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研究論文 

統合的教育学としての〈臨床教育学〉、そして〈おとなの教育〉に向けて 

齋藤直子・秋山知宏 

 
要旨 

 

本稿では、｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣という問いに対し、統合的な教育学として
の臨床教育学を通じてひとつの答えを与える。臨床教育学は、多様な学問の知見が出会い交流し融合
することを可能にするような経験領域として、全人的な変容を促す場を生み出す。これを基に我々は、
統合的な臨床教育学の新たな形として、大学をハブに多世代と異分野と異文化が出会い、その中で老
若男女が共に育ち続ける〈おとなの教育〉の構想を提言する。 

 
１．序 

中高等学校の新学習指導要領で求められる生きる力の育成、生涯教育の一環としての社会人の学び直し、超高
齢化社会における生涯教育、全人的医療や介護、コロナ禍での労働人口の流動化や新しい生活様式など、空
間・時間・世代の境界をまたぐ全人的な成長のための教育は、今や、社会全体に関わる要請となっている。リ
カレント教育や学び直しの動勢が示すように、時間軸において、人の成長を全体的にとらえるニーズや、学校、
大学、社会のセクターをつなぐ空間的に全体として人をとらえるニーズは一層高まっている。同時に、今日教
育を流布する潮流として、可視化と数値化に駆り立てられるアウトカムベースの教育や、OECD が提唱する主体
的人間像は、ある意味で全体的な人間像を希求するものではあるが、グローバル経済の論理やディスコースを
基にしている。明示的な説明と数値的な証拠に基づく客観的な測定は、人間の発達のひとつの側面ではある。
しかし、こうした様式に教育を完全に回収することは、他者と世界そして、自身のとらえ方を弱らせ、内的世
界と外的世界の双方からわれわれを疎外することになる。とりわけ、コロナ禍、戦争、政治的対立、環境問題
などがもたらすと同時にそれらを増悪させる、分離・分断・疎外や世代間の断絶、エゴイズムや相互の無関心
などを目の前にするとき、我々は、分離や疎外、孤立を人間の条件の一部として受け入れつつも、そこから全
体性を回復できるような道筋を必要とする。しかしながら、そこで言われる｢全体性｣とはいかなるものか、い
かなる「全体性」が、今、求められているのか。 

 本稿では、全体として人をとらえるとはどういうことか、全体として人が変容することを促す教育はいかな
るものか、という問いへの答えを求めて、既存の教育の思考様式とディスコースではくみ尽くすことのできな
いもうひとつの全人的な教育のあり方を明らかにすることを目指す。その一つの道筋として、我々は、全体と
して人をとらえるとはどういうことか、という問いに取り組んできた臨床教育学が統合的教育学としてもつ可
能性を吟味する。そしてその伝統の先に開かれる一つの展望として、世代と分野を超えて老若男女が育ち続け
る、〈おとなの教育〉 (education of grownups）の構想を提示する。 

 以下、まず第 2 節では、京都大学で設立され継承されてきた臨床教育学の成立とその系譜を概観し、それが全
体として人をとらえるとはどういうことか、という問いに取り組む｢統合的教育学｣として、全人的な教育を志
向する思想と実践の系譜であることを明らかにする。第 3 節では、2021 年度に京都大学教育学部・大学院教育学
研究科で臨床教育学コースが主体となって開講した三つの授業実践を題材に、｢人を全体としてとらえるとはど
ういうことか｣という問いに応答しうる教育のあり方を考察する。以上の議論を基に第 4 節では、大学をハブに
多世代と異分野と異文化が出会い、その中で老若男女が共に育ち続ける〈おとなの教育〉の構想を、統合的な
臨床教育学の新たな形として提言する。 
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２．統合的教育学としての臨床教育学：人を全体としてとらえるとはどういうことか 

人を全体としてとらえるとはどういうことか、全人的変容を促す教育とはいかなるものであるか、という問い
への一つの道筋を示す教育学の系譜の一つは、臨床教育学である。ランゲフェルト (M. L. Langeveld) (1905-1989)、
ボルノウ (O. F. Bollnow) (1903-1991)、リクール (P. Ricoeur) (1913-2015)などの思想系譜を背景に、日本における臨
床教育学の発展に寄与してきたのが、京都大学において河合隼雄、和田修二、皇紀夫らを中心に設立、継承さ
れてきた臨床教育学である。海外においては、ランゲフェルトの思想系譜を引く、オランダの｢ユトレヒト学派
の教育学｣ (R. ルベルス、B. レーヴェリング、J. リスペンスなど）に継承されている (皇、和田 1996, p. 100)1)。 

 京都大学においては、1988 年、わが国で初めて大学院臨床教育学専攻が設置された。この設立に携わった和
田によれば「この専攻は、臨床教育学と臨床人格心理学の二つの大学院講座を基幹とし、既存の教育人間学と
臨床心理学の二講座が協力講座となって、四講座の独立専攻として発足」した (和田 1996, p. 7)。臨床教育学講
座については、大学院重点化以前 (1989-1998)は、臨床教育学講座と教育人間学講座に分かれていたが、1998 年
の大学院重点化以降は、両者が結びつくことによって中講座化された。そして 2019 年よりは、「教育・人間科学
講座 臨床教育学コース」に改編されて今日に至っている。臨床教育学講座を担ってきた中には、藤本浩之輔 

(1933-1995)、蜂屋慶 (1920-1997)、上田閑照 (1926-2019)、和田修二 (1932-)、皇紀夫 (1940-)、河合隼雄 (1928-2007)、
矢野智司 (1954-)、皆藤章 (1957-)、西平直 (1957-)らがいる。 

 臨床教育学とはいかなる学問か。それが臨床医学でもなく、臨床哲学でもなく、教育学であることの意味は
何か。臨床教育学は、現代社会と来るべき未来に向けていかなる役割を果たすことができるのか。皇は、「臨床
的知見は、〈問題〉事象の認識と援助的な働きかけを、〈問題〉を生きている人との具体的な応答の場において、
相互に循環させることによって、独自に開かれてきた知の局面である」と述べた (皇 2018, p. 13）。皇によれば、
臨床教育学の根本的な役割は、教育の「意味連関」 (p. 13)を再発見することである。さらに皇は、臨床教育学の
諸性質として以下を掲げている。 

 

・ ｢臨床の知見は、その在り方において、人間理解における還元主義的な単純化、“要するに”的思考とは正
反対の極に位置する」 (p. 15)。 

・ ｢臨床教育学は『常宇宙』としての教育的日常とそこでの『問題』事象とに双面的にかかわることによっ
て、教育的日常を問い直し、『教育』の意味を多義性へと解 (開)放し、教育の新しい意味地平を展開しよ
うとする｣ (p. 38)。 

・ 臨床教育学は、「〈問題〉のもつ意味を問うことによって、教育現実への新たな視座を開こうとする試み」 

(p. 6)である。すなわち、｢〈問題〉解決のための処法を求める要請に対して、直接的解答を与えるという
仕方によってでなく、むしろ、〈問題〉との出遇いにおいて、逆に教育的日常のうちに埋め込まれている
教育的な配慮や期待、観念や行動、目標や課題を問い直し、教育を支えている情景を再発見しようとする
仕方で応えようとするものである｣ (p. 6)。 

・ ｢臨床教育学は、特定の人間像や教育観あるいは『問題』を解決するのに有効と考えられる技法から出発
して、教育の現実を見る――それは、『臨床』ではなく単なる『応用』である――のではなく、教育の現
実にどのようにして出会うか、そこで『問題』と見なされている事実の意味をどのように発見するかとい
う、教育における『新たな気づき』、つまり『驚きながら発見することとしての見ること』・・・という、
教育の意味発見に深くかかわった認識論的な課題を追求するものである｣ (pp. 74-75)。 

・ 「臨床教育学の役割とは、学校教育において冷え固まった教育の概念とイメージを多義的で曖昧な通年と
しての教育にもどし、教育における多義性を発掘してそれを資源に新しい教育の意味を作り出すことであ
る」 (p. 182)。 

 

また、河合隼雄は臨床心理学の視点から、「臨床教育学の特徴としてまずあげられることは、、その発見的 

(heuristic)な性格である」と言う (河合 1995, p. 23)。それは、「明確な予測を立て、その予測どおりに事を運んで
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効果をあげる、という方法ではない」 (Ibid.)。｢あくまで個を大切にし、個々の場合で異なることを自覚しつつ、
ただ、そこで新しいことを発見してゆくためのヒントとして、『法則』のようなものがある｣ (p. 25)。そして｢偶
発性に対して心を開いてこそ発見がある｣ (p. 26)。 

 このように、臨床教育学は、単なる理論の応用でもなく、実証的な問題解決でもない、生きた人と事象に関
わる学であるとも言えよう。臨床教育学の系譜は、伝統的教育と進歩主義的教育 (Dewey 1938）の対立構図を超
えて、また、自律性の育成を中心的課題とする西洋のリベラル・エデュケーションの系譜を超えるところで、
もうひとつの教育の流れを作ってきた。 

 こうした流れの中で、京都大学の臨床教育学の系譜においては、｢全体として人をとらえる｣ということが、
通底する人間観として受け継がれてきた。例えば、臨床教育学の生成に影響を与えたドイツの教育哲学者ボル
ノウ (1903-1991)は、｢人間を全体としてどのように理解しなければならないのか｣と問うた (ボルノウ 2006, p. 

202）。｢いまここで問題なのは、人間的生の全体のある一部分を構成する特定の心的活動なのではなく、人間の
全体をくまなく支配し、人間のあらゆる個々の行動の仕方を支え、かつ規定しているところの、人間の全体的
態勢なのである｣ (p. 200）。そこでは、個別の現象において｢人間全体の在り方を問う｣こと (皇 2018, p. 55）、
｢個々の人間現象を人間の全体的理解という枠組みのなかで解釈すると同時に、逆に個々のものから人間の全体
的理解への扉を開いてゆこうとする考察法｣ (ボルノウ 2006, p. 202）が、臨床的研究の方法として用いられる。
また、和田によればランゲフェルトは、｢教育諸科学は子どもを全人として研究する『子どもの人間学』を中心
に再統合されなければならない｣と述べ (和田 1996, p. 26)、子どもの人間学においては、｢子どもの存在に目を向
けて、全体の人間の生命の連関のなかで子供の存在の『場所』を問題にすること｣が、課題とされた (ボルノウ
1980, p. 48; 皇 2018, p. 54）。ランゲフェルトが｢責任の体験において人間は完全であることを予感し、人格として
の自己の肯定において人間は神の恩寵を認める｣ (ランゲフェルト 2013, p. 195）と述べるとき、そこでは、ある
種の人格の完成が目指されている。ランゲフェルトの子どもの人間学を継承する和田は、ランゲフェルトが｢教
育の核心を個々の子どもの全体的な理解と発達の援助にみる独自の教育学を展開した｣と述べる (和田 1996, p. 

26）。和田は、京都大学に 1988 年に我が国で初めての大学院臨床教育学専攻が設置された経緯を論じる中で、そ
れが、教育学と臨床心理学の統合 (p. 15)と互いの自己変革(p. 19)を目指すものであり、「カウンセリングの本当の
目標は・・・子どもの精神的な『生まれかわり』、人格的な『成長』ではないか｣と述べる (p. 18)。また、そこで
は、「相談者の側に、子どもを相談者自身も含めたまわりの大人との関係の中で、特に子どもが置かれている
『教育状況』に注意して『全体的』に理解しようとする志向、子どもと共に同行同苦する『共感的』で『向上
的』な態度と自覚がなければならない」とも述べている (Ibid.)。また、臨床教育学専攻における｢教育人間学講
座｣の役割については、「児童や青年の問題の本質理解と適切な教育相談のためには、具体的な子どもと教育を
より広く深い社会的、文化的、歴史的な意味連関の中で全体として捉えることが必要であること、この点で教
育人間学は、もともと人間を生きた全体としてその本質を理解しようとした哲学的人間学に影響されて発達し
た教育研究であ[る]」とを述べている (p. 22)。さらに、京都大学で、臨床教育学とは不可分な教育人間学の系譜
を生み出した下程勇吉もまた、「『全体のための利益』に貢献するために、社会の問題を解決するところに、生
きる『よろこび』を覚える全人教育はいわば社会的知性の教育に焦点を絞る」と述べた (下程 2000, p. 132)。 

 しかしながら、この個と全体の関わりは、何か本質的な｢全体的人間像｣を目指すものではない。ボルノーに
よる｢個々の項が生の全体との直接的関係に置かれる｣という思想に触れ(Bollnow 1988; 皇 2018, p. 56)、皇は、「こ
こでいう『全体』とは人間の本質規定としての何事かを指すのではない。・・・個別現象の研究の進展に対応し
て、この｢全体的人間についての理解｣も変化するのである｣と述べる (皇 2018, p. 56）。全体は、あくまで個別現
象との関わりを通じて立ち現れ続ける。臨床教育学の課題は、｢個を全体的な場において理解する｣ (皇 2018, p. 

59)ことであり、｢『個別現象の人間学的解釈』と呼ばれる解釈学的作業が臨床教育の基本課題である｣ (p. 7)。こ
の個別現象と全体の関わりについては、臨床教育学専攻の設立に和田らと携わった河合隼雄も述べている。河
合によれば、臨床教育学の方法は、個から普遍へであり、｢個を大切にする方法をとるのが臨床教育学の特徴｣
である。そして「個を大切にするためには、自分の主観をかかわらせてゆくのであるが、そうしながらも常に
それを――自分をも含めた現象を――できるだけ客観化しようとする態度を失わない」 (河合 1995, p. 17)と言う。
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２．統合的教育学としての臨床教育学：人を全体としてとらえるとはどういうことか 

人を全体としてとらえるとはどういうことか、全人的変容を促す教育とはいかなるものであるか、という問い
への一つの道筋を示す教育学の系譜の一つは、臨床教育学である。ランゲフェルト (M. L. Langeveld) (1905-1989)、
ボルノウ (O. F. Bollnow) (1903-1991)、リクール (P. Ricoeur) (1913-2015)などの思想系譜を背景に、日本における臨
床教育学の発展に寄与してきたのが、京都大学において河合隼雄、和田修二、皇紀夫らを中心に設立、継承さ
れてきた臨床教育学である。海外においては、ランゲフェルトの思想系譜を引く、オランダの｢ユトレヒト学派
の教育学｣ (R. ルベルス、B. レーヴェリング、J. リスペンスなど）に継承されている (皇、和田 1996, p. 100)1)。 

 京都大学においては、1988 年、わが国で初めて大学院臨床教育学専攻が設置された。この設立に携わった和
田によれば「この専攻は、臨床教育学と臨床人格心理学の二つの大学院講座を基幹とし、既存の教育人間学と
臨床心理学の二講座が協力講座となって、四講座の独立専攻として発足」した (和田 1996, p. 7)。臨床教育学講
座については、大学院重点化以前 (1989-1998)は、臨床教育学講座と教育人間学講座に分かれていたが、1998 年
の大学院重点化以降は、両者が結びつくことによって中講座化された。そして 2019 年よりは、「教育・人間科学
講座 臨床教育学コース」に改編されて今日に至っている。臨床教育学講座を担ってきた中には、藤本浩之輔 

(1933-1995)、蜂屋慶 (1920-1997)、上田閑照 (1926-2019)、和田修二 (1932-)、皇紀夫 (1940-)、河合隼雄 (1928-2007)、
矢野智司 (1954-)、皆藤章 (1957-)、西平直 (1957-)らがいる。 

 臨床教育学とはいかなる学問か。それが臨床医学でもなく、臨床哲学でもなく、教育学であることの意味は
何か。臨床教育学は、現代社会と来るべき未来に向けていかなる役割を果たすことができるのか。皇は、「臨床
的知見は、〈問題〉事象の認識と援助的な働きかけを、〈問題〉を生きている人との具体的な応答の場において、
相互に循環させることによって、独自に開かれてきた知の局面である」と述べた (皇 2018, p. 13）。皇によれば、
臨床教育学の根本的な役割は、教育の「意味連関」 (p. 13)を再発見することである。さらに皇は、臨床教育学の
諸性質として以下を掲げている。 

 

・ ｢臨床の知見は、その在り方において、人間理解における還元主義的な単純化、“要するに”的思考とは正
反対の極に位置する」 (p. 15)。 

・ ｢臨床教育学は『常宇宙』としての教育的日常とそこでの『問題』事象とに双面的にかかわることによっ
て、教育的日常を問い直し、『教育』の意味を多義性へと解 (開)放し、教育の新しい意味地平を展開しよ
うとする｣ (p. 38)。 

・ 臨床教育学は、「〈問題〉のもつ意味を問うことによって、教育現実への新たな視座を開こうとする試み」 

(p. 6)である。すなわち、｢〈問題〉解決のための処法を求める要請に対して、直接的解答を与えるという
仕方によってでなく、むしろ、〈問題〉との出遇いにおいて、逆に教育的日常のうちに埋め込まれている
教育的な配慮や期待、観念や行動、目標や課題を問い直し、教育を支えている情景を再発見しようとする
仕方で応えようとするものである｣ (p. 6)。 

・ ｢臨床教育学は、特定の人間像や教育観あるいは『問題』を解決するのに有効と考えられる技法から出発
して、教育の現実を見る――それは、『臨床』ではなく単なる『応用』である――のではなく、教育の現
実にどのようにして出会うか、そこで『問題』と見なされている事実の意味をどのように発見するかとい
う、教育における『新たな気づき』、つまり『驚きながら発見することとしての見ること』・・・という、
教育の意味発見に深くかかわった認識論的な課題を追求するものである｣ (pp. 74-75)。 

・ 「臨床教育学の役割とは、学校教育において冷え固まった教育の概念とイメージを多義的で曖昧な通年と
しての教育にもどし、教育における多義性を発掘してそれを資源に新しい教育の意味を作り出すことであ
る」 (p. 182)。 

 

また、河合隼雄は臨床心理学の視点から、「臨床教育学の特徴としてまずあげられることは、、その発見的 

(heuristic)な性格である」と言う (河合 1995, p. 23)。それは、「明確な予測を立て、その予測どおりに事を運んで
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そして河合は、「全人的にかかわるというのは非常に難しい」ことであり、それには研究者の不断の訓練が必要
であると述べる (p. 28)。 

 こうして｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣という観点から見るとき、臨床教育学のいくつかの
特性が浮かび上がってくる。第一は、それが、主観-客観、内-外、心-身体等の二元論を超える思考様式を志向
するものであるということである。皇は以下のように述べている｢臨床教育学が『問題』の所在にこだわる訳は、
教育『問題』の理解の仕方を、従来の発想であった主客分離的な認識の方法やあるいは理論と実践という二分
法的枠組みから解放するためであり、二分法の解体を目指すからである｣ (皇 2018, pp. 113-114）。｢臨床的知見は、
それが客観的な科学的思考や哲学的内省と対立してあるのではなく、それらの思考展開を可能にし、それらへ
と媒介される未分の境位において、出来事・事象を『分かち合う』経験に依っている｣ (p. 14)。第二は、それが
個と全体の関係を再構成するものであるということである。河合は、臨床教育学の一つの特性として｢現象のな
かに生きる｣ということを挙げており、それが「『客観的観察者』の立場をとらないことから出発する」 (河合
1995, p. 13)ものであること、また「何らかの理論を現象に当てはめようとしたり、自分という存在と関係のない
理論を考えたりしないことが大切である」 (p. 14)と述べる。このことは、個別現象をくぐり抜けることを通じて
全体もまた立ち現れるものであることを示唆する。こうした個別現象と全体の関わりはまた、全体として人を
とらえるというときに、不確実性や可変性を引き受けざるを得ないことを意味する。｢確定的な経験に安心しな
いという態度こそが新しさを発見し、意味に出遭うための条件である｣ (皇 2018, p. 15)。第三は、臨床教育学が
その性質上、学際性に開かれたものであるということである。河合は、臨床教育学の必要性として、学問は｢生
命体としての人間｣から離れてはならないということを強調し、それには新しい領域の開拓が必要であると述べ
ている (河合 1995, p. 9)。つまり、これまでの教育学、心理学、哲学などとの関わりをももち、「学問の分類の境
界を破り、すぐれて学際的な方法をとる」 (p. 11)ということである。このことは、臨床教育学が、別の学問領域
と並置の関係にあるというよりもむしろ、他分野・多分野を巻き込んで成長し続けていく学問領域であること
を含意している。それは新しい教育研究の形を開くものである。そして最後に、臨床教育学は、それがテキス
トであれ、生きた人間であれ、現場であれ、フィールドをもつことをその存立の条件としていることである。
こうした現象との関わりは、たんに理論を実践に応用するということではなく、人を全体としてとらえるとい
うことが、生きた文脈、生きた言葉との関わり直しを不可欠なものとするということ、ゆえに理論もそれを語
る言葉も常に批判的に作り直されて行かねばならないことを含意する。以上のような特性を備えた臨床教育学
は、皇が下程の教育人間学を指して用いている言葉、｢統合的教育学｣と言われる地平に通ずる (皇 1999, p. 121）。
それは、｢人間というものを、全体として、どう見るかと言うことを明らかにする人間学がなければ、本当の教
育学はできない｣という下程の言葉に集約されている （下程 1959, p. 100; 皇 1999, p. 120）。 

 
 
３．臨床教育学の実験 

 アメリカの哲学者ジョン・デューイ (1859-1952)は、20 世紀初頭に理論を実践につなぐこと、学校を社会に開
くこと、大学の知を労働や職業と切り離さないこと、人文学と自然科学の扉を開き合うこと、自閉し無関心と
なった人々が世の中に関心のくさびを打ち込めるようになること、批判的公衆へと変容すること、を哲学と教
育のつとめとして呼びかけた。個の成長と全体の成長が共に生じるような｢偉大なる共同体｣ (Dewey 1984)を創造
する鍵は「開かれた精神」 (open-mindedness)の育成である (Dewey 1980, p. 183）。しかしながら、われわれが今
日、デューイの時代にもまして直面する分離・分断の状況は、開放性を呼びかけるだけでは容易に全体につな
がることができない壁の厚さを物語る。この現実に直面するとき、学問は、専門識者の専有物であることを超
えて、生きた知恵を出し合う共有財となることを求めている。全体として人をとらえるという問題に取り組む
上で、臨床教育学もまた、この実践的課題を避けては通れない。そこで本節では、統合的教育学としての臨床
教育学の先に開かれる展望として、大学を外に開き、理論と実践をつなぐ学問と教育の一例として、2021 年度
に京都大学教育学部・大学院教育学研究科で臨床教育学コースが主体となって開講した三つの授業実践を紹介
する。そしてこれらの実践と対話の軌跡が、｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣にいかなる応答を
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しうるかを考察する。 

 
（１）教育人間学概論 I & II：大学から開かれる分野と世代を超える超学際的対話 

2021 年度一年間に渡り、｢教育人間学概論 I・II｣ (齋藤直子、秋山知宏担当)を開講した。これは、教職科目を
兼ねた授業であり、文系、理系の垣根を越えて、多様な学部・研究科より、前期は 51 名、後期は 44 名の履修者
がいた。授業の目的は、「自己省察と対話実践を通じて、自己変容から社会変容に通ずる教育人間学の基礎を習
得する」こと、および、「教育哲学の基本文献を読み、論理的思考と批判力を習得すると同時に、それを抽象的
な理論にとどめず広義の実践につなげる道筋を探ること」であった。そして、哲学を日常実践と不可分のもの
とするデューイ (1859-1952)、およびヘンリー・D・ソロー (1817-1862)のアメリカ実践哲学を素材とし、生きる
ことをめぐる根本的な問題を議論する場が設けられた。この授業の一つのユニークで、実験的な試みは、これ
らの実践哲学が、社会変容や公共性の構築に通ずる具体的な道を探るために、生き方を問い、働く中で実践す
る企業経営者や医療従事者たち、東日本大震災の復興に携わった方々の経験を、授業を通じて共有することで
あった。学校の教師も参加した。 

 授業で投げかけられたのは以下のような問いであった。 

・ 私は正しい生き方をしているだろうか。私は何者なのか。パーソナルな問いから万人の気づきにつながる
道筋をいかに築くことができるか。 

・ 単なる知識ではなく、生きる目的を問う学問へ。何のために生きるのか。 

・ 幸せな生き方につながる労働とは何か。 

・ 働くことを通じた人間の成長とは何か。 

そして、講義を通じて生き方を深め、教師となる者としての考え方、人と社会の関わり方を考えること、同時
に、学びの公共性のネットワークを皆で構想・構築していくことが目指された。 

 ご講義いただいた外部講師の方々とその講義タイトルは以下の通りである。 
 
〈前期〉 

2021 年 4 月 21 日 宮田博文氏 (宮田運輸・社長） 

｢良心が響き合う社会を目指して｣ 

2021 年 5 月 12 日 黒川洋司氏 (良心塾、代表取り締役） 

「日本復活の鍵は教育・家庭・食の再生にあり！～少年院出院者の自立支援で見えて来た日本復活のヒント～」 

2021 年 5 月 26 日 島野 和弘氏 (スリーナイン島野、社長） 

「ともにしあわせを生き、よりよい未来を創る」 

2021 年 6 月 9 日 鈴木瞳氏 (一宮西病院・乳腺外科・医長） 

｢“人”を治す全人的医療：がんになっても、その人らしい生き方を尊重できる医療と社会を目指して｣ 

2021 年 6 月 23 日 大山 隆久氏 (日本理化学工業（株）社長） 

｢働く幸せ実現のために社員から教わったこと｣ 

2021 年 7 月 14 日 勝谷 仁彦氏 (アクラム（株）社長） 

｢みんなが幸せに生きるために｣ 

〈後期〉 

2021 年 10 月 13 日 岩崎昭子氏 (宝来館・女将） 

佐々木雄治氏 (一般社団法人根浜 MIND・監事 / 根浜町内会・事務局長） 

｢根浜町内会 復興への挑戦 ！｣ 

青木健一氏 (株式会社青紀土木・代表取締役社長） 

｢生きるとは｣ 

2021 年 10 月 20 日  

岩崎昭子氏 (宝来館・女将） 
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そして河合は、「全人的にかかわるというのは非常に難しい」ことであり、それには研究者の不断の訓練が必要
であると述べる (p. 28)。 

 こうして｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣という観点から見るとき、臨床教育学のいくつかの
特性が浮かび上がってくる。第一は、それが、主観-客観、内-外、心-身体等の二元論を超える思考様式を志向
するものであるということである。皇は以下のように述べている｢臨床教育学が『問題』の所在にこだわる訳は、
教育『問題』の理解の仕方を、従来の発想であった主客分離的な認識の方法やあるいは理論と実践という二分
法的枠組みから解放するためであり、二分法の解体を目指すからである｣ (皇 2018, pp. 113-114）。｢臨床的知見は、
それが客観的な科学的思考や哲学的内省と対立してあるのではなく、それらの思考展開を可能にし、それらへ
と媒介される未分の境位において、出来事・事象を『分かち合う』経験に依っている｣ (p. 14)。第二は、それが
個と全体の関係を再構成するものであるということである。河合は、臨床教育学の一つの特性として｢現象のな
かに生きる｣ということを挙げており、それが「『客観的観察者』の立場をとらないことから出発する」 (河合
1995, p. 13)ものであること、また「何らかの理論を現象に当てはめようとしたり、自分という存在と関係のない
理論を考えたりしないことが大切である」 (p. 14)と述べる。このことは、個別現象をくぐり抜けることを通じて
全体もまた立ち現れるものであることを示唆する。こうした個別現象と全体の関わりはまた、全体として人を
とらえるというときに、不確実性や可変性を引き受けざるを得ないことを意味する。｢確定的な経験に安心しな
いという態度こそが新しさを発見し、意味に出遭うための条件である｣ (皇 2018, p. 15)。第三は、臨床教育学が
その性質上、学際性に開かれたものであるということである。河合は、臨床教育学の必要性として、学問は｢生
命体としての人間｣から離れてはならないということを強調し、それには新しい領域の開拓が必要であると述べ
ている (河合 1995, p. 9)。つまり、これまでの教育学、心理学、哲学などとの関わりをももち、「学問の分類の境
界を破り、すぐれて学際的な方法をとる」 (p. 11)ということである。このことは、臨床教育学が、別の学問領域
と並置の関係にあるというよりもむしろ、他分野・多分野を巻き込んで成長し続けていく学問領域であること
を含意している。それは新しい教育研究の形を開くものである。そして最後に、臨床教育学は、それがテキス
トであれ、生きた人間であれ、現場であれ、フィールドをもつことをその存立の条件としていることである。
こうした現象との関わりは、たんに理論を実践に応用するということではなく、人を全体としてとらえるとい
うことが、生きた文脈、生きた言葉との関わり直しを不可欠なものとするということ、ゆえに理論もそれを語
る言葉も常に批判的に作り直されて行かねばならないことを含意する。以上のような特性を備えた臨床教育学
は、皇が下程の教育人間学を指して用いている言葉、｢統合的教育学｣と言われる地平に通ずる (皇 1999, p. 121）。
それは、｢人間というものを、全体として、どう見るかと言うことを明らかにする人間学がなければ、本当の教
育学はできない｣という下程の言葉に集約されている （下程 1959, p. 100; 皇 1999, p. 120）。 

 
 
３．臨床教育学の実験 

 アメリカの哲学者ジョン・デューイ (1859-1952)は、20 世紀初頭に理論を実践につなぐこと、学校を社会に開
くこと、大学の知を労働や職業と切り離さないこと、人文学と自然科学の扉を開き合うこと、自閉し無関心と
なった人々が世の中に関心のくさびを打ち込めるようになること、批判的公衆へと変容すること、を哲学と教
育のつとめとして呼びかけた。個の成長と全体の成長が共に生じるような｢偉大なる共同体｣ (Dewey 1984)を創造
する鍵は「開かれた精神」 (open-mindedness)の育成である (Dewey 1980, p. 183）。しかしながら、われわれが今
日、デューイの時代にもまして直面する分離・分断の状況は、開放性を呼びかけるだけでは容易に全体につな
がることができない壁の厚さを物語る。この現実に直面するとき、学問は、専門識者の専有物であることを超
えて、生きた知恵を出し合う共有財となることを求めている。全体として人をとらえるという問題に取り組む
上で、臨床教育学もまた、この実践的課題を避けては通れない。そこで本節では、統合的教育学としての臨床
教育学の先に開かれる展望として、大学を外に開き、理論と実践をつなぐ学問と教育の一例として、2021 年度
に京都大学教育学部・大学院教育学研究科で臨床教育学コースが主体となって開講した三つの授業実践を紹介
する。そしてこれらの実践と対話の軌跡が、｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣にいかなる応答を
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｢復興への願いと希望｣ 

佐々木守氏 (釡石市・元防災課長） 

｢大震災における釡石市の教訓から「危機への対応」～人的被害をゼロに！～｣ 

2021 年 10 月 27 日 小泉大輔氏 (株式会社オーナーズブレイン・代表取締役社長） 

｢“幸せ”とは何か～世界 60 カ国を巡る中での気づきと発見、そして実践｣ 

2021 年 11 月 10 日 和田貴充氏 (空き家活用株式会社・代表取締役） 

「空き家活用から考える主体性と関係性」 

2021 年 11 月 24 日 山岸暢氏 (株式会社タナット、代表取締役） 

「公共幸福社会の実現を目指して：公共する自然の情動を生きる」 

2021 年 11 月 8 日 畠山兼一郎氏 (株式会社テイコク製薬社、代表取締役） 

「経営体験を通じた人間観の探究」 

2022 年 1 月 12 日 山内英子氏 (聖路加国際病院、副院長、医師） 

「あなたらしく生きる～自分らしさの探究～」 

 

 本授業は年間を通して、Zoom を用いたオンラインもしくは、オンラインと対面を組み合わせたハイフレック
ス型で行われた。外部講師の方々のご講義の後には、毎回学生にリアクションペーパーを書いてもらい、それ
について教員がフィードバックを行なった。また授業の流れにおいては、講読する哲学のテクストのテーマと、
外部講師のお話をつなぐ努力をした。外部講師の講義においては、毎回ディスカッションポイントが提示され、
それに基づいて、ご講義の最中と後に、ブレイクアウトルームでグループディスカッションを行い、議論を深
め、最後は全体ディスカッションを行った。ディスカッションポイントで主題となったテーマは、例えば、以
下のようなものがある。 

 

〈道徳教育〉 

• 道徳観は教えられるのか。そうであるならいかにして教えられるか。 

• 一方においてイデオロギーの押しつけ、道徳主義、洗脳、他方において生き様の表明を区分するもの
は何か。 

• 教師として生徒に「何のためにどう生きるのか」を伝えるには、どのような教材や教え方の工夫が可
能か。 

〈囚われを超えて〉 

• 自分に、社会に、どんな囚われがあるか。  

• 囚われを超える必要があるのか。囚われを超える必要があるとしたら、それはなぜか。  

• 囚われを超える必要があるとしたら、どう超えていくのか。  

• これらのことを、教師はいかにして生徒と共に問うことができるか。 

 

 授業が始まった当初は、哲学のテクストと、そこからかけ離れたように見える社会で働く方々のお話をどの
ように結びつけたらよいのか、学生の中で結びつくのかが教える側の課題であった。これが実験的な授業であ
ったこともあり、前期については、学生の中でもこの結びつきを実感することが難しかったという感想もあっ
たが、おしなべて、外部講師の方々のお話が大変興味深く、人生を見つめ直したという感想が多々寄せられた。
後期については、前期の学生のフィードバックに基づいて、一度はテクスト講読をなくして外部講師の方々の
講義を中心に組み替えることも考えたが、テクストを読みたいという学生の要望に応じて、テクスト講読と外
部講師の講義を交互に行う形を取った。後期の後半に向かっては、授業のスタイルが定着し、ディスカッショ
ンにおいて、学生が活発に声を発するようになった。また、対面であったら声を出しにくい人々も、Zoom のチ
ャットを通じて文字で意見を随時発信してくれたことも、オンライン授業ならではの新たな対話の形を示すも
のであった。また外部講師の方々からも、ご自身にとっての大きな学びや発見の機会になったとのお声をお寄

8 ©2022 The Author
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せいただいた。本号の特集 IIには、この相互成長の場に参加してくださった外部講師の方々や学生の声が収めら
れている。 

 

（２）臨床教育人間学特論 II：人類、宇宙、自然という視座からの統合学的アプローチ 

二つ目に紹介したいのは、秋山知宏が非常勤講師として行った集中講義、臨床教育人間学特論 II の授業であ
る。2022 年 2 月 2 日、2 月 3 日、2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日にオンラインで開講された。履修者は 2 名 (教育
学部相関教育システム論系でメディア論を専門とする学部 4 回生と、総合人間学部・文化環境学系で地域づくり，
地域コミュニティ，地域教育に関心をもつ学部 3 回生）で、齋藤直子も参加し、分野も背景も世代も異なる少人
数での密度の濃い集中講義となった。本授業の目的は，宇宙と文明の通史を手がかりとして、自己と世界を探
究し、私たちにとっての根本問題を解明することであった。その上で，これからの文明はいかにあるべきか，
私たちは何のためにどう生きていくのかという問題に取り組むことが目指された。本授業に通底するアプロー
チは，世界から自己を捉える存在論 (S←O）や，自己から世界を捉える認識論 (S→O）ではなく，自己と世界を
一体的に探究し，種々の囚われに気づき，それらを超越する統合論 (S⇔O）であった．ここでの統合とは，全体
性や一への回収ではなく，自己と世界の本来性をひらいていくことである．授業全体を通じて投げかけられた
問いは、以下の通りである。 

 

〈私たちにとっての根本問題は何か〉 

・ 私は何者か 

・ 世界はいかにあるのか 

・ 何のために生まれてきたのか 

・ 何のために生きるのか 

・ どう生きるのか 

 

 授業の出発点は、根本を突き詰めていくと，誰も根本問題をわかっていないということであり、講義全体を
通しての目標は、「ニヒリズム (虚無）やシニシズム (冷笑）などに陥ることなく, 自己と世界を見直し, 前向きな
人生. 前向きな未来をひらいていくこと」であった。授業は下記の流れで行われた。 

 

第 1 回 ガイダンス 

第 2 回 根本問題は何か：宇宙と文明の探究 

第 3 回      〃 

第 4 回 自己と世界の受け取り直し：囚われの超越 

第 5 回      〃 

第 6 回 私たちと元素の起源 (ビデオ視聴と課題） 

第 7 回 全地球史アトラス (ビデオ視聴と課題） 

第 8 回 精神革命 

第 9 回 諸宗教対話の歩み (ビデオ視聴と課題） 

第 10 回 科学革命 

第 11 回 環境革命 

第 12 回 まとめ：これまでの問いと議論の整理 

第 13 回 最終レポート検討 

第 14 回      〃 

第 15 回 最終レポート発表とフィードバック 

 

 生命や宇宙の起源から始まり、宗教、科学、環境、など多岐にわたる視点から、生きることの根本的意味を
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｢復興への願いと希望｣ 

佐々木守氏 (釡石市・元防災課長） 

｢大震災における釡石市の教訓から「危機への対応」～人的被害をゼロに！～｣ 

2021 年 10 月 27 日 小泉大輔氏 (株式会社オーナーズブレイン・代表取締役社長） 

｢“幸せ”とは何か～世界 60 カ国を巡る中での気づきと発見、そして実践｣ 

2021 年 11 月 10 日 和田貴充氏 (空き家活用株式会社・代表取締役） 

「空き家活用から考える主体性と関係性」 

2021 年 11 月 24 日 山岸暢氏 (株式会社タナット、代表取締役） 

「公共幸福社会の実現を目指して：公共する自然の情動を生きる」 

2021 年 11 月 8 日 畠山兼一郎氏 (株式会社テイコク製薬社、代表取締役） 

「経営体験を通じた人間観の探究」 

2022 年 1 月 12 日 山内英子氏 (聖路加国際病院、副院長、医師） 

「あなたらしく生きる～自分らしさの探究～」 

 

 本授業は年間を通して、Zoom を用いたオンラインもしくは、オンラインと対面を組み合わせたハイフレック
ス型で行われた。外部講師の方々のご講義の後には、毎回学生にリアクションペーパーを書いてもらい、それ
について教員がフィードバックを行なった。また授業の流れにおいては、講読する哲学のテクストのテーマと、
外部講師のお話をつなぐ努力をした。外部講師の講義においては、毎回ディスカッションポイントが提示され、
それに基づいて、ご講義の最中と後に、ブレイクアウトルームでグループディスカッションを行い、議論を深
め、最後は全体ディスカッションを行った。ディスカッションポイントで主題となったテーマは、例えば、以
下のようなものがある。 

 

〈道徳教育〉 

• 道徳観は教えられるのか。そうであるならいかにして教えられるか。 

• 一方においてイデオロギーの押しつけ、道徳主義、洗脳、他方において生き様の表明を区分するもの
は何か。 

• 教師として生徒に「何のためにどう生きるのか」を伝えるには、どのような教材や教え方の工夫が可
能か。 

〈囚われを超えて〉 

• 自分に、社会に、どんな囚われがあるか。  

• 囚われを超える必要があるのか。囚われを超える必要があるとしたら、それはなぜか。  

• 囚われを超える必要があるとしたら、どう超えていくのか。  

• これらのことを、教師はいかにして生徒と共に問うことができるか。 

 

 授業が始まった当初は、哲学のテクストと、そこからかけ離れたように見える社会で働く方々のお話をどの
ように結びつけたらよいのか、学生の中で結びつくのかが教える側の課題であった。これが実験的な授業であ
ったこともあり、前期については、学生の中でもこの結びつきを実感することが難しかったという感想もあっ
たが、おしなべて、外部講師の方々のお話が大変興味深く、人生を見つめ直したという感想が多々寄せられた。
後期については、前期の学生のフィードバックに基づいて、一度はテクスト講読をなくして外部講師の方々の
講義を中心に組み替えることも考えたが、テクストを読みたいという学生の要望に応じて、テクスト講読と外
部講師の講義を交互に行う形を取った。後期の後半に向かっては、授業のスタイルが定着し、ディスカッショ
ンにおいて、学生が活発に声を発するようになった。また、対面であったら声を出しにくい人々も、Zoom のチ
ャットを通じて文字で意見を随時発信してくれたことも、オンライン授業ならではの新たな対話の形を示すも
のであった。また外部講師の方々からも、ご自身にとっての大きな学びや発見の機会になったとのお声をお寄

9©2022 The Author



臨床教育人間学 第 16号 2022年 
 

 

 
 

10 

問い直すこの授業では、それぞれが関わる領域や関心を共有しながら、自己と世界の受け取り直しが行われて
いった。授業時には、「あなたが心の底から守りたいものは何か？」「一人ひとりの小さい物語と，大きい物語
を，どうつなげていくか」「宗教とは何か，宗教的であるとはどういうことか」「地域とは何か．」「〈守りたいこ
と〉と〈捨てることができないこと〉との関係はいかなるものか」など、が話し合われ、その過程で、参加者
ひとりひとりの全人的な人間変容が絶えず問われた。そして対話の過程で何よりも話題となった点は、｢囚わ
れ｣であった。囚われとは何か、囚われを超える仕方はいかなるものか。囚われを超えることによって、自己、
他者、世界をいかに再構成できるか。囚われを超越するために、いかなる認識論的枠組みを提案するか、が問
われた。授業の最後では秋山が、「志をもてば，茨の道であっても，それを継続できる，あるいは継続しないと
いう選択肢は無くなる」ということ、その上で、重要なこととして、「志自体も受け取り直し続けてゆくこと」
「自己と世界ならびに真に未知のこと (根本問題）を探究し続けてゆくこと」「年齢や立場を超えた良き仲間を
もって，共に探究と実践を続けてゆくこと」を提案した。 

 この臨床教育学の授業では、統合学というアプローチが｢全体として人をとらえるとはどういうことか｣とい
う問いへの一つの視座を提供するものであることが明らかになった。また、統合的教育学としての臨床教育学
に不可欠なフィールドをもつことの重要性が示唆された。本号の特集 IIには、この授業に参加した一人である森
下航平氏の論考が収められている。 

 
（３）国際合同授業：言語と文化の境界を超える双方向的国際対話 

最後に、国と文化と言語の境界を超える相互成長の場として、コロナ禍でのオンラインによるイギリスのユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドン教育研究所 (UCL IOE）との国際合同授業を紹介したい。京都大学教育学研究
科と IOE との交流授業は、2014 年に、｢国際教育研究フロンティア C｣として始まり、ロンドンと京都で交互に
授業が行われてきた。またこれは 2018 年に｢国際合同授業｣と名称を変え、今日に至っている。講師は、齋藤直
子と、IOE のポール・スタンディッシュ氏であり、京都大学教育学部の多分野の学部生、大学院生と、IOE の大
学院生、教員、卒業生、近年では IOEとネットワークをもつワーウィック大学の大学院生などが、対話交流授業
に参加している。IOE がヨーロッパのみならずアジアからの留学生を数多く受け入れていることもあり、参加者
の言語と文化は多様である。また、哲学、教育哲学のテクストを中心にするものであるが、受講者の専門や関
心は哲学にとどまることなく多様である。また、IOE はフルタイムの学生のみならずパートタイムの学生が多く
いることで、学生層が多世代にわたること、などが特徴である。2020 年度からは、コロナ禍の影響で、これが
オンラインによる形式となった。近年では、「映画を媒体として教育を考える」 (Thinking about education through 

film)をテーマとして、日本の映画と外国の映画を２本ずつ視聴し、これを元にスタンディッシュ氏の講義と、
日本語、英語を交えてのディスカッションを中心とした授業を行っている。とりわけ日本側の学生が英語表現
への壁を少しずつ超えられるように、英語による講義、日本語を用いて理解を深める少人数グループディスカ
ッション、全体での英語のディスカッションなど、教育方法上の工夫を凝らしている。また、授業の成果は、
日本側とイギリス側学生を中心にした論集として、報告書や、臨床教育学コースの紀要『臨床教育人間学』に
出版されてきた。とりわけ、京都大学の学生の英語論文執筆のために、スタンディッシュ氏や IOEの大学院生に
よる論文指導や英文校閲をしていただき、国際論文執筆へのイニシエーションを行ってきたことが特徴である。
この授業をきっかけに、学生の IOE への留学や、国際学術誌への論文投稿などにもつながってきた。 

 さて、この授業は、臨床教育学という名称を与えられたものではないにせよ、広く全人的な人間変容に関わ
るテーマを取り扱い、同時に授業の参加を通じて、教員も学生も、一人の人間として、自らの生き方への関わ
り直し、言語への関わり直し、文化への関わり直しを行うという点で、ひとえに統合的教育学としての臨床教
育学的なアプローチを取るものと言える。デリダ、カベル、ウィトゲンシュタイン、ハイデガーなど、哲学の
テクストを緻密に講読し、学生が｢高度な意味で読むこと｣ (reading in the high sense) (Thoreau 1992, p. 71; カベル
2005, p. 7）――ひとりひとりの目覚め、再生に関わるものとしての読書――を体験する。そのテクストの言葉は、
“たんなる言葉”ではありえず、各人の生き方や身体、自らが置かれた文化や言語の背景とのたゆみなき関わり直
し、｢意味連関｣の創造、再創造を巻き込む力のである。そして授業を通じて、一人一人の言葉が互いに投げか

10 ©2022 The Author
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けられ、試される。また、映画を教育のメディアとしてとりあげる授業では、学生が、映画のひとつひとつの
シーン――カメラのアングル、登場人物の体の動き、表情、語られる言葉――に詳細で緻密な注意を向けるよ
う、スタンディッシュ氏によって導かれる。また異なる背景や文化を背負った参加者の多角的視点を交差させ
て一つの映画というメディアに共に関わりこれを解釈・再解釈することを通じて、参加者は日常世界の現象へ
の多角的なアプローチが可能であることを実体験する。それを通じて、あるできごとやある人の人生の全貌と
いうものは、単一で統合的なひとまとまりの全体ではありえず、個別の現象をめぐる多様な視座の交差から
徐々に発見され、立ち現れるものであることを知る。これらの営みは、他者との交流を通じて自らの立ち位置
を発見する自己教育の場であり、哲学的に思考するとはどういうことかを考え直す機会ともなっている。 

 とりわけ、日本側の学生にとっては、哲学という翻訳が難解な分野の言語を、自分たちにとっての外国語で
表現しなければならないという立場に置かれるという翻訳経験――言葉を翻すこと、自己を翻すこと、他者と
の関係を翻すこと、多様な視座を翻し合うこと――をくぐり抜けねばならないこと、それを他者との対話を通
じて試さなければならないとなっていることが、この授業が人間変容においてもつ大きな特徴である。それを
通じて、参加者は、自らの“アイデンティティ”、文化の“アイデンティティ”と思っていたものが、実は、固定し
きれず、流動性をもつものであることに気づかされる。昨年度については、｢翻訳としての哲学｣を主題にした
二つの映画を視聴したが、そこでのテーマの一つは喪失と再生であり、言語と文化の溝に落ちる不穏な経験、
危機をくぐり抜けることこそが生まれ変わりの鍵であることが、話し合われ、体験された。言語に内在する性
質としての翻訳を通じて、人は単一言語主義的なメンタリティに抗い続け、自らを閉じ込めていた殻を破って
より大きなものに開かれてゆく。 

 コロナ禍により｢対面｣で出会うことが国際場面では困難になった時代でも、こうした出会いを通じた再生の
経験を、オンラインを用いた授業で実現できることが分かったことは、国を超えて、言語を超えた哲学対話の
在り方を考え直す上で、ひとつの希望を与えてくれている。この授業の成果と詳細については、本号の特集 I に
掲載されている。 

 以上の三つの授業の特徴をまとめるなら、文系・理系の多様な背景をもつ教員と学生が対話に従事したこと、
多領域・多分野の大学の内と外の人々が交流したこと、大学の授業が学校、大学、社会をつなぐ集いの場とな
ったこと、そして国境を越えて遠隔の地の人々との哲学対話が行われたことである。これは、孤立した状態に
ある人々が、言葉の交換、思想の交換を通じてひとつの場を共有することで、つながりを形成できることを実
証するものであった。とりわけコロナ禍の時代に、オンラインを駆使したハイフレックス型の授業を実施した
ことで、対面では実現が不可能な、多様な背景、文化、言語、領域の方々をつなぐことが可能であることが実
証された。これらの実験的な授業から、全体として人をとらえるということには、空間と時間をまたぐ連続的
成長の視座、子どもも大人も生涯共に学び続ける人間という視点や、分野と世代を超える視座からの全体とい
う視座が必要であること、そのために分野を超えて社会の異分野・異業種との幅広い共働きを志向する超学際
的対話（transdisciplinary dialogue）が不可欠であること、などが明らかになった。また、分離や疎外、孤独とい
った人間の実存的条件を引き受けた上で実現され続ける全体という視点の重要さも喚起された。「臨床教育人間
学特論 II」の授業で主題化された｢囚われを超える｣という視点から見るなら、おとなになり続けるということは、
自らを捉えている境界を超え続けていくこと、囚われからの解放を一歩一歩実現していくことと言えるかもし
れない。 

 本号の特集 I と特集 II は、こうした超学際的対話と国際的対話の軌跡を記すものとして企画された。 

 
 
４．〈おとなの教育〉に向けて 

 

この村は、子供だけがかよう、ふつうの公立小学校に関しては、比較的まともな制度をもっている。
しかし、冬期にひらかれる餓死寸前の市民教養講座と、最近、州のお声がかりでほそぼそと開館した
図書館とを除けば、われわれ大人のための学校は何ひとつないのである。・・・人間が一人前の男や女
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問い直すこの授業では、それぞれが関わる領域や関心を共有しながら、自己と世界の受け取り直しが行われて
いった。授業時には、「あなたが心の底から守りたいものは何か？」「一人ひとりの小さい物語と，大きい物語
を，どうつなげていくか」「宗教とは何か，宗教的であるとはどういうことか」「地域とは何か．」「〈守りたいこ
と〉と〈捨てることができないこと〉との関係はいかなるものか」など、が話し合われ、その過程で、参加者
ひとりひとりの全人的な人間変容が絶えず問われた。そして対話の過程で何よりも話題となった点は、｢囚わ
れ｣であった。囚われとは何か、囚われを超える仕方はいかなるものか。囚われを超えることによって、自己、
他者、世界をいかに再構成できるか。囚われを超越するために、いかなる認識論的枠組みを提案するか、が問
われた。授業の最後では秋山が、「志をもてば，茨の道であっても，それを継続できる，あるいは継続しないと
いう選択肢は無くなる」ということ、その上で、重要なこととして、「志自体も受け取り直し続けてゆくこと」
「自己と世界ならびに真に未知のこと (根本問題）を探究し続けてゆくこと」「年齢や立場を超えた良き仲間を
もって，共に探究と実践を続けてゆくこと」を提案した。 

 この臨床教育学の授業では、統合学というアプローチが｢全体として人をとらえるとはどういうことか｣とい
う問いへの一つの視座を提供するものであることが明らかになった。また、統合的教育学としての臨床教育学
に不可欠なフィールドをもつことの重要性が示唆された。本号の特集 IIには、この授業に参加した一人である森
下航平氏の論考が収められている。 

 
（３）国際合同授業：言語と文化の境界を超える双方向的国際対話 

最後に、国と文化と言語の境界を超える相互成長の場として、コロナ禍でのオンラインによるイギリスのユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドン教育研究所 (UCL IOE）との国際合同授業を紹介したい。京都大学教育学研究
科と IOE との交流授業は、2014 年に、｢国際教育研究フロンティア C｣として始まり、ロンドンと京都で交互に
授業が行われてきた。またこれは 2018 年に｢国際合同授業｣と名称を変え、今日に至っている。講師は、齋藤直
子と、IOE のポール・スタンディッシュ氏であり、京都大学教育学部の多分野の学部生、大学院生と、IOE の大
学院生、教員、卒業生、近年では IOEとネットワークをもつワーウィック大学の大学院生などが、対話交流授業
に参加している。IOE がヨーロッパのみならずアジアからの留学生を数多く受け入れていることもあり、参加者
の言語と文化は多様である。また、哲学、教育哲学のテクストを中心にするものであるが、受講者の専門や関
心は哲学にとどまることなく多様である。また、IOE はフルタイムの学生のみならずパートタイムの学生が多く
いることで、学生層が多世代にわたること、などが特徴である。2020 年度からは、コロナ禍の影響で、これが
オンラインによる形式となった。近年では、「映画を媒体として教育を考える」 (Thinking about education through 

film)をテーマとして、日本の映画と外国の映画を２本ずつ視聴し、これを元にスタンディッシュ氏の講義と、
日本語、英語を交えてのディスカッションを中心とした授業を行っている。とりわけ日本側の学生が英語表現
への壁を少しずつ超えられるように、英語による講義、日本語を用いて理解を深める少人数グループディスカ
ッション、全体での英語のディスカッションなど、教育方法上の工夫を凝らしている。また、授業の成果は、
日本側とイギリス側学生を中心にした論集として、報告書や、臨床教育学コースの紀要『臨床教育人間学』に
出版されてきた。とりわけ、京都大学の学生の英語論文執筆のために、スタンディッシュ氏や IOEの大学院生に
よる論文指導や英文校閲をしていただき、国際論文執筆へのイニシエーションを行ってきたことが特徴である。
この授業をきっかけに、学生の IOE への留学や、国際学術誌への論文投稿などにもつながってきた。 

 さて、この授業は、臨床教育学という名称を与えられたものではないにせよ、広く全人的な人間変容に関わ
るテーマを取り扱い、同時に授業の参加を通じて、教員も学生も、一人の人間として、自らの生き方への関わ
り直し、言語への関わり直し、文化への関わり直しを行うという点で、ひとえに統合的教育学としての臨床教
育学的なアプローチを取るものと言える。デリダ、カベル、ウィトゲンシュタイン、ハイデガーなど、哲学の
テクストを緻密に講読し、学生が｢高度な意味で読むこと｣ (reading in the high sense) (Thoreau 1992, p. 71; カベル
2005, p. 7）――ひとりひとりの目覚め、再生に関わるものとしての読書――を体験する。そのテクストの言葉は、
“たんなる言葉”ではありえず、各人の生き方や身体、自らが置かれた文化や言語の背景とのたゆみなき関わり直
し、｢意味連関｣の創造、再創造を巻き込む力のである。そして授業を通じて、一人一人の言葉が互いに投げか
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になりかけたとたんに教育から離れてしまうことがないように、いまこそふつうの学校 (common 

school)とはちがった大人のための学校(uncommon school)をつくるときである。 (ソロー1995, p. 194） 

 

アウグスティヌス、ルター、ルソー、ソローによって提示される問いに向き合うとき・・・われわれ
は子どもである。それらの問いをどう引き受けてゆけばよいかわからず、いかなる根拠づけをすれば
よいのかもわからない。ここにおいて、哲学はおとなの教育(education of grownups)となる。・・・教え
ること、真剣な意思疎通における不安は、私自身が教育を必要としているということである。そして
おとなにとってこれは自然の成長でなく変化(change)である。転向(conversion)は、われわれの自然な
反応を向き変えることである。それは再生(rebirth)として象徴される。 (Cavell 1979, p. 125) 

 
カベルは、育ち続ける｢おとな｣の教育としての哲学 (philosophy as the education of grownups)という視座を提示

した。原語の“grownups”という英語は、「おおきなひと」という含蓄をもつ、子ども用語である。｢おとな｣ 

(grownups)は大きくなりきった成人 (adults)ではなく、子どもからの問いかけを受けて、自らも子どもとしてたえ
ず己の基盤を揺さぶられるような、生涯を通じて育ち続ける人を含意する。そこにおいて、哲学のつとめは、
人生の向きを変えること、生まれ変わる(変わり続ける)再生に関わるものであり、その意味で教育と不可分であ
る。教育は、学校を出たら終わりではない。子どもが成人になっていく過程としての教育、成人を通じての教
育、そして、人生の終盤に向けても終わることのない教育である。そうした教育においては、場所という意味
でも、時間という意味でも、人を全体としてとらえるという視座が不可欠となる。 

 前節で紹介した大学の実験的授業もまた、この生涯を通じて｢育ち続けるおとな｣という視座から、世代とセ
クターと国の境界を超えた相互成長の場として、その意義を捉え直すことができる。先述の「教育人間学概論」
の授業においては、ソローの『ウォールデン』を講読しながら、下記のようなディスカッションポイントをも
とに活発な議論が繰り広げられた。 

・ 〈おとなの教育〉が提起する教育の目的は何であろうか。 

・ イギリスの教育の例を参考に、日本の教育の問題に照らすなら、〈おとなの教育〉や「アンコモンスク
ール」の含意はどのようなものであろうか。 

・ 頭の凝り固まった人、無関心な人に、〈おとなの教育〉をどうやって呼びかけたらよいか。動機づけは
いかに可能か。 

・ 〈おとなの教育〉に基づき、教師教育・評価・カリキュラムはいかに再構想できるか。完成主義的な生
き様を示す教師像とはいかなるものか。 

・ これまでの外部講師の方々のお話との結びつきは何か見いだせるか。 

・ この授業をどうやって〈おとなの教育〉の場にしていけるだろうか。 

 こうした議論を通じて、大学がハブとなり学校-大学-社会をつなぐスペースの創造(Blake, Smith and Standish 

1998)が可能であるとの着想を得た。境界を超えた対話は、アイデンティティを固めず、異質なもの多様な者が
共生する新たな共同体の創設につながっていくだろう。 

 現代社会において、分離や疎外、孤独、孤立から、いかにしてつながりを回復するか、という課題は切実で
ある。コロナ禍における「あいまいな喪失」、終わりのない別れ (Boss 2000; 2021)といった人間の苦悩を引き受
けた上でつながりを回復できるような場を創っていくことは、全体として人をとらえる教育にとって必須であ
るように思われる。中等学校、高等学校での新学習指導要領でも、生きる力、領域をつなぐ力、学校と社会と
のつながりが改めて強調されているが、〈おとなの教育〉のスペースはこうしたニーズにも応えうるものである。
ボルノウは、｢人間の心的健康は、彼が『うち』という空間を持つことができるかどうか、すなわち、世の中で
果たすべきさまざまの責務から、いつもこの『うち』へと再び立ち帰り、そのなかで彼が安定感をもつことが
でき、世の中の障礙 (しょうがい）や脅威から保護されて、身内のものといっしょに『すまう』ことができるか
どうかにかかっている｣と述べた (ボルノウ 2006, p. 66）。しかしながら、｢うち｣が家を意味するにせよ、内側を
意味するにせよ、人をつなぐ場がもしあるとすれば、それはもはや何か安定した場ではありえない。むしろ、
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境界を外に開き、多様な背景を持つ人々が自由に出入りすることが可能な、そうした意味での｢ホームグラウン
ド｣が求められているのではなかろうか。そのことは｢全体｣と言われるものの性質が、何か安定を保証するもの
ではありえないことをも含意する。そこでは、むしろ common より uncommon なものによって多様な人が共生し、
世代と分野と国を超えて人が全体として成長しあえるようなコモン・スペースとコモン・タイムの場としての
uncommon school が求められるのかもしれない。その意味で、〈おとなの教育〉は、これまでの「全人教育」を超
えるものであるかもしれない。 

 本稿では、｢人を全体としてとらえるとはどういうことか｣という問いへの答えを求めて、全人的な人間変容
に関わる統合的教育学としての臨床教育学と、それに基づく教育のあり方を論じてきた。臨床教育学コースは
その始まりから、理論と実践の融合、および、学際的な性質を特徴とするものであった。臨床教育学は、柔軟
で流動的で境界を定めない緩やかな学問領域であり、多様な学問の知見が出会い交流し融合することを可能に
するような経験領域であると言ってもよい。この伝統を継承しつつ、同時に、今、この世の中で生じているこ
と、求められていることに応じるために、この全人的な学問の可能性を継承し、発展させていかなければなら
ない。そのためには、緻密なテクスト解釈、思想研究にとどまることなく、思想の言葉を日常性に連れ戻し、
言葉を作り直し続け、それをフィールドの多様性や世の中の問題に開いていくことが、教える者にも、学ぶ者
にも求められる。 

 こうして全人的な人間の変容に関わる学問と教育のとらえ直しは、社会的知性の育成に向けて、理論と実践
の架橋、文理の融合、人文社会科学と自然科学の連携といった二元論超克のディスコースの先に拓かれる、統
合的な学問のあり方につながってゆく。統合的教育学としての臨床教育学もまた、そうした新しい学問の形に
開かれたものであるだろう。秋山が論じるところの｢統合学｣はその意味で、臨床教育学との接点を示唆するも
のである (秋山 2016）。そしてそうした統合的な学問に欠かせないのは、アカデミズム内部の学際関係を超えて、
異なる業種・領域との邂逅を通じて己の学の足場を批判し揺さぶり境界を超えさせる超学際的な対話である。
研究者も職業者も生活者も一体となって、人はいったいいかにしたら、ひとりの人間として自他の存在に向き
合い、共に生きることができるのか、という問いに取り組む。そしてそれを通じて、人類にとってのよりよき
価 値 の も の さ し を 「 全 体 の た め の 利 益 」 に 向 け て 進 化 さ せ る 。 こ れ は 普 遍 (universal)か ら 「 通 底 」 

(transversal)――他なるものの存在価値の承認、異なる者との横断的な価値の共有――への転換である（服部
2020, pp. 45;74 伊東 2013b, p. 17）。そして transversal な関係を実現するためには、異なる分野や業種の思考様式や
実践、言語の翻訳――人間変容 (transformation)に関わるものとしての translation――が必要となる。例えば、哲
学と物理学、学者と医者、学者と経営者、科学者と宗教者などが互いの価値を通底させ翻訳し合い、価値の揺
さぶり合いに自ら身を投ずる対話に従事する。これは「統合的な変容の実践」 (ウィルバー2002, p. 235）とも言
い換えられよう。統合的教育学としての臨床教育学もまた、こうして人間変容を誘う統合的な連携のハブとな
る可能性を秘めた学問である。そして、〈おとなの教育〉のスペースは、そうした超学際的対話の場を準備する。 

 デレズウィッツは、分断化され、専門化された大学の現状と、教員も学生も全体的に見る力の衰退を憂いて、
「大学は何のためにと問うとき、その答えには、僕らが欠けるところのない『丸ごとの人間』 (fully human)でい
られるかどうかがかかっているのだ」と述べた (デレジウィッツ 2016, p. 107)。そして、大学のリベラルアーツ
教育の理念として、大学は“人のすべての面” (the whole man)にうったえかけるべきだと呼びかける (デレジウィ
ッツ 2016, p. 85)。｢全体として人をとらえるとはどういうことか｣という問いかけに答えうる、全人としての叡知
の人は、様々な専門学問の壁を越えて、生命、身体、宇宙、環境、宗教に関わる対話に境界を超えて従事し、
言葉を翻すことのできる広い視野と冒険的精神を備えた者である。同時に、学問を世の中の事象から隔離され
た安全領域で思弁的に行うだけでなく、いかに世の中の問題を解決できるかという実証的・実践的視座 (伊東
2013a, p. 77）をもった人物でもある。哲学研究もまた、実践的哲学として、哲学の務めを俯瞰して問い合えるよ
うな学際的・超学際的な対話の場に投げ込まれて、自己批判と再生を繰り返していかなければならない。こう
した意味で、本稿で論じた統合教育学としての臨床教育学は、大学における人文学のあり方を問い直し、これ
を再活性化するひとつの視座を与えるものであろう。 
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人生の向きを変えること、生まれ変わる(変わり続ける)再生に関わるものであり、その意味で教育と不可分であ
る。教育は、学校を出たら終わりではない。子どもが成人になっていく過程としての教育、成人を通じての教
育、そして、人生の終盤に向けても終わることのない教育である。そうした教育においては、場所という意味
でも、時間という意味でも、人を全体としてとらえるという視座が不可欠となる。 

 前節で紹介した大学の実験的授業もまた、この生涯を通じて｢育ち続けるおとな｣という視座から、世代とセ
クターと国の境界を超えた相互成長の場として、その意義を捉え直すことができる。先述の「教育人間学概論」
の授業においては、ソローの『ウォールデン』を講読しながら、下記のようなディスカッションポイントをも
とに活発な議論が繰り広げられた。 

・ 〈おとなの教育〉が提起する教育の目的は何であろうか。 

・ イギリスの教育の例を参考に、日本の教育の問題に照らすなら、〈おとなの教育〉や「アンコモンスク
ール」の含意はどのようなものであろうか。 

・ 頭の凝り固まった人、無関心な人に、〈おとなの教育〉をどうやって呼びかけたらよいか。動機づけは
いかに可能か。 

・ 〈おとなの教育〉に基づき、教師教育・評価・カリキュラムはいかに再構想できるか。完成主義的な生
き様を示す教師像とはいかなるものか。 

・ これまでの外部講師の方々のお話との結びつきは何か見いだせるか。 

・ この授業をどうやって〈おとなの教育〉の場にしていけるだろうか。 

 こうした議論を通じて、大学がハブとなり学校-大学-社会をつなぐスペースの創造(Blake, Smith and Standish 

1998)が可能であるとの着想を得た。境界を超えた対話は、アイデンティティを固めず、異質なもの多様な者が
共生する新たな共同体の創設につながっていくだろう。 

 現代社会において、分離や疎外、孤独、孤立から、いかにしてつながりを回復するか、という課題は切実で
ある。コロナ禍における「あいまいな喪失」、終わりのない別れ (Boss 2000; 2021)といった人間の苦悩を引き受
けた上でつながりを回復できるような場を創っていくことは、全体として人をとらえる教育にとって必須であ
るように思われる。中等学校、高等学校での新学習指導要領でも、生きる力、領域をつなぐ力、学校と社会と
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ボルノウは、｢人間の心的健康は、彼が『うち』という空間を持つことができるかどうか、すなわち、世の中で
果たすべきさまざまの責務から、いつもこの『うち』へと再び立ち帰り、そのなかで彼が安定感をもつことが
でき、世の中の障礙 (しょうがい）や脅威から保護されて、身内のものといっしょに『すまう』ことができるか
どうかにかかっている｣と述べた (ボルノウ 2006, p. 66）。しかしながら、｢うち｣が家を意味するにせよ、内側を
意味するにせよ、人をつなぐ場がもしあるとすれば、それはもはや何か安定した場ではありえない。むしろ、
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註 
1) 日本において出版されている臨床教育学の主たる研究には、以下のようなものがある。皇紀夫『臨床教育学三十年

――その歩みといま』 (ミネルバ書房 2018 年）; 矢野智司、西平直ほか著『臨床教育学（教職教養講座）』 (協同出版
2017 年）; 和田修二、皇紀夫（編） 『臨床教育学』 (アカデミア出版 1996 年）; 広岡義之『臨床教育学への招待』 (あ
いり出版 2020 年）; 河合隼雄『臨床教育学入門』 (岩波書店 1995 年）; 臨床教育人間学会『臨床教育人間学＜2＞リフ
レクション』（東信堂 2007 年）; 田中智司『教育臨床学：生きるを学ぶ』(高稜社書店 2012 年）; 遠藤野ゆり、大塚類
『さらにあたりまえを疑え！臨床教育学 2』 (新曜社 2020 年）; 田中孝彦ほか『教師の子ども理解と臨床教育学』 (群
青社 2006 年）; 田中毎実『教育人間学：臨床と超越』 (東京大学出版会 2012 年）。また、学会としては、｢臨床教育人
間学会｣がある。 
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