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2005 年度秋学期（月曜日２時限） 汎用（複合系） 科目コード： 26060 

 

Human Behavior and Social Relationship 

行動と社会関係 
 

担当者：加藤文俊（かとうふみとし） 

 
メール：fk@sfc.keio.ac.jp 

研究室：ι（イオタ）407・内線 53247 

オフィスアワー：月曜日 13:00〜15:00（他の曜日・時間については調整します） 

 

【講義案内】 
この授業では、わたしたちが日常生活のさまざまな出来事について思い描くイメージ（先入観や偏

見などもふくむ）と、人間行動・コミュニケーションとの関わりについて考えます。こうしたテー

マに取り組むために、“ゲーミングシミュレーション（以下ゲーミング）”とよばれる「体験学習」

の方法を使います。 

 

“ゲーミング”は、〈ゲーム〉という能動的な参加（participation）と、〈シミュレーション〉という

実験的な探索（exploration）を組み合わせたユニークな学習機会を構成します。具体的には、社会

関係をテーマとするいくつかの“ゲーミング”のなかで、それぞれがロールプレイ等を体験しなが

ら「行動と社会関係」について考えることになります。 

取り扱うテーマは、 

 

・ 集団における意思決定 

・ 情報の共有 

・ 社会的ジレンマ状況 

・ 交渉 

・ コラボレーション 

・ コミュニケーション 

 

などです。これらの題材を、“ゲーミング”として体験し、考察します。 

 

単純化すると、“ゲーミング”に代表される「体験学習」の理論は、わたしたちの日常生活における

直接体験こそが学習の源泉であるという仮定に依拠しています。何らかの課題（タスク）に直面す

るという状況が、さまざまな対処の方法を模索するという活動に結びつきます。そして、活動をと

もなう試行錯誤のプロセスをつうじてわれわれは「経験のレパートリー」ともいうべきものを育み、

蓄積していくのです。こうして体得された知識は、類似した問題状況において喚起され、〈その時・

その場〉（あるいは、〈いま・ここ〉）での有意味な活動へと結びつきます。このようにして、学習は

「効果」や「結果」ではなく継続的な「プロセス」として概念化すべきものであることが強調され

るのです。 

 

たとえばコルブ（Kolb, 1984）は、デューイに代表されるプラグマティズムの理念や、フレイレの

ような革新的な教育思想等をふまえて、「脱教室化」を目指す学習が、大きく以下の４つのフェーズ

から構成されるものとして性格づけています（図を参照）。 

 

・ 経験（Concrete Experience） 

・ 省察（Reflective Observation） 

・ 概念化（Abstract Conceptualization） 

・ 実践（Active Experimentation） 

 

図のとおり、４つの側面が環状の「プロセス」を構成しています。つまり、学習は本質的には「始

まり」も「終わり」も同定することが困難な、動的な「プロセス」としてとらえられるのです。 

重要なのは、“ゲーミング”として構成される世界での体験や発見・気づきを、他の場面における

人間関係・コミュニケーションをめぐる問題と関連づけて理解するという点です。 
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（Kolb, 1984）より 

 

「行動と社会関係」の中心となる演習は、その目的・方法によってことなりますが、いずれも大体

〜７ ８名ほどのグループで（授業時間中に）取り組むことになります。 

「スケジュール」にあるように、「演習」＋「説明・ふりかえり」を２週間でおこなうかたちです

すめる予定です。つまり、１週目の「演習」では〈実践・経験〉の部分を体験し、続く週でその体

験の〈省察・概念化〉を試みます。 

 

“ゲーミング”の実践においては、ファシリテーターが重要な役割を果たします。ファシリテータ

ーというコンセプト（あたらしい人材のタイプ）は、近年、会議やワークショップの運営において

注目されていますが、“ゲーミング”におけるファシリテーターのふるまいは、ルールの説明や時間

の配分、さらには学習効果の問題にいたるまで、“ゲーミング”というプロセスを円滑にすすめるた

めのさまざまな側面と密接に関連しています。 

とくに学習環境での“ゲーミング”を考える際、教師（ファシリテーター）と学生たち（プレイヤ

ー）との関係性が大きく変容するという点がしばしば指摘されます。このことは、ファシリテータ

ーの性質をあらわす際に、“コーチ”“トレーナー”“ガイド”などのメタファーがよくもちいられる

ことからもうかがえます。ファシリテーターは、あくまでも円滑なプロセスをうながす存在であり、

適宜（時と場合に応じて）“ゲーミング”の過程に介入します。いつ、どのように合図を出すのか。

プレイヤーの柔軟な意思決定を尊重しつつ、より良い「学び」の機会を構成するためにはどのよう

な介入が望ましいのか…。ファシリテーターのふるまいは、プレイヤーたちに影響をあたえ、その

結果としてもたらされる状況の理解が、さらにファシリテーションのプロセスを変容させます。つ

まり、“ゲーミング”のプロセスは、ファシリテーターとプレイヤーとのコミュニケーションの所産

として理解することができるのです。 

 

また、“ゲーミング”においては、「ふりかえり（ディブリーフィング: debriefing）」とよばれる過程

が重要です。「ふりかえり」は、いわゆる「まとめ」や「反省会」ではなく、演習での体験を再現し

ながら、その過程を事後的に分析するフェーズです。つまり、プレイヤーは、“ゲーミング”のなか

で経験した事柄を、日常生活における事象との類推を試みることで、さらに広い社会的・文化的文

脈に位置づけることが求められます。 

“ゲーミング”の「ふりかえり」にはさまざまな方法がありますが、過去４年間の「行動と社会関

係」では、“ゲーミング”の状況を思い出すためのビデオ（ダイジェスト）や受講者どうしが意見を

交換するためのウェブ上の掲示板等を活用しながらすすめてきました。2005 年度は、少しちがう

方法も試してみるつもりです（まだ思案中）。 
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【提出課題・試験・成績評価の方法など】 
・出席、演習への参加、課題レポートなどで総合的に評価します。４回以上欠席すると、不合格に

なります。 

・学期末には、最終レポートとして、オリジナルの“ゲーミング”のデザインをおこないます。 

 

 

【履修上の注意・その他】 
・演習等の都合から、70 名程度に履修者数を制限するつもりです。履修希望者はかならず第１回目

の授業に出席してください。 

・授業の構成や内容は、クラスの進行状況に応じて調整します。 

・授業内容や課題に関する連絡等はおもにウェブでおこなう予定です。できるだけ頻繁に、以下の

サイトへアクセスして確認してください。http://fklab.net/hbsr_05F/ 
 

 
【参考】昨年度の SFC-SFS より：「次期履修者へのアドバイスやインフォメーションなどあればお書

きください。」へのコメント 原文のまま転載（履修者 81 名：回答率 41％） 

 

· 授業らしくない授業だけど、ためになります。 

· 楽しいです。でも楽しいだけで終わらせないためには、多分履修者が積極的に何かを考えたり

何かとつなげてゆく態度が必要だと思います。汎用科目なのですが、「私はこんな研究をやって

います。でもみんなに説明してもなかなかわかってくれない」という、ある程度自分の専門分

野を持っている方が履修するとそのヒントが得られるのではと思います。 

· ただゲームを楽しむだけはなく、そこから深く学ぶことが大切な授業だと思います 

· ふりかえりが重要です。 

· ゲームを使って授業をするのは楽しいのはもちろんですが、社会の中でのいろんなことをゲー

ムで表現できていたりして、非常におもしろい分野だなぁと思いました。とれれば視野が広が

ります。 

· グループで行われるゲーミングの際は、積極的にゲーミングに参加したほうがよりゲーミング

の背景にある目的の理解がしやすくなると思います。 

· ゲームではたくさん発言して、主体的に学習していってください。 

· 楽しむだけではもったいない授業です。ふりかえりが肝心です。 

· 結局何を学んだのかわからない、といった意見が多いようですが、私はこの授業を通して学校

の授業のあり方の問題点を見つけたように思います。ただ単に楽しいだけの授業といえばそれ

までですが、深めればいきつくところはなかなか深いものだと思っています。ゲームが先生に

気に入っていただければいいのですが。。ｗ 

· 面白いんで何としても抽選を勝ち抜きましょう！ 

· 先生が学生と近いところにいるし、学生同士はグループでゲームをするので、高校時代を思い

出すような、楽しくためになる授業です。ゲーミングはもちろんグループの中で自分の役割や

コミュニケーションについても学べる授業です。履修希望者がとても多いので履修するのは難

しいかもしれませんが、運試しと思ってがんばってください。(ちなみに今年はじゃんけんで受

かったひともいましたよ) 

· コミュニケーションとゲームのよさを知った 

· ゲームを楽しむだけでなく、振り返りの講義もしっかり聞こう 

· 気合で選考に受かってください。目的意識を持つと本当の面白さが見えると思います。 

· ゲームにのめりこんで下さい。そして、自分をすべてさらけ出してくださいそうすれば、自分

の考えはどのようなポジションにあるかということに気づき、また、自分の考えをこれからど

のように変えていかなければならないかということに気づきます 

· なんとなく受けていても「楽しい」授業です。でも、積極的に楽しさの意味を見出していけれ

ばとても得るものの多い授業だと思います。コミュニケーションの授業は多いですが、おそら

く唯一の肌で学べるコミュニケーションの授業です。 

· ただゲームだからといって、噛み付かないほうがいい。奥が深いものです。 考えるという行

為が自分には向いていない、もしくはしたくないと思うなら受けるべきでない。といっても、

抽選には出しとく、というのはやめたほうがいい。本当に学びたい人にとって迷惑だから。 

· 楽しい授業です。いい人が多くて初めての人とでも同じグループになればすぐ友達になれる、

そんな雰囲気でした。 
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【教材】 
下記は参考文献です。必要に応じて、クラスで資料や文献リストを配布します。 

 

・小林淳一・木村邦博（1991）『考える社会学』（ミネルヴァ書房）ISBN: 4623021262 

・今田高俊（編）（2000）『社会学研究法：リアリティの捉え方』（有斐閣）ISBN: 464112115X 

・新井潔ほか（1998）『ゲーミングシミュレーション』シリーズ・社会科学のフロンティア８（日

科技連）ISBN: 481716185X 

・Cathy C. Greenblat（1994）新井・兼田（訳）『ゲーミングシミュレーション作法』（共立出版）ISBN: 

4320027043 

・Kolb, D. A.（1984）Experiential learning: Experience as the source of learning and development. 

Englewood Cliffs: Printice-Hall.  

 

 

【スケジュール】（version 1.0） 

 

 
月曜日 内容 備考 

1 9/26 
オリエンテーション 

授業のすすめかた・「体験学習」の考え方について 

* シラバスを配布 

* 履修希望者多数

の場合は選考 

2 10/3 

【演習０0】消火ゲーム 

【ふりかえり 00】説明・ふりかえり 

▲ゲーミングをデザインする（１）：目的と実施条件の設定 

 

休 10/10 体育の日 
 

 

3 10/17 【演習 01】スリー・テン 
 

 

4 10/24 
【ふりかえり 01】スリー・テンの説明・ふりかえり 

▲ゲーミングをデザインする（２）：モデルの開発 

 

5 10/31 
【演習 02】マーズメッセージ 

（＋猿ヶ島の平和 / ブランドショップ） 

* 課題について 

 

6 11/7 

【ふりかえり 02】マーズメッセージ・他の説明・ふりかえり 

・つなげー 

▲ゲーミングをデザインする（３）：表現に関する決定 

 

 

7 11/14 【演習 03】ウィンターサバイバル  

休 11/21 三田祭 
 

 

8 11/28 
【ふりかえり 03】ウィンターサバイバルの説明・ふりかえり 

▲ゲーミングをデザインする（４）：構築と修正 

 

 

9 12/5 【演習 04】バルンガ  

10 12/12 

【ふりかえり 04】バルンガの説明・ふりかえり 

▲ゲーミングをデザインする（５）：第三者が利用するための

準備 

 

 

11 12/19 【演習 05】取調室  

2006 年   

12 1/16 
【演習 06】新年スペシャル「お年玉ゲーム」（予定） 

（【ふりかえり 05】取調室の説明・ふりかえり） 

 

 

13 
*1/18 

（水曜日） 
まとめ：行動と社会関係 

*月曜代替日 

 

※最終課題の提出期限（予定）：2006 年１月 31 日 

※授業の構成や内容は、クラスの進行状況に応じて調整します。 


