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臨床教育人間学 第 16 号 2022 年

リカレント教育の変容と現在
―「おとなの教育」への回帰―

野泉 燎平
要旨
現在、「リカレント教育」は実質的に「社会人の職業訓練」を指す語となっている。しかし、この概念
が誕生した当初の理念はより広く、主体的で、完成主義的なものであった。本稿では当初想定された
意味でのリカレント教育を「おとなの教育」と呼び分け、「おとなの教育」がいかにして「社会人の職
業訓練」へと変容したかを追う。そして「おとなの教育」に固有の価値、すなわち社会全体の多様性
の担保という価値から、完成主義的な「おとなの教育」としてのリカレント教育に立ち返る重要性を
説く。
１．はじめに
近年、特に 2010 年代後半以降、「リカレント教育」という言葉がメディア等でさかんに聞かれるようになった。
この「リカレント教育ブーム」（佐々木、2019）において、この言葉はどのような意味で用いられているのだろ
うか。例えば、厚生労働省のホームページではリカレント教育について以下のような記述がある。
学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続け
ていくことがますます重要になっています。このための社会人の学びをリカレント教育と呼んでおり、厚生
労働省では、経済産業省・文部科学省等と連携して、学び直しのきっかけともなるキャリア相談や学びにか
かる費用の支援などに取り組んでいます。
このように、現在の日本においてリカレント教育という言葉が用いられるとき、そこには大抵「社会の変化
についていくため、社会人になってからも仕事のスキルを磨こう」という含意がある。換言すれば、現在の日
本において、リカレント教育は「社会人の職業訓練」として捉えられているのである。
ところが、リカレント教育が提唱された当初、この語は現在とは異なる意味合いを持っていた。リカレント
教育という概念が国際的に浸透・定着するきっかけとなった

1)

OECD の報告書『リカレント教育――生涯学習

のための戦略』（1973 年）には以下のような記述がある。
リカレント教育は、義務教育ないし基礎教育後の全ての教育を対象とする総合的な教育方策である。その基
本的な特徴は、教育を個人の全生涯にわたってリカレントに、すなわち労働をはじめ余暇、退職などの他の
諸活動と交互に行う形で分散させることにある。
ここでリカレント教育の目的として掲げられているのは「教育を個人の全生涯にわたって交互に分散させる
こと」である。このように元来のリカレント教育とは、人生の初期だけに教育機会が集中している状況を見直
し、成人に対してもフォーマルな（組織化・体系化された）教育を受ける機会/権利を均等に与え、誰もが生涯
にわたる学習を行えるようにしよう、という理念に基づいたものであった。そこでは各人が何を目的として教
育を受けるかは問われない。もちろん職業能力向上を目的としてリカレント教育を受けることも想定内である
が 2)、それだけに限られていないのは明らかだ。当時のリカレント教育は、教育を受ける側それぞれの主体的な
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ニーズに応えた教育機会を与えるものであるという意味で「自己実現を図るための教育」（望月、2022）であっ
たのだ。
本稿では上記の経緯を踏まえ、当初想定されていたようなリカレント教育を「おとなの教育」としてのリカ
レント教育と呼び

、現在の「社会人の職業訓練」としてのリカレント教育から区別する。そして、「おとなの

3）

教育」が日本においていかにして「社会人の職業訓練」へと変容・矮小化したのかを義務教育との対比を通し
て整理し、「おとなの教育」が現代において持つ意義について考察する。

２．義務教育とリカレント教育
リカレント教育の変容について考えるに先立ち、本項ではまずその対極ともいえる義務教育についてその目
的と動向を確認する。その後、それと対比しながらリカレント教育の変容、すなわち「おとなの教育」から
「社会人の職業訓練」への変容が起きた原因を探る。
（１）義務教育の目的と近年の動向
義務教育の根源的目的のひとつに、「社会を構成する人材の育成」がある。このことは公的にも明言されてお
り、異を唱える人はいないであろう。例えば 2005 年の中教審「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」第 1
章（1）には次のような記述がある。
義務教育の目的は、一人一人の国民の人格形成と、国家・社会の形成者の育成との二点であり、このことは
いかに時代が変わろうとも普遍的なものである。
そしてこの答申を受け、2006 年の改正教育基本法では義務教育の目的が次のように明示された（第 5 条第 2
項）。
義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を
培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるもの
とする。
この 2006 年の教育基本法改正を端緒に、「国家・社会の形成者の育成」という目標はより強く打ち出されるよ
うになっていく。そしてその際の特色として挙げられるのが、「国家・社会の形成者」として特に職業人を想定
し、教育により職業人を養成することに重きを置いた改革が成されていったことだ。2007 年の改正学校教育法
では、義務教育の目標として「職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将
来の進路を選択する能力を養うこと」を新たに掲げているのがその好例である。
さらに、その勢いは義務教育のみに留まらなかった。かねてより「準義務教育機関」とも称されてきた 4 高校
）

はもちろんのこと、大学等にもこの影響は波及したのである。2008 年に閣議決定された第 1 期教育振興基本計画
には、「大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等における専門的職業人や実践的・創造的技術者の養成の推
進」を行うと明示されているうえ、「産業界のニーズに対応した人材育成等を促す」との文言も盛り込まれてい
る。
その極致がいわゆる「大学の職業訓練校化」だ。経団連は「新しい時代に対応した大学教育改革の推進」と
いう文章において、大学の役割を「幅広い知識や技能、専門能力の学修を通じて探究力や社会課題の解決能力
を涵養することで、新たな時代を牽引する人材や、社会の中核で活躍する人材を育成・輩出すること」と見做
している。言ってしまえば、産業界にとって即戦力となる人材、使い勝手の良い人材を育成することを求めて
いるのだ。
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（２）リカレント教育の扱いの変容――完成主義的な「おとなの教育」から「社会人の職業訓練」へ
上記のような義務教育の動向はリカレント教育の扱われ方とも深い関わりがある。まず、先述の 2006 年改正
教育基本法に着目すると、改正に伴い以下の記述が盛り込まれている。
第3条

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、

あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の
実現が図られなければならない。
ここで提示されている理念は、ともに自己実現のための生涯学習という理念を説く点で明らかに「おとなの
教育」と共通するものである。特に「自己の人格を磨き、豊かな人生を送る」という記述からは、絶え間なく
自己を研鑽し続ける「完成主義」（齊藤、2010）的な態度が読み取れると言えよう。そしてこの改正教育基本法
を受けた 2008 年第 1 期教育振興基本計画でも、「だれもが生涯のいつでも必要な時に学び、また、何度でも新た
な挑戦を行うことができる社会の実現に向け」た取り組みを行うとされている。このように、2000 年代の日本
においては完成主義的な「おとなの教育」が公的に掲げられていたのである。
ところが、2022 年現在最新の第 3 期教育振興基本計画では、「職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に
付けるための社会人の学び直しの推進」や「社会人が生涯を通じて学び職業に必要な能力を身に付けることが
できるよう、様々なニーズに対応できる社会に開かれた高等教育を実現していくためのリカレント教育」とい
った文言が並ぶ。冒頭でも確認したように、2006 年から現在までの間で、「おとなの教育」は「社会人の職業訓
練」へと大きく変貌したのだ。
これには、近年の日本における雇用環境の変化が影響していると考えられる。中教審 2011 年答申「今後の学
校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」序章で述べられているように、かつての日本では長期
雇用を前提とした企業内教育･訓練の雇用慣行があったが、非正規雇用の増加や中小企業の経営の悪化などが原
因となり、現在多くの企業が人材育成に課題を抱えている。一方で、科学技術の進展や急速な技術革新、経済･
社会の急激な変化と多様化・複雑化・高度化、グローバル化、情報化等の影響で、職業に必要な知識・技能が
高度化している。そのため、既存の教育システムでは「人材育成」が間に合わなくなり、義務教育、高校、大
学で順に「人材育成」の圧が強まっていき、ついにはそれがリカレント教育の理念まで変容させた、と捉えら
れるのだ。言ってみれば、かつては完成主義的な理念のもと掲げられた「おとなの教育」が、社会構造の変化
の中で義務教育の延長線上に囚われ、その結果「社会人の職業訓練」へと堕してしまったのである。

３．「おとなの教育」への立ち返り
（１）「おとなの教育」固有の価値
前章で、｢おとなの教育｣が義務教育の延長線上に囚われ、職業人材養成の文脈に回収された、と述べた。し
かし、「おとなの教育」は本来、義務教育やその延長とは全く異なる性格を持つはずだ。なぜならば、「おとな
の教育」の対象は文字通りおとな、すなわち既に社会の構成員として自立している人々だからだ。とすれば、
「おとなの教育」においては、社会を構成する人材の育成を目的とすることは必須ではない。これは前述の
「義務教育の目的は、一人一人の国民の人格形成と、国家・社会の形成者の育成との二点であり、このことは
いかに時代が変わろうとも普遍的なものである」という文言と好対照を成す。そしてこの性質故に、均質性・
画一性が必然的に必要とされる義務教育その他とは異なり、「おとなの教育」は自由で多様な形態を取りうるの
である。
また、「おとなの教育」の対象がおとなであることはさらなる意味を持つ。教師と生徒がどちらもおとなであ
ることは、教師-生徒間の権力勾配（高橋、1998）を軽減し、より対等に近い形での互恵的な「学びあい」を志
向することができるようになるのである。
こうして「おとなの教育」は、人材育成という制約から離れ、教師と生徒がより対等に近い形で学びあえる
120 ©2022 The Author
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からこそ、各人が主体的に各々の学びたいことを学び自己を高めていく、という完成主義的な形の教育を真に
自由に構想しうるのだ。そしてそれは換言すれば「各人の個性を重視し伸ばす」ことであり、それを推進する
ことでひいては社会全体の多様性を担保することができる。これは義務教育やその延長では発揮できない、「お
となの教育」のみが発揮しうる価値である。
こう考えたとき、「おとなの教育」をただの「職業訓練」へと矮小化するのはあまりにもったいない行為であ
ると言えるだろう。それは「おとなの教育」固有の価値をみすみす放棄していることに他ならないからだ。む
ろん、社会人の職業訓練自体を否定するわけではない。それを受けることで新たな職に就いたり職種をレベル
アップさせたりできる人々は多いであろうし、それが現在の社会構造上必要とされていることは先述のとおり
である。問題なのは、冒頭の厚生労働省に代表されるような「リカレント教育とはすなわち社会人への職業訓
練である」といった視野狭窄的な態度なのだ。仕事に必要なスキルを身につけることでももちろん構わないし、
学んでみたかった分野を学ぶこと、自分の経験を他者と共有して考えを深めることでも、なんでも構わない。
そうした各人の興味を各人が追求し、教師と生徒が学びあいつつ自己研鑽を行い、結果として社会が総体とし
て豊かな多様性を内包したものになること、そうした完成主義的な「おとなの教育」としてのリカレント教育
に固有の価値を今こそ見直し、そこに立ち返るべきではないだろうか。
（２）ソロー、エマソンと「おとなの教育」
このような視点に立ったとき、完成主義の実践者である H. D. ソローが、自著『森の生活（ウォールデン）』
のなかで以下のように述べていたのは極めて示唆的だ。
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、飯田訳、1995）
この主張は、成人に対してもフォーマルな教育機関を提供すべきだと述べている点でまさに「おとなの教育」
としてのリカレント教育の理念と一致する。そしてこれまでの議論を踏まえると、このアンコモン・スクール
という語はただ「コモン・スクールではない」だけに留まらない含意を持つものとして捉え直せるのではない
だろうか。コモン・スクールはこれまでの議論における義務教育に相当し、社会を構成する人材、画一化され
たコモンな人材を養成する側面を持つものであると言えよう。すると、ソローの言う完成主義的な「おとなの
教育」はその反対に、アンコモンな、すなわち画一的でない人間を育成するものであると言える。この意味に
おいて、「アンコモン」という語は先述の「多様性」と響き合うのである。
さらに、このように完成主義における概念と見比べるとき、リカレント教育という言葉はただの「学び直し」
に留まらない重みを持ってくる。リカレントは re + current すなわち循環を意味するが、循環は完成主義において
極めて重要な意味を持つのである。道徳的完成主義の論者であるエマソンは、たゆみなき自己超越の道程を
「拡大し続ける円」という形で表現していた（エマソン、1990）。すなわち、エマソンにとって完成主義とは最
高善への到達を目指すものではなく、常に自己を達成し続けることそれ自体を目標とするものであったのであ
る。そして、それは拡大し続ける円のように決して終結することはない。「おとなの教育」としてのリカレント
教育もまさにこのイメージの類比で捉えることができよう。各人が自己実現のために教育と仕事その他の活動
を交互に行う、その循環の先には「より完成された」各人があるだけではなく、総体として多様で豊かになっ
た社会が存在する。そうして「円が拡大」していくのである。
このように、リカレント教育を完成主義な「おとなの教育」として捉えること、そしてその固有の価値とし
て「社会の多様性の担保」を認めることは、ただリカレント教育という概念の更新（あるいは復古）をもたら
すだけでなく、完成主義の概念そのものを新たな視座から解釈しなおすことにも繋がるのである。
121
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４．「おとなの教育」の実践例
最後に、上記のような完成主義的「おとなの教育」の実践例として、本年発表のあった桝太一氏の転身に言
及し本論を終える。
桝太一氏は東京大学大学院の農学生命科学研究科を修了したのち日本テレビのアナウンサーとなったという
異色の経歴を持つ人物である。理系修士号を持ったアナウンサーとして、「社会と科学を繋ぐ架け橋が必要」と
の信念からこれまでもたびたび科学分野のニュース伝達にコミットしてきた同氏だが、彼は昨年度で日本テレ
ビを退社し、現在は同志社大学ハリス理化学研究所で「科学を社会に適切に伝える方法」を研究している。
これはまさに、完成主義的な「おとなの教育」の有り様を示していると言えよう。同氏は日本テレビの看板
アナウンサーでありながら、「テレビ局員として現場経験を重ねていくうちに、具体的にどんな役割・ポジショ
ンが今の日本にはまだ欠けているか、徐々に見えてきた」と語り、「そこを自分が担うためには、本格的にアカ
デミアの人間として過ごす必要があると決意」したというのである。これは、単に仕事についていくためのス
キルを習得することとは事情が異なる。ただ仕事を続けるだけであれば十分な能力を有しているにもかかわら
ず、日本で誰も担えていない立場を担える存在になるため、研究を通して自己研鑽する、というのだ。この意
味において、ここには桝太一氏の完成主義的態度が表れていると解釈できよう。
そしてそれを可能にしたのが大学院である点も興味深い。大学院は現行のフォーマルな教育システムにおい
て年齢層が最も高いものであるため、本稿第 3 章で示したような「おとなの教育」の性質を現在最も色濃く持っ
ている組織のひとつであると考えられるのだ。そして、桝太一氏はただ大学院で研究をするだけでなく、「現在
メインキャスターを務めている『真相報道バンキシャ！』の番組出演は継続し、研究と同時に“科学を適切に伝
える”ことを番組でも実践していく」というのだ。こうして桝太一氏の完成主義的なありようをテレビで視聴者
に伝えることは、枡氏にとっての学びになるだけではなく、視聴者にとっても「おとなの教育」的な学びの場
になりうる。このようにして、大学院における「おとなの教育」の影響は社会全体に拡大し、ひいては社会全
体を巻き込んだ学びの場すら形成しうるのである。それはきっと「社会が総体として豊かな多様性を内包した
ものになること」に繋がるであろう。
このように考えると、私が本論で述べたような、完成主義的な「おとなの教育」としてのリカレント教育は
決して絵空事ではないといえる。桝太一氏の例が特殊であることを差し引いても、現在の日本社会において私
が述べたような「おとなの教育」を行うことは少なくとも可能である、ということは、本論の大きな証左とな
るはずだ。

５．終わりに――自身の囚われと変容――
私は教育学部の講義を受講する過程で、教育の場における本質的な権力勾配をいかにすれば超克できるか、
あるいは構造的に超克するのが不可能であるとしてそれをいかにすれば改善することができるか、ということ
を思案していた。この背景には、近代化の装置としての学校が高度経済成長期に入ってその自明性を失い、そ
こでむき出しになった教育そのものの権力性が校内暴力等の新たな教育問題を引き起こした、という歴史的経
緯がある。これを受けて 1990 年代以降の教育学では「学びの共同体」という方向性での新たな基礎づけが志向
されてきた（佐藤学、2006 など）。しかし、私にはそれがどのような形において実現されうるか、理想的には実
現されうるとしてそれはどこまで実践可能なのかについてイメージが掴めなかった。
しかし、京都大学で令和 3 年度後期に開講された教育人間学概論Ⅱのディスカッションを通して、私は初等・
中等教育という場に囚われすぎていたということを実感した。本講義で初めてリカレント教育について考察し、
その結果としてこれまで述べてきたような視座を得ることを通して、私はこれまで見落としてきたものの大き
さに気付いたのである。先に述べたように、「おとなの教育」という場においてはその構造上、教師―生徒間の
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権力勾配は小さくなる。従ってその場においては、初等・中等教育よりも容易に「学びの共同体」を構成する
こともできるのではないだろうか。そして、おとなにもフォーマルな教育を受ける機会/権利を与えることでそ
のような場を社会のあちこちに広げることができれば、その影響は既存の初等・中等・高等教育にも及び、そ
れらにおける「学びの共同体」の構成を助けることにもなるかもしれない、とすら想像できる。このような初
等・中等教育をあえて迂回するようなアプローチはこれまで私は全く思いつきもしないものであった。
このように捉えることができるようになったのは、まさに私にとって変容であった。「おとなの教育」という
これまで見落としていた視座を発見し、ディスカッションを通して自己の視野の狭さを実感し、それを踏まえ
て新たな見方を得た、という意味で、私は本講義を通してまさに「囚われ」を超えた、という言い方ができる
かもしれない 5 。
）

註

1）リカレント教育という概念を初めて提唱したのはスウェーデンの経済学者 G. レーンであり、それが当時のスウェー
デン教育相 O. パルメによって国際的に紹介されたのは 1969 年、第 6 回ヨーロッパ教育相会議でのことであった。そ
の後、OECD が『平等な教育機会』（1969 年）、『リカレント教育－生涯学習のための戦略』（1973 年）という 2 つの報
告書を発表し、ここにおいてリカレント教育という用語が定着するに至ったとされる（出相泰裕、2021）
2）『リカレント教育－生涯学習のための戦略』では、リカレント教育は現状相互に無関係な「現行の義務教育以降の教
育体系」「現職訓練」「狭義の成人教育」の三部門を包括するものである、との記述がある。ここでの現職訓練はまさ
に職業訓練を意味するものであるから、当時のリカレント教育には職業訓練も含まれていると解釈できる。
3）リカレント教育は「義務教育ないし基礎教育後の全ての教育を対象とする」ため、その対象は一般的な意味におけ
る成人とは異なる。そこで本稿では「おとな」という呼び方を用いることとする。
4）例えば中教審において全国高等学校協会が提出した「『第 2 期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方』に
ついて（意見）」（2012 年）では「進学率 98％の準義務教育機関であることから、高等学校を「最後の市民教育の場」
としてとらえ」という一節がある。
5）本稿の内容は、京都大学で令和 3 年度後期に開講された教育人間学概論Ⅱにおいて、私が執筆した期末レポートを加
筆・修正したものである。そのため本稿の内容は本講義の内容やディスカッションに着想を得ている。貴重な学びの
機会をいただいたことに感謝申し上げる。
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