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１．はじめに

追手門学院大学では、従前の共通教育を追大型リベラルアーツ教育の観点から再構築し、2019年

4月から新カリキュラムによる授業を開始した。新たな人材養成目的に「市民として生涯にわたっ

て自己を形成し続ける活動の基礎を養成する」ことが明記され、この目的にそってディプロマポリ

シー（学修成果）と対応する科目群が設計・編成されている。編成の柱となる科目群はファウン

デーション科目、リベラルアーツ・サイエンス科目、主体的学び科目の3科目群から構成される。

新カリキュラムで新規開設された「身体表現入門」は、リベラルアーツ・サイエンス科目群に属

する。この科目群で期待されるディプロマ・ポリシーは、｢(1)人と社会と自然の複雑なかかわり

を学際的視点で理解し、現代社会の価値観の多様性と広がりについて学びを深める、(2)学問の多

角的なものの見方と捉え方、および学び方の多彩な方法論に出会い生活に生かす経験を積む」と明

記され、これに対応する下位区分には、｢人文・社会｣、｢芸術・文化・身体｣、｢自然」が配置され

ている。｢身体表現入門」は学際的視点により展開し、｢芸術・文化・身体」の下に位置づけられる。

本稿では、2019年 4月に新設された茨木総持寺キャンパスの恵まれた施設を活用し、アクティ

ブ・ラーニングによる所属学部を超えての「学び合い、教え合い」を生かした基盤教育科目「身体

表現入門」および後継演習科目である「言語文化演習（ワークショップ／身体表現・演劇)」での

2年目の取り組みを報告する。ここに大方のご批正をお願いする次第である。

２．初年度の身体表現入門

｢身体表現入門」は、単なる身体表現理論のみの講義だけでは、｢芸術・文化・身体」の融合科目

のコアとして果たすべき基盤教育とはなり得ない。アクティブ・ラーニングを前提に運動靴を必須
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とし、体を動かして身体表現パフォーマンスを行う実技中心の授業を展開した。

基盤教育科目として要請される100人を超える受講生を能動的に実技に取り組ませる基軸が、少

人数のグループワークである。これが、主体的・対話的で深い学びを実現するアクティブ・ラーニ

ングを全面的に導入する背景であった。前年度の事前調査では、明確に受講を希望しないという意

見が４割を超え、受講したいと意思表示した意見は 1割程度にとどまった。実際には 2クラス開

講のこの授業は、Ａ組102名、Ｂ組182人の受講生となり、大人数による講義を排した茨木総持寺

キャンパスの最大収容者数に近い数字となった。

活動単位であるグループの人数は、 6人を基準とした。前年度の授業運営の経験則の中で、効

果的な活動単位の最大値による。同学年の中で男女比を勘案しながらも出来るだけ多くの所属学

部が混在する様に、初回授業時に公開無作為抽選 を行い、Ａ組17班、Ｂ組30班編成とした。15回

の授業を基礎ワーク 3回、身体表現ワーク 6回、音声表現ワーク 6回とし、身体表現終了時にグ

ループ編成を変えた。身体表現と音声表現の最終回には成果発表を行い、受講生以外にも広く公開

した。

身体表現ワークでは、パントマイム実習を行った。基礎ワークとして「四方の壁」を採り上げ、

成果グループ発表でも「壁」をテーマに1分程度のグループ創作作品を課した。ここでもリーダー

集会を最大限に活用し、技術指導をリーダーに伝授し、グループワークで学び合う手法を活用した。

音声表現ワークでは、大型絵本の集団読み聞かせを行った。引き続き同学年間での 6人編成と

したが無作為抽選により編成替えを行いＡ組17班、Ｂ組30班編成とした。グループ毎に音読台本

を作成した上で、群読の手法を生かした役割分担を決定し、グループワークを進めた。

最終授業時に、効果検証を目的としてアンケートを実施し、 8割が「向上」と「かなり向上」に

回答し効果の達成レベルを確認した。また、グループワークへの積極的参加についても、 8割が

｢向上」と「かなり向上」に回答し、ここでも効果の達成レベルを確認した。

｢身体表現入門」は春学期開講である。 秋学期には後継科目として「言語文化演習（ワーク

ショップ／身体表現・演劇)」を開講した。30人までの演習科目であったが、身体表現入門の受講

希望者数と変わらぬ数の受講希望があり、抽選による受講者決定を余儀なくされる結果となった。

受講者が集まらないであろうという事前予測からは嬉しい事実はあるが、身体表現入門履修者が極

めて少数に留まったことで、発展科目としての授業目標は達成できなかった。

３．遠隔授業を併用した身体表現入門

2020年 3月24日に文部科学省より、｢令和 2年度における大学等の授業の開始等について」が周

知され、新型コロナウイルス感染症対策についての通知が出された。さらに、 4月 1日には、｢学

事日程等の取り扱い及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａ」が送付され、明確に大学における遠隔授業

推進の方向性が打ち出された。

追手門学院大学では、2019年度より新入学生に対してBYOD（Bring Your Own Device）による

ノートパソコン必携が入学要件となり、LMS（Learning Management System）を活用した遠隔授
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業に関係する環境が整っていた。多くの大学が新年度の授業開始を延期して対応を検討する中で、

学年歴を変更することなく、授業を遠隔授業で開始することが決定された。

身体表現入門は、本来は身体接触を伴う集団による実技を前提とする授業科目である。春学期の

開設を見送ったスポーツ実習系の授業と同様に、今学期は開設しないのがよいのではないかという

思いの中、感染が収束した段階で、活動内容を検討した上で万全の対策を施すことを条件に対面授

業を含めた授業実施が許されることになった。昨年度の授業後半に行った大型絵本による音声表現

を中止し、集団パントマイムによる身体表現に特化することとした。

言葉を発しないパントマイムは、難度の高い身体表現の一手法である。発話が無いという事実は、

そのまま感染症対策に有効である。さらに、遠隔授業での動画配信は、効果的にパントマイムの基

礎技法を習熟徹底させるためにも効果がある。当初は対面でなければ授業運営は不可能と考えてい

たが、感染収束時に対面授業に移行する数少ない授業科目として開講の運びとなった。前年度同様

の 2クラス開講にあたっては、茨木総持寺キャンパスのアカデミックアークの専用使用が前提で

あった。吹き抜けの広大な空間が確保できるWILホールでソーシャルディスタンスを確保した上で、

1クラスあたりの受講生は60人程度と決定された。本来は300人を優に収容できる特設教室は、感

染対策上からも万全なグループ活動場所となった。

表 1．身体表現入門 学年別受講者数

ク ラ ス 4年次 3年次 2年次 1年次 　　 合　計（人)

Ａ
(月曜 3限)

4
(6.5％)

6
(9.7％）

17
(27.4％）

35
(56.4％） 62

Ｂ
(金曜 3限)

8
(13.4％)

15
(25.0％）

17
(28.3％）

20
(33.3％） 60

合　　計 12
(9.8％）

21
(17.2％）

34
(27.9％）

55
(45.1％） 122

昨年度は 2クラスで282人の受講生を受け入れたが、本年度は1クラスあたり60人、合計120人

がソーシャルディスタンスを配慮しての受講者数となった。本学では受講希望者が収容人数を超え

た場合は、学年別に無作為抽選している。本来は初年次学生を主対象とする基盤教育科目ではある

が、昨年度以上に 2年次生以上の受講希望者が多くなった。

結果的に 9回となった遠隔授業は、オンデマンド型を採用した。この背景には、BYOD対象外の

3・ 4年次生が27％を占めること、各自のインターネット受信環境への配慮もあった。事実、大

学からのPCやWi-Fiルーターの貸し出しや、茨木総持寺キャンパスでの学修環境提供を活用した受

講生も少なくなかった。

授業は、音声表現を割愛して身体表現（パントマイム）に特化するシラバス変更を初回授業で周

知し、｢四方の壁」に代表されるパントマイムパフォーマンスの個人技能の習得に重点を置き、ほ

ぼ予定通りに実施できた。LMSを最大限に活用し、レポートだけではなく、各自が撮影した画像
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（短時間の動画を含む）をWeb上で提出させることが効果的であった。

動画配信にあたっては、動画配信システムで発行された公開用URLをLMS内で公開し、YouTube

に代表される動画共有サービスを併用した。前年度にBYODを実施したことが功を奏し、 2年次生

はもちろん3・4年次生へも周知徹底することができた。初年次生である 1年次生には、PC操作ス

キル面で負担を掛ける結果とはなった。ただ、｢ノートパソコン必携の追手門学院大学」を理解し

て入学していることと、情報メディア課の手厚いサポートもあり、授業担当者が技術的に対応指導

しなければならない事例は多くなかった。

対面授業開始の10回目の授業の参加者は、 2クラス合計で105人（受講登録者122名に対して

86.1％の出席率）であった。

表 2．受講理由（複数回答)

受　　　講　　　理　　　由 人数（人) 人数比（％)

シラバスを読んでやってみたいと感じた 40 38.1

身体表現に興味があった 38 36.1

時間割の都合でたまたま空いていた 33 31.4

講義中心ではなく実技系の授業だから 22 21.0

友人や先輩から勧められた 17 16.2

時間割の都合でたまたま空いていた、講義中心ではなく実技系の授業だからという 2項目と、シ

ラバスを読んでやってみたいと感じた、身体表現に興味があったとする 2項目の順位が昨年度受講

生とは逆転した。この背景には、友人や先輩からの勧めに代表される、昨年度履修生からの周知が

考えられる。

実技中心の身体表現を遠隔授業で実施するにあたっては、個別対応が極めて重要になると予想し

た。指導者からの相談や助言、グループワーク内受講者同士で解決を試みるといった当たり前の行

動の多くが、遠隔授業では物理的に不可能となる。しかし予想に反して、質問や相談のうち授業内

容に関するものはごく少数であった。動画教材は視覚的に捉えやすく、さらにオンデマント型の動

画は繰り返して視聴することができる。さらに、LMS上で各自の視聴回数や時間の確認が可能で

ある。こういった長所は、今後の対面授業でも大いに活用が期待できる。

質問や相談の大部分は、対面授業開始への不安に関するものであった。対面授業に切り替わる前

提での受講は理解していたものの、いざその日が近づいてくる中で不安を訴える声は少なくなかっ

た。同居している祖父母への影響を心配するものもあった。

対面授業は、10回目から合計 6回で実施することとなった。グループワーク（授業者が学年別に

無作為抽選で60人を 4～ 5人の13グループ編成）では、各グループでリーダーを互選し、授業前の

リーダー集会で授業内容を周知する前年度の手法を踏襲した。サブリーダーには毎回のグループ活

動報告書を作成させ、グループ活動把握の一助とした。コロナ回避を理由とする欠席者への配慮と

諸連絡を、LMS上でグループ内公開のメールアドレスで取り合う姿が各グループで見られた。14
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回目で実施した個別パフォーマンス発表では、録画済みの動画での参加を認めた。 9回に及んだ遠

隔授業での個人パフォーマンス技術の達成度は昨年度より高かった。

ただ、 6回の対面授業数は少ない。そこで「四方の壁」に必ずしも拘らないこと、前年度の基礎

ワーク（スポーツ実技）を例示し、この中で創作台本に基づく集団発表を指示した。26グループが

選択した集団パフォーマンスは、野球14、大縄跳び 9、バスケットボール 2、バレーボール 1で

あった。最終授業である15回目の集団パフォーマンス発表後に行ったアンケート調査では、コミュ

ニケーション力の向上について、昨年度の成果結果を下回った。

0
（人） （人）
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20
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40

向上 かなり 少し しない
0

10

20
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40

50

向上 かなり 少し しない

グラフ 1　身体表現入門事後調査(1)
コミュニケーション力が向上した

グラフ 2　身体表現入門事後調査(2)
グループワークが積極的になった

４．対面授業で行った言語文化演習（ワークショップ／身体表現・演劇）

秋学期に設定された、身体表現入門の後継演習科目である言語文化演習 （ワークショップ／身体

表現・演劇）は、マスク着用等の感染対策を万全に行いながら、15回すべてを対面授業で行った。

5回の基礎ワークの後、10回の授業でグループ単位での創作台本を作成し、集団パントマイムによ

る演技を発表した。今までの授業で一部のグループのみで確認することができたデザイン思考を、

すべてのグループで確かめることができた。

この背景にあったのは、身体表現入門を履修した経験者を中心に授業を展開することが可能に

なった受講者層の変化が大きい。演習科目でありながら多数の履修希望者が集まった昨年度は、身

体表現入門の経験者の大部分が抽選に漏れて少数派となり、発展的な授業展開ができなかった。今

年度は対面授業を避けた学生が多かったものと思われ、定員を満たさない16人のみの履修者となり

抽選に至らなかった。その結果身体表現入門履修者に演劇経験者を加えた受講生が過半数となり、

パントマイムの基礎技術を修得した意欲ある受講生を中核にして授業が進行した。

5回目までの授業で、学年別に指導者が指定した 3～ 4人の 5グループによる基礎ワークの後、

16人全員に「四方の壁」をテーマにした創作台本を書かせた。全員の台本を授業内で紹介し、話し

合いによる 5～ 6人編成による 3グループを自由意思で編成させた。その結果、全く異なる受講者

層の 3班が編成され、アクティブ・ラーニングによる授業が展開できた。
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(1) 強いリーダーシップにより未経験者を牽引して創作した事例

1班は、 4年生リーダー、 3年生サブリーダー

（いずれも演劇経験者）に、演劇未経験の 4、 3、

1年生を加えた男性のみの 5名である。 3グルー

プ中で最もリーダーシップが強いチームであり、

｢繭から羽化する蝶」をテーマにした独創性の高い

作品を創作した。シナリオ完成をサブリーダーが

担当する助言を契機に、徐々に話し合いの機運が

芽生えた。未経験者が過半数を占めた唯一のチー

ムであったが、極めて高い完成度の作品を意欲的

に完成させることができた。

1班シナリオ

中央に繭が置かれている様子を表現する。中央に一人がうずくまっており、 4人がそれを囲む

ように立っている。 4人はパントマイムで繭に触れる。

周囲からは球体であることは分かる。観客は何を表しているのかわからないが、 4人がこの人

を大事にしていることはわかる。 4人、繭にタッチしつつ時計回りに回る。

まるで何かの儀式のように見える。中腰まで立つ中央の一人。 4人、所定の位置で足を止めて、

一人ずつ手のひらで繭をおす〈圧す〉。中にいる一人は繭を破ろうと手を伸ばすが、外からの圧

で押し返される。

繭から誕生した一人、立ち上がりながら、(羽化したての蝶のように羽を乾かすように）震え

る。四人がまた球体を表現しはじめ、それと共に一人も縮んでまた繭に収まる。

(2) 台本作成者ではないリーダーを中心に話し合いにより創作を推進した事例

2班は、演劇経験者の恋愛をテーマにした 2年

生台本を元に集まった異例の集団である。 3グ

ループ中で唯一の未経験者による 3年生リーダー

であったが、役割分担を配分した采配が見事で

あった。自らは黒子に徹し、 2年生サブリーダー

を中心に経験者である 2・ 1年生を巻き込んでの

5名であった。最も話し合い活動が盛んなグルー

プであり、全員が意見を出して動きをその都度変

え、可視化された学びの中で意欲的な活動が行わ

れた。役割を担った各自が授業外での準備を怠ら

ず、完成度の高い作品に仕上がった。

写真 1　 1班による創作表現

写真 2　 2班による創作表現
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2班シナリオ

舞台は遊園地。遊びにやってきたカップルが次何処に行こうかと話ながら歩いていると…清掃

員が舞台挨拶。礼をしようと舞台の真ん中に歩いてくるが壁が目の前に現れ、ぶつかってしまう。

清掃員は、慌てず壁を拭いて消し、礼をする。

カップルが舞台の真ん中に楽し気に歩いてくる。その時、非リア充の二人が歩いてきたカップ

ルに気付く。非リア充は生贄を見つけた野獣の様に喜び、カップルの邪魔をするために近づく。

そんなことも知らないイチャイチャしているカップルの間に非リア充が割り込んで前に出る。そ

して、もう一人がカップルの後ろに立ち、挟み撃ちして四方の壁を持ち上げる。

突然現れた四方の壁に驚いているカップルは、壁を触ったりする。彼氏の方は、殴ってみたり、

タックルして見たり脱出できないかを模索する。そんな彼氏を尻目に非リア充たちは喜び合い、

ハイタッチをしたり、煽ったりする。

そんな中、清掃員がやってきて、四方の壁を拭きだす。すると、どうしたことか、拭いた部分

が消える。それに気付いた彼女の方が、清掃員に頼んで一面の壁を消す。彼女は壁が消えたこと

を確認すると、彼氏に声を掛け、消えた壁から逃げ出そうとする。しかし、彼氏に声を掛けてい

る間に、非リア充の二人が回り込み、一人が出ようとするカップルを押し戻し、一人が清掃員を

何処かに追いやる。そして、また壁を作り、押し込んでいく。 4回押し合いをした後に、非リア

充の二人が壁を一気に押し込みカップルをさっきよりも小さい四方の壁に閉じ込め、喜び、煽る。

彼氏は、なんとか出ようと壁を殴ったりする。が、壁はびくともしない。その様子を非リア充の

二人は嘲笑い、煽り散らす。彼女が彼氏を止めて、ひと呼吸を置いてから、壁を蹴破り、脱出する。

壁が壊れたことに驚き、唖然としている非リア充の二人を、彼女は容赦なく殴り倒し、彼氏の方に

笑顔で振り向く。彼氏も驚いた様子であるが、二人はまた一緒に歩きだし、舞台から退場する。

清掃員が、倒れた非リア充の二人を舞台端に追いやる。追いやった後、清掃員が舞台の真ん中

で礼をする。

(3) リーダーが３パートに分かれての練習を企画して効率的に創作を推進した事例

3班は、演劇経験者のリーダー、未経験者のサ

ブリーダーの他 4人は、すべて 1年生の 6人チー

ム編成である。恋愛がテーマであるがストーリー

性が最も高く、 1年生を 2グループに分けて分割

して演技を仕上げる効率性が際立ったチームで

あった。毎回絵コンテをリーダーが準備した練習

の可視化が功を奏した。それぞれのパートの掛け

合いの完成度が極めて高く、音声表現が無い発表

作品ではあるものの、最もストーリー展開が分か

り易い作品を完成させることができた。 写真 3　3班による創作表現
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3班シナリオ

登場するのはABCDEFの 6人。まずはAとBが待ち合わせしており、電話をしながらお互いを

探している。もう少しで会える、というときに二人の行く先に壁が現れる。汚れていて、向こう

側が見えない壁。AとBを阻む 2つの壁の間に、清掃員Eが登場。Eは汚れた壁を見て拭き掃除を

する。A側の壁とB側の壁、双方を拭き終わり、 2人はようやく出会う。

そんな時、A、B、Eのもとに泥棒 Fが壁をピッキングして入ってくる。急なFの登場に戸惑う

3人。ABEとFが首をかしげているとき、CとDは仲睦まじくおしゃべりしながらABEFを横切ろう

とするが、彼らも曇った壁にぶつかってしまう。それに気づいた清掃員Eは壁の汚れを落とすが、

壁にはどうやら鍵がかかっているよう。Eは急いで泥棒Fを呼び、こじ開けるよう要求。CとDを

阻む壁はなくなり、EとF以外は去ってしまう。EとFも帰ろうとするが、道中で壁に阻まれてし

まう。

５．結果の考察と課題

最終授業でのアンケート（16名全員が回答）により、コミュニケーション力の向上および、アク

ティブ・ラーニングの積極性について、明確な効果が確認できた。
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グラフ 3　言語文化演習事後調査(1)
コミュニケーション力が向上した

グラフ 4　言語文化演習事後調査(2)
グループワークが積極的になった

また、グループによる創作発表で思った通りの成果が発表できたかという質問には、全員ができ

たと回答した。身体表現を履修していない、演劇未経験者の自由記述を挙げる。

　• パントマイムを通して、初めての人とのコミュニケーションが図れることを実感して、自分で

も驚きました。また、以前から面識がある人とはさらに仲が深まったと感じています。相手が

しようとしていることを汲み取れた時、言葉を介さずとも動きが合わさった時は、本当に嬉し

かったです。( 1年次生）

　• 友人に誘われてこの授業を取ったが、あの時この授業を取る選択をして、心から良かったと思

う。発表が苦手なのを克服することばかりを考えていて楽しむことは頭になかった。しかし、

お互いが案を出し、高め合うための意見を出すことで、コミュニケーション能力が向上し、楽
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しく授業に臨むことができた。( 2年次生）

　• 言葉を交わさないパントマイムでチームとして創作するには、視線（アイコンタクト）や何か

しらの動作でのタイミング決めが必要になる。その際、心が通じ合っていなければタイミング

は合わない。普段の授業での話し合い・協力・信頼が不可欠だと思う。したがって、パントマ

イムは最高のコミュニケーションツールだと思う。( 3年次生）

　• 最初何なんだこれはと思っていたが、練習していくうちにどんどん形になっていって、思って

いることが表現できるようになっていった。リーダーとサブリーダーには感謝している。う

まくいったのは、この 2人のおかげだ。日本の全大学に、この授業を取り入れるべきである。

( 4年次生）

今回の成果は、あくまで諸条件に恵まれた少人数によるところが大きい。換言すれば、基盤教育

段階で目指すSTEAM教育の成否は、一般的な大学教育で求められる受講人数での実践次第である

と言える。幸いなことに、今回の受講生の大部分が次年度の学生アシスタントとして参画したいと

希望している。次年度以降も引き続き継続実践研究を継続し、その成果を追求したいと願う。
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