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【要約】 
近代社会における地縁・血縁・職業による縁などの性格や位置づけが変化するに伴い、人のつながり

方の概念が再整理される中で、1980 年代中盤に「趣味縁」という概念が登場してきた。現代社会におけ

る趣味縁は、原則として各自の興味関心という自発意志以外に拘束力がない、弱いつながりである。逆

にその脆弱さを逆手にとって、趣味縁を軸に、地方都市の都心部のオフィスビルや商店街の空き空間を

暫定利用する市民有志非営利の活動が都心を再び埋め戻す姿が、2000 年代後半以降、札幌市や群馬県前

橋市で観察されるようになった（加藤,2017）。本稿は、筆者がモニターしてきた札幌の趣味縁の集団、

OYOYO での活動事例から得られた知見を、児童生徒の主体的・協働的学びを組織するためのアクティ

ブ・ラーニング（以下 AL と略称）の課題解決に応用することは出来ないか、その可能性を探る試みで

ある。 
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1. はじめに 

児童生徒の主体的・協働的学びを組織するために、アクティブ・ラーニング（以下 AL と略称）が、

昨今の教育現場で注目されている。 

AL とは、溝上（2015）によれば「北米で 1990 年代初頭に提唱された(Bonwell & Eison, 1991), 講義脱

却と学習と成長パラダイムにおける大学教育における学習論」である（p.6）。これは「一方的な講義形

式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」（文部科学省

「用語集」）とされる。つまり AL には、従来の「知識伝達型」の授業よりも、他者と一緒に考えるこ

とで理解が進む「建設的相互作用」（Miyake,1986）が期待されている。具体的には、自分の考えを外

に出して確認してみる、他のメンバーの言葉や活動に接してより良い考えを作る、などのプロセスを経

ることにより、「個人内で理解が進化したり気付きや表現したりできることの質が高くなる」とされて

いる（三宅,2016）。 
しかしグループワーク学習などの実践の場おいて、学修者の資質や個性により必ずしも議論に活発に

参加できないメンバーが固定化してくる事例が往々にして観察される。 

本研究の目的は、協調学習の実践の場において、学習者個々の資質や努力などの問題とは別に、趣味

縁の集団に見られるメンバーの人的資源をコンテンツ化していく手法から、AL の場においても「建設

的相互作用」を誘発しやすいヒントを探ることである。 

本稿が対象事例とするのは、市民有志が札幌都心部の古いオフィスビルの一画を借りて自主運営して

いる「OYOYO（正式名称：OYOYO まちアートセンター、発音オヨヨ。以下 OYOYO と略称）」(1)を

拠点とした小集団、OYOYO ゼミである。ここで見られた、参加者自身の人的資源を集団全体の活動資

源として相互に明示する手法、個々が持つ専門性や技能の集団内での顕在化、可視化など、協調学習の



 

 

小集団によるグループワークの課題解決に応用できないか、その可能性を事例から論じる。 

研究の方法は、参与観察に基づく質的分析と資料調査である。2010 年冬以降、著者が OYOYO 美術部

（当時、現在は OYOYO ゼミ）の正式メンバーとなって収集した活動記録やインタビュー、アンケート

などの資料に基づき分析と考察を行っている。 

 

2. 趣味縁という用語 

議論に先立ち、趣味縁という用語の簡単な成立経緯を確認しておく。趣味縁とは、文字通り趣味を契

機としてつながる人間関係のことであり、1980 年代中盤に用語が登場している。1985 年 2 月に国立民

族博物館で行われたシンポジウム「日本人の人間関係」(2)で、「社縁(3)の人間関係」を論じた井上忠司

の論考が、筆者の調べでは初出と思われる（加藤,2017）。このシンポジウムでは、従来は地縁・血縁

以外の人のつながり方が社会で比重を増していた状況を踏まえ、教育学や社会学の登壇者たちが当時の

人間関係の現状について論点整理と分析を行っている。登壇者の一人であった井上は、当時の社縁の変

容を論じるにあたって「社縁の人間関係における結合の契機の特徴から、説明の便宜のうえで、かりに
．．．

『趣味縁』『選択縁』『情報縁』とよんでおこう」（井上,1987,p.250）（傍点は筆者）と述べている。

そして、続けて趣味縁を次のように説明している。「人々のあいだには、『目的（ないしは目標）達成

のために』という“目的志向”もさることながら、『それ自体が愉しみのゆえに』という“愉しみ志向”

の顕著な傾向が認められるのである」（同,p.251）。この井上の指摘は、今日の筆者のフィールドでも

顕著に観察されており、30 年後の今でも有効であった。 

その後 2011 年になって、社会学の浅野(2011）が、バンドや同人誌などいわゆるオタク的趣味を含め

ての若者の私的な領域でのつながりが、実際には社会参加や公共性への契機となっていることを、社会

関係資本の概念を用いて論じており、趣味縁という概念が再注目される契機をもたらした。 

これらの先行研究や、筆者自身による趣味縁集団の観察結果を踏まえ、筆者は現在、趣味縁の特色を

大きく次の３点と考えている（加藤,2017）。 

① 社会的「有用性」からの逸脱。 

② 選択縁であること。 

③ 所属する社会集団内での既存の役割からの解放（脱役割）と変身が可能。 

次章では、趣味縁の現代的な事例として、札幌の OYOYO ゼミ（次章で詳述）の活動を記述し、協調

学習で自主的で建設的な相互作業を阻害するような諸要因をどのように回避していたかを、紹介する。 

 

3. 対象事例 OYOYO ゼミ 

3.１ OYOYO の設立 

 札幌の中心部では JR 札幌駅前の再開発に伴い、大通地区から札幌駅前地区へと 2018年現在も都心と

しての比重が移行中(4)である。2000 年代後半には大通地区のあちこちに長期の空室が目立つようになり、

特に中古のオフィス物件にその傾向が顕著であった。そうした中、非営利の市民団体がオフィス街の空

室を借り受け、リノベーションをした上で、アートの活動拠点などに再利用する動きが活発になった。

そうした拠点群の中でも唯一「部活制」を採用して運営を始めたのが OYOYO である。 

OYOYO は、2008 年 5 月 18 日、大通地区の雑居ビルに市民有志による自主運営かつ非営利のまちづ

くり・アートの活動拠点として創設された。設立時は「大人の放課後」をキャッチコピーにメンバーを

公募し、学校の課外活動を模した「部活制」を組織運営の基本とした。図書部、文化部、放送部など、

参加者が希望する部活に所属し「部員」として活動する。これは部員が支払う部費を毎月の固定収入と

し、助成金に頼らず自立運営が可能となるよう構想されたモデルであった。活動開始後、何度かの制度

変更を経て、2012 年 5月に当時活動していた美術部、写真部などの部活は「OYOYO ゼミ」として一本

化された。今日では、空間を指す場合は OYOYO、そこを拠点とする集団を指す場合は OYOYO ゼミと

正式名称を呼び分けている。 

初期の OYOYO 設立に関わったのは、当時の大通地区の衰退と空洞化に深刻な危機感を抱いていた商

工関係者、まちづくり関係者らだった。彼らは、2007 年に現在の OYOYO の空間（床面積 168.69 ㎡）

が家主の逝去によって空室となったことを受け、「まち魅力プレイヤーズ会議」を設立し、メディア、

映像、写真、アートなど各領域の活動主体となることを期待された人々（多くは後の各部活の部長）と



 

 

ともに、OYOYO 設立構想を具体化していった。構想段階から、参加者が楽しく自主的に参加すること

で、自然と地域活性化が起こるような仕組みづくりに配慮がなされ、「部活制」も組み込まれた(5)。 実

際に部員の公募が始まると、年齢も所属も多彩な市民らが都心に「自分の居場所を持とう」と集まって

きた。 

筆者が着目する独特な活動デザインが特に顕著に見られた 2015年当時のOYOYO ゼミのメンバーは、

国家公務員、元自衛官、美術やサブカルチャーなどのプロデューサー、学生、主婦、ダンス教師、会社

員など 20 代から 50 代までの約 10 名強であった。イラストや写真などの創作活動を行う者と、鑑賞を

専門にする者とが混在している。正式メンバー以外にも、OYOYO 内に併設されているカフェの常連客、

企画に応じて参加する外部講師や一般参加者など、外部からの一時参加者も時々ある。 

OYOYO ゼミは、月額部費を収める者が正式メンバーである、という組織の輪郭を持っていた。

そのうえで、実際には毎回 10 数名のコアメンバーが毎週定例会に集って活動していた。本稿が論

じるのはその小集団内での人的多様性となる。第４章で述べる AL の学習環境、つまり閉じた空間

と固定した顔ぶれなどについては、小集団でのグループワークに限定して考えた場合、ある意味で

OYOYO ゼミと似た環境下であり、比較可能ではないかと考えるものである。 

OYOYO ゼミの運営については、毎月ゼミメンバー全員から集めた部費をとりまとめて OYOYO
に週一回の空間利用料として収めていた。この部費は、部長も古参も新人も幽霊部員も全員同額で

設定されていた。全員が同額を負担するため、メンバーは諸権利において対等であり、運営や企画に全

員が発言権と参加権を持っていた。重要案件は定例会の参加者全員で協議し決定を行う。参加や提案は

権利であって義務ではなく、仕事の都合や興味に応じて各自が望む形と頻度で参加可能であった。2012

年頃からメーリングリストで毎週一回の定例連絡が行われ、最新の決定事項や活動予定について、欠席

者を含めた全員が情報を共有するようになった。 

 

3.2 OYOYO の活動デザイン 

2015 年当時、OYOYO ゼミでは、毎週 1 回夜 8 時から 2～3 時間の定例活動を行っていた。主な

活動プログラムは、①打ち合わせ、②クロッキーや手芸等のワークショップ、③メンバーの 1人が

講師となって得意分野を解説する部員相互レクチャー、④その都度テーマを決めて全員が自慢の一

品を持ち寄って思い入れを語る「お宝鑑賞会」、⑤全員で近所を散策するマチ歩き、⑥外部講師を

招いての公開講座、⑦夏冬一回で恒例化してきた企画展、⑧電子書籍を含む各種出版物の製作など

であった。これらの活動スケジュールの調整は、定例会の「打ち合せ」で行われる(4)。以下に 2015

年秋の活動内容を紹介する。 

開催日 区 分 開 催 内 容 

10 月１日 打合せ 打合せ 

10 月 7日 打合せ 当日は暴風雨となり警報が出たため中止 

10 月 15日 部員相互レクチャー A氏による越後妻有の芸術祭探訪報告 

10 月 22日 打合せ 打ち合せ（ホールレンタルのため喫茶店にて） 

10 月 29日 打合せ 打合せ 

11 月 5日 部員相互レクチャー B氏による社員旅行（カンボジア）スライド報告 

11 月 13日 打合せ 打合せ 

11 月 19日 公開講座 病院で死ねない時代の医療・福祉を考える ～あなた

ならどう生きる？どう死ぬ？（訪問看護ステーション

所長・外部講師） 

11 月 26日 打合せ 打合せ 

12 月３日 公開講座 パーマカルチャー公開講座（外部講師） 

 

部員相互レクチャーは、希望者による旅行や趣味のプレゼンテーションであり、公開講座は一般にも

告知しての公開講座を OYOYO ゼミ主催で行うものである。 

上記の表のように、OYOYO ゼミの活動の形式やテーマは様々だが、いずれも趣味やアートを入口に

した参加者全員によるコミュニケーションとしてデザインされている。メンバー個々に蓄積された知識、



 

 

技能、感受性、経験などの人的資源が OYOYO ゼミにおける主な「コンテンツ」である。 

創立当初から OYOYO は資金繰りに余裕がなかったこともあり、講師を招いたりイーゼル等を買った

りする資金が無かった。また、OYOYO ゼミは週一回の定例利用者の一つに過ぎず、空間の単独の専有

者ではなかったため、据え置きの備品を増やすことは厳しかった。そのため、筆者が正式参加した 2010

年末頃には一連の試行錯誤を経て、OYOYO メンバー自身が持つもの（人的資源）を活用する方向で、

主要な活動プログラムがほぼ出来上がっていた。上記表の 2015 年はそうしたプログラムのバラエティ

がよく見て取れる活動年度であった。 

 上記の表は、一見して区分欄に「打合せ」の登場する頻度がかなり高いのが見て取れる。文字通り、

打合せでは、企画やイベント運営に必要な議論は行う。しかしそれ以外にも、メンバーたちの新規コレ

クション自慢や最近見てきた映画や舞台の話、共通の知人の消息、休日の予定など、雑談に費やされる

時間も相当に多かった。普通であれば、運営上のノイズにしか見えない冗長性の許容は、見方を変えれ

ば、全員に発言内容と発言機会を選択する自由があることを具現化した姿である。また、議論の文脈か

らの逸脱の許容、具体的な企画や創作に落とし込まれる以前の曖昧な状態でのアイデア共有、私的体験

の尊重などもここに見ることができる。 
 OYOYO ゼミにおいては活動成果としての作品、企画、製作や創作技術の向上が目的ではないため、

効率的な運営はある意味で必要がなかった。メンバーたち自身が集団の活動コンテンツであり、その人

的資源を本人が望む言葉で望むように表出し、全員で共有して楽しむ。そうした各自の人的資源は絶え

ず更新されていく。脈絡なく展開していく雑談は、むしろ脈絡がなかったからこそ、そうした個々の人

的資源の再確認や興味の変遷に伴う新たな潜在力との出会いの契機を兼ねていた。そうした中から次回

の部員レクチャーの申請や、「最近知り合った人のお仕事が面白くて。公開講座をお願いできるかも」

などと展開していったりする。本業やそれぞれの生活を持った社会人達が、あくまでも余暇の「楽しみ」

の範疇で収まる程度の作業量と努力で、個々の楽しみを集団で最大化する着地点を全員が相互に探る、

そうした負荷や発言機会など関係性の調整も、雑談の多い打合せが同時に機能を果たしていた。 
 また、組織の水平志向の構造にも筆者は注目してきた。例えば OYOYO ゼミに一本化される前の旧

美術部時代、もしデッサンやクロッキーなどの技術研鑽型で発展していれば、自ずと技術の巧拙が相互

に認識され、メンバー間に序列が形成されていたかもしれない。しかし実際には、毎回のように講師や

企画提案者が入れ替わるので、メンバー間の序列が固定化されなかった。他人の発表回であっても「い

つかは自分の番」であるため、お互い様の配慮や相互の尊敬、対等な関係性が集団内で醸成されやすか

ったと言える。特に部員相互レクチャーやお宝鑑賞会は、各自の趣味や専門性が活動資源として全員に

共有され可視化される現場であった。 

どのメンバーも自分の好きなものについては実に楽しそうに生き生きと語り、筆者は現場での取材メ

モにしばしば「輝いている」という言葉で記述してきた。 

これについて、宮崎(2013, 111～112 ページ）は「学習者を正統参加者として認めることは、趣味で

あれ遊びであれ、学習者の経験を既に社会を構成する価値ある活動として認めることに他ならない」と

述べている。正にその意味において、メンバー達は自分の趣味や専門性、経験などを、場の多様性をま

せる価値ある「資源」として発現する機会を持った。 

つまり OYOYO ゼミは、週一回の数時間、共感をベースに相互の異質性を楽しみながら、各自の経験

や趣味嗜好、特定分野の知識など、個人的なもの(資源)の「社会化」を行っていると考えられる。そし

て筆者が特に注目したいのは、参加メンバー個々の資質や経験値、発表内容の優劣以前に、OYOYO ゼ

ミの活動デザインそのものが、ゼミメンバーの一人一人を、他のメンバーに対して資源として明示する

構造になっていた、ということである。 

OYOYO ゼミが、縦型の組織系統にならなかった理由はもう一つ考えられる。幹部メンバーの関わ

り方である。OYOYO ゼミ部長の S 氏は、筆者が参与観察を始めた 2010 年冬時点でも、毎週の活動に

欠かさず参加していた。しかし日常の活動には殆ど介入せず、家主との契約変更や企画展の方向性など

重要な議案の折だけ、初期からの経験や専門性に基づいたアドバイスを行ってきた。また OYOYO ゼミ

メンバーではないが、初期メンバーの一人で OYOYO 代表、本業ではメディアプロモーションやイベン

ト企画の事務所を経営している K 氏も、見守る参加形態を続けてきた。K 氏が経営する OYOYO 併設の

カフェの営業時間が OYOYO ゼミの活動時間と重複することもあって、S 氏と同様、出来る限り参加は

するが日々の活動にはほぼ介入していない。ホールレンタルなど外部との調整が必要な時のみ、OYOYO
ゼミに相談を持ち込む程度である。このように、いわゆる幹部メンバー達は「見守る」参加に終始して



 

 

おり、必要な場合だけ助けながら、日常の活動と運営は常連参加メンバーに委ねている。 

筆者は、背景要因として、両名とも音楽、美術などアート関連での職業経験が長いことと無関係では

ないだろうと推測している。普通の組織やサークルであれば、活動がミッションをそれ始めた時に、軌

道修正なり指導なりが入る。K 氏 S 氏の両名とも、アーティストと仕事をしていて「え、そっちに行く

の？ でも、もしかしたらそっちの方が面白いかも」という見識のキャパシティを備えている。 

これについて、S氏は筆者の問いに応じて、次のようにメールで回答してくれた。 

「自分とスペースの関わり方は、ある時期から、『自分が手がけたものが、自分の手を離れ、自分で

も予想しないところに転がるおもしろさ。それこそ、本物の場のクリエイティビティではないか』と考

えるようになりました。」(5) 

つまり、OYOYO ゼミでは、幹部メンバーが早くから、そこで起こる創発の面白さに気付き、それが

最大限活かされるよう、フラットな体制での見守りの姿勢に徹して、日常活動には極力介入せず、トッ

プダウンの運営にしなかった。メンバー達は、お互い様の発想、「自分はこれが出来るけれどこの人は

こんな才能がある」という相互リスペクトをベースに、運営を行ってきた。往々にして冗長性の高い運

営であったが、同時に誰の発言であっても頭から否定されたり、笑われることがないため、メンバーは

安心して自由に発言し提案するようになった。 

 

4. 趣味縁の活動デザインから AL への応用の可能性 

以上のような OYOYO ゼミの活動事例を踏まえ、趣味縁の特徴から AL に適用可能ではないかと思わ

れる要素は、以下の３点である。 

4.1 多様性の尊重を誘発するアーキテクチャ 

第一に、AL でよく言われる「多様性の尊重」「多様な意見の尊重」を、学習デザインから誘発する

アーキテクチャである。学習課題が与えられるなか、参加する学生の意欲や思考力、積極性などには濃

淡がある。教員が「間違っても構いません」「意見を出してくれてありがとう」などの呼びかけを行っ

ても、小集団内では優秀な学生が運営や議論をリードし、自分の能力や技術では「その場に貢献出来な

い」と感じる学生がどんどん授業から後退していく光景は珍しくない。これは小集団に分かれて学習課

題に取り組む中で、参加者個々人が持つ基礎学力や発想力などの優劣が、そのまま集団での序列になっ

てしまう結果だと考えることができる。リカバリや逆転の可能性を感じられなくなった学生には、「で

きない自分」という認識が無言のうちに集団内に共有される苦痛な時間を過ごすことになる。 

OYOYO ゼミにおいても、個人の資質や能力は様々であった。だが、それを序列化する方向でなく、

多様なバラエティとして並列するような活動デザインのアーキテクチャ（濱野,2008,p.20）が敷かれて

いたと考えることができる。 

濱野は、アーキテクチャとは次の２点にまとめられるとする。 

① 任意の行為の可能性を「物理的」に封じてしまうため、ルールや価値観を被規制者の側に内面

化させるプロセスを必要としない 

② その規制（者）の存在を気づかせることなく、被規制者が「無意識」のうちに規制を働きかけ

ることが可能。 

濱野が挙げている例の一つが、飲酒運転の規制である。罰則や道徳教育の徹底によってでなく、「自

動車内にアルコール検知器を設置し、運転者が飲酒していればエンジンがかからないようにする」、と

いうのがアーキテクチャによる規制法である。 

前章で紹介したような OYOYO ゼミの活動デザインは、最初から意図されたものでは決してなく、経

済的制約や部活同士の合併による冗長性の増加など、偶然の要因が積み重ねで形成されてきた。余剰資

金もなく人数も限られた小集団で、特定の誰かに負担を寄せることなく、全員が無理をせずに有意義で

楽しく過ごせるやり方を模索する中から偶然たどりついた形態である。結果として、メンバーの人的資

源を万遍なく活動コンテンツに転用し、準備や発表に負荷の少ない形で、全員で楽しめるような活動デ

ザインが備わった。 

これは、AL で言うところの「一人一人の多様性を活かし相互に受容する環境」であり、「建築的相

互作用」（Miyake,1986）が発現するベースに該当すると筆者は考えている。 

OYOYO ゼミの活動デザインは、個々の参加者の資質によらず、背景も興味も異質なメンバー同士が



 

 

楽しく数時間を一緒に過ごすために有効なアーキテクチャであった。持ち込まれる人的資源の水平な拡

がりを楽しみ、メンバー間で競うような縦軸の高さは志向しない。また毎週２時間限りの囲われた付き

合いであり、毎回講師と観客との立場が入れ替わり、「発表について非難しない」「誰かを傷つけるよ

うな言動をとらない」という規制が働いて、「荒らし」が起こらなかった。 

誰であっても貴重な人的資源として集団内に明示されるような構造で、学習デザインを組むこと。そ

ういうアーキテクチャの上に授業を設計すること。これは、工夫次第で AL にも十分に応用可能ではな

いかと考える。 

具体的には、小集団で学習課題に取り組むような授業の場において、参加する学生の知識や思考力の

差でなく、学生個々が持ち込む資源の多様性が全体の議論を豊かにすることを明示するような学習デザ

インを部分的に取り入れることが考えられる。例えば、新聞を使ったグループ学習などの場においては、

まず、学生それぞれが自由に選んで切り抜いて来る記事のバラエティは、自分とは価値観も考え方も興

味も違う「他者」という存在に気付かせる。これは同時に、自分では全く意識することのなかったテー

マに触れる契機でもあり、結果としてその日の議論の拡がりを担保してくれる。その後の議論や思考の

成熟度や技術などは、もちろん個々による開きがあるだろう。しかし「全員が、その人だけが持つ目線

によって、その人が居なければ小集団に持ち込まれない情報を全体にもたらしている」ことを明示する

学習デザインが前提となることにより、アーキテクチャとしての相互リスペクトや、「多様性の尊重」

「多様な意見の尊重」を誘発しやすいアーキテクチャになっている、と考えることは出来ないだろうか。 

4.2 初期段階で趣味縁を活かした自己紹介を 

第二に、趣味縁そのものが、雄弁にその人となりを伝える経路として有効である。 

OYOYO ゼミでは、新規メンバーが入ると、お宝鑑賞会を開いて各自の自己紹介としていた。例えば

「私のお宝映像 3分間」「私の写真この１枚」「私の秘蔵の音楽」などテーマを決めて、各自がテーマ

に沿った自分の逸品を持ち寄り、出席者は順番に短時間でその品のプレゼンテーションをしていく。何

をどんな風に大切にしている人なのか、そこに至るどんな人生のドラマを経てきた人なのか。趣味のフ

ィルターを通すと、履歴書等とは違った回路で、非常に多くの情報を短時間で共有できることが、すぐ

にゼミメンバーに実感された。つまり、「本人が望むような形での情報の集団への開示」「短時間でも

人間的な厚みを伴った相互理解」の手法として、趣味縁はOYOYOゼミでは非常に有効に機能していた、

ということができる。 

参加者の AL 授業への参加度合いには興味関心や性格等により濃淡があるが、例えば最初の方の回に

各自の趣味を組み込む形があると、全員の関心度や積極性が高まると考えられる。また、履歴書的な一

般の自己紹介よりも、相互の理解に有効ではないかと考える。趣味は、本人の自発意志のみで維持され

継続されている個人的志向であり、それがゆえに本人の独自性と、「好きなもの」に対する自主性が既

に内在している。OYOYO ゼミで発表するメンバーに常時見られたような、好きなものを自由に語る時

の「輝き」は、概して他人には十分に魅力的であった。これは、オンライン等を使った協調学習支援に

おいて、「学習者本人に関する情報の可視化」が十分でないと、相手先との人間関係構築が難しいこと

が指摘されてきた（中原,2002）が、こうした側面からも、趣味縁の応用を今後考えることが出来るの

ではなかろうか。 

4.3 冗長性の戦略的な活用 

第三に、小集団において冗長性が果たす機能の再認識である。OYOYO ゼミは明確な組織ミッション

がない。メンバーたちの写真やガンプラや鉄道趣味など個々の楽しみを集団で最大化するために、自発

的に集まっているだけであり、本人の興味関心や自発意志以外になんら組織の拘束力がない。このため、

打合せも雑談の時間がかなり入る。筆者は参与観察の最初、この雑談を「無駄」「非効率」と感じて大

いに違和感を覚えたが、徐々にその隠れた効能に気付くようになった。 

例えば、AL であれば「学生の関心と能力にあった課題設定」（中井,2015,p.32）を、教員やファシ

リテーターが準備する。OYOYO ゼミの場合、一見とりとめのない雑談は、まだ価値化されておらず、

集団の資源になるかどうかも分からないような曖昧な領域にあるもの含め、メンバーの人的資源を集団

内で言語化し、顕在化し、共有する機会である。会話の流れの中で偶然のように出てきた情報に「え、

あのマチ出身？ レクしてよ」「作るの、そんなに簡単なの？ 今度ワークショップして全員で作れな

い？」などと盛り上がり、実現することもママ起こった。集団の潜在的な人的資源は、日々の生活とと



 

 

もに刻々更新されており、雑談は、その折々の「集団構成員の関心と能力にあった活動設定」の準備を

兼ねていたと言える。 

他にもまた、雑談は、メンバーにかかる負荷と楽しみのバランスについて、集団で「なんとなく」調

整する場でもあった。「最近○○さんがレクやってないね。どう？」とか、「企画展も終わったし次回

も打合せでいいんじゃない？」など、各自が感じている企画疲れ感や運営プログラムのバランス感が、

少なからず打合せが終わった後の雑談の中でも登場していた。 

この雑談の肝心なところは、無目的であるがゆえに、集団の活動に貢献するかどうか未定の領域にあ

るもの、本人が自覚していないが資源化の可能性のあるようなものまで、集団で言語化され、共有して

いくことが可能になることである。組織的知識創造に照らすと、「暗黙知・形式知」「共同化・表出化」

の部分が、ゆるく相互に滲み出すようなイメージとなる（野中・紺野,1999）。 

これは、限られた時間内での学習成果という明確なミッションを持ち、運営プログラムも教員が作成

する AL にそのまま応用することは困難であり、また当面の必要性すらそもそもないかもしれない。 

逆に、冗長性が生きてくるのは、小集団での各自の顕在化していない才能の洗い出しや共有、初顔合

わせ、アイスブレイク等であろう。目の前の「目的を外す」ことによって、「本来意図していなかった」

新たな潜在資源を顕在化させる契機として、「冗長性」は今後の可能性を秘めているのではないか。 

冗長性のメリットを AL にどう組み込めるか、もしくは効果的な応用が実現可能かどうかは、まだま

だ検証すべき課題が多い。短期的には、その授業回のテーマに即した少人数に分かれてのフリートーク

の設定や、または事前準備など授業外活動での応用等が考えられるが、ここでは今後の可能性として言

及するにとどめておく。 

 

5. おわりに 

以上、本稿では、趣味縁集団に見られる活動デザインの要素で、AL に適応しても効果を発揮しそう

な要素について、その可能性に言及するにとどまった。詳細な分析や理論化、より具体的な提言及び応

用可能性の実証などには、到達することが出来なかった。これらについては、今後のさらなる研究課題

としたい。 
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注 
(1) 札幌市中央区南１条西 6 丁目 第 2 三谷ビル（1963 年建設）6 階の南側に入居していた。活動期間は 2008 年 5 月

から 2017 年 12 月 26 日の約 9 年に亘る。ビルの老朽化により大家より退去の要請を受け、12 月末にビルから撤収した。 
(2) このシンポジウムは 1985 年 2 月 20 日から 22 日までの３日間、国立民族学博物館において館内外の研究者を集め

て開催されたもので、1987 年にドメス出版より報告書が「現代日本文化における伝統と変容３ 日本人の人間関係」と

して出版された。本研究でのこのシンポジウムへの言及はすべて同書の記載に依る。 
(3) 「社縁」とは、もともと「結社縁」の意。血縁・地縁を除くすべての人間関係を指す名称である。（上野,1987,p226

より抜粋まとめ） 
(4)その推移は、各種の地価データや札幌市商店街振興組合連合会の『札幌市都心商店街通行量調査』などに見ること

が出来る。 

(5) 2011年 10月 18日、㈱ノーザンクロスの酒井秀治氏（OYOYO 設立の中心メンバーの一人）へのインタビューより 
(6) 初期段階では定例活動日に「ただ何となく集まっていた」時期もあったが、多忙な社会人メンバーが多い中、週一

回の活動時間を有効活用するために、徐々に事前に活動内容を決めるようになった。 
(7) 2014 年 8 月 21 日に筆者は当時の OYOYO ゼミ部員全員にアンケートを行った。その自由記述欄の記入について、

筆者の補足質問に対し S 氏が 2014 年 12 月 11 日にメールで回答してくれたもの。 
 
参考文献 
 

浅野智彦（2011）『趣味縁からはじまる社会参加』岩波書店. 
濱野智史（2008）『アーキテクチャの生態系～情報環境はいかに設計されてきたか』NTT 出版. 
Bonwell, Charles C.; Eison, James A.（1991） Active learning : creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC Higher Education 



 

 

Reports No.1. 
井上忠司（1987）「社縁の変容」,栗田靖之編『現代日本文化における伝統と変容３ 日本人の人間関係』ドメス出

版,pp,244-259. 
溝上慎一「大学教育から初等中等教育へと降りてきたアクティブ・ラーニング」 梶田叡一責任編集（2015）『アクティ

ブ・ラーニングとは何か』金子書房,pp,6-15. 
加藤康子（2017）「趣味縁研究の系譜と現代社会におけるその現れの一例 : 群馬県前橋市「前橋○○部」の事例から」

『文化経済学』14(2) 

三宅なほみほか「協調学習とは 対話を通して理解を深めるアクティブラーニング型授業」2016、北大路書房 

Miyake,N.(1986) Constructive Interaction and the Iterative Process of Understanding.Cognilive 

Science,10(2),151-177. 

宮崎隆志（2013）「『中間地帯』の再建による社会空間の変容」日本社会教育学会 60 周年記念出版部会編『希望への社

会教育』東洋館出版社.  
中井俊樹（2015）『アクティブラーニング』玉川大学出版部. 
野中郁次郎・紺野登（1996）『知識経営のすすめ～ナレッジマネジメントとその時代』ちくま新書.p111. 
 

 
連絡先 
住所：〒060-0817 北海道札幌市北区北 17 条西 8 丁目 北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院 
名前：加藤康子 
E-mail：kayanet@mtf.biglobe.ne.jp 

 


	知識共創を促す趣味縁集団の活動デザイン
	～札幌OYOYOゼミの事例から～
	注
	参考文献

