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教育を通じた社会作りへ 

―内発性を育む教育とは― 

島野 和弘 

 

要旨 

 

教育は誰のためにあるのだろうか。何のために学び、誰のために知識を得るのだろうか。現在、そも
そも知ることの楽しみや、生きるために学ぶことは、重要視されず、もっぱら学び手の親や子供の目
的は、いいところに就職するために、いい学校に行く。いい学校に行くために、テストで良い点数を
とる。そんな物差しとしての教育に成り下がってしまった。教え手自身も職業としての教師になって
はいないか。これからの教育を考える。 

  

１．社会全体に広がる分断化と部分最適化 

 答え合わせの生き方とヒエラルキーを登り続ける社会構造。インターネットで調べれば、ほとんどの事は答
えが出てくる。どう生きるかより、どうやって生きるのが正しいのかと答えを求める思考が世の中にはびこる。
因果関係を小さく捉え、「今だけ、ここだけ、自分だけ」良ければいいと分断化してしまう。誰も全体性を把握
しない。これは個人単位だけでなく、企業でも教育現場でも、国家でも同じ事が起こっている。 

 

（１）経営での気付き 

 私自身、親から会社を引き継いで、売上げの拡大、利益の増大に必死になっていました。「従業員に給料を払
うため」「会社を潰して路頭に迷わせてはいけない」そんな一見大義名分の様な考えのもと、日々必死に経営を
伸ばすことに奔走していました。盲目的に数字をよりよくしたいと、仕事の傍ら経営の勉強もしました。マー
ケティング論や組織論、リーダーシップ･･･。知れば知るほど新たな無知に気づき、終わりの見えない学びの中、
ストイックに学び続ける事が人生だと思っていました。そんな折、先輩経営者から「経営は目的ではない、手
段である。」という言葉を投げかけられ、頭が真っ白になる経験をします。「何の為に経営しているのだろうか」
お客様に喜んでもらうため、社会に貢献するため、いろんな理由がそもそもはあったのですが、気がつくと数
字をよくするため、経営のための経営をしていた事実に気がつきます。従業員と向き合ってみると、仕事に喜
びを見いだせず、会社に指示されたことを期限内にこなす。いかに少ない労力で多くの給料をもらえるか、自
分と同じ様に手段を目的化して、イキイキ働くとかワクワクして自己実現を伴う仕事とはほど遠い、役割とし
ての生き方を強いていた事に愕然としました。そもそも人が幸せに生きられない企業はこの世に不必要である。
そう感じた私は、これではいけないと思い、社員教育をスタートしました。カリキュラムを作り、会社の哲学
（フィロソフィー）を作り、自分自身が先生となり理念の浸透を図りました。しかしながら逆効果でした。社
員の反応は二つに分かれました。組織に依存するか、反発するか。改めて受け取り直してみると、社員の成
長・幸せを望んでいるにもかかわらず、知らず知らずの内に社員教育という名の下の強制、統制になっている
事実に気が付きました。またもや手段を目的化してしまっていました。 

 

（２）社会全体に広がる思考 

 社内で起きたことは、一中小企業の中での出来事ですが、よくよく見渡すと、社会全体で起こっていること
であると気づきます。ロシアとウクライナの問題に関しても、お互い平和の為に戦う。コロナウィルスの問題
に関しても、国を分け、地域を分け部分最適しか考えない。そして教育現場においても、子供の成長が本来の
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2) 米国において，1985 年に New England Journal of Medicine に『Seasons of survival: reflections of a physician with cancer』
というエッセイが掲載された。 

3) Institute of Medicine. (2006). From cancer patient to cancer survivor: lost in transition. Committee on Cancer Survivorship: 
Improving Care and Quality of Life. として提唱された。 

4) 第 2 期がん対策推進基本計画にて取り組むべき課題として掲げられた。 
5) 全人的医療は，いわば総合的人間学の実践で ある．そこに，合理的方法論，科学的評価がなくてはならないと

（Nagata 1995）で述べられている。 
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34, Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11468. 
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(すずきひとみ 一宮西病院乳腺・内分泌外科)  
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目的のはずなのに、教えること、成績を上げること、試験をして評価すること。そんなことが目的化し始める。
実際、子供たちは学校や塾でテストの傾向と対策に奔走し、何の為に学ぶか、知ることの楽しみなどはそっち
のけで、少しでもいい点数をとって、いい学校を目指す。その結果、塾をはじめとした試験対策と入試問題制
作者の知恵比べの中、入学試験もどんどん複雑化し、本来の目的を逸脱し始める。少なからず教育現場に関わ
る人たちは、学びの本質と、入試は別のものであると感じているのではないか。 

 

 

２．教育の課題 

 日本には義務教育制度があり、世界でも有数の教育大国であることは紛れもない事実。しかし、それは制度
化された自由の範囲の少ない義務（強制）教育であるともいえる。 

 

（１）評価基準としての教育 

 小学生の自身の子供にも聞いてみた。「何で勉強するの？」答えは「わからない」親である私が子供に勉強の
意義、目的を伝えていないことに深く反省をしました。同時にそれを伝えている世の中の親がどれだけいるの
だろうと問題意識を持ちました。周りの友達や先生にもそんなことを問われたことがない。考えたこともない
というのがほとんどである。目的もわからず意味もわからず、やれといわれてむりやり勉強する。そして評価
されランク付けされる。社会人になるまでずっと、そういう評価制度の中で生きる事を現代の子供達は強要さ
れている。そしてこの制度に対して誰も異を唱えない。 

 また大半の親はそういう社会に適応させるために、学校だけでなく、様々な教育を施す。多くの子供達は意
義・目的を明確に出来ないまま、我慢の日々を過ごす。そして、他の人よりも優位になるためにいち早く教育
をスタートさせる。その結果、益々教育は低年齢化し、より複雑に、より高度になっている。 

 

（２）社会での教育 

 会社の入社試験は人生最後のテストという人も少なくはない。採用担当者も判断するすべを持たない事、評
価を平準化すること、様々な理由があるにせよ、多くの企業はテストで人を決める。ただ社会人になると、急
激に評価基準が変わる、または無くなる。それに戸惑う新社会人は多い。新たな評価基準の中で生きられる人
はいいが、3 年以内に 3 割の人が退職するといわれるのが今の現実である。そもそも人は他人に評価されるため
に生まれてきたのではない。社会にどれだけ貢献できるか。自分を含め他者をどれだけ幸せに出来るか。そこ
はもっともっとシンプルな世界である。そして当然ながら、社会に貢献できない企業は排除されていくのであ
る。 

 

 

３．内発性を育み合う教育 

 我慢をしてこうしなくてはならないという義務感では、内発性は生まれてこない。本来、万人の心の中にあ
る、よりよくしたい。みんなが幸せであってほしい。そんなシンプルな想いを発揮出来る為には何が必要なの
か。子供の頃からみんなの幸せを願い、行動する事が文化に出来ないだろうか。 

 

（１）受け取り直すという事 

 社員教育という強制をしてしまった失敗から、私は多くを学びました。本来必要なことは、学びたい、知り
たいという内発性を育むこと。もっとお役に立ちたい、だからもっと勉強したい。そうやって主体的に学ぶ人
は、学びの量も質もスピードも格段に違う。本当にやりたいことはなんなのか。自分自身は何が好きで何が嫌
いなのか。どうしたいのか。そんな自分ときっちりと向き合うこと。自分自身に向けて深く考えるという習慣
がない人が多い。すぐに答えが出てこないが、一つの方法として、日々受け取り直すという事がある。日々起
こったことを丁寧に受け取って直す。反省ではなく、受け取り直す。反省だとここがだめだ、あそこがだめだ。
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だからこうしなくてはという義務感が生まれてくる。それでは強制と同じで長続きしない。そうなった意味を
考え「前向き、肯定的、未来志向」で捉え直す。そういう訓練が日々の捉え方に変化を起こし、言動の変化に
つながる。言動の変化は習慣の変化につながり、生き方の変化につながっていく。現在自社の中で、そんなス
モールステップを毎日積み重ね、成長し続ける人が出てきている。着想を変える、発想を変える、ものの見方、
捉え方、考え方を変える。そういった「観の発達」は意識していないと過去に踏襲されやすい。瞬間的な変化
は強制であったり、他人の言葉、文献、身近な人の不幸、など様々ではあるが、自ずから意識的に変化を与え
るには、日々の受け取り直しが最も効果的である。 

 

（２）目的を高め続ける生き方へ 

 人生の目的は、と問われ即答出来る人は多くは無いかもしれない。ただ、今何を目的として生きるのか。そ
れを高め続けるという事の大切さ。諦め、開き直り、死ぬまでの時間つぶしの生き方よりも、日々目的を高め
ながら、時には身近な目標に置き換えて、必死に取り組む。教育は教え育むから、学び手の内発性を育む、学
びたい、知りたいを育む、場作りへと進化出来る。子供の頃からそういう経験をするという事が、一人一人の
生き方に変化を及ぼし、その先には社会構造までも影響を与えることが出来ると考える。 

 
 

(しまのかずひろ スリーナイン島野株式会社 代表取締役)  
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