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戦後 50年と教育の今日的課題

和田修

Crisis and Hope of Japanese Education Today 

WADA Shuji 

はじめに

今年は第 2次大戦が終ってから 50年目に当たる。そこから，各界でこの半世紀をふりかえって

戦後日本の明暗を再考する企てが，さまざまな形で行われている。小論も学校教育に焦点をし

ぽって，戦後教育について私見を述べてみたい。

戦後の教育については，わが国の教育学界では，戦前の天皇主権，軍国主義，国家主義の教育

から，国民主権，平和主義民主主義の教育への根本的な転換，進歩であるとする見方がなされ

てきた。この転換は，それまでわが国の教育の規範であった「教育勅語」が廃止され，新たに「教

育基本法」が制定されたことで法制上明らかであるし，また，筆者のように戦中と戦後の教育を

共に受けた者には， 日本の敗戦を境に，それまで使っていた教科書の中の特定の文言を墨塗りす

るという衝撃的な体験によって，否応なく痛感させられたところでもあった。

しかし，戦前と戦後の教育の「断絶」を強調して戦後教育を決定的な「進歩」とみる戦後教育

の見方は， しばしばそれとの対比で，戦前の教育を全て軍国主義国家主義一色の暗黒時代であっ

たかのような印象をもたせ易い。事実，戦後に育った人びとの中には，教育学研究者を含めて，

そのように思っている者が少なくない。むしろそう信じている者が圧倒的に多数ではないか。も

しそうだとすれば，それはあまりにも観念的で，明らかな行き過ぎである。戦争をしたのは確か

に戦前の教育を受けた世代だが，戦後の日本を再建したのも戦前戦中に育った世代だった。また

今日話題の無気力無責任な若者や，学校での陰惨ないじめをしているのは，戦後教育の中で育っ

た世代の子ども達であること一つをとってみても，戦前の教育が悪で戦後の教育は進歩だといっ

た単純な色分けのできないことは明らかだからである。

教育の法制的規定，教育の目標やたてまえは変っても，教育の「実態，体質，ほんね」におい

て，筆者の体験によれば，戦前と戦後の教育の間には，よくも悪くも明らかに強い「連続性」が

ある。この連続性に注目して，戦後教育の明暗を省察してみたい。

1 戦後日本の明暗

それにしても，この 50年の世の中の変り方は，筆者のような古い世代の者にはただ驚くばかり
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であって，文字通り今昔の感に堪えない。

戦争が終ったとき，日本の都市の殆どは焼士と化し，人びとはその日の食に飢えていた。死の

危険から解放された安堵と総てを喪った虚無感の中で聞いた『星の流れに』や「東京の花売娘」

は，進駐してきたアメリカ兵と闇市の風景と共に，今も忘れることができない。あの時代を生き

た人びとは，占領軍と共に現れた圧倒的なアメリカ文明の前に，生活の再建を目ざしてひたすら

に働き続けて今日の繁栄の基を作ったが，気がつくと彼等の大部分はすでにこの世を去って，往

時を知る者は少数派となってしまった。今日の日本人，別けても若い人びとにとっては，戦争も

飢餓も疫病も，遠い昔の話か，他国の出来事である。彼等は今の便利で平穏な，高度に自動化，

機械化された生活を当然のこととして享受しているが， この戦後の「不戦，平和」と，めざまし

い「技術的経済的な発展」は，疑いもなく戦後日本の誇り得るよき変化であると思う。

一方，戦前を知る世代の人間からみて悪しき変化は，戦後日本の技術的経済的発展と併行して，

地縁血縁の共同体が解体し，環境破壊が進み，人びとの関係や人情もまた「軽薄短小」になって

しまったことである。

戦後の日本人は，経済的な豊かさの追求という目的のために，まず企業の利益を第一に考える

「企業的集団主義」の国になったが，これはまた，国家国民としての独自の政治的道義的な理想の

追求と，個人としての生活の充実を疎かにするという代償の上になされてきたようにみえる。現

在わが国が国際政治の場で経済力に見合った政治的指導力を疑われ，外圧を加えなければ何一つ

動かない国だという悔りを受けていることや，国内でも政治的な無関心層が増大し，過労死や単

身赴任等による家庭崩壊が社会問題化しつつあるのは，まさしくその付けであろう。総じて，戦

後の日本人は経済発展と引きかえに，ますます利己的，快楽的，打算的になり，他人に対する思

いやりと尊敬，落つきと品位を失ってしまったのではないか。

2 戦後教育の問題点

戦後の教育もまた，戦後日本の明暗と通底している。戦後教育の制度上の大転換は，アメリカ

教育視察団の勧告に従って，いわゆる複線型の学制を改め，「教育の機会均等」の実現を目ざして

中等教育と高等教育の量的な拡大を行ったことである。その結果，今日では同年齢人口の 90％を

越える若者が高校に在学し，ほぼ 2人に 1人が大学短大に進学するようになった。近年では，更

に各種の大学院が発展し，社会人にも門戸が開放されるようになっている。こうして国民の誰も

が好むときに好むことを学習できる「生涯教育」体制が指向されつつあるが，これらはいずれも

戦後教育の明るい成果とみることができよう。

しかしながら，戦後教育はその反面で，それまで一部の若者の問題であった有名大学入学のた

めの受験競争を総ての子どもに拡大し， この競争がますます早期化，過熱化するに及んでさまざ

まな問題を生じてきた。

まず，進学率の向上の裏で，学校の授業についてゆけない「落ちこぼれ」の生徒が増加して「教

育の空洞化」が問題となり，確たる目的をもたずに大学に入学する「不本意就学者」が増えた。

1960年代末には，全国的に反体制的な大学紛争が起った。それが沈静すると，中学高校で「校内

暴力」が多発して「教育の荒廃」が叫ばれるようになった。現在では，小学校から高校まで，あ
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らゆるレベルの学校に生徒の「いじめ」と「不登校」が拡って，深刻な社会問題となっているの

は周知の通りである。

いじめは戦前の子どもにもなかったわけではないが，最近の子どものいじめに特徴的なこと

は，それがしばしば自殺者を出すほど深刻であるにもかかわらず，加害者に加害の意識が薄いこ

と，いじめを見てもそれを止めたり被害者を助けようとする者がいないこと，被害者もまたはじ

めから他人に被害を訴えようとする意思を欠いているように思われることである。今日の子ども

のいじめの底には，この意味で，「基本的に自己本位で互いに深くかかわり合うことを避けようと

する態度」，深い「人間不信」があるようにみえる。

日本の高度経済成長と共に目立ってきたこのような若い世代の無責任な暴走や，無気力，無関

心といった心情の荒廃に対して，教育界では文部省を中心にくりかえして道徳教育の強化が指向

されてきたが，実際には十分な成果をあげることができなかった。それと言うのも，戦後間もな

く始まったアメリカとソ連の政治的軍事的イデオロギー的な対立，いわゆる東西世界の「冷戦」

を反映して，わが国でも保守と革新の政治的イデオロギー的な対立が激化し，その対立が教育界

にも持ち込まれて教育問題がことごとに激しい政争の的となったために，それを恐れて学校にお

ける価値観の形成にかかわる積極的な指導が，教師達の暗黙のタプーとなってしまったからであ

る。

両親や教師達の間で価値観や世界観が分裂して学校における道徳教育ができなくなるというこ

とは，それだけ学校教育の内実が没価値的客観的科学的な知識の教授に偏るということでもあ

る。戦後日本の学校教育は，その意味で全体として「科学主義的」になったと言えるが，後述す

るように，それがニヒリズムと深く連動していることについては，教育関係者の間にまだ十分な

自覚がなかったと言わなければならない。

3 現代日本人の通俗的教育観

「教育」という語は，その内容を定義することなく多用され，教育に関する議論や研究は盛んで

ある割に混乱して稔りがないという欠点があるが，一般的に言って，教育という語で多くの H本

人がまずイメージするのは「学校で行われていること」であろう。

学校は大人の世代が子どもの教育のために特別に作った制度である。戦後，わけても高度経済

成長以降，われわれの生活は全面にわたって大きく変化した。その中にあって最も変化の少な

かったものの一つが，「学校の形態」である。日本の学校は，明治以来今日に至るまで，工場か兵

舎を思わせる箱型の校舎，黒板と教科書を使った一斉授業，生徒の年齢による学年学級の構成に

おいて，基本的に変っていない。いま物事の形はその物を作り出した人の心と不可分であるとす

れば， このような同じ形の学校を保持している日本人の学校と教育に対する社会意識の中には，

強固な連続性があることになる。

いったい現代日本人の教育観の基本となっている学校観の特徴は何か。一見して分るように，

この規格化された校舎や教材と，多数の生徒を対象とした同一で一斉の教授法は，近代的な工場

における均質な商品の大量生産の方式と通底している。そこには，教育を意図的計画的な目的一

手段関係において，物品の製作とのアナロジーで，あらかじめ確定した目標に向って人をできる
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だけ完全に，迅速に．無駄なく導く「技術」と考える教育観がある。

周知のように，明冶 5年の「学制」と共に確立された近代日本の学校は，早急な近代化を国策

とする政府の主導によって作られた近代化のための機関であった。「近代化」とは，日本をはじめ

とする非西欧諸国民にとっては，近代西欧に発する合理主義的な思考と生活様式を規範として受

け容れることである。この近代合理主義は，二つの確信に基いている。その一つは， この世界は

法則的な因果関係によってあらかじめ確定した構造をもつという「決定論的機械的な世界観」で

あり，いま一つは人間のみがこの世界の法則，理法を知ることのできる理性をもつという「理性

的な人間観」である。そして．この確信から更に，人間はこの理性を正しく使うことを学ぶこと．

即ち「啓蒙」によって真理を知り，自己と世界を合理的に支配して進歩することができるという

「歴史の進歩」と．真理に至る方法が科学であるという「科学に対する信頼」が生まれることにな

る。このような近代合理主義的な信念は，人類がまだ迷信や貧困に苦しみ，人間よりも自然がは

るかに強大に見えた時代には，文字通り人類解放の福音であったし．実際的にもこの信念に基い

て作り出された西洋技術文明の軍事的経済的な優位は圧倒的に思われたので．近代化は 19世紀

以来すべての民族や国民にとって，わけても高等の学校教育を受けた人びとの間で，自明の目標，

進歩のしるしと見倣されるようになったのである。

このことは近代日本の知識人にとって特に顕著であって．「文明開化」以来，わが国の知識人の

大勢は常に発想と価値判断の基準を西洋に置き，意識的無意識的に「脱亜人欧」を目ざしてきた

ようにみえる。この傾向は筆者の戦後体験によれば，第2次大戦後も変らぬばかりか，却って強

化されてきた観がある。それは， 日本の学界や産業界では，今もって日本人の研究や発明は注目

されず，それが評価されるためにはまず海外で受け容れられ権威づけられねばならぬという事情

や，教師を含む日本の知識人やジャーナリズムが，「進歩的」「科学的」と自称することを好み，

「反動的」「非科学的」と呼ばれることを病的に怖れる傾向があることにも窺えるであろう。

「万人に妥当する不変の真理，正しい知識があるはずである。その知識は方法的科学的に発見で

きる。人類の力と進歩は，そうして得た正しい知識をより多<,より完全に，若い世代に教える

ことによって可能になる」。早期からの子どもの知育に熱心な両親や，一方的なインストラクショ

ンに適した現行の学校形態に本質的な疑問を抱かぬ行政官や教師達の中には． このような近代的

な啓蒙と進歩の強い先人見があると言ってよい。

4 近代的思考の限界

しかしながら，近代合理主義的な物の見方と教育については，ルソーをはじめとして，すでに

西欧世界の内部でも早くから批判があった。第 1次世界大戦前後から欧米で興った子どもの生活

や経験を重んじる児童中心主義的な学校改革運動は，教育界におけるその現われであったとみる

ことができる。わが国でも， この「新教育運動」の影響を受けた「大正自由教育」と呼ばれる一

時期があったことはよく知られているが， しだいに国家主義化，軍国主義化する教育界の大勢を

止めることはできなかった。それというのも， もともと近代的な思考自体が，ナショナリズムと

ニヒリズムを呼び出す可能性をもっていたからである。

近代化の動力となった近代的な理性的人間観と機械論的世界観は，「神が世界を創造した」とい
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うキリスト教の信仰に支えられて人びとに受け容れられたのであるが，近代人は近代化の過程で

当初の敬虔さを失い，人間の理性的自律と機械的世界理解を徹底させて創造主としての神の観念

を排除する方向に進んだ。その決定的で歴史的な転回点が 18世紀末の産業革命とフランス革命

であると言えるが，近代的なヒューマニズムは自己充足化することによってやがて価値観の分

裂人間のあからさまな自己主張であるエゴイズムと，普遍的な真理や価値を認めぬニヒリズム

を台頭させることになる。その間にあって，対内的には個人のエゴイズムを調整し対外的には集

団のエゴイズムを体現するものとして全能となったのが「国家」である。したがって人びとが国

家を超える超越的な権威を認めなければ，国家どうしの紛争解決の最後的な手段は戦争しかなく

なってしまう。 19世紀が西洋列強の帝国主義的な世界進出の時代， 20世紀が全世界的な国家主義

と戦争の世紀，科学技術の濫用と乱開発による地球規模での環境破壊の世紀となったのはこのた

めであろう。近代日本もまたこの過程の中で，後発して国家主義，帝国主義の道をとって破滅し

たのであった。

こうした近代化に内在する危険，近代合理主義の「限界」は， ヨーロッパの思想界では第 1次

世界大戦と共に「西欧の没落」として意識され，第 2次世界大戦後はニヒリズムとの対決が主要

な問題となったが，その後も近代的思考に対する基本的な信頼を失わなかったのが，アメリカと

ソ連であり，それに追随した日本ではなかったか。

戦後日本の思想界と教育界に多大の影響を与えたプラグマティズムとマルクス主義は，前者が

個人の自由，後者が社会的平等を重視する違いはあっても，近代的な歴史の進歩と科学に対する

楽観，技術主義的な教育観を共有していた。私見によれば，わが国の教育界に対する実際的な影

響力は，予め確定した価値や目的をもたず不断の実験を軍視するプラグマティズムよりも，人類

の階級闘争を必然と考えるマルクス主義の方が大きかったと思う。

こうして戦後世界は再び米ソを二極とする東西世界の政治的軍事的イデオロギー的な対決，

「冷戦」体制を生み，朝鮮やベトナムを初めとする幾多の局地的な代理戦争を経験しなければなら

なかったのである。

5 価値観の多様化と教育恐慌

しかしながら， 1980年代末に至って旧ソ連圏が崩壊して冷戦が終り，一つの政治体制一つのイ

デオロギーによる世界統一や世界平和が現実問題として無理であること，それに従っていれば絶

対に間違いがないような政治や教育のモデルはないことが明らかとなった。われわれは現在，世

界人類が多様であり， ものの見方や価値観もまた多様であること，歴史の進歩が近代の神話であ

ることを認めねばならなくなっている。

この状況は，これまで教育を確たる目標に向って若い世代をできるだけ完全に，早く導くこと

だと考えてきた人びとには，現実的にも心理的にも恐慌を来たらすことになる。なぜなら，その

とき両親と教師は確たる教育の目標を失って教育に自信がもてなくなるし，他方では既成の価値

のヒエラルキーが壊れることによって，さまざまな立場，利害をもつ人びとがそれぞれ自分の必

要をふりかざして即効のある教育を学校に期待することになり，教師も生徒も増大する新たな課

題の対応に追われて，ますます多忙でゆとりのない生活を強いられることになるからである。
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大きな目的を失って心理的にパニックに落ちた人間は，さし当って隣人に遅れをとることを恐

れ，流行に敏感となり，実質よりも銘柄指向の行動をとる。こうして両親達の有名大学進学をめ

ざした教育競争が加熱され，子ども達は学校と進学塾のかけもちで夜遅くならなければ帰宅でき

ない者が増え続ける。しかも，受験勉強で子ども達が学ぶのは客観的に測定可能な知識，科学的

な知識であるが， これは本来，複雑で絶えず流動している現実を科学者の関心と目的に基いて一

定の角度から分析して得た部分的抽象的な知である。ところが，全体は部分に分けられても，部

分を集めただけでは全体とならないから，科学的知識を本当に生かすことができるためには，生

きた現実を全体として阻観的に把えるようなもう一つの知，即ち「知恵」が必要である。この知

恵は実際の行動と経験を通して徐々に培われ，広げられ，深められねばならぬが，受験勉強に追

われる今日の子どもには，自分で考えたり，自由に冒険したり，多様な経験をするゆとりがない。

こうして親子ともども努力して，結果的には知識はあるが本当の知恵のない，勉強以外は甘やか

されて育ったために打算的で感謝することを知らぬ若者をつくるという悪循環に陥ることになる

のである。

6 子どもからの発想

このパニックと悪循環から脱出するためには，われわれはまず人間と教育に対する近代的な先

人見から離れて，人間と教育の現実の姿を見つめ，その本質と意味を自分自身で考えてみなけれ

ばならない。

その際英語の educationやドイツ語の Erziehungが語源的に「引き出す・引き上げる」こと

を意味していること，教育という行為が教育者が善と考える目標に向って被教育者を外から一方

的に加工するのではなく，被教育者の存在を尊菫し，被教育者を内から育て上げることを含意し

ているのは軍要である。

教育の元型は，大人が子どものためによかれと思ってする指導・援助 (pedagogy) のことだ

が，大人がよいと思っても子どもにとって実際によいかどうかはわからない。教育者は大人がよ

いと思っていることを子どもにもよいかどうか，よいとしてもいかなる条件のもとでかを批判的

に吟味し直さなければならない。しかし，われわれはこれまで子どもを小型の大人か動物のよう

に考えて，「人間は誰も最初は子どもであった」ということの意味を深く考えてはこなかった。ゎ

れわれはいつも無意識に大人をモデルとして人間を考えてきたが，子どもも人間であり， しかも

大人とは違った人間である。大人による子どもの一方的な加工ではない教育の本当の姿，「教育の

本道」を知るためには， したがって，「人間としての子ども」の理解と，「子どもをモデルとして

みた人間の本質理解」を出発点としなければならない。こうした人間としての子どもの存在の尊

重と保護を基点とする発想と批判は，狭義の教育だけでなく，今日では政治や経済や科学，産業

を考えるときにも不可欠なものとなっている。なぜなら，科学技術が飛躍的に進歩して，かって

は予想もできなかったこと，遺伝子の操作による生命の人造すら可能となり， しかもそれが将来

どのような副作用，深刻な変化を人類にもたらすかわからぬうちに，新たな発見や発明が即今の

大人の利害に基いて次々と企業化商品化されているからである。
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7 教育の本道

いったい子どもとはいかなる人間か。子どもからみた教育の本道とは何か。この問題に入る前

に， ここでいう「人間」という言菜で．筆者が何を考えているかを素描しておきたい。

人間はまず「理性的に考えることのできる精神的な存在」である。人間は本能や衝動のままに

ただ生きるのではなく，自己と世界に対して距離をとり．自ら否を言うことのできる存在，かか

る存在としていつも現状を超出して物事を全体としてまとまりのある，意味のあるものとして理

解しようとし．自ら全体としての自己と世界のイメージを作り，そのイメージに従って「よりよ

く生きようとする」ことのできる存在である。

しかし，人間はまた「肉体的な存在」である。人間は自分の肉体によってこの世界の中に特定

の位置を占めて住みついており，そこから一定のパースペクティヴで物事を見ざるをえない存在

である。このことは，人間が実際には物事の全体を見ることができず，人間の理性には限界があ

るということでもある。

したがって，人間は「精神的肉体的な存在」として，いつも物事の全体を見通してよく生きた

いと思うが．実際には「全体を見たかのように信じて」生きるほかない存在である。この故に，

人間は本当によく生きるためには，互いによりよく生きたいと思っている者同士として相手を

「信頼」し，互いに思うこと信ずることを率直に表明し合うこと，誠実な「対話」と「協力」によっ

て，己れの足らざるところを学び合い補い合わねばならぬ存在である。

人びとの間にこのような相互の信頼と対話があるとき，「共同体」が可能となる。そして人びと

が共同体の一員として共同生活をするときの行動のきまり，共通の道が「倫理・道徳」である。

この倫理・道徳を具体的に規定したものが「礼儀作法」であり，作法を子どもに反復実行させて

身につけさせるのが「しつけ」である。そしてしつけを通して子どもに作法の意味を理解させる

と共に，彼等にどのような社会にもルールがあるということ．人は誰でもルールを尊軍し．自分

の「良心」に従って生きることができることを自覚させるのが「道徳教育」である。

子どもはこのような意味での「人間」として．ただし「まだ小さい」という条件つきの人間と

して理解されなければならない。子どもはいかに幼くても，すでに自分なりに物事の関係や意味

を感じとり，自分で何かになろうと意思することのできる存在， したがって決して動物や物件の

ように扱うことのできぬ人格的存在である。ただ子どもは「まだ小さい」ために自分だけでは生

きて行けない「頼りない」人間であり， したがってこの頼りなさを補い，まさかのときに自分を

しっかりと「保護」し，自分を未知の世界へ「手引き」してくれるような大人を必要とするとこ

ろの，「大人に本質的に依存した人間」である。

子どもはいつも身近かな大人を「手本」として，自分が安全に守られていると実感することが

できるとき，外に向って積極的に動き出し，徐々にまわりの世界を「探険」し，自分に何ができ

るか，世界はどうなっているかを「体験」し，「発見」して大きくなる。この子どもが大人をモデ

ルとしながら自らより大きくなろうとして行う世界探険．世界発見の歴史が子どもの「発達」で

あり，この子どもに同行し，その発達を助けるのが教育である。

したがって，教育者としての両親と教師の課題は，まずこの子どもの期待に答えて人間のモデ

ルとして振舞うこと．具体的には子どもにはっきりとした安全の保障と行動の指針を示すと共
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に，細部にわたっては子どもに干渉せず，子どもの自主的な活動を尊盾し，子どもに自由な冒険

の余地を与えてやることである。この「大人による安全の保障と示範」，「子どもの自由」が「バ

ランスよく」与えられるとき，子どもはよく発達する，「よく育つ」ことができるのである。

同じことを暗示しているのが「教育」という国語である。教育は「教える」ことと「育てる」

ことが一体になって行われることである。子どもは外から教え過ぎて過保護・過干渉になって

も，またその逆に全く教えずに放任しても，よく育つことはできない。子どもをよく育てるため

には，大人が子どもが行う自己と世界の新たな探険と発見の道程に「添い立って」，「子どもが最

も援助を必要とするときに必要なことだけを教える」ことによって可能となるのである。これが

教育の本道である。

8 教育とカウンセリング

現在わが国では，青少年の非行や暴力，登校拒否，いじめといった問題の増加に伴い，心理学

者によるカウンセリングが脚光をあびている。教育行政当局も学校にカウンセラーを配置するこ

とを考えたり，教師の研修でカウンセリングの学習を行わせ，世間もカウンセリングに速効的な

問題解決の期待を寄せているようにみえる。いまカウンセリングやカウンセリングマインドと呼

ばれるものの内実をみてみると，それぞれの流派と技法の違いはあっても，その基調はまずカウ

ンセラーがクライエントを全人格的に受けとめてクライエントに基本的な安心感，信頼感を取戻

させ，その上で徐々にクライエントの自己活動，自己表現を誘い，損われた世界との関係をしだ

いに修復させて最終的には自己と世界に対する新たな積極的なイメージをもたせるという道行き

をとっている。これは教育の本道と基本的に同じである。心理的に問題をもつ子どもの多くが過

保護と放任の家庭の子どもであることはよく知られているが，過保護も放任も大人の偏った子ど

も理解に基く教育の本道からの逸脱，「誤った教育」であることと考え合せて，カウンセリングは

教育とは異質な新奇な治療術ではない。主要には教育の「育」に力点を置いた教育の本道のやり

直し，「再教育」だと言うべきであろう。

このようなことを言うのは，カウンセラーやカウンセリングをおとしめるためではない。カウ

ンセリングの目ざすものが速効的な病状の消失ではなく， クライエント自身の「新生」であり人

格的成長にあること， したがってカウンセラーと両親や教師の関係は，競合ではなく補完の関係

であることをカウンセラーと教育関係者の双方が自覚しないと，カウンセリングもまた教育関係

者のパニックを増すだけの外来の権威，流行の技法に終ってしまう危険があるからである。

子どもを性急に加工しようとするのではなく，子どもをよく育てるためには，われわれは子ど

もの成長を信じて待つことができなければならない。今日の大人達が子どもの過保護か放任には

しるのは，彼等が性急に教育と子どもに完全と速効を求め過ぎるからであって，その底には「信

じて待っ」ことができなくなってしまった今日の大人達の不信の構造，ニヒリズムがある。した

がって，大人達が己れの不信の所以を自覚して自分の生活に落着きを取戻すことができぬ限り，

新たな青少年問題の多発とその後を追う教育関係者の恐慌は止まらぬと言わなければならない。

どのような思想，理論，技法も，それぞれの問題意識，パースペクティヴのもとで把えた真実で

あって，真実の全てではない。したがって，それらを正しく活用するためには，その前提として
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両親や教師，カウンセラー自身がまず現実と冷静に直面することのできる心のゆとりを取戻すこ

と．「自ら落ついて住まうことを学び匝す」ことが大切なのである。

では，今日の大人達が再びその生活に落着きを取戻すためには，何をどうすればよいのか。

9 教育者の経験と現代科学の世界観

ここでわれわれは，われわれの思考の基本となってきた近代的な人間と世界の見方が， もとも

と「時計」や「物体の運動」をモデルにしたものであったことを想起しなければならない。そこ

では，不変なもの，必然的なもの，可逆的なもの，合理的確定的なものが真実なものであり，変

化するもの，偶然的なもの，不可逆的なもの，非合理的不確定的なものは見せかけのものである

と考えられてきた。しかし，人間は物体ではなく自分の意思をもって動く主体である。このため

現実の人間関係は予め予測したり統制することのできない，いつも新たなハプニングが起る，本

質的に偶然的，非合理的，不確定で曖昧混沌とした領域となる。われわれはいつも人や物との多

甫な関係の中に生きており，われわれの現実の世界では人も物も互いに連関して全体として絶え

ず変化し生成している。したがって我と汝の関係も， この即今の我の把握を超えた大きな物事の

連関，創造的に変化する世界の中で生起しているのであって，我の成功も失敗も我のみの業では

ない。この故にすぐれた教育者達，ペスタロッチやフレーベルは，教育を究極的には「神と共に

行う」仕事と考えたのであり，わが国でも西田幾多郎や広池千太郎は，教育は「天地ノ化育二賛

ズル」業だと書いたのであった。

このようなすぐれた教育者達の有機的，生成的，宇宙的で神秘主義的な世界観は， しかしなが

ら，一般には近代的なものの見方に合わぬ非科学的なものとして軽視あるいは拒否されてきた

が，近代的なものの見方自体が近代西欧という人類史の全体からみれば局地の文化の産物であ

り， しかも時計をモデルとした特殊な世界理解であるとすれば，むしろそれを不変のものの如く

考えて固執すること自体にわれわれの無理と不安の因があると言うべきであろう。

合理主義的理想主義的な教育の見方に立てば，教育者はすべからく人間のモデルとして理性的

で人格的にも完全でなければならない。しかし現実の両親や教師は，いつも理性的であるわけで

はないし完全でもない。また，学校の授業は生徒によく分るものでなければならぬが，実際に教

えることがすぐ分るのは稀である上に，教師は今すぐ分らぬことも生徒に教えなければならぬ。

こうした困難やジレンマは枚挙に暇がないだけでなく，現実には努力すればするほど事態が悪化

したり，その逆に失敗したために新たな展望や飛躍が起る場合がたくさんある。したがって両親

や教師が己れの不完全さと疾しさにもかかわらず，なお子どもを教育する責任と勇気を有つこと

ができるためには，われわれはそうした人生の矛盾や人問の不完全さ，混乱や弱さを単に否定的

にではなく積極的に正受することができるような，新たな人間と世界の見方をもたなければなら

ない。この点で， これまで確実な知識のモデルと考えられてきた自然科学内部に， クーンのいう

「パラダイム」の変換，科学革命が起っていることは，こうしたわれわれの思考の根本的な転換に

とって大きな支えとなるのではないか。

カプラやプリゴジンのような科学者達によれば，ニュートン的な決定論的力学的な世界観の動

揺は，すでに自然科学内部で前世紀末より熱力学や進化論，量子力学の出現によって始まってい
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たが，現代の自然科学は，可変性，偶然性，不可逆性に注目し，実在を「閉じたシステム」とし

てではなく互いに連関して変化する「開かれたシステム」として全体的発展的創造的に把える世

界理解に向って急速に変っているという。ケストラーは，全体でもあれば部分でもあるような絶

対的に矛盾した性質を合せもつ実在を「ホロン」と呼び， この宇宙は極大と極小に向って両端の

開いたホロンの多重なヒエラルキーであると言っている。

このような現代科学の世界理解に立てば，万物は互いに相依相成して揺らいでおり，小さな変

化が連鎖反応して突然の大きな変化を引き起し，この世界は古き秩序が崩壊すると共に混沌から

新たな秩序が自己組織化する本質的に偶然的，一回的，創造的な過程となる。これは既述のよう

な教育者の日常的な教育経験と英知に，即ち，「教育には日常普段の努力が大切である。人間の成

長は運命的な出会い，突然の覚醒，頓悟として生起する。教育者は信じて待つことが大切であり，

時間の経過や場の雰囲気自体が形成力をもつ」といった認識に，基本的に合致するものであると

言うことができる。

10 仏教的伝統の批判的再生

このようなわけで，今日の両親や教師達が「落着いて住まう」ことを学び疸し，「教育する希望

と勇気」を取戻すためには，筆者は，われわれが現に直面している変化や多様性，矛盾や混沌こ

そ実在の真相であり，われわれの生はわれわれの把握を超えた人や物との連関の中で支えられ生

かされていると共に，われわれ自身がこの破壊的でもあれば建設的でもある世界と歴史の形成要

素であるという自覚と貨任にめざめることが必要であると考える。こうした自覚は教育界だけで

はなく， 21世紀に向って全人類の「共生」を考える上で，あらゆる分野で不可欠である。言うま

でもなく， これは近代的なものの見方を全く否定したり間違いだと言うのではない。条件を限れ

ば近代的合理的機械的なものの見方や科学は，いぜんとして有効だからである。ただ，それが絶

対化されイデオロギー化されることなく将来に向って「よりよく」用いられるためには，どうし

ても上述のような「宇宙主義的，相依相成的，養生的」なものの見方が不可欠だということであ

る。

幸い 1960年代末から，世界の各地で国益や政治的イデオロギーよりも全人類の存続と地球環

境の保護を第一に考え，個人や集団のイニシアティヴを尊菫する柔軟な社会組織を求める変革運

動が生まれてきた。そして科学革命の進展と相まって， こうした思考がしだいに多くの人びとに

注目され，受容されつつあるようにみえる。しかし，それが真に全世界的全人類的な運動となる

ためには，それぞれの国民がそれをただ新しい思想としてではなく，その根源が自国の文化の中

にもあることを再発見，再確認することが必要であろう。なぜなら，真に国民的な思考と生活の

革新は，それが自国の「よき伝統の再生」として国民に理解されるとき， もっとも自然で強力な

ものとなることができるからである。

周知のように，わが国では仏教や儒教，神道の影響を受けて，物事の「縁起」に関心し，「天地

のこころ」や「もののあわれ」を尚ぶことが菫要な文化的伝統となってきた。仏教では，総ての

ものはさまざまな直接間接の原因と条件，「因縁」によって起り，絶えず変化して実体がない。そ

れを実体と取り違えて執着するところに人間の「煩悩」が生じ，煩悩がこの世界を苦しみに変え
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る。この苦しみを脱するためには諸行無常，諸法無我，一切空に目ざめねばならず，その覚りを

得た者が「仏」である。この覚りを目指す者は，己れの存在の根源的な虚しさと同時に今ここに

かくあることの貴重さ有難さを知り，一切衆生もまた仏心仏性をもつと考えて共に成仏を目ざし

て他者の悲しみを取去り喜びを与えるために生きるべきであり，われわれが一期ー会を大切に

「慈悲」の心を失わずに生きることが， この世界を仏国士，楽士に変えてゆくことになる。

仏教はこの覚りと救済に至る方法として「八正道」や「六波羅蜜」を説くが，筆者は日本の近

代化が成功し， しかも極端なニヒリズムに陥ることがなかったのは， 日本の庶民の中に深く根を

下ろした仏教的伝統がこの間に果したバランスシートとしての役割が極めて大きかったと考え

る。問題は，近代化以降のわが国では進歩の神話に押されて伝統仏教が若い世代に対する影響力

を急速に失ったことと，戦後における国家神道の禁止指令が拡大解釈されて，学校における宗教

の教育自体が全く放棄されてしまったことである。

わが国における新教育運動の代表者であった小原国芳は，現代人の宗教的無関心と宗教教育を

特定宗派の信者をつくることと同一視する宗教家達の神学的狭量をきびしく批判したが，宗教教

育の目的は人間存在の不完全さと信ずることの大切さを自覚させて，「生に対する畏敬と責任・

奉仕の心」を育むことである。宗教的自覚と教育の本道，人類共生の道は深く通底している。仏

教的伝統は， この意味でわれわれが将来に向って批判的に再生することのできる貴頂な遺産であ

ると言ってよい。

11 両親と教師の今日的課題

総てがめまぐるしく変って行く。しかもその変化の速度と規模はますます大きくなりつつあ

る。われわれは変化を追うだけで精いっぱいの有様であるが．その間にも予期せざる副作用，深

刻な後遺症が確実に子ども達に蓄積されてゆく。すでに結婚をせず．子どもをもちたがらぬ若い

大人が増えている。核戦争と地球環境の破壊を待つまでもなく，人類は人間的な心情の崩壊に

よって案外にあっけなく亡びるかもしれない。

両親と教師は．それ故に自ら立ちどまって休む勇気と，子どもを休ませる勇気をもたなければ

ならない。そして． これまで直視することを避けてきた人間の極限状況の原体験，出生と死に立

戻って．人生をもう一度遠望してみる必要がある。そうすることで，われわれの生が無数の衆生，

先人の愛と犠牲の上に成り立っていることの負い目を知ると共に，われわれがこの世界を未来の

人類から預けられていることの責任を感ずること，そして普段は忘れられているもの．陰で支え

となっているもの， もはや取りかえしの利かぬもの，物言えぬもの達の声なき声をきいて．それ

に答える努力をしなければならない。またその努力を通して，われわれの子どもに生の連累と．

生への畏敬と責任を感知させなければならない。

これからの世界は，経済以上に道徳が大切になる。豊かになっても道徳心のない人間が増えれ

ば，家も国家も結局は滅びざるをえないからである。道徳は言葉だけでは教えられない。子ども

の道徳教育は，「比較的小規模で信頼のできる共同体の生活があるとき」にのみ成功する。両親と

教師は， この故にまず家庭と学校を子どもにとって本当に信頼できる共同体にすることに力をつ

くさなければならない。その共同体の生活を通して，子どもが自分は皆から信頼され愛されてい

- 11 -



京都大学教育学部 紀 要 第42号

るという実感をもつこと，人にはみな得手と不得手があること，自分も他人の信頼に応えて生き

なければならず，また実際に他人のために役立つことができること，換言すれば，小さい時に信

頼性・責任性・有能性の大切さを実際に体験することのできた者は，将来いかなる苦境に立たさ

れても，主体性と社会性を失わず，道徳的な人間として生きる希望を失うことがないであろう。

臨時教育審議会は，周知のように， 21世紀に向けた重要な日本の学校教育の課題として，生徒

の創造的な知性と豊かな情操，物事を総合的に判断できる中庸の意識の成熟をあげたが，そのた

めには家庭がまず子どもにとって「最も安全で平和な基地」となり，学校が子どもの積極的な自

己発見，人間形成が可能となる，「理想的な生活の場」になることが必要なのである。

今日の日本の両親達は，子育てが父と母の共同の仕事であること，毎日の家庭生活の中に家族

が揃って語り合う団槃の時間をつくること，子どもに父母の存在がよく見えるようにすること

に，特段の努力が必要である。また，子どもに自然と親しみ，生きものを育て，家事を手伝う体

験をさせること，世の中の価値観が多様化した時代であればこそ，折にふれて両親の信ずる価値

の判断を子どもにはっきりと示すことが大切である。その結果子どもと対立したり子どもが別の

道を歩むとしても，決して悲劇ではないことを知らなければならない。

また日本の学校教師達は，近代化以来の確定した目標や理想を外に求めて教育に完全と速効を

期待する恐迫観念を克服すること，人間を全体として現実的に正受し，学校を子どもの理想的な

生活共同体とするために，受験教育に偏らぬ生徒の多様な活動と表現の機会を作る努力をするこ

と，教師が常に生徒から「人間のモデル」として注目されていることを自覚して，教師自身の生

活の充実と自主的な研究に励み，借りものではない教師自らの経験に根ざした教育観・人生観の

確立に努めなければならない。

校長と教育行政関係者は，過剰な管理を自戒し，生徒と教師の創意を尊童し，教師の研修と休

養に特段の理解をもつべきである。適正な学校や学級規模を保ち，学校生活における一見無駄な

ことや，混乱を恐れてはならない。また，身勝手で際限のない要求や，不当な世論の圧力から学

校を毅然として守らねばならない。

他方，企業や各種団体の指導者達は，組織の発展と生産性は組織を構成する人間の創造性と道

徳性にかかっていること，自らの営為，生産物が生活状況を変えることによって次代の人間の思

考と資質を知らぬ間に深く大きく変えていることに注目し，企業の経営に子どもと教育の視点を

とり人れること，教育を企業の利益への即今の貢献で評価するのではなく，よき教育に対する企

業の支援と貢献を未来に対する企業の今日的責任と考える発想の転換をしなければならない。

このような変革や発想の転回は，平和と豊さに慣れ，ますます個人主義的，功利主義的，快楽

主義的な指向を強めている現代の日本では，実際問題として容易なことではない。このためわれ

われは，繰り返して教育に対する懐疑や絶望に見舞われることになるが，それにもかかわらずわ

れわれに再び教育への勇気と希望を取戻させてくれるのが，小さいときのよき想い出と，死んだ

者への責任である。

ゲーテは人間が唯一学ばねばならぬものとして「畏敬」をあげたが，畏敬は遺憾ながらその対

象をわれわれが損う経験を通してはじめて学ばれるようである。われわれの多くは， 自分が子ど

もを生み，子どもを育てる体験を通して，はじめて親や教師の愛情と苦労に気づくが，そのとき

にはすでに彼等の多くはこの世にいない。この意味で人生は深く不条理であり，人間の生活はい
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つもすれ違いと後悔の連続である。最も深い人と人との出会いはかえって現実には常に一方的片

務的である。子どもに対するわれわれの愛と献身も， もはや自分の感謝を伝えることのできない

先人の愛と献身に対するわれわれ自身の畏敬であり，応答なのである。換言すれば，われわれの

陰にあってわれわれを生かしてくれた「下にあるものへの畏敬」と，「死者との連帯」が，生れ出

ずる者，将来のある者へのわれわれの最も本質的で深い出会いと献身，世間的な毀誉褒貶を離れ

た親切を動機づけるのである。

今日の日本や世界がかずかずの困難をかかえながらも決定的に悪化しないのは，さまざまな分

野で単に名利のためでなく，人間の尊厳のために自ら陰になって生きることを選んだ多くの人び

とがいるからである。今われわれに必要なことは，そうした人びとの志を理解し，彼等のしよう

としていることに対して素直な尊敬と惜しみない支持を表明することである。そうすることで，

若い人びとが再び子どもを生み，子どもを育てたいと思うような対抗文化を支えねばならない。

その結果，いままで単発的に行われていた人びとの努力が，互いに連結し呼応することができれ

ば，われわれば決して無力ではないし，日本も，人類の未来も，決して絶望ではないのである。
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