所 
  日本の労働人口の49％が人工知能やロボットで代替可能 

  になるだろう 
 

 

 

 

 

 

十分あり得る話 



 AIは、言葉のパターンを見て統計的
に正しそうな答えを返しているだけで、
言葉の意味を理解していない！問題を
解いても、会話をしても、彼らはまる
で意味が分かっていない！ 

就活ニュースペーパーby朝日 

 意味を理解しなくてもできてしまうことはAI
に任せればいい！ 
 これからの人間には自らの実体験に基づ
いて想像力を働かせ、未知の世界をより深く
イメージする力が必要！リアルな実体験に基
づく想像力や推論力、読解力がキーワード！ 

国立情報学研究所   

 新井 紀子 



「コンテンツベース」から 

   「コンピテンシーベース」へ 

コンテンツベース 
  身に付けさせるべき内容を先に設定し、それに対応した能 

 力の育成を考える（内容主導で能力を従属させる） 
 

コンピテンシーベース 
  育成すべき能力を先に設定し、そのために必要な内容を選 

 択・配置する（能力主導で内容を従属させる） 

知識の系統性 ⇒ 資質・能力の系統性 



 

H28年度 岐阜県小中学校長会 



どのように学ぶか？ 

思考力は考えさ
せることで育成

される 

判断力は判断さ
せることで育成

される 

表現力は表現さ
せることで育成

される 

今日の社会で必要とされる能
力を育てるために行う 

能動的・協働的な学習活動 

（アクティブ・ラーニング） 

 

発見学習、問題解決学習、 

体験学習、調査学習・・・ 
 

グループディスカッション 

ディベート 

グループワーク 
 

大杉 昭英 



主体的・対話的で深い学び   
（主体的・協働的な学び？？？） 

「主体的な学び」 
 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向 性と関連付け
ながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って
次につなげる。 
 

「対話的な学び」 

 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かり
に考えること等を通 

 じ、自己の考えを広げ深める。 
 

「深い学び」 

 習得・活用・探求という学びの過程の中で、各教科の特質に応じた「見
方・考え方」を働か 

 せながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査し
て考えを形成したり、 

 問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう。 



「深い学び」の実現 

内
的
活
動
性
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
知
的
活
動
） 外的活動性（アクティブな身体的活動） 

活動あって 
学びなし 

学びあって 
活動なし 

主体的・対話的
で深い学び 

2015 松下 佳代 



 

Q:「アゴラ」は、自分の考えを広げたり深めたりしやすいと思いますか？ 
 

 

 

 

Q:また「アゴラ」で学習したいと思いますか？ 
 

 

 
 
 

    ＜講義式一斉授業＞         ＜アゴラでの授業＞ 
 わからないままで座っている子  ☛ 学びに入れない子がいない（学習保障） 

 声が小さい子、挙手ができない子 ☛ 子供たちの物理的距離が近い（人間関係） 
 わからないことをすぐに聞けない ☛ 自由に行き来して聞きに行く（即時性） 
 教師の指示で思考が始まる    ☛ 自ら関連付けたり比較をする（主体的） 
 一言も話さず終わる子供     ☛ 一人当たりの表現量が多い（表現力） 
 教師の説明に「わかりましたか？」☛ 「うーん、でもねぇ」「どうして？」 

                                （批判的思考） 
                                    
 

                                           H28岐阜市教育委員会 

そう思う  80％ 20％ 
どちらかといえ
ばそう思う 

そう思う  93％ どちらかといえばそ
う思う ７％ 

生徒へのアンケート 



教科・領域の使用状況 

国語 社会 英語 保健体育 特別活動 総合 



   
他  

   
教 

   
科 
    

総合的な学習の時間 

   
特  

   
別 

   
活 

   
動 

道 
徳 

        地           
        理 
        分 
        野 
        で 
        の 
        学 
        び 

        歴 
        史           
        分 
        野 
        で 
        の 
        学 
        び 

小
学
校
で
の
学
び 

高
等
学
校
で
の
学
び 

模
擬
裁
判 

第1時  
裁判所の働きと種類、民事裁
判と行政裁判の特徴を理解す

る 

 

第2時 

刑事裁判の仕組みや特徴を民
事市版との比較を通して死刑
制度や冤罪について考える 

 

第3時 

三審制の意義や被害者、被告
人の権利を守るための制度を
理解し、そのための裁判の在
り方を多面的・多角的の考察

する 

 

第4時 

裁判員制度が導入された意義
について理解し、今後の司法
制度の在り方について考える 

 

第5時 

模擬裁判を通して、裁判の様
子や事件の概要を理解する 

 

第６時 

模擬裁判を通して真剣に判決
を考え、裁判員制度に対する

関心を高める 

 

第７時 

司法権の独立と三権分立の仕
組みについて理解し、期待さ
れる違憲立法審査権の積極的
行使について関心を持つこと

ができる 
 

模擬裁判はALなのか？ 単元や題材のまとまりの中で
実現 



 大局的にみる 

  部分だけ見ていると複雑に絡み合って見 

  えてしまう 

  

 好奇心のスイッチを押す 

  「えっ？やっていいの？」と思わせたら  

  しめたもの！ 

難しいことを易しく 
   易しいことを深く 
      深いことを面白く！ 



大局的にみるということ！ 

特別活動 

教科 

総合的な学習 

学校の教育活動 

道徳 

性に関する指導 

キャリア教育 
環境教育 

人権教育 

情報教育 

学校図書館教育 

健康教育   環境教育 

健康教育 

 情報教育 

学校図書館教育 

キャリア教育 

人権教育 

性に関する指導 



全体計画を動的なものに！ 
★ 校務分掌は、単なる分担ではない！ 

あなたがリーダー、あなたがコーディネーター 

●いつも手元に全体計画を！ 

●校務分掌の視点から全教育活動を見る！ 

●常に加除修正を重ねて次年度へ！ 



進路保証 

「中学校」＝「大人になるための学校」 



 生活の中で出会うであろう様々な課題に，自分な
りに考え，自ら選択した方法で立ち向かい，解決し
ながらたくましく生き抜く力 

「生活をきり拓く力」 

学校の教育目標 
 

 

 

（本質を）みぬき（可能性に）挑み（生活を）拓く 
実践テーマ ： 迷ったら厳しい道を選べ！ 

…学校の教育目標と「生活をきり拓く力」… 



 大局的にみる力 

  部分だけ見ていると複雑に絡み合って見 

  えてしまう 

  

 好奇心のスイッチを押す 

  「えっ？やっていいの？」と思わせたら  

  しめたもの！ 

難しいことを易しく 
   易しいことを深く 
      深いことを面白く！ 



 大人というのは・・・ 

 ・時と場に応じた振る舞いができる 

 ・当たり前のことが当たり前にできる 

 ・うまくいかなくても決して人のせいにしない 

 ・「わがまま」と「主張」は違うということが自  

  分の中で区別できる 

 ・安易に周りに流されない 

 ・面倒でもしんどくても、やらなくてはいけな 

  いことが世の中にはあることを知っている 

中学校は大人になるための学校だ！ 



 主体的な学びを妨害する一番の原因は、教師が
行う形だけの指導 

 

 「聞く・話す」の段階表 

  中学校においても段階なの？ 

 

 キャンペーン活動 

 何のワクワク感もない、それはCPNじゃな 

 くて管理的な点検表でしょ！ 

 

「理念」が「活動」になった時、すでに
「形骸化」への道が始まっている！ 



 「厳しい道」を選んだ事実、選ぼうとした
事実が重要、その質やレベルは問わない。
（葛藤） 

 

 学校で許される失敗はさせろ！ 

  失敗や挫折も大切な人生の糧 

 

 お膳立てをしすぎる教師たちが作り出して
いる「指示待ち人間」 

 

 

 

迷ったら厳しい道を選べ！ 



 子どもの気持ちになることは大切、でも、
冷静さをもってそれをしないと自分を制御
できなくなる 

 

 「心の成長」と「からだの成長」のアンバ
ランスな時期が思春期というもの、あなた
もそうだったでしょ！ 

 

 「良いことは良い、悪いことは悪い！」こ
れが大人が子どもに教えること 

「心の揺れ幅」のコントロール 



 人間は自分の「経験」の中でしか思考・判
断できない存在 

 

 「体験」はそれがあっただけ、深い思考が
伴って「経験」になる 

 

 毎時間の授業、子どもや教師にとって「体
験」で終わっていない？ 

 

 

 

「体験」と「経験」は違う、「体験」を「経験」
に変えることが重要 



授業「生きる力」の引き出しへ 

数学 

社会 

理科 

国語 

生きる力 

見方・考え方を鍛え
れば、その子の中で
知識・技能は生活に
生きる力として統合
されるのではない
か！ 



学 力 

んで得た 

ぶ 

ぼうとする 

H5 岐阜県学校体育研究サークル 偶土会 

実体的学力 

機能的学力 

↓ 学習活動  ↑ 



授 業 

  「生きる力」の引き出しへ 

数学 

社会 

理科 

国語 

生きる力 

見方・考え方を鍛え
れば、その子の中で
知識・技能は生活に
生きる力として統合
されるのではない
か！ 



そのためのグラウンド整備 

 自分の教科については小学校・中学校・高等学
校の学習指導要領解説、中学校については全教
科・領域の学習指導要領解説を全職員準備 

   ☛小中（高）一貫教育  

    概念化された知識 構造的な知識 
 

 小中一貫教育を目指したコミュニティ・スクー
ルの立ち上げ → 地域の教育力を活用すると
いう視点より小中合同の教科部会開催を意図 

   （文科省：英語教育強化地域拠点事業H26～H29） 

    ☛小中（高）一貫の英語教育 



 教科担任会（年２回＋希望に応じて開催） 

 各教科授業での様子の交流ではなく、学級
担任のねがいを実現させるサポートチーム 

 

 校内自主研修『拓く』 

 研究授業のＶＴＲ，逐語記録の分析から、
子どもを丸ごと理解する力を養おう。 

 その他：学習指導要領勉強会、会計処理な
ど・・・ 

  → ワールドカフェ「拓く」として実施   

        （管理職はお菓子を提供） 



 A視点：単元指導計画の作成 

  1時間1時間の役割の明確 

  ９年間の学び、他教科との関連 
 

 B視点：単位時間の工夫 

  見方・考え方がひびきあう（机列表） 

    

 C視点：学習集団の育成 

  規律・規範・安心感に満ちた風土（学級経営） 

  教科の本質に根差した学習集団 
 

 

授 業 
 授業づくり（研究）の視点 



研究主題 

2016/10/22 



長良西小学校 

 多様で変化が激しい社会を生
き抜く力を身に付け，よりよい
生き方を求め続ける子ども 

中学校３年間 



 自ら課題を見つけ，自

ら学び，自ら考え，主体

的に判断し，行動し，よ

りよく問題を解決する資

質や能力 



子ども一人一人の 
よさや持ち味 

・「見方・考え方・感じ方」 
 を発揮 
・仲間と共に問題解決 
・自己の変容，成就感 

教科の 

 

子ども一人一人の 
「見方・考え方・感じ方」 

千差万別，十人十色 

教
科
の
本
質
に
根
ざ
し
た 

主
体
的
な
学
び 



 

・問題(課題)意識が連続し，「単元のつけたい
力」を確実に身に付ける単元指導計画の作成 

Ａ視点 

 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え  
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 

Ｂ視点 

 

・教科の本質に根ざした学習集団の育成 Ｃ視点 



 

・問題(課題)意識が連続し，「単元のつけたい
力」を確実に身に付ける単元指導計画の作成 

Ａ視点 

 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え  
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 

Ｂ視点 

 

・教科の本質に根ざした学習集団の育成 Ｃ視点 



子どもの実態 

 

•「単元のつけたい力」を確実に
身に付ける単元指導計画の作成 Ａ視点 

単位時間の役割 

   とつながり 
単
元
の
構
造
化 

学習内容の 

   構造的なとらえ 



子どもの実態 

 

•「単元のつけたい力」を確実に
身に付ける単元指導計画の作成 Ａ視点 

単位時間の役割 

   とつながり 

系統表 

単
元
の
構
造
化 

学習内容の 

   構造的なとらえ 

・各教科で指導す
る内容を関係付
けた指導の中
で，汎用的な力
等を育む。 横のつながり 

長良西小学校と共に 



 

・問題(課題)意識が連続し，「単元のつけたい
力」を確実に身に付ける単元指導計画の作成 

Ａ視点 

 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え  
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 

Ｂ視点 

 

・教科の本質に根ざした学習集団の育成 Ｃ視点 



手立て：「ひびきあい」の組織 

 問題解決を求めて，一人一
人が「見方・考え方・感じ方」
を発揮し合いながら，「本時の
ねらい」に到達していく過程。 

 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 Ｂ視点 



 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 Ｂ視点 

一人一人に 
応じて 

仲間と共に 
広げ深める 

手立て：「ひびきあい」の組織 



 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 Ｂ視点 

・「見方・考え方・感じ方」
を，その背景を含めて
つかむ 
・「学び手の求め」を生み
出す事象 
・必然のある課題 

指
導
と
評
価
の
一
体
化 

（
３
つ
の
見
届
け
） 

机列表 

 

問題(課題)意識を高める事象提示 
子ども自ら問題(課題)の発見 



 

・問題(課題)意識が連続し，「単元のつけたい
力」を確実に身に付ける単元指導計画の作成 

Ａ視点 

 

・単位時間の役割を踏まえ，「見方・考え  
方・感じ方」を大切にした指導の工夫 

Ｂ視点 

 

・教科の本質に根ざした学習集団の育成 Ｃ視点 



 

•教科の本質に根ざした学習集団
の育成 Ｃ視点 

仲間と共に学ぶ中で 
 自己の成長を求める 

 授業での 
  仲間の存在 



 

•教科の本質に根ざした学習集団
の育成 Ｃ視点 

「見方・考え方・感じ方」 
     を発揮し合う 

「見方・考え方・感じ方」 
    を受け止め合う 



 

•教科の本質に根ざした学習集団
の育成 Ｃ視点 

「グットレポート」 
「話す・聞く姿勢づくり」 

全校での取り組み 
成長やよさの 
価値付け 

規律・規範 



 

•教科の本質に根ざした学習集団
の育成 Ｃ視点 

「教科係による取り組み」 
「協同的な学び」 

各教科の取り組み 

「安心感に満ちた風土の醸成」 

日々の学級経営 



 

•教科の本質に根ざした学習集団
の育成 Ｃ視点 

教科の本質に根ざした 

「学び方」 

 新たな問題（課題）に出
会ったときに，自ら解決の
糸口を見つけ，主体的に解
決していく力につながる。 



 

              １年１組 ○○ ○○さんへ   
 
 

 数学の授業５分前になると，あなたはミニ学習を始めます。あ
なたのすごいところは，ミニ学習の内容がオリジナル問題なとこ
ろです。授業前に自分で問題を考えて出題しています。この日の
問題は『魔方陣』という問題。教科書に載っていない，授業でも
扱っていない内容です。 
みんなが楽しく取り組めるためにどうしたらいいだろう。 
みんなが力をつけられるためにどうしたらいいだろう。 
『魔方陣』の問題からあなたの思いが伝わってきました。 
「今日はこんな目標でいいですか」「持ち物は 
ありますか」「宿題の答え合わせをお願いしま 
す」と，仲間のためによく気付き，よく働き， 
よく呼びかけられるあなた。最高の数学のパー 
トナーです。いつもありがとう！ 

平成２７年６月１８日 岐阜市立長良中学校 
Team Hisashi  

第６７号 



 ○○ ○○さんへ 

  

 今朝，とてもうれしいことがありました。教師机の上に，提出物と 

名簿がセットで置いてありました。名簿に書かれた字を見て「○○ 

くんだ！」と，わかりました。それを見て「○○くん！すごいやん！あ 

りがとう。」と私が喜んでいると，あなたが声をかけました。「でしょう。 

○○，すごいやろ！」 そして，○○くんに「○○！聞いてる？ほ
められとるよ！すごい成長やん。ほら，頑張ってよかったね。」と，笑顔で話しかけている
あなたがいました。 

あなたの笑顔と明るい声を聞いて，さらに喜びが増しました。○○くんも，とてもうれしくなっ
たと思います。 

 あなたのすごさは，人のすごいところを純粋に「すごい」と思って，素直に褒めることがで
きることです。あなたの「みつめる」には，必ず仲間の名前が出てきます。「あなたが仲間
を大切にして，仲間の中で生活している」ということがよく伝わってきます。 

 あなたは，人のことを否定的に見るのではなく，肯定的に見ることができる素晴らしい
「目」と「心」をもっています。そのことは，社会に出てからたくさんの人に出会う中で，とても
大切になると思うのです。その「目」と「心」を，この１年間で，より一層育ててほしいと願っ
ています。 
  平成２８年４月２１日 岐阜市立長良中学校 

Team Hisashi 

第１０９号 



学習指導要領改訂の年だからこそ・・・ 
 

 自校の土地柄、自校や地域が刻んできた歴史を「も
う一度確かにとらえなおす」 

 （目の前の子どもたちの実態はその上の現実の姿としてあるはず） 
 

 子どもたちがこの先に飛び込んでいく社会を見据え
た時、目の前の子どもたちにどんな力を付けさせる
べきなのか！ 

 

 その学校、その校長なりのストーリーを描くべき！
だからこそ、この変革に「しなやかさを持って対応
すべき」 

もう一度、確かにとらえなおす時、 
   そして、しなやかに対応すべき時！ 



その校長なりの 
     ストーリーを描くために・・・ 







平成29年度  

第４２回 岐阜市立長良中学校  

研究発表会 
 

１１月２日（木） 
 

長良西小学校 中間報告会 同日開催 



受容→広く受け入れる    決断→迷わず決める 

悠然→ゆったり構える    柔軟→あれこれトライ 

親密→じっくり付き合う   沈着冷静→いつもクール 

現実思考→実現可能性    自己信頼→信じた道を 

バランス→全体を考える   社交→３６０度オープン 

高揚→ノリがいい      自立→常に主体的 

慎重→掘り下げて考える   俊敏→スピード第一 

継続→決めたらとことん   挑戦→高い目標もクリア 

感受→場の雰囲気を感じ取る 独創→オリジナリティ 

 

 

余談ですが・・・ 
  毎朝、便座に腰掛けて 
          目にしてます！ 



 我々一人一人には、異なる個別性があ
り、個としての実在・実践は「時」も「場」も
一回性のものである。 
 
 だからこそ、 
     自分なりの「物語」を描きたい！ 
 

見える世界が違ってくる！ 


